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「後世に伝えるべき治山J60選シリーズ

庄内海岸と海岸防災林造成事業

川上通護
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I. 庄内海岸の概要

山形県北西部の日本海沿岸に広がる庄内平野は，豊沃な土壌と水利水運に恵

まれ， 130万石（約19万 t）の米作地帯として全国にその名が知られている。
にっこうがわ

この庄内平野には，ほぼ中央に最上川，北部に日向川，南部に赤川が流れ，ま
がっこうがわ

た，北端では月光川が日本海に注いでいる。庄内平野が面する北，東，南の三

方は，鳥海山系・朝日山系に固まれ，日本海に面した西側は，造成された砂正

が南北に縦走しており，クロマツ林が海からの強風を遮断し穀倉庄内の防壁と

なっている。
ゆざまち..I.くら

庄内砂正は，遊佐町吹浦（写真 1）を北端とし酒田市，更に南の鶴岡市湯野

浜（写真 2）まで、の延長約34km，幅1.5～3.5km，高さの最高は68mに及ぶ

長大なもので，その面積はおよそ7,000haと，日本でも有数の大型砂正であ

る。そのほぼ前線部に当たる約835haを国有林が占めている。

（庄内森林管理署総括治山技術官）

水利科学 No.352 2016 



「後世に伝えるべき治山J60選シリーズ 川上 125 

写真 1 庄内海岸 （遊佐町吹浦）

写真2 庄内海岸 （鶴岡市湯野浜）

II. 歴史 ・事業の経緯

庄内海岸は，江戸時代の中頃まで草木が生えない荒廃した砂丘地で，北西の

風が吹く度に砂が舞い飛ぴ，空は真っ黒になり ，、人々の行き来も途絶えがちで

あった。町の人々は顔を上げて歩くこともできず，家は砂に埋まり ，その砂を

取り除いてもまた一晩で埋まってしまうほどであった。

砂は周辺の平野にまで飛び，田畑に被害が及ぶこともあり，庄内に暮らす

人々は長い間，飛砂に苦しめられてきた。そのような中，困り果てた地域の

人々を救うため，庄内砂丘にクロマツの植林を行おうと立ち上がった先人たち
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がいた。

植林を行った代表的な人物として知られているのが，酒田の本間家三代当
みつおか

主，本間光丘である。光丘は下の山王社境内の高台を起点として，南は最上川

北岸から，北は現在の光ヶ丘まで約1,SOOm，幅360mにわたり植林を行った。

植えたクロマツの数は10万本にも及んでいる。

本間光丘以前も，佐藤藤蔵，佐藤太郎右衛門が私財を投じ，血の渉むような

努力を重ねながら植林に取り組んできた。これらの人々によって行われた植林

事業は何れも子孫代々と受け継がれ永い年月と膨大な労力を費やしてクロマ

ツ林が造られていった。

第二次世界大戦中及び戦後の混乱などにより，かつて先人たちが植林した庄

内の海岸林は荒れ果て，飛砂による被害も再び激Lくなっていった。それは道

路や民家も砂に埋没させてしまうほどで＼海岸に近い場所では家を捨て，土地

を離れる人も後を絶たない状況となった（写真 3, 4）。

写真3 昭和20年代の庄内砂丘

写真4 砂に埋没した民家 （昭和田年頃）
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図 1 庄内砂丘の一般的な横断図 （現在）

こうした中，固による事業を望む声が次第に高まり，林野庁は昭和26年に

「海岸防災林造成事業」を開始した。このように，海岸林は先人たちの大変な

努力 ・苦労による植林事業の積み重ね その後の国による造成事業があって現

在に至っている（図 1）。

ill. 海岸防災林造成事業の工種内容

庄内海岸の前線部（延長約34km, llifi¥200～ 800m，面積約835ha）は国有林で

ある。ここでは，昭和20年代から現在まで実施してきた事業の内容を工種別に

紹介したい。なお，現在は維持管理を主体とした事業にシフトしている。

1. 砂丘垣
よしず

風力を和らげ自然の力で砂を堆積させるため，葦貨を用いて垣を作設する工

法。人力による作設と自然、の力で砂丘を造成してミい くという基本的な工法は当

時から変わっていない （写真 5, 6）。

2. 丘頂垣

風圧が最も大きくかかる砂丘頂は破壊されやすいため，砂丘が完成しでも植

生が十分に生育するまでは，慎重にこれを保護しなければならない。そこで，

丘頂に編柵工を 2～ 3mの幅を持たせて 2列設置する。なお，丘頂は防浪砂
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写真 5 葦授の取付作業

写真6 自然の力による堆砂

堤を造成することにより安定させる （写真 7, 8）。

3. 防浪垣

丘頂垣と同一工法の編柵である。汀線に最も近い砂丘脚部は，草生が困難で

あることから不安定な状態であり耐久性に乏しい。そのため草生限界地に防浪

砂堤を施工し高潮の進入に耐え得るよう堅固なものとしている。図2のよう

に，防浪垣といった作業を積み重ねることにより砂丘を造成している （写真

9）。

4. 静砂工

砂地を小さく区画して砂の移動を阻止すると同時に，葉などの材料を区画内

に置くことによって，砂地の保水を図り，かつ植物の導入を促すために施工す
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写真7 帯梢（雑木）編柵

写真8 防浪砂堤の造成

る。これは材料により 藁 ・萱 ・麦藁静砂工 （略して葉立て －萱立て－麦藁立
よし そだ

て）などと呼ばれ，その他に震や粗染などを用いることもあるが，当署ではほ

とんど藁を用いた（写真10，図 3）。

水利科学 No.352 2016 
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5. 覆砂工

図2 砂丘垣堆砂順序の一例
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写真 9 防j良垣の作設 （昭和29年頃）

1.2.3.4 .7. 主貴重

11. 12. 丘m緩

その他は 補助I豆

B i主演のおき0.8mのもの

砂地崩壊の拡大を防止し，または砂の移動を藁で防止しようとするとき，そ

の場所を全面被覆して風の作用が直接地表に及ばないようにする工事である。

覆工，または伏工とも呼んで、いる（写真11）。

6. 砂草植栽

砂丘に最適な砂草については，試行錯誤の末，ハマニンニクが最適という結

論を得て，これを使用してきた。ハマニンニクは多年生の禾本科草本で，ー名

クサドウとも呼ばれ，強靭な地下茎と旺盛な繁殖力をもち，冬期間は葉茎は枯

れるがそのまま直立し雪解けと同時に芽を出す。

砂地への植生回復のために行う砂草植栽用のハマニンニクは，初めは砂地に

自生したものを採取したり民苗を購入したりしていたが，その後需要が激増し

たことから，自署で10万本を栽培した。

水利科学 No.352 2016 
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写真10 葉静砂工

わら静砂工路工図

3王家

Q13内-015

3究綜2
凝った砂をζとにあげそのよiこまtベて伊ら

その上1ζ砂をあげるとわ61.主闘のように立つ

鱗俄m

図3 葉静砂工 施工図

写真11 覆砂工
水平IJ科学 No.352 2016 



132 

写真12 ハマニンニクの植栽

写真13 手動散布機による肥料散布

写真14 静砂工後に植栽 （昭和40年）

除草 ・消毒を行って晩秋に採取した後，ただちに植栽する （写真12）。

7. 砂草施肥

ハマニンニクは砂地に自生する野草であるが，放置すると衰退することもあ

り，施肥の効果が著しい。
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現況に応じて，尿素複合肥料 N P : K = 20 : 10 . 20を2年に l度散布して

いる （写真13）。

8. 植栽工静砂木植栽／補植

主林木のク ロマツを植栽する前，前砂丘に至るまでの全地域 （特に砂丘頂，

又は覆砂工を施した場所）には，風を抑え砂の移動を防止する目的でアキグミ

を40,000本／ha植栽する （写真14）。

3～ 4月， 50cm方形に植えるのが普通であるが砂草との配列を考え列状

に植えることもあり，長さ25cm以上の I年生苗を使用する。

9. 主林木植栽／補植／改植

後方既成林の林縁や前方には，砂草及び静砂木などによって砂丘がある程度

安定した頃から主林木としてクロマツを10αゅ本Iha植栽する （写真15, 16）。

写真15 クロマツ苗木の植栽

写真16 クロマツ苗木の植栽 （昭和35～36年）
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主林木に最適の樹種としてク ロマツを用いている理由は，潮風及び飛砂に対

する抵抗力が最も強く，水分の要求も比較的少ないことなどが長年の経験から

分かつたためである。

クロマツの活着は極めて良好であるが諸々の理由からその後枯損するもの

があるため，現況に応じて補植する。また，病害虫や気象といった理由により

時として壊滅的な被害を受けることもある。そのような場合は，全面改植を行

つ。

10. 主林木掘起し

昭和の頃は，植栽が前方に進むに従い，安定したと思われる場所でも植栽地

への飛砂の進入が著しく 特に季節風の激しい冬期はこれk対する施策もな

く，みすみすクロマツが砂に埋没するのを傍観ずるほかなかった（写真17）。

場所によっては一冬で30cm以上も堆砂してしまうことがあり，これを放置す

ればクロマツは埋死するので，2月下旬頃から埋もれたクロマツの掘起しを行

っていた。

当時は砂を人力により運び出しており 大変な苦労があった（写真18）。現

在は昭和に比べて全体的に砂Eが安定しているため 当時のような飛砂被害は

なくなり，この工種を用いることはほとんどない。

11 .保育下刈り／つる切り

下刈り（写真19）は，基本的に植栽年を含めて 3年間（ 1年目 1回刈り， 2～

3年目で2回刈り）実施するが，雑草.i韮木類の繁茂，植栽木の生育・被圧

写真17 飛砂により埋没したクロマツ
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写真18 人力による砂の運び出し

雰真19 刈払機による下刈り

など現地の状況によって 時期や回数等を判断する必要がある。状況次第で

2～ 3年目も l回刈りとする場合や 4～ 5年目に入っても刈る場合がある。

クロマツには，ツルウメモドキやフジなどが絡みついて極度に成長を阻害す

るため，つる切りを実施する。

12. 保育除伐／本数調整伐

主林木の植栽密度は10,000本／haであり，林分の健全な維持を図るために

必要な箇所は，除伐・本数調整伐を実施する（写真20）。

除伐木は，かつては地元に薪材として売り払っていたが，薪を必要としなく

なってからは，虫害の発生を防止するため集積して薬剤散布等を行っている。

水利科学 No.352 2016 
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写真20 除伐作業

13. 防風垣

防風垣は植栽地の前縁，あるいは必要に応じて植栽地の中に施工するもの

で，工法は砂丘垣と閉じである。砂丘垣と異なり その頂を必ずしも水平にす

る必要はなく，おおむね地形に沿って立てる （写真21，図 4）。

N. 最後に

ここ数年来，森林の荒廃が全国各地で問題となっている。その原因の一つ

に，人聞が森林と関わりを持たなくなったことが挙げられる。少し前までは枯

れ木や落ち葉，マツカサや下草までもが燃料として私たちの暮らしに有効に利

用されていたが，燃料革命以後は私たちの生活形態が時代とともに変化したの

である。

庄内海岸林では昭和50年代後半に松くい虫被害が初めて確認された。これ以

降被害が拡大傾向にあった中，平成10年11月中旬，庄内地方に突然降った豪雪

によって，クロマツ林は大きな被害を受けた。このことをきっかけとして，平

成11年に海岸林近くの酒田市立十坂小学校5年生の PTAが中心となった「砂

防林づくり」が始まるなど，各種ボランテイア団体等による海岸林の保全に向

けた活動が盛んに行われるようになった。このように 市民の間にクロマツ林

への関心が急速に芽生え，深まりをみせると，クロマツ林のみならず海岸林の

水利科学 No.352 2016 
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写真21 防風垣施工中

制約

暫伏｝

図4 防風垣構造図

砂正・砂草・静砂木などについての認識も高まっていった。現在では，他県か

ら視察に訪れるなど，庄内海岸国有林は全国から注目を浴びている。
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