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神屋地下堰堤（愛知県・春日井市）からの
湧水の水量と水温，水質
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愛知県春日井市に位置する利水施設「神屋地下堰堤」から供給される農業用

水の流量，水温水質を観測した。本施設は1934年（昭和 9年）に竣工し，現
うつつがわ

在も利用されている。庄内川支川・内津川の伏流水を堰上げし，水田に供給す
はがね

る機能を持つ。附近の溜池築堤で使われた粘土を用い遮水する匁金工が，地下

堰堤構築にも応用されたものと考えられる。灌漑期には，伏流水の集水路は内

津川表流水面よりも0.9m高い水位に維持され，流出水量は123m勺hrに達す

る。非灌漑期も流出は絶えない。伏流により，水温の日較差は縮小し， pH,

電気伝導度，硬度，溶存酸素濃度，及び化学的酸素要求量も，水源となる内津

川表流水と比べ低い値であった。

キーワード：庄内川，地下堰堤，農業用水，匁金工，伏流水

（村上：中部大学応用生物学部環境生物科学科 教授

波多野：中部大学応用生物学部環境生物科学科 ） 
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I . はじめに

ー級河川庄内川の支川・内津川は，愛岐県境の内津峠を源とし，愛知県春日

井市東部の丘陵地を流れ本川に合流する（図 1,2)。河川勾配が緩くなる神屋

地区（地元では「カギャ」と読む）では河川水の大部分は伏流し，下流の坂下

地区で再び地表に現れる。そのため，かつては神屋周辺の農地では農業用水を

得るために難渋し，「神屋のカラ川」，「神屋カラ」と呼ばれていた。利水事情

を好転させたのは1934年（昭和 9年）に竣工した神屋地下堰堤であった。粘土

により遮水された地下堰堤は総延長360m に達する規模のものであり，伏流水

を堰上げし，農業用水を神屋地区に供給した。この工事により，同地区での水

田耕作が可能になったのである（落合， 1981;春日井市史編築委員会， 1984;

春日井市教育委員会， 1984;伊藤， 1996;長縄， 2010)。

文献情報から推定される神屋地下堰堤の構造については，永田 (2001), 村

中 (2012), 黒沼 (2016) に詳しいが，地下堰堤から供給される湧水の流量や

250m 
zoom 

内津峠

150m 
（標高300m)

神屋地下堰堤集水路

図 1 内津川及びその集水域の地形

国土地理院1/2. 5万地形図・高蔵寺に基づき作図
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図2 内津川 （庄内川水系）の河床勾配 （左）と神屋付近の河相 （右）

勾配図は国土地理院 1/ 2. 5万図 ・高蔵寺に基づき作図

水質また水路の生物相等についての記録はない。本研究は断片的なものであ

るが，地下堰堤から湧き出す水の量，水温や水質などの陸水学的性状を記録し

ておくことを目的としている。離島等の水資源に不自由する地域での雨水を貯

水する地下ダムについての情報は比較的豊富であるものの（例えば，相場，

1979), 伏流水の利用についての記録は稀であり（中村， 1940), 極めて貴重な

事例であると考える。

II. 調査方法

1. 調査地点

地下堰堤は愛知県春日井市神屋町に残されている。竣工時は内津川の両岸に

堰堤があったとされているが，現在は内津川左岸の集水路が利用されているの

みである（図 3)。集水路は堤防より 40m離れた位置で地表に現れ，幅1.3m 

程の開渠として東向きに90m延長している。水路の西端，東端付近にそれぞ

れ 1箇所， 3箇所の取水口が造られている（図 4)。護岸は拳大の丸石で造ら

底は士であり，所々から水が湧き出しているのが認められる。れ，

水利科学 No.364 2018 
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図3 内津川と集水路

左；航空写真，右；内津川と集水路の水位差

2. 観測方法

内津川と集水路の間の東西方向の地形断面図 （図3,右）は，水準線を張り

地表や水表面までの比高を実測し作成した。灌漑期の流量及び水質は2017年

（平成29年）7月21日の日中に調査した。流量は水路断面と表面流速を実測し，

表面流速に0.8を乗じた値を平均流速として算出した。現場では水温，電気伝

導度， pHをそれぞれサーミスタ法四電極法ガラス電極法で測定し，水質

分析のための試料を採水した。溶存酸素濃度，硬度， 化学的酸素要求量

(COD)は上水試験法に基づき定量した。また，同年 8月3日から 5日にかけ

て水湿ロガーを設置し，水温変動を30分毎に記録した。さらに，非灌漑期の12

月9日から11日にも水温と溶存酸素濃度を測定した。

ill. 調査結果及び考察

1. 湧出水呈

灌概期の集水路西端の水位は，内津川水面より 0.9m弱高い位置にあ った

（固 3)。水位を河川水面より高く保つ効果も水田利水を有利にしたと考え られ

る。伏流水は水路西端の桝から湧き 出しており ，内22m3/hrが西の取水口か

ら南の田に流れ出し，残りの 9m3/ hrの水が東へ流れていた。水路の東端の

流量はSlm3/hrに達 し，途中の取水口か らの14m3/hrの流出量も加えれば

水利科学 No.364 2018 
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図4 湧水の集水路

左；水路と取水口から流出する水量，実線は開渠部，破線は暗渠部を示す。

下向の 4本の矢印は田圃への取水を示す。矢印に添えたり水路図上に示した数字

は測定された流景である。 水路の全面で湧出があるため，水路東端の流是観測点

よりも，さらに多益の水が 2本の取水口より流れ出している。総流出水量は

123m3/ hrに達する。

右；集水路写真，水路東端から西を望む。写真上部に見える竹林の先に内津川が

流れている。

約80mの距離の開渠の壁面や底面から86m3/hrの水が滲出していたことにな

る。東端の 2つの取水口か らは合計87m3/hrの水が南方向に流されていた

（図4)。東端の観測点の流量を超えるのは，観測点から 2つの取水口間でも開

渠の他の部分 と同様に底面や側面からの滲出があるためである。総流出量は

123m3/ hrとなる。河川流量が減少する非灌概期 も水は涸れることなく湧き 出

していた。

2. 湧出水の水温と水質

伏流による水温の日較差の縮小が認められた。灌漑期 (8月），非灌漑期

(12月）の集水路を流れる湧水の水温は，それぞれ19℃,15℃前後であり， 日

較差は1.0℃, 0.8℃ であ った。一方，同地点を流れる内津川表流水で見られ

る水温の日較差は，灌漑期，非灌漑期の観測期間にそれぞれ5.4℃, 4.5℃ で

あった（図 5.6)。田中・荻原 (1983) は， O.Sm以下の地中では温度の日変

動がなくなることを示している。地下堰堤により貯水された水の温度が， 井戸

水のそれと同じく地温と平衡状態にあると考え （小林，1982),農林水産省

水利科学 No.364 2018 



40 

30 

25 

(
3。
)喧「
g
そ

20 

15 

~-、ー/~__/ 

内津川

／ 
集水路

12 18 

゜
6
 

12 18 

゜
6
 

12 

2017年8月3日

図 5

4日

集水路水温と内津川水温の日変動（灌漑期）

5日

20 

゜
ー

(
3
。)開

X

集水路

/ 

＼ 
内津川

12 18 

゜
6
 

18 

゜
6
 

2017年12月9日

図6

12 

10日

集水路と内津川水温の日変動

12 

11日

（非灌漑期）

水利科学 No.364 20 I 8 



村上・波多野：神屋地下堰堤（愛知県・春日井市）からの湧水の水量と水温．水質 41 

表 1 神屋水路湧出水と内津川河川水の水温と水質 (2017年7月21日調査）

湧出水 内津川表流水

水温（℃） 18.8 25.9 

pH 5.9 7.4 

電気伝導度 (mS/m) 1. 4 3.5 

硬度 (mg/L) 54 75 

溶存酸素濃度 (mg/L) 4.87 9.29 

溶存酸素濃度（％） 54 116 

COD (mg/L) 0.2 2. 7 

(1982)の名古屋市における月毎の深度・地温の関係をこの事例に適用すれば，

地下貯水池水面は，灌漑期には地表から 3m, 非灌漑期の観測時期には 2m

の位置にあると推定される。両観測地点での水温の極大，極小が見られる時間

は不規則ながら若干のずれがあり，表流水水温に先立ち，湧水水温が極大，極

小値に達する場合が多かった。

水温と共に水質も変化が見られた。灌漑期の内津川表流水の pH. 電気伝導

度，溶存酸素濃度， COD,硬度は，それぞれ7.4, 3. 5mS/ m, 9. 3mg/ L, 

2. 7mg/ L, 75mg/ Lであったが，開渠西端の観測値は， 5.9, 1. 4mS/ m, 

4. 9mg/ L, 0. 2mg/ L, 54mg/ Lであった（表 1)。pHの低下は伏流中の炭酸

イオンの付加，電気伝導度及び硬度の低下は塩素イオンやカルシウムイオン等

の土壌への吸着， CODの減少は濾過の効果であると考えられる。内津川河川

水の濁質も伏流中に除かれるため，集水路の水は著しく透明度を増していた。

内津川，湧水の溶存酸素濃度を飽和度に換算すると，それぞれ117%の過飽和

と， 54%の不飽和となる。伏流中の酸素の消費は非灌漑期にも観察され，内

津川では 11.9mg/L (飽和度換算 112%)であった酸素濃度は水路では

6. 7mg/L (飽和度換算69%) に低下した。

3. 集水路の水棲生物

護岸に使われている丸石の表面は，藍藻類 (Oscillatoriasp.)の被膜が付き，

黒色を呈していた。水底の土にはまり込んだ礫はシルト・粘土の付着により藻

類の被膜の発達が妨げられていた。沈水型，浮葉型の水草は全く見られなかっ

た。魚類はドジョウが生息していることが確認された。最も目立つ水棲動物は

アメリカザリガニであった。水棲生物相が貧弱である理由としては，集水路が

現在も灌漑目的に使われており，定期的な水路の清掃が行われていることと，

水利科学 No.364 2018 
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アメリカザリガニによる小動物や水草の新芽の摂食のためであると考えられる。

4. 工法についての今までの知見の整理

地下堰堤の工事図面は残っていないし，発掘調査も行われていないため，堰

堤の構造は解っていない。しかし，幅 8間 (14.4m), 深さ 5間 (9.Om) の溝

を掘り， 1間 (1.Sm) の粘土層により遮水し，溝の底と壁とに 3尺 (0.9m) 

の厚さに丸石を敷き，埋め戻したとの記述は，永田 (2001), 村中 (2012), 黒

沼 (2016) に共通している。透水係数の小さな粘土による遮水は「皮悶」と呼

ばれ，春日井市の溜池では1892年（明治25年）の落合池の改修にも採用されて

いる（安藤， 1988)。恐らく溜池での築堤技術が地下堰堤にも応用されたので

あろう。
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