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わが国治水砂防事業の地域的特性について

柿 徳市

I. 史的発展

わが国lこ於げる砂防工事について，その史的発展の跡を辿って見ると，遠くは大化ー

の改新l乙遡るのであるが，それ以降徳川幕府末期に至る長年月の閲に亘って採られた

政策は， 専ら森林取締りの治山面p：：限られていたようである。それが徳川末期K河村

瑞軒が現われ，山留め工事と祢して畿内並びic::木曾川水系の水源禿山l乙山腹縁化工事

を施したのが，所謂治山砂防工事の鴨矢ではあるまいか。その後， 明治維新を迎え，

政府は諸事革新lこ当り，欧米先進諸国l乙範を採り，その指導を求めたのであるが，そ

の際河川工事の方面に於ては，蘭人工師を招鳴してこれに当らしめる ζととなった。

これらの蘭人工師が主力を置いたのは，治水面よりもむしろ利水面，特l乙舟路の改良

維持にあったもののようで，すなわち ζの目的を達するために，舟路IC::当る平地河川

の低水路の波深掘撃並びK河岸の維持固定を計った乙と勿論であるが，更に根本的に

は，河川が流砂の堆積によって水深の浅くなるのを防ぐことが先決であるとし，その

ために水源の禿諸並びに崩壊山地の山留工や荒廃渓の谷留工を各地に施設した。最初

かれ等としては，和蘭で専ら緩流河川や運河の改修工事のみを取扱っていたのである

から，日本のような急流河川や渓流の工事に対しては無経験IC::近く，多分に面喰った

ことであろうと恩われる。しかし，ともかく，かれ等のうちファン ・ドールン，エッ

セJレ，デレーケ等が主として関東・中部 ・近畿等の諸河川！の水源山地を自ら踏査してμ

山留 ・谷留を主体とする治山砂防工事の必要性を上司IC::対して熱心に力説し， ζれら

の施設を各地に遺したことは文献によっても明かである。

それでは， ζれら蘭人工師の帰国後，一体わが国の砂防工事がどのようになったか

と言う？と，直轄工事の面では土木監督署の手に引継がれ，淀川i・木曾・信濃 ・天竜 ・

利根その他主要河川の水源山地に対して砂防工事が施工されたのであるが，その工程

や工法については，当初蘭人工師の遺した域を殆んど出なかったようである。しかし

ながら，砂防工事に対する当時の内務省土木局幹部の熱意は，非常に大きなものがあ

ったと伝えられ，内務技監であった沖忠男や池田円男等の諸氏は，親しく水源の荒廃

山地を踏査して，自ら設計計画まで指導したほどである。その後，この土木監督署は

明治38年！C::至り， 「土木出張所」となり，更に「地方建設局」と改名されて現状に至

ったのであるが，乙の土木出張所時代より以降は，その重点が重要河川｜の下流改修工

事IC::置かれるよ うになったので，直轄砂防工事と しては僅かに山腹工を主体とする淀一
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711流域にその名残を留めるに過ぎなかった。

明治の中葉以降，すなわち明治32年，同40年及び同43年と相次ぐ大洪水に際会して，

富士川 ・鬼怒川並びに吉野川水源の諸渓流が大いに荒廃したので，政府当局としても

これを放置するわけにゆかず，そのうち特に荒廃の甚しい富士川水系日川及び御勅使

川，鬼怒川水系稲荷川並びに吉野川水系曾江谷・日開谷等p：対して直轄砂防工事を起

したのが所謂治水砂防工事の始まりであった。これらの渓流はいずれも洪水に際して，

大岩巨石を交えた土石流を発見したので，本111筋に設けた砂防堰堤のうち，従来の谷

留式乾石積工法では到底抵抗する ζとができず，殆んどすべてが破壊流失の災害をう

.itた記録がある。ここに於て始めて，砂防堰堤lζ対してコンクリートを使った練石積

工法が採用せられるようになったのであって，このコンクリート使用により，わが国

の治水砂防工事は新たにヨーロッパ式の近代工法を採用することができるようになり，

工種に於ても谷留工より床国堰堤工へ，さらに床固堰堤工より土石調節堰堤工（貯砂

堰堤工）へと一大飛躍を見るようになったのである。またそれと同時に，工事の対象

となる渓流も小さな山腹の支渓より逐次大きな渓流へと移り，更に土石調節堰堤に至

つては，昭和la年1-C着工された常願寺川水系本宮堰堤のように，本川中流部の山地河

川区聞にまで下り，一般利水ダムと変らぬような規模のものが計画されるに至った。

同時に施工方法についても，特に終戦後は大規模な利水夕、ムの築造工法を採用して，

小規模ながらもすべての作業を機械化し，構造物の質の改良と共に工期の短縮並びに

工費の節約を計ったのである。

他方，補助砂防事業の面では，明治30年砂防法の制定と共K，府県補助砂防工事費

が逐次増大の一途を辿ったのであるが，昭和初期までの工事の種類は，主として山腹

工や谷留工に限られており，ただ僅かに手取川水系の白山砂防工事や常願寺川水系の

立山砂防工事がこの例外で，コンクリートを使用した練石積床固堰堤工を施工したも

のである。 Tこだこれら両砂防工事はともに規模が大きく，補助砂防K不適との理由で，

立山砂防は昭和元年，白山砂防は昭和2年それぞれ直轄砂防工事に切り換えられるこ

ととなった。

山腹並びに谷留工については，農林省山林局に於ても，明治43年荒廃林地復旧法を

制定して，この方面K着々と手を延ばす処があったが，その目的は専ら荒廃林地すな

わち禿括崩壊山腹の復旧緑化にあったから，文字通り治山植林を主としたものであっ

た。これに対して，内務省土木局に属する山腹工事の違う点を挙げると，同じく禿絡

崩壊山地ではあるが，渓流河｝111乙直接沿い，且つ規模が大きくて荒廃度の激しいもの

が対象として採り上げられ，その固定緑化を主としたものであった。

その後，昭和9,10年頃の大水害を機として，補助砂防事業に於ても工程の転換が

起り，これまで相当重点が置かれた山腹工事は逐次影を消すようになり，これに代っ

て渓流工事が舞台にセリ上って脚光を浴びるようになった。
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すなわち床固堰堤から発展して直轄砂防と同様に，防災的な土石調節堰堤（貯砂堰

堤）がEんに施行されるようになると共に，下流の扇状地や天井川並びに山地河川等

の区間に於て，護岸並びに床固工を主体とする流路工が計画施工されるようになった。

これより先，昭和3年内務農林両省の次宮が協議して，内務省の砂防工事と農林省

の荒廃林地復旧工事との境界区分に対して申合せ事項を発表したことがあるが，これ

は当時山腹工事l乙対し積極的に乗出して来？こ農林省側が，山腹工事の法留基礎として

護岸・床国堰堤工に進出したことがキッカケとなり，この傾向が過度に増長せられた

ために起きた措置であったかと考えられる。

当時内務省土木局に於ては，砂防界の一大権威赤木正雄氏が，行政並ぴに技術の両

方面に亘って一大活畷をした時代でめって，氏は予算獲得に熱心な余りに，上流では

農林省の荒廃林地復旧関係と衝突し，また下流では内務省の河川関係と境界について

とかくの論議を生じ，国会でも屡k問題となったことがある。しかし，乙れらの権限

並びに境界争いも，終戦後は次第に解消して，治山治水工事が一貫した基本方針の下

に，着々施行せられつつゐることは，われわれとして喜ばしい限りである。今後とも

末長くこれらの関係者が大局に目を置いて相協力し，治大な治山治水事業を綜合的に

且つ円満に計画施行してゆくことを切望してやまぬものである。

2. 地域的特性

わが国の砂防工事は地域的l乙見て，いろいろと特性の異なるものを挙げることがで

きるが，この特異性を条件付けるものに自然的条件と経済的条件の二つがある。自然

的条件のうちで影響の長も強いものは地質であり，乙れに次ぐものは地形であるが，

ただこれらは間接誘因となるものであり，これに対して降雨 ・降雪 ・気温等の気象的

条件や地震 ・煙害等は直接誘因となる。第二の経済的条件は治水砂防工事の場合，極

めて附帯的なもので第二義的な意義を持つに過ぎない。

次！と本節ではわが国の砂防工事を地方ブロック別に，その自然的条件との関速にお

いて地域的特異性を説明するのであるが，乙の場合特に直轄砂防工事については府県

補助砂防工事と切離して，その成立の理由や工程の大要｛こも触れることとした。

I. 東北地方

東北地方は，その脊骨に当る中央を奥羽山脈と那須火山脈が縦走し，西海岸にこれ

と並行して鳥海火山脈が走っている。また東部ILは岩手県内を北上山脈，福島県内を

阿武隈山脈が同じく南北に縦走しているが，両者ともに火山ではなく，前者は古生暦

を主とし，後者は深成岩類を主とする点が異なっている。以上の地域を除くと，他の

大部分は第三紀層山地であって，特に凝灰岩が各地に散見せられる。乙の地方は，内

地では人口密度が最も稀薄なために，河川｜の上流部より渓流の区間にかけて，治水工

事が著しく遅れており，所謂荒廃河川や荒廃渓流の様相を帯び，土石の堆積する広い
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積が各地に見られる。従って，治水的観点よりいえば，わが国では最も手遅れの地方

であって，特に砂防工事に於てこの感が深い。

直轄砂防工事は最上川水系，阿武隈川水系及び北上川水系の三水系K行われている。

前二者ば火山砂防であって，最上川水系はいずれも月山を水源とする立谷沢Ill・銅山

川及寒加江川流域に施工せられ，その主力は土石調節堰堤にあるが，銅山IIIでは地と

が徴しいので，対策として床国堰堤・ 排水工等も計画せられている。また阿武隈川水

系は，吾妻山を水源とする荒川 ・松川流域に施工せられ，前者は床固堰堤，後者は土

石調節堰堤l己主力を注いでいる。

北上川水系砂防は胆沢川流域K限られ，その目的がJl!:!沢ダムの埋没防止にあること

は明らかである。

東北地方l乙多い，上述した荒廃山地河川や荒廃渓流に対する砂防計画は，まず渓口

附近に 1,2の土石調節堰堤を設け，下流の流路工として築堤・護岸及び床面 ・水制 ・

除石工等を施工するのが定石である。 ζれらの工事によって，これまでの荒廃した積

が有用な耕地lこ化するものが非常に多い。各県の代表的な実例を挙げて見るならば，

宮城県の江合川水系1息子地先，福島県の水無川，岩手県の豊関根川，秋田県の善知鳥

川，山形県の日光川等枚挙にいとまない位である。

第三紀j冒凝灰岩山地の特徴は，狭くて比較的深いU字谷が発達し，異常豪雨を除け

ば， 土石の流出も少なく，防災的砂防言i画の見地よりすれば，土石調節寝堤のみで充

分な場合が普通である。なお山形・秋田及び福島の第三紀層地域の一部には，地と砂

防が施工されている。

2. 関東地方

利根川の水源である群馬県は，南部の神流川流域を除くと，大部分が火成岩特に安

山岩 ・集塊岩の山地を流域とする。拐木県に於ても，足尾の一部を除き，北部の大部

分が那須火山群lこ属し，鬼怒川や那阿川の水源となっている。就中，鬼怒川水系の稲

荷川は最も荒廃が甚しく，ここに明治34年より現在に至るまで直轄砂防工事が継続せ

られ， 30数基：E上る大小の床国堰堤並びに床困工が施設され，巨額の砂防費が投資さ

れた。

渡良瀬川水系の直轄砂防工事については，従来専ら上流部足尾地区内に於て，銅山

の煙害による禿荷崩壊山地の土砂流出を防止する貯砂堰堤が施工されたのであって，

乙れら堰堤群の内でも，一部見返資金を投資し，昭和30年に完工した足尾堰堤は，工

費約 4 億円を投じたもので，推定lfr砂.~600 万立米に及び，わが国でも最大規模のも
のである。

利根川水系の直轄砂防工事は，昭和10年烏III水系の諸河川が荒廃した対策として着

手したのであるが，その後，昭和22年のカスリン台風による赤城山系譜河川｜の荒廃を

機として，区域拡張を行ったものである。従って現在の施工区域は，すべて過去の災
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害の事後対策として行われているものに限られるといっても少しも過言ではない。反

面，利根川水系の火山蝕渓は，異常豪雨時を除けば，殆んど土石の生産流送を見ない

のが普通であるから，工事計画としては，防災的な土石調節堰堤が立体とならざるを

得ないわけである。そこで結局，利根川の治水として望ましいことは，既往災害の事

後対策よりも，むしろ周期的に見て，より一層近く水害の発生を予想される，神流川

や吾妻川等の未災害河川の防災的砂防計画l乙重点を置くことではあるまいか。

地質が古生層である神流川や荒川｜の流域は，ー般に深い峡谷を形成し，稀有の豪雨

を除けば崩壊を起きないから，ここでも必要なのは防災的な土石調節寝堤に限定され

る。

その他の直轄砂防工事としては，相模Jll外4河JII!乙施工された震災対策砂防工事が

ある。これは大正12年の関東大地震の際，山腹の剥落によって一大荒廃を呈した多摩

川・相模川・酒匂川及び早川等の水系に，土石流防止のための貯砂堰堤を計画して，

乙れを竣工したものである。しかしながら，なお土石流出の多量に上る酒匂川水系n:
対しては，現在でも直轄砂防工事が引続き行われており，また同じく相模川水系に対

しては，補助砂防工事が施行されている。

次K補助砂防工事について見るに，群馬県は直轄砂防施工河川以外の流域全般につ

いて，主として防災的な土石調節堰堤を施工しているが，直轄砂防K比較して堰堤の

規模が小さいことは，事業費の関係上やむを得ないものと考えられる。

栃木県は群馬県に比較して山地面積が少ないが，その反面，那須山麓の那河川水系

蛇尾川や鬼怒川水系大谷川 ・小向川等の荒廃した山地川が多く， ζれらは上流の土石

調節堰堤が己に施設を見たので， 今後は流路工を大いに推進すべきであろう。埼玉県

は，荒川流域全般に亘り古生層よりなり，防災砂防を必要とすること上述の通りであ

る。茨城 ・千葉の両県，東京都の補助砂防事業には，別l乙述べる特異性もないが，た

だ伊豆七島の火山蝕渓l乙対しては，床固堰堤を主とする火山砂防が施設されているこ

とを附言したい。

3. 中部地方

中部地方の中央部を占める北アルプス ・南アルプスは，さすがに襟高3,000米級の

高山が重畳しているだけに，乙れらの高山地を水源とする諸河川並びに渓流は，荒廃

その極に達しているものが少くない。試みに，現在直轄砂防工事が施工されているも

のを挙げて見ると，石川県の手取川水系向山砂防工事，富山県の常願寺川水系立山砂

防工事，長野県の信濃川水系焼岳砂防工事，岐阜県の神通川水系焼岳砂防工事，新潟

県の魚野川水系砂防工事，長野県の天竜川水系砂防工事，静岡県の安倍川水系砂防工

事，山梨県の富士川水系砂防工事，岐阜県の木曾川並びに土岐川水系砂防工事等の9

ケ所を算することができる。これらの直轄砂防工事のうち，最初の白山 ・立山 ・焼岳

等の火山蝕渓を中心とする 4ケ所の火山砂防工事は，土石の生産流送が激しく，床固
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砂防堰堤は直ちに満砂するのが通例であるが，その他の砂防工事は，異常の豪雨襲来

を除けば殆んど堆砂を見ない。すなわち，前者は土石生産の根源たる火山蝕渓を根本

的に抑える床固堰堤が主体をなすが，これに対して後者は土石の調節を主眼とする土

石調節堰堤が主要工作物となるのである。

次f（.，補助砂防工事について各県別にその特異性を説明する。まず石川県では能登

半島の第三紀新層地帯は，随処l乙地と砂防が施工されているが，中部地方に於ては，

新潟県の西半部と長野県の北半部が，わが国随ーの地と地方となっている。一般に長

野県の地と蝕渓は新潟県のものより渓床勾配が急峻なだけに，縦侵蝕による渓揮の深

掘れが直接原因と考えられる。 ζれに対して，新潟県の地と蝕渓ば，縦侵蝕によるよ

りもむしろ濠透水による地下粘土化の促進にありと考えられている。なを地とつはこ

のほかにも静岡県下に数ケ所がある。

富山平野は，県境に皇室立する北アルプス立山連峰を水源とする，荒廃河川の復合扇

状地であるだけに，早日JI！・片見川及ぴ小川等に対しても，常願寺JI！と同様に，土石

調節堰堤を数ケ所早急に施設することが望ましい。

長野と山梨両県は，長野，松本，諏訪，伊那，甲府等の盆地地形が集合してできた

もので，これら盆地の周辺は高山が囲鏡し，乙れより発する渓流河川がすべて荒廃甚

しく，その末端に扇状地を形成することは富山平野と同様である。これらの扇状地に

は耕地ばかりでなく，部落や町村が軒を連ねて発達するから，所謂防災砂防の外IC:流

路砂防をも必要とする。富士川水系の御勅使川及び日IIiiま，共にかつて昭和の初期直

轄砂防工事によって所謂防災砂防，すなわち 7-8基の土石調節堰堤が完工したので

あるが，さらに現在では扇状地の流路工を補助工事によって施設中である。これらの

流路工によって土地の安定した堤内地は，逐次高度に開発せられ，日JI!の如きは今や

石積が豊かな葡萄閣と化して，砂防の効果顕著な実例となっている。

静岡県の伊豆半島は，中央を天城火山が南北に縦走して， ζれより東西に発する諸

渓流は，昭和15年前後数回lこ亘り襲来した台風毎に，土石流を発生して甚大な災害を

惹起したζ とがある。その後，火山蝕渓lζ対しては床固堰堤を多数施設し，また下流

の流路lこ対しては流路工を整備したため，近年は殆んど土砂害を見ないようになった。

愛知県では，瀬戸より中央線に沿い岐阜県の多治見 ・中津lこ至る土岐川の流域が，

第三紀新層の低山丘陵地よりなり，この土地から良質の陶土を産出するので，その掘

整跡地等が崩嬢して貝殻状の崩壊地が多く，小粒の砂礁生産が旺んである。これがた

め，渓流下流部は漸次天井Jill乙変化し，破堤の危険が大きく，そこでこれが対策と し

て，両袖部が土堰堤で水通部のみがコンクリート堰堤よりなる，長い砂溜堰堤を数多

く施設している。

また，このすぐ東側に隣接する矢作川水系の諸渓流も，花尚岩の風化禿猪した低山

地で占められ，常時砂磯の生産流送が多いので，前者同様の構造をもっ，低くて長い
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砂溜堰堤が随処に設けられている。なおこれらの堰堤は，満砂するまでの貯水を農業

用水に利用しているのが普通である。

岐阜県は，飛禅地方の県境に向山 ・焼岳 ・乗鞍岳 ・御岳等の火山を連ね，火山蝕渓

の発達を見るのに対して，美濃地方は主として古生層よりなる中山地であるが，明治

24年濃尾地震の影響を受けて，山腹の崩壊が随処に散見し，渓流河川！の荒廃を招いた。

なかでも木曾川水系根尾川には，有名な断層が発生して崩壊が著しく，これがため直

結砂防工事が施行されたのであるが，同工事は昭和14年に一応竣工した。また養老山

系より発する揖斐川水系の諸渓流も，水源山地の崩壊により軒並みに土石流を押出し

て被害が大きかったので，これに対しては土石調節堰堤並びに扇状地の流路工が，補

助工事により多年に亘って施設されている。

一般に，中部地方：ま地形的花見て，日本の屋根とも称せられ，これより四方l己流れ

る木曾川 ・天竜川 ・信濃川 ・黒部川 ・神通川 ・庄川等の大河川lこは，いずれも数基の

大規模な発電堰堤が築設せられ，わが国最大の電力基地となっている。しかも，これ

ら大河川！の水源山地より発する諸渓流には，火山と否とを間わず，屡々山津波や土石

流を発生して，土石の生産流送が極めて激しく，直結砂防工事を施行しているものが

少くないことは上述の通りである。すなわち，この際われわれ砂防技術者として，特

に強調して置きたいことは，これら河Jl[K於ける多目的ダム貯水池の土石理積が，予

組外K激しいものがあるので，これが埋積防止の砂防工事については，今後ダム管理

の面から見て，技術的にもまた経済的にも，大いに再検討されるべき時機が必ずや近

いであろうことであるつ

4. 近畿地方

近畿地方以西は所記関西地方と呼ばれ，これまで述べた東北 ・関東及び中部の諸地

方に比較して地形が小規模となり，高山と言っても精々 2,000米級で，火山も著名な

ものは皆無である。ただ建国当初から現在に至るまでこの地方は人口の集中度が最も

激しく，文化の程度が高かったために，谷奥深くまで人が住み着ふ洪水による被害

が最も激甚であったことは，史上にも屡々明かな処である。

まず直轄砂防工事については，第一節にも説明した通り，淀川水系の直幣砂防が瀬

田川，木津川両流域：こ対して行われ，わが国でも歴史が最も古いのであるが，工事の

重点は，この流域全般に見ちれる花関岩の禿諸山地を対象とする山腹工事が主体とな

っている。近年に至り，この山腹緑化工事は農林省当局によっても治山の面より採り

上げられるようになったので，両者は工事区域を協定して，摩擦の生じないようにや

っている。しかし，最近は瀬田川直轄砂防工事のように，大声川本川筋の土石調節堰

堤lこ重点が移りつつあるので，山腹工事の方は，むしろこの際思い切って農林省に議

札建設省としては防災砂防並ぴlζ流路砂防の方に転換した方がよいのではなかろう

か。木津川直轄砂防工事についても，この事は勿論当て俵まることで，昭和28年大水
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害の際土石による被害の甚大であったのは，禿務山地よりの土砂生産ではなく，上野

市周辺に見ちれるような，林相のよい花尚岩山地の崩壊による土石流の発生！＜：：.原因し

たととほ，われわれ治水砂防技術者として十分に反省すべき余地があるのではなかろ

うか。

六甲山系直轄砂防工事は，昭和13年神戸市を始め，阪神聞の諸都市lこ大災害が発生

したのを機として，これが対策のため着手せられたものである。神戸市は地形的に見

て，六甲山と神戸港の間に挟まれた，狭くて長い複合扇状地の上に建設されたもので

あることを知るならば，六甲諸渓流lこ完全な砂防工事の施工を見ない限り， 13年のよ

うな大災害を周期的に繰返す宿命にあることをここに強調したい。今や20年聞に亘る

直轄工事の結果六甲山系の詑河川には，堤高15米乃至30米に及ぶ土石調節堰堤が数基

宛施設されており，また扇状地の流路には中小河川工事として流路工が施工されてい

るので，再び昭和13年と同程度の豪雨が襲来しても，殆／しど被害はないものと考えて

よいであろう。

次に補助砂防工事についてはます、大阪平野をとり囲む県境の山地が，六甲山と同様

に防災砂防並びに扇状地の流路砂防を必要とする状況にある。即ち北部の妙見山，東

部の生駒山，金剛山及び南部の和泉山脈より発する諸渓流は，前二者十が六甲山同様に

花筒岩で後者が和泉砂岩よりなり，週期的豪雨の襲来に遭えば，必然的に山腹崩壊に

より土石流発生の危険があるからである。

兵庫県は隣りの京都府と共に，昭和9年の関西大風水害より数ヶ年の間，屡々台風

の襲来によって災害を繰返したのであるが，殊l乙裏白本側の但馬 ・丹後地方に災害が

i~z しかったことは，これちの地方に惹起した大正14年の但馬地震や昭和 2年の丹後地

震の影響を看過してばならない。この地方に於て災害を受けた渓流は，殆んどが流域

面積5km＇：こ満たね小渓流であって，渓流は谷の中央を流れ，両岸Iこは階段耕地があ

るのが普通である。異常豪雨により一旦水源の谷頭附近に山腹崩壊を発生すると，土

石流を起し，そのために両岸の簡単な石積護岸や井堰を破壊流失して，耕地の埋没叉

は流失を見るのが例である。 （このような性質の谷を筆者は「埋積谷蝕渓」と呼んで

いる。従ってこれらの谷は豪雨に見舞われない限i 荒廃の様相を全く示さないので

あって，それだけに災害を被った後の荒廃した惨状には，一見限を蔽わしめるものが

あるわけで、あるつこれちの被災区間は，一般に災害復旧工事，または砂防の流路工事

によって改良的；二復旧されるのであるが，この流路工の上流端附近lこは，いずれの場

合も土石調節堰堤を設けるのが普通であって，これにより将来の山地崩壊に備えると

ともに，他面この堰堤を洪水調節叉は溜池等に利用する場合も屡 Eある。）

京都市内を貫流する鴨川lの水警は，平安朝以来切っても切れぬ因縁があり，後白河

法皇もこの水害を叡山の僧兵に比べて恐れをなしたものであるが，ζれも結局，水源

の北山に発生した崩壊により土石流を流送したからに外ならぬ。昭和9年の大水害に
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は，とれが対策として，上流の上賀茂と八瀬附近に数基の土石調節堰堤を施設し，ま

た下流の河川｜は災害復旧工事として徹底的な護岸床止工が施工されて整然たる流路を

形成し，一大偉観を呈している。

滋賀県は，中央に本邦首位の琵琶湖を滋え，瀬田川を除くすべての渓流河川がこの

湖に注ぐのであるが，特re.西境の比叡山脈より発する諸渓流は，地買が六甲山と同じ

く花尚岩で，勾配急峻な荒廃渓流を豆し，谷頭附近より湖辺まで，一貫して床面堰堤

並びに流路工が施設されている。また南東部の鈴鹿山脈は花尚岩及び水成岩を主とし，

乙乙を水源とする河川は，滋賀県側では天井川を形成して国鉄東海道線は河床下を隆

道で通っているものが多しこれに対して三重県側は勾配がより急峻なだけに，大石

巨岩の堆積する荒廃河川となっている。なかでも鈴鹿111の左支内部川 ・御幣川等には，

直稽砂防工事が施工され，数基の土石調節堰堤と下流扇状地の流路工を施行中である。

三重県中部を走る紀伊山脈を水源とする櫛田川 ・宮川等は，防災的砂防が必要な河

川であり，また県南部の熊野灘に注ぐ諸河川は，勾配が急で，砂E撃を多量に流送し，

河口の漁港を埋積するので，貯砂堰堤が施設されている。

奈良盆地の周辺は，花尚岩性の禿籍地が多く古くから山腹工や砂溜堰堤が施設され，

ために大和川の河床は近年甚しく低下の傾向にあり，砂防の効果箸しい適例と言える。

県南部は紀伊山脈が東西に横断し，これを十津川が北より南re.縦貫するのであるが，

この流域はかつて明治22年大水害を惹起したことがあり，水源各地に昭和28年の有田

川を凌ぐ大崩壊を発生し，住民の北海道移住さえ行われたほどである。この事実l乙鑑

みても， ζの流域には所謂防災砂防が絶対必要であることを痛感する次第であって，

近年十津川総合開発計画で，大規模な多目的ダムが企画されているが，将来このダム

完成の暁は，ダム埋積防止の砂防工事を採り上げるべきこと勿論である。

和歌山県はその八割が中生層で残部が古生層より成る。これら水成岩山地河川の特

徴として言えることは，一般に紀川水系名手Jllのように50～100年の週郊を持つ異常

豪雨の来襲を除けば，その中間期間re於て大洪水時に流出した土砂が掃流されて，河

床はむしろ次第に低下する傾向にあり，従ってこの時代には屡ミ床面工を要求される

ことがある。しかし，ーたび異常豪雨となれば，水源山地は随処に崩壊を起して，山

津浪を発生するのであるから， これが真の防災対策としては，まず第一に土石調節堰

堤を必要とするわけである。有田川 ・日高川等に於げる昭和28年の大水害は，この事

実をよく証明して余りがある。

5. 中園地方

山陰沿いに白山火山帯が東北より南西に縦走しており，そのうち大山 ・三瓶山には

火山蝕渓が発達し，特lζ大山を水源とする天神川水系には，直轄砂防工事が施行され

ている。乙の地方の脊骨を縦走する中国山脈は，標高1,000米級の低山高原性山地で，

地質は概ね花尚岩より成り，乙の山地を水源とする渓流河川は，一般に砂質河床で，
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中には震々天井川を形成するものがある。これらのうち最も代表的な河川として，デマ

道湖に注ぐ斐伊川を例にあげると，水源山地は砂鉄の生産地で，砂鉄採取に当って多

量の砂土を流すために，上流の河川改修区間では物凄い天井川となっている。この場

合，特に因ったことは河口が湖水で抑えられているために，河床は年々昇高する傾向i

にある。そこで，中流部に直轄砂防工事として，貯砂堰堤が計画せられ，現在三成・

日登に堤高30米乃至15米級の砂防堰堤が設けられているのであるが，しかし，これらの t

堰堤は一般の土石調節堰堤と違って，流砂が細かいので粒度の調節は勿論のこと量の

調節も効かず，？こだ水通元場まで満砂すれば，それだけで堰堤の機能を終るわけであ

る。従って，このJIIの流砂に対する根本対策としては，砂鉄の採取を止めるか，砂鉄

採取後の砂を川；こ出さずに，階段水田の造成lこ盛土として流し込むかのほかないので

あって，後者は一石二鳥の得策と言えよう。もっとも高30米の三成堰堤は，島根県営

発電に利用せられていることを附言する。このほか直轄砂防工事としては，現在完工

済みであるが，かつて昭和16年頃，石見地方江川以西の諸河川が，台風襲来に原因し

て土石流のため荒廃した際，災害対策砂防として採り上げられ，防災的砂防堰堤が数

基宛施工されたものがある。これらの堰堤は，その後殆んど堆砂しないために，計画

の一部のみ施工して，一応直轄砂防工事を打切ることとなった。

次に，補助砂防工事について概要を述べて見ょう。

岡山県は地形的に見て，南・中・北の三帯re分かれ，その地質地形に応じて，それ

ぞれ特異の砂防工事が施工されている。一般に南部は花尚岩の禿括性低山地が多く，

古くから山腹緑化工事を施工し，最近はその渓口部に砂溜堰堤を設け，また天井川の、

区聞には河床の切下げ，拡幅を目的とする床固，護岸工（流路工）が施工されている。、

この地帯は，わが国でも有数の寡雨地方であるために，砂溜堰堤は屡ミ濯？既用の溜池

として利用せられる。中部は中生層の高原性山地よりなり，これらの高原を刻む小渓

流が，昭和10年前後の台風で大災害を受けたので，災害対策として床固堰堤・護岸工

（流路工）による耕地保護の渓流工事を旺んに施工したことがある。 ζれらの渓流は

近畿地方の項で詳述した，所謂「理積谷蝕渓」の砂防工事であって，災害さえなけれ

ば何等異常を認められない普通の渓流である。

広島県は，県内の大部分が花尚岩の高原性低山地より成り，南部瀬戸内海沿岸は，

岡山県と同様に禿務地が多く古くより山腹緑化工事が施行され，また砂溜堰堤や天井

JI Iの流路工についても岡山県の場合と同様である。同じく花筒岩山地でも禿績でなく

急峻な林地の場合は，異常豪雨の際山腹崩壊により山津浪を発生すること，神戸の六

甲山と同様であって，これに対しては，土石調節堰堤を防災として必要とすること勿

論である。このような花街岩崩壊山地の適例として，呉の都市砂防を挙げることがで

きる。呉の大災害は，昭和20年の台風による異常豪雨により発生したもので，その様

相は神戸六甲の場合と全く同様で，死者700人に達する未曾有のものであった。乙れー
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が対策としては，当初土石調節堰堤を直轄砂防として約2年聞に亘り施工したのであ

るが，昭和23年に至り，概ね目途が付いたので，補助砂防に切換えられ，その後は下

流の流路工事と共に県の手によって施工されている。

山口県の砂防について，瀬戸内海沿岸は岡山広島両県と共通の禿蒲山腹工事が古く

より行われ，また近くは砂溜堰堤や流路工が施工きれた。県の中央部以北は，主とし

て中生層山地で，これは細かく解析されて小谷が多いのであるが，これらが，終戦後，

台風性異常豪雨の度毎に大災害を発生したので，その都度防災的砂防堰堤や流路工が

施設された。

島根県の砂防は，前述した三瓶山附近l乙火山蝕渓の床固堰堤工事並び（こ島根半島の

第三紀低山地K，地と砂防工事が施行されているものを除けば，他ば概ね埋積谷蝕渓

の防災的土石調節堰堤か下流の流路工のいずれかである。

鳥取県は，大山火山系を水源とする火山蝕渓の砂防工事が主でゐること勿論である

が，なおこれらの諸川は，阿弥陀川や加勢地IfIのように，中流部附近が河幅異常に広

く，関西l乙稀な荒廃河川となっており，乙の区聞に対しては，床国護岸工を主とする

流路工が，上流部の土石調節堰堤と共に，補助工事により大規模に施設されている。

要するに，中園地方は深山幽谷と言った地形が皆無で，如何なる河Illも殆んど水源

附近まで開拓開墾が及んでいることが特徴である。

従って，異常豪雨の襲来を除けば殆んど見るべき災警はなく，土石の生産流送も禿

結地を除けば知れたものである。以上のような事情であるから，これまでの砂防工事

は，災害の発生地K対する所謂災害復旧的な事後対策砂防工事が主であったことは，

ある程度止むを得ないことと考えられるが，しかしながら，今後はこれらの災害を未

然に防止すべき防災的土石調節堰堤や，計画的な流路工を主とするEJ、訪；｝！－＠］に切換え

らるべきことは，議論の余地なき処であろう。

6. 四国地方

四園地方IC:.於て，現在直轄砂防工事の行われているのは，肱JI［と重信川流域砂防工

事のこつであって，肱川は昭和18年の大水害の対策として着手されたものであり，ま

た重信川は終戦後直轄工事として新たに採り上げられたものである。肱IfIIま昭和18年

台風襲来の際，異常豪雨により水源の変質古生層及び古生層山地に大崩壊を生じたの

で，差当り災害事後対策として土石調節堰堤を施設したのであるが，現状は概ねその

目的を達したので，今後の方針としては，流域全般に亘り防災砂防の立場より土石調

節堰堤を計画する乙とが肝要であろう。また重信illの砂防工事は，従来愛媛県が反対

側の中山川と共に水源崩壊地より本川合流点まで，一貫した砂防計画の下K，多年lこ

亘り施工した古い歴史を持つものである。なお乙のほかに，古い直轄砂防工事で，現

在徳島県の施工しているものに，吉野川左交の諸渓流河川の砂防工事があること既述

の通りである。
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補助砂防工事についてはまず香川県は徳島との県境を除き，全県が花筒岩の｛g;地で，
殊1r.瀬戸内海沿岸では禿諸山地が多いために，古くより山腹緑化工事が行われたが，

その後は砂溜堰堤や流路工を旺んに施工している。徳島県については上述した吉野川

左支渓流の外に同川右支の変質古生層地域，特l乙鮎喰川水系に大地iこが多く，一般砂

防護堤と共lこ，特殊の排水工事を施工している。県の南部は，叙山を水源とする諸Ill

が四方l己流出しているが，これらの流域は変質古生層という特殊の地質条件による地

とのほかに，防災的土石調節堰堤を必要とする乙と明かであろう。

高知県は，中央北部の吉野川流域tζ変質古生層及び古生層を見るが，その他は全部

中生層の占める処となっている。県全般を通じて，土石調節寝堤を主体とする防災的

砂防工事が行われているが，特に幡多郡を流域とする渡川水系の各渓流河川には，乙

の麗の堰堤が数多く施設されている。この地域の堰堤は流量が非常に多いに拘らず，

流出砂磯の程度が比較的小さく，従って洪水時水口口部の洗掘により底抜けを起し易い。

東部の徳島県境の中山地より発する諸河川は河床が急峻なために，大転石を流送する

荒廃河川となっており，水源lとは野根川のように大崩壊地を持つものが少くない。こ

れらの河川には，土石流に備えて土石調節堰堤が数基施設されている。

愛媛県の北部高縄半島は花掲岩の低山地よりなり，禿籍地に対しては古くから山腹

緑化工事が行われた。また中部の中生層及び変成古生層の中山地l乙対しては，重信川

や中山川のように，水源崩壊山地よりの砂際流出が甚しく，上流に谷留堰堤，中流に

土石調節堰堤，また下流の扇状地流路には，床固護岸よりなる流路工が一貫して計画

施行されている。重信川が多年に亘る補助工事に拘らず，直轄砂防工事に移管された

理由は，同川が新たに直結施工河JIIとなったためと考えられるが，これに反して後l乙

述べる熊本県白川の如きは，下流が直轄河川となったに拘らず，水源の阿蘇火山を中

心とする砂防工事が，その規模の大なるために当然直轄砂防に編入されるべきである

のに，未だにこれが実現しない理由はどこにあるのか，筆者は疑問lこ苦しむものであ

” 。。
7. 九州地方

九州地方lζ於て，直轄砂防工事が始めて行われたのはすべて終戦以後のことでゐ弘

二つの事業のうち山国川流域のものは，僅かに二年間で大分県補助工事｛こ切換えられ，

現在は残りの大淀川流域沖水Illの砂防工事のみが施工中である。山国illlま福岡・大分

両県境を流れる直轄河川であるために，直轄砂防工事となったのであろうが，水源山

地が火成岩で荒廃の現状が余り著しくないとの理由で，結局補助工事に切換えられた

のである。併しながらこの川を仔細に観察する時，直轄河川工事区域には下流附近ま

で人頭大の転石が見られ，河床1r.は大きな磯洲の発達があり，かつての土石流の痕跡

と見倣すことができるから，この措置が果して妥当なりや否やは，将来異常災害の発

生を侯って判定することとしたい。大淀川水系件1水川の水源地質は中生層であるが，
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都城市内大淀川本川に押出した扇状地の流路が非常に荒廃しているので，これを直轄

砂防に採り上げたわけである。既にこれまで山間部の渓閲には，土石調節堰堤が数基

施設されており，現在は渓口部の流路工を施工中である。

次に補助工事について記すと，福岡県の砂防は戦前まで微々として振わなかったが，

終戦後炭坑地方のボタ山砂防が計画され，また昭和28年門司附近に発生した大災害が

花商岩山地の崩壊により神戸・呉と同様であったので，これが対策として土石調節堰

堤を主体とする都市砂防が活滋となった。

大分県は南部の一部番匠川流域を除き大部分が火山岩で，且つ台風が屡、通過する

ために年々災害の頻発する地方で、ある。鶴見岳を水源とし，別府市を流れる境川・春

木川は，水源の火山蝕渓に対して古くより床固堰堤が施設され，また中流部lこは土石

調節を兼ねた床固堰堤，下流部には床固・護岸工を主体とする流路工が腕々十数粁に

亘り整然と施行されている。この流路工によってかつての荒廃した石積が立派な市街

地に生かされた商積も少くない。今もし市街地上流のこれら渓流工事が皆無であった

と仮定するならば，数年毎に襲来する異常豪雨で別府市街は甚大な被害を受け，温泉

地としての今日の発展を見る乙とは到底できなかったことでゐろう。また両子火山を

中心とする国東半島の諸渓流並びに大野JIIと蕃匠JIIの渓流河川は昭和18, 19年と大水

害を受け，水源古生層山地の崩壊により土石流を発生して甚しく荒廃したので，これ

らの各被害渓流に対しては土石調節堰堤を施設して，一応備える処があった。その他

終戦後には，火山岩山地を水源とする大分川及ぴ筑後川水系玖珠川流域が荒廃し，災

害事後対策砂防並びに防災砂防が目下着々施工中である。

宮崎県は，五箇瀬川水源のー部と大淀川水源霧島火山の一部とを除けば，大部分が

中生層山地である。これらの山地は，長周期の異常豪雨襲来を除けば山地の崩壊が比

較的少ないため，昭和年代以前は殆んど見るべき砂防工事が行われていない。間和10

年頃の鰐塚山を中心とした清武川流域並びに昭和13年の県南高畑山を中心とする諸渓

流の荒廃によって，災害事後対策砂防が旺んに行われたことがある。宮崎県に於て特

に著しい砂防工事は，シラス対策砂防であって，隣県の鹿児島県と共に特異の砂防と

せられる。シラスそのものは極めて微細な砂であって，これが河川に流出しでも，さ

ほど著しい被害ありとは考えられないが，その崩壊によって貴重な耕地が失われて行

くことは確かに痛手であろう。シラスの土砂生産が特に著しいのは，丘陵性台地の谷

頭侵蝕と台地の崖脚洗掘による崩落である。シラスの崩壊を防ぐ秘決は，水f乙侵され

易いので，シラスを接流水l乙触れさせないことである。たとえば，シラス層を横切る

場合は，なるべく垂直に切取って降雨により雨条ができないよう努めるべきである。

鹿児島県は，大隅半島の南半，肝属川流域が花商岩地域である外は概ね火山岩並び

にシラス地域に属する。肝属川流域は，かつて昭和13年六甲と同様花尚山地の大崩壊

を見たことであり，肝属川としては未曾有の大水害であった。これに対しては災害事
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後対策砂防として土石調節堰堤が各渓流とも数ケ所IC施設された。鹿児島県のシラス

台地を侵蝕する渓流河川の中には，崖の高さ50m内外，河幅また 50m～lOOmの大き

な侵蝕谷が散見せられるが，これはシラス土壌の侵蝕が如何に容易で如何に迅速で、あ

るかを実証するものであろう。なお桜島火山や霧島火山より発する火山蝕渓には，侵

蝕防止のための床固堰堤数基が設置されているが，将来根本的砂防対策を必要とする

ものが砂くない。

熊本県は県南の球磨川流域が中生層の中山地よりなり，乙の山地は 50～100年周期

の崩壊で，山津波を発生するから防災砂防が必要で， 29年の球磨川水源の荒廃がこの

適例である。県の中央部には世界ーの火口原を持つ阿蘇火山があり，この地を水源と

する白川は昭和28年異常豪雨の際，大規模な土石流を発生し，下流熊本市内を泥土で

埋積したことは，末だわれわれの記憶に新たな処である。白川は上流が阿蘇火山を挟

んで北の黒川と南の白III！こ分れているが，黒川は従来渓流砂防が比較的よく施設され

ていたために，昭和28年にも余り荒廃しなかったのでゐるが，乙れに反して，白川は

砂防の施設が極めて不充分であったために，各支渓とも水源蝕渓の土石流によって大

災害を招く結果となった。自111はこの大水害を契機として，昭和31年度より直轄河川

改修工事が始まったのであるが，同時にこれが水源の砂防工事も既述の通り直轄で施

行されるべきが妥当ではないかと考えるものである。白illの砂防計画としては，勿論

水源の火山蝕渓に対して侵蝕防止のための床固堰堤並びに護岸工等を充分に施設すべ

きではあるが，なお熊本市内への土砂流出を防止するために，中流部の適地を撰ぴ，

相当規模な土石調節堰堤を数基計画することが肝要であろう。かような大砂防計画を

含めて，白川直轄砂防工事の実現が一日も速やかに待たれる所以である。なお県北の

菊池川流域Iζ於て，花筒岩の山地が昭和16年頃の豪雨で崩壊したことがあるが， ζの

ような支川に対しては，水成岩の山地同様l己防災砂防計画の必要を痛感するものであ

る。

佐賀県は，東北部福岡県境の脊振山脈が花尚岩で，昭和23年頃甚だしく荒魔したこ

とがある。また西部長崎県境の第三紀屑山地は，低山地であるが地とが多いので，各

種の地と砂防が施設されている。

長崎県の地形は概ね半島又は島唄よりなり，これより発する河川はすべて渓流の様

相を示し，従っていずれも防災砂防を必要とするわけであって，昭和32年κ大水害を

発生した諌早市内の本明川がその適例である。この川は約 100年前に本年同様な大水

害があったとのことであるが，今回の大水害発生以前に於て砂防堰堤の一基も既設が

無かったことは，災害激イじの根本原因であったと考えられ，返す返すも遺憾至極のこ

とといわねばならぬ。将来乙れが戒めとなって，全県下の渓流河川の渓口部l乙，たと

え一基の防災砂防堰堤でも施設されることとなれば，，せめて諌早犠牲者の霊を幾ら

かで、も慰めることができょうというものである。
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以上で，北海道を除乞昭和10年頃より概ね終戦直後まで，すなわち筆者が本省に

在職していた当時の，全国各地11'.施工された直轄並びに補助の砂防工事について，そ

の地域的特性に重点を置き，概要を招介した次第である。

3. 砂防工事の分類

乙の拙論の中には地と砂防・火山砂防，或は防災砂防のような特殊な術語を使って

いるのであるが，これは砂防工事の分類に関係する言葉であって，筆者独自のもので

あるが， ζの分類は砂防工事の計画上極めて重要なことであるから，本節には筆者に

よる砂防工事の分類を述べて御参考に供するとともに，また御批判と御教示を裁けれ

ば幸甚に存ずるものである。

1. 工法上の種別

まず砂防工事の工法を決める上から大別すれば，次の3種になる。

a 禿路山腹砂防叉は禿緒砂防

b 侵蝕渓流砂防叉は蝕渓砂防

c 土石調節砂防又は調節砂防

また， bの蝕渓砂防は，その蝕E震が発生する地質地形によって次の4種に細別するo

h 地と砂防

b2 火山砂防

b，洪積砂防叉は台地砂防

b. 沖積砂防

であって， hの沖積砂防はその発生個処によって，更に次の2種に細別される。

b.., 埋積谷砂防

b.・2 扇状地砂防

以上に挙げた各種の砂防について，地形地質・荒廃原因・荒廃状況並びに工種等l乙

亘り大要を説明する。

a 禿務砂防 禿務地は，岩石山の風化作用によって発生するものであって，地

質地形的にその発生箇処が限定せられ，一般に花尚岩系の低山地で，それも比較的山

頂に近い個処に多く散見せちれる。禿務山地を水源とする渓流河川は出水時土砂流を

起すのであるが，降雨毎l乙絶えず流出するので，下流の河川は積の広い舌L流河川とな

るか，或は河床が昇って天井川となる。工法としては，禿籍山腹l乙緑化を目的とする

山腹工・谷留工，渓流区間に砂溜堰堤工，下流河川に対しては護岸床国よりなる流路

工を施工する。

b 蝕渓砂防 蝕渓は地質地形の如何を問わず，すべて渓流の侵蝕特に縦侵蝕が

旺んに進行し，そのために地とが起り，或は土石流が発生するのであるから，この侵

蝕を防止することがまず第ーに根本対策となるのであって，これが工法としては，床
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国堰堤を階段的l乙系統的に計画する外はない。

b，・地と砂防 地とは地質地形よりいえば，主として第三紀新層の晩年期山地に

起るものであって，山腹の浸潤 ・粘土化が根本原因であるから，新潟長野等の積雪地

帯K特lこ多い。渓流の洗掘は地との誘因となることが屡々あるが，その生産土砂は概

ね流水1と溶解浮世書するので，殆んど問題とならない。工法としては，地と山腹lこ各種

の排水工，渓流l乙床固堰堤を計画する。排水工としては，従来の関渠 ・盲渠のほかに

最近は横坑ボーリング ・隆道等も施工する。

b2・火山砂防 火山は一般にその山体が噴出堆積物をもって厚く被覆せられて

いるから，雨水によって容易に侵蝕せられ，深い蝕渓が発達し，また谷頭侵蝕：二よっ

て谷頭崩壊を発生することもある。火山噴出物中には通例大石を交えるので，その蝕

渓は大石巨岩を流送して，所調土石流を発生する。工法としては蝕渓区間に階段床固

堰堤工，流送区聞に土石調節堰堤工を施工し，荒廃した下流河川には護岸 ・床箇 ・水

制よりなる流路工を計画する。

b，・洪積砂防 洪積層の台地を侵蝕する深い蝕溝であって，両岸は崩崖となって

いることが多い。シラス層台地もこの中に含まれる。洪積層は凝集カを持つので，そ

の崩壊面は垂直に近く崖となっている。乙の蝕渓は土石の生産が量的に知れているの

で，精々小規模の土石流となるか或は土砂流の程度である。工法は低い床毘寝堤を数

多く設けて流路を中央に限定し，流水を崖蜘iζ当てさせぬことが肝要であって，場合

により護岸・水制工も併せて施工する。

b，・沖積砂防 谷間や山間関街地，それに扇状地等！と埋積沖積した土石縫積層を

舌L流欠壊して土石を生産流送する渓流河川を言うのであるが，いずれにしてもその原

因は侵蝕，特に横侵蝕が主であるから，これを防止するためには護岸・築堤 ・除石が

主体となり，併せて水制 ・床固を施工する。

b, ...埋積谷砂防 埋積谷とは前節l乙詳しく述べた遥り，水源崩壊地よりの山津

波，土石流叉は附近の崖崩で一度埋積した谷をいうのであって，関西地方では通例流

路を乙の谷の中央l乙設けて，石積；護岸や床固兼用の井堰により両岸は階段耕地となり，

一見整然たる流路を呈するから，荒廃した蝕渓とは全然考えられない。しかし，東北

地方の山間関務地ではこれらの埋積土石がそのままとなっているから，いかにも荒廃

した景観を与えており，この点は同じ埋積谷でも関西と東北では全く相違する処であ

る。しかしながら，関西地方の埋積谷でも異常豪雨により水源からの土石流叉は既設

の護岸，井堰の欠壊が起ると，次から次へと下流部を破壊し，結局東北地方の荒廃渓

と変らぬ惨状になる。

工法としては渓床の縦侵蝕を防ぐために，階段床固堰堤工，渓岸の横侵蝕や乱流を

防ぐために護岸，床固を主とする流路工を施工する。

b，十 扇状地砂防 扇状地の流路は水源河川の大きさにより多少の相違はあるが，
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これを野放しにして置くと流路が絶えず変化して乱流により多量の土石を洗掘流送す

る。水源よりの流送土石を扇状に拡散しないために，流路を狭く規定してやると，~

々河床が上昇してついには天井川となる。工法としては護岸 ・築堤 ・掘撃を主とする

流路工を施工するのであるが，天井川を切下げて河幅を拡げる場合！とは，落差工とし

て床面を掃入する ζともある。

2. 計画上の種別

以上は砂防工事を工法上より極く大雑把に分類したものであるが，次Iζ砂防工事のb

計画方式より ζれを分類すれば，次のように二大別される。

a 完成砂防

b 防災砂防

a 完成砂防 完成砂防というのは，一つの砂防河川について，水源生産地より

下流の准積地lζ至るまで一貫して砂防計画を樹立したものを，この工事I（＇.着年後一気

に完成して了う方式である。この方式の適用されるのは一般に，上述した禿諮砂防や

蝕渓砂防のように，土砂の生産や侵蝕活動が連続的に作用する場合であって，それら

の活動原因を逐次完全に除去防止する乙とが目標となる。従って，前節re:述べた工法

に於てj畷序はその個処個処によって多少前後することはあっても，結局に於て計画全

部を了らないと砂防の目的を達し得ないものである。例えば，禿諮砂防IC於て，まず

下流の砂警を防止するために渓流の砂溜堰堤工を先にし，ついで上流の山腹工と下流

の流路工を平行して施工するとか，或は火山砂防IC於て，渓流の土石調節堰堤を先i亡

し，蝕渓の階段床国堰堤を次にし，最後に山腹工叉は河川の流路工を施工するなどが

その一例である。

b 防災砂防 防災砂防は，前述の分類による土石調節砂防にのみ適用する計画

方式であって，たとえ砂防計画としては渓流区間に対し幾多の土石調節堰堤が計画さ

れても，そのうち下流の砂害防止に対して最も効果的と考えられる数基の堰堤を撲ぴp

ζれを下流から上流に向って順次に施工するものである。一般に防災砂防の対象とな

る山地は， 30年乃至100年周期の異常豪雨tとより山腹が過飽和10:浸潤して崩落するも

ので，規模の大なるものは山津浪を発生し，その小なるものでも土石流を起すから，

下流に対しては実に凄惨な災害を与えるのが通例である。従って， ζのような山津波

や土石流は，それが下流の河川に出るまでに土石調節堰堤によって，徹底的に害のな

いよう調節することが肝要であるが，その土石調節量は地質地形流域の大さ ・雨量等

によって必然的10:定まるので，一回の異常豪雨による生産土石には限度があること勿

論である。防災砂防の方式はこのような浸潤崩落性の渓流河川IL対して計画された土

石調節堰堤を，一気に全部を施工することでなく，そのうち次のただ一回の異常豪雨

に備えて，それに必要なだけの土石調節堰堤を下流より順次施工し，それより上流の

堰堤は必要により時期を見て施工せんとするものである。すなわち，いたずらに空虚ー
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の堰堤を数多く施工する愚を止めて，国家資本の有効な経済的投資を計ちんとするも

のである。

以上，拙論の目的とする処は，わが国治水砂防事業の地域的特性について概要を述

べることであるが，これがためにはどうしても第1節に砂防工事の史的発展について，

また第3節(i＇.：砂防工事の分類について少しく説明を加えた方が理解し易いと思ったの

で，その煩をいとうことなく蛇足を加えた次第である。 （利根川水系砂防工事事務所長）

1957年 版 水 経 済 年 報 目次

研究篇

（第1部）転換期の総合開発

第1主主総合開発の展開過程 第 1節特定地域と開発行政策2節 現 在

の課題と発展の方向 第2主主総合開発と個別技術の問題第1節治山と総

合開発第2節治水と総合開発策3節農業水利と総合開発第3事総

合開発と産業問題第1節総合開発と経済効果 第2節総合開発と工業用

水第3節総合開発と農業問題第4節総合開発と電力問題

（第2部） 7.）（の経済と制度

序章維持管理問題をとりあげる理由第1主主水抱設の維持管理 策 1

節治山治水施設の維持管理策2節土地改良施設の維持管理策3節農

業経営の在り方からみた水利抱設の維持管理 第4節水力発電縮設の維持管

理第5節水道の原価構成 第2主主 11<の制度第1節多目的ダムの管理

制度第2節水の分配の組織について

実態篇

第1主主 1956年の水害 第2主主 1956年度における過年度災害の復旧 第3

主主 1956年度における治水事業 第4主主 1956年度における治山事業 第5主主

1956年の土地改良事業 第6意 1956年における電源開発事業第T章 1956, ·~ 
1957年間における工業用水事業

資料篇

第1草木曾川総合開発の実態第2主主農業水利実態調査概況 第3章

印握沼における干拓第4主主 1956年における水利紛争の概要 第 5章工業

廃水の漁民lこ及ぼす影響第6主主汚濁水問題第7主主 インドにおける総合

開発

一 一 一一一一J '-' -J －－~~＂＂ーゾ~ 、 、ー

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

