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2017.10.21(土)22(日)

古くは江戸期につくられた砂留をはじめとする歴史的砂防施設は全国に点在し、今も機能を果たし続けています。そして、
先人たちが体験した土砂災害の記憶、自然と調和した珍しく美しい造形の砂防えん堤など、地域の砂防遺産として親しまれ保
存・活用されています。地域固有の砂防文化を交流し合い、未来につないでいく目的で、昨年福山市で開催された「全国砂留
シンポジウム」を引継ぎ開催します。ご興味のある方の多数ご参加をお待ちしております。 

 21日（土）砂防ハイクと交流会     
 
13:40 開会 
14:00 ★SABOオンサイト交流 みんなで現地を観

る。高倉砂防⇨アカタン砂防 
17:00 ★SABO講座「欧州の砂防遺産紀行」 

講師 西本晴男教授（筑波大学大学院） 
18:00 ★SABOナイト 住民と砂防仲間の交流会 
 

22日（日）砂防文化をつないでいこう︕ 
 
8︓30 ファシリテーター 田中謙次（ECRI） 

★歴史的砂防施設の背景  
話題提供 蒲原潤一（SFF） 

9︓00 ★活動団体の発表・つなぐフリートーク  
〈活動エリア〉万内川砂防・堂々川砂留・別
所砂留・牛伏川砂防・薬師沢砂防・立山カル
デラ砂防・奥飛騨の砂防・佐分利川砂防・高
倉砂防・アカタン砂防・他 

11:40 ★全日程ふりかえり  
12:00 閉会 

  事前参加申し込み   
 
▼締切り 10月6日 EmailまたはFaxでお申込下さい。 

 
▼申込先 砂防遺産シンポジウム2017実行委員会 
     事務局(ECRI内)  ECRI@geology.co.jp 
  Tel(0778)25-6051 Fax(0778)21-3327 
 
▼参加費 登録費1,000円 SABＯナイト会費4,000円 
 宿泊費4,000円（朝食付）コテージ 
 
主催｜ 田倉川と暮らしの会・高倉谷川砂防えん堤の会 
後援｜ 南越前町・福井県・福井県砂防ボランティア協会・

日野川流域交流会・リトリートたくら・    
NPO法人土砂災害防止広報センター（SPC） 

協力｜ 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構（SFF） 
   一般社団法人環境文化研究所（ECRI）  

砂防ボランティア基金の助成を受けています。 

砂防文化 をつないでいこう！ 
会場︓アカタン砂防エコミュージアム 
住所︓福井県南条郡南越前町古木59-52  リトリートたくら 

SABO over Generations
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砂防遺産シンポジウム２０１７ 〈アカタン・高倉砂防会場〉

欧州の砂防遺産紀行欧州の砂防遺産紀行

大学院生命環境科学研究科大学院生命環境科学研究科
環境科学専攻・持続環境学専攻
環境防災学講座
教授 西本 晴男教授 西本 晴男

内容内容

１ はじめに１．はじめに
２．日本の砂防本 砂防
３．欧州砂防遺産紀行

まとめ４．まとめ
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１．はじめに
遺産遺産欧州砂防遺産紀行欧州砂防遺産紀行

「諸戸北郎」と 「アメリゴ・ホフマン」
○諸戸北郎○諸戸北郎 （砂防学会誌Ｈ２９年９月で紹介）

①日本人初の砂防担当教授［東京帝国大学農科大学］

（教授：1912-1934、助教授：1899-1912）（教授 1912 1934、助教授 1899 1912）
② 「理水及砂防工学」５編（1915-1921年、我国最初の

本格的砂防専門書）の著者

③オ ストリアに留学（1909年1月 1912年6月）③オーストリアに留学（1909年1月～1912年6月）

④明治～昭和初期の多くの現地写真、現地視察記を残している

⑤赤木正雄、村上恵二 等の恩師

諸戸北郎博士（1873-1951）

○アメリゴ・ホフマン
①東京帝国大学「理水及砂防工学講座」創設期の①東京帝国大学 理水及砂防工学講座」創設期の

外国人教師（1904-1909）
② 「ホフマン工事」（愛知県瀬戸市）の設計を指導

③オ ストリア帰国後 ウィ ン農科大学（BOKU大学）教授③オーストリア帰国後、ウィーン農科大学（BOKU大学）教授、

イタリア国有林長官を歴任
Amerigo Hofmann（1875-1945）
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牛伏川フランス式階段工

平成２４年に重要文化財指定平成２４年に重要文化財指定

「牛伏川本流水路（牛伏川階段工）」

サ 渓を訪問（ ）・サニエル渓を訪問（2004,  2013）
・デモンゼーと著書(Travaux de reboisement et 

de Gazonnement des Montagnes)
・フランス砂防とオーストリア砂防

Demontzey（1878）の原本（フランス・IRSTEA書庫にて撮影）

フランス砂防とオ ストリア砂防

①デモンゼー著書電子版 ②ゼ ケ ド 著書 縦断図

③池田技師書簡の添付図
（長野県立歴史館所蔵）

牛伏川フランス式階段工に係る、縦断図に見る各図面の関係

（最上流部が不鮮明）

①デモンゼー著書電子版
（パリ国立図書館）の縦断図

②ゼッケンドルフ著書の縦断図
（長野県立歴史館所蔵）

数字が右
数字が右

「仏国における一例」との添書きがある

同じ図面

数字が右
肩上がり

肩上がり

④「砂防百年史」と「松本砂防の歩み-信濃
Felsen（独語）:岩、
Sperre（独語）：堰堤

川上流直轄砂防百年史-」の縦断図

数字が直

？？

Roc（仏語）:岩、
Barrage（仏語）：堰堤

②，③とフォ
ントが異なる

デモンゼー著書復刻版の縦断図
（最下流部が不鮮明）
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２．日本の砂防

都道県砂防事業の着手年代

明治年間

都道県砂防事業の着手年代

歴史的砂防施設の保存と文化財（財団法人砂防
フロンティア整備推進機構、2009、p.20）より

砂防堰堤における石積工法の変遷

高倉川

堂々川

鬼谷川

アカタン

空石積堰堤 練石積堰堤

万内川

（大正５）年

牛伏川
階段工

歴史的砂防施設の保存と文化財（財団法人砂防フロンティア整備推進機構、2009、p.144-145）に加筆

1915（大正５）年

砂防遺産シンポジウム2017 
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大正時代前期までの砂防堰堤

堂々川砂留（1773） アカタン（M30年代）
鬼谷（M30年）

堂々川砂留（1773） アカタン（M30年代）

牛伏川（M30年代）

萩御殿（M36年)

別所砂留（1764以前）
荏沢（M14年～）

牛伏 （ 年代）

東京都水源林内別所砂留（1764以前） 東京都水源林内
（T5年）

逆瀬川（兵庫県）

（2017年）

昭和8年度施工

大正１3年度施工

8

明治36年度施工明治36年度施工

（兵庫県所蔵写真）

砂防遺産シンポジウム2017 
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現在の砂防堰堤

明治28年 大鶴目川の災害

「日野川水源域砂防パーク」（2011年、丹南土木事務所）より

砂防遺産シンポジウム2017 
欧州の砂防遺産紀行
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恩賜録にみる、「大鶴目川の災害」

恩賜録にみる、水害概要（抜粋）

今庄村大鶴目 水量３０日より大、明治２８年８月６日
福井県知事 荒川邦蔵 （次ページに書き下し文）

今庄村大鶴目
４日迄の概略調査
結果は左記

福井県知事 荒川邦蔵
内務大臣 野村 靖 殿

砂防遺産シンポジウム2017 
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水害概況

今庄村大鶴 今庄を る 余 谷奥 住する 部落今庄村大鶴目は、今庄を距る一里15丁余の谷奥に住する一小部落
にして、今庄に通ずる径路あるのも4面山岳連続せり小屋ヶ谷と称
する山岳民家の東方に屹立せり。7月30日午後2時頃強雨頻る降りする山岳民家の東方 屹 り。 月 日午後 時頃強雨頻る降り
しか忽候、小屋ヶ谷高さ約14、15丁の所より崩壊し、民屋7戸、土蔵
2棟、納屋2棟を埋没し、生死不明13名。内叢堀して漸く叢見したるも
の 腰部以下を切断し婦め1名のみ 斯る惨状なるも 谷間僻陬のの、腰部以下を切断し婦め1名のみ。斯る惨状なるも、谷間僻陬の

地にして、日野川暴漲の為め交通の途なり漸く、本月一日巡査部長
巡視し始めて惨憺たる状を叢見したり。
尚 今後 遭難測り難きを 同所ら距る たる平地と假小尚、今後の遭難測り難きを以て、同所ら距る6、7丁たる平地と假小

屋を設け、38名を移動せしめたり。

明治28年8月6日 福井県知事

３．欧州の砂防遺産紀行

１．フランス
２．スイス
３．ドイツ
４．オーストリア
５．イタリア
６．クロアチア
７．モンテネグロ
８．チェコ

砂防遺産シンポジウム2017 
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フランス
①Alpes

Savoie, Haute-Savoie,

オーストリア
④Inn川上流
⑤Salzburg周辺

ドイツ
⑧Garmisch-Partenkirchen

スイス
③Luzern,

Brienz

Haute-Provence
②Pyrénées

⑥Wien, Niederösterreich
⑦Steiermark,Kärntenn

イタリア
⑨Trento（南チロル）
⑩Friuli-Venezia Giulia州
⑪Toscana州

200km

クロアチア
⑫M h i 渓ParisParis

FrankfurtFrankfurt

⑪Toscana州,
Emilia-Romagna州

⑮⑭

③③

⑥⑥
⑧⑧

⑫Mahnitas渓

④④ ⑤⑤

ParisParis
MünchenMünchen

モンテネグロ
⑦⑦

⑮

①①

③③
④④ ⑤⑤

⑨⑨
モンテネグロ
⑬ Škurda渓

チェコ
⑭

⑦⑦
⑩⑩

①①

⑪⑪
②②

⑭ Rakovnik渓
⑮ Bäreng渓

⑫
⑬②②

RomaRoma ⑬

１．フランス

砂防遺産シンポジウム2017 
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3.1 位置図 標高

ParisParis

グリアッツ渓グリアッツ渓

Alpes グロラス渓グロラス渓
サンサン ジ リアン渓ジ リアン渓

BordeauxBordeaux
GrenobleGrenoble モレール渓モレール渓

マニバル渓マニバル渓

サンサン・・ジュリアン渓ジュリアン渓

MarseilleMarseille
Pyrénées サニエル渓サニエル渓

マ バル渓マ バル渓

MarseilleMarseille

CURRENT LOCATION OF ONF-RTM DEPARTMENTS

アルプス地方

d

アルプス地方

limita�ons of massifs, according
to Ecole Fores�ere (1911a)

Legend

d � ith ONF RTMdepartments with a ONF-RTM 
office
mountainous departments, 
according to Ecole Fores�ere
( )(1911a)

ピレネー地方

砂防遺産シンポジウム2017 
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OVERVIEW: PUBLIC ACQUIRED AREAS AND FORESTS

1900年頃のフランスの荒廃地

プロスパー・デモンツェイ
(Prosper Demontzey，1831-
1898) フランスにおいて、
「RTMの父」と呼ばれている

砂防遺産シンポジウム2017 
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サニエル（Saniere）渓Provence地方

2004年サニエール渓上流部の砂防堰堤（1880年頃施工）

2004年 2004年

フランス式階段工(長野県牛伏川) サニエール渓位置図

フランス式階段工のモデルに
なった箇所の現況

2013年

渓位置

デモンゼー著書の翻
訳版「渓流お び山

サニエール渓における建

訳版「渓流および山
腹工事」（ＣＤ版」）
（一財）砂防フロティア
整備推進機構 刊

砂防学会誌Vol.69， サニエ ル渓における建
設中の砂防堰堤(1877年)フランス式階段工施工時（1916年頃） デモンゼー著書にある図面

No.6に紹介文

砂防遺産シンポジウム2017 
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Grenoble周辺マニバル（Manival）渓，ロイズ（Roiz）渓

ロイズ渓、1900年頃施工
2014年

2015年

マニバル渓，1900年頃施工

2014年

サボア（Savoie）県 モレール（Morel）渓

人 滝人工滝

砂防遺産シンポジウム2017 
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砂防工事施工地今昔比較

2014年 1909年

2017年

トンネル出口（人工滝）と旧河道（右側）

2017年

砂防遺産シンポジウム2017 
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工事完成後の全体図

流路工（57基の床固工）

トンネル工

1898年建設の砂防堰堤
トンネルの河床の修復
工事用に、「事務所」に
より1931年と1938年により1931年と1938年に
造られた仮設トンネル

モレール（Morel）渓のトンネル工事
渓谷対岸からの眺め トンネル区間旧河道の左岸部の地すべり地

源頭部源頭部

地すべり

人工滝

2014年

砂防遺産シンポジウム2017 
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トンネル工事

人 滝
1906年

人工滝
・隧道延長：982m
・平均勾配：11 6%2017年

年

平均勾配：11.6%
・床固工（高さ2m）50基設置
（1902～1906年）

2017年

トンネル呑口

10m
階段工：2m

1%勾配

床固工：落差2m
110m

100m

2017年

1,000m

流路区間の啓発・教育施設

砂防遺産シンポジウム2017 
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サン・ジュリアン（Saint-Julien）渓

年201４年

工事前（1898年） 工事後（1903年）

グロラス（Grollaz）渓

1881年完成時1881年完成時 2014年

砂防遺産シンポジウム2017 
欧州の砂防遺産紀行
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オート・サボア（Haute-Savoie）県 グリアッツ（Griaz）渓

1895年施工時

2015年2015年

フランス砂防の歴史 砂防における偉人

Demontzey 「砂防」26号、伊藤武夫よりDemontzey
(1831-1898)
Alpes-de-

Mougin
(1866-1939)

Bernard
(1872-1927)Alpes de

Haute-Province担当 Savoie担当 Haute-Savoie担当

砂防遺産シンポジウム2017 
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２．スイス

位置図

10km
LuzernLuzern

BernBern

SteinibachSteinibachSteinibachSteinibach

BrienzBrienz

InterlakenInterlaken
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ブリエンツ（Brienz） ラム渓（Lammbach）

201４年

導流堤 201４年導流堤、201４年

ラム渓（Lammbach）

１A堰堤

４A堰堤

1896災害まで、導流堤（中流部）、
腹植栽 流部 対応

201４年

山腹植栽工（上流部）で対応

1896災害以降、堰堤群による渓

床、渓岸安定化と、山腹植栽工
（上流部）で対応

201４年

砂防遺産シンポジウム2017 
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３．ドイツ

位置図

ガルミッシュ・パ
ルテンキルヘン

ファウケン渓

※ガルミッシュ・パルテンキルヘンは、1936年の第4回冬季オリンピック開催都市

砂防遺産シンポジウム2017 
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ファウケン渓（Faukenbach）

下流側の堰堤，
年施 （ ０ ）

（参考）
鎧堰堤

上流側の堰堤，1890年施工
（２０１４、天端補修工事中）

1890年施工（２０１４）

鎧堰堤
（滋賀県，1889年施工）

４ オーストリア４．オ ストリア
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位置図 オーストリア全体図

WienWien

SalzburgSalzburg
InnsbruckInnsbruck

現在の典型的な砂防堰堤
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ラングバート渓（Langbahtbach）
1900年頃 2012年

2012年

（諸戸北郎博士アルバムより）

・1899年の土石流災害発生後に砂防堰
堤群を整備

・現在でも 100年以上前の計画図・設計・現在でも、100年以上前の計画図・設計
図が現場事務所に保管

ギム渓（Gimbach）
1900年頃 2012年1900年頃 2012年

2012年

（諸戸北郎博士アルバムより）

・1900年頃から砂防工事実施の荒廃渓流

砂防遺産シンポジウム2017 
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シュミッテン渓（Schmi�enbach）
2012年

1900年頃
2012年

2012年

1900年頃施工の砂防
堰堤が

ムル渓（Murbach）
2013年

砂防遺産シンポジウム2017 
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フィッシュ渓（Fischbach）
2013年

BOKU（ウィーン農科大学）
IAN - Institut fur Alpine Naturgefahren Department fur Bautechnik + 
Naturgefahren Universitat fur Bodenkultur, Wien A-1190 WIEN, 
Peter Jordan Str 82Peter Jordan Str. 82
Internet: www.alpinenaturgefahren.at 

Sep.2015
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５．イタリア

位置図

• 北部アルプスでは、国の
Torrent Control Serviceが
事業を実施事業を実施

• 中部では、Consorzio di 
Bonificaが事業を実施

TrentoTrento

E iliE ili Ro gRo gEmiliaEmilia--RomagnaRomagna

ToscanaToscana

砂防遺産シンポジウム2017 
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Trento_ポンテ・アルト（Ponte Alto）堰堤
1537; Wooden dam H=20ｍ1537; Wooden dam  H=20ｍ

1542; Destroyed completely

1849; Masonry dam  H=34ｍ

201４年

From Okubo,2004

Trento_マドルッサ（Madruzza）堰堤

201４年

裏見の滝

Madruzza

Ponte Alto
201４年

Madruzza

砂防遺産シンポジウム2017 
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サンジオルジオ
（San Giorgio）
堰堰堤（1880年施工）

201４年

Toscana_カゼンティーノ（Casentino）渓谷

約90年前 シ ト政権時代
2015年

• 約90年前、ファシスト政権時代
に整備された堰堤

• 流域はToscana州最大の河川で流域 州最大
あるArno川の支流

• 約2kmの区間において高さ5m程
度の堰堤37箇所を整備度の堰堤37箇所を整備

砂防遺産シンポジウム2017 
欧州の砂防遺産紀行

29



Emilia-Romagna_ブリジゲッラ（Brisighella）

2015年

Toscana_レオナルド・ダ・ビンチ砂防ダム群

‘‘Briglie di Leonard da Vinci’’

・Barberino Val d`Elasa町にある小渓流・Borro di Agliena 。Barberino Val. d Elasa町にある小渓流 Borro di Agliena 。

・2011年の洪水で渓流が浸食され古い堰堤があることが分かった。

・砂防堰堤は全部で27基 空石積砂防堰堤は全部で27基。空石積。

・渓流整備は、12世紀以降で、レオナルド・ダ・ビンチが係った可能性あり。

・堰堤の建造は、12世紀から18世紀まで諸説あり。堰堤の建造は、12世紀から18世紀まで諸説あり。

・土地改良組合が堰堤の修復工事を実施。その際トレッキングと学び

（環境・防災）の場としての工夫。

砂防遺産シンポジウム2017 
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フィレンツエヴィンチ村

2017年10月7日

砂防遺産シンポジウム2017 
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堤高約4ｍ、堤長約14ｍ

2017年2017年10月7日

堤高約3ｍ、堤長約10ｍ

2017年10月7日
ホフマン博士の孫ホフマン博士の孫

砂防遺産シンポジウム2017 
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レオナルド・ダ・ヴィンチ
・Vinci（ヴィンチ村生れ）。 1452年ー1519年。
・1482年ミラノに移る。1503年フィレンツエに戻り、その後ミラノ、ローマ、最後フランス。
・土木（運河掘削 アルノ川防波堤 水流研究） 機械・道具（水車 水路掘削機 水す土木（運河掘削、アルノ川防波堤、水流研究）、機械 道具（水車、水路掘削機、水す

まし式水上歩行器）、地図作製、兵器開発、建築、解剖学など、絵画以外にも多才

クロアチア、モンテネグロ、チェコ
第一次世界大戦直前（1913年）3国への訪問地

セノマティ
チェコドイツ

ポーランドベルギー プラハ
ブリュッセル

ルクセンブルク

フランクフルト

第 次世界大戦直前（ 年）
の、オーストリア帝国の領土

3国への訪問地

ラコヴニーク

フランス

ウィーン

フィラハ

オーストリア ブダペスト

ハンガリ

チェコ
スロバキア

ブラチスラバ
ミュンヘン

チューリッヒ

イタリア

スイスベルン
フィラハ

タルビジオ
ゴリツィア
トリエステ クロアチア

ザグレブ

ハンガリー

ベオグラード

スロベニア
リヨン

ボスニア
ルツ ゴビナ セルビア

ルーマニア
ミラノ

ローマ

サラエボ

モンテネグロ
ポドゴリツァ

スプリット

ドゥブロヴニク
コトル

青字…訪問地
赤字…訪問国

マルセイユ

マケドニア

ヘルツェゴビナ セルビア
フィレンツェ ドゥルニッシュ

ティラーナ

青字 訪問地

アルバニア

マケドニア

ギリシャ

砂防遺産シンポジウム2017 
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６ ク アチア６．クロアチア

マーニタス（Mahnitas）渓 Mantovac bujica

1900年頃（諸戸北郎博士 バムより）1900年頃（諸戸北郎博士アルバムより）

2016年2016年2016年 1900年頃（諸戸北郎博士アルバムより）

砂防遺産シンポジウム2017 
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７ モンテネグロ７．モンテネグロ

シュクルダ（Škurda）渓 Velika Škurda bujica

1897年竣工、
高さ17m

コトル湾

高さ17m

（諸戸北郎博士
アルバムより）アルバムより）

「1897」の文字

（カラー写真：
2016年撮影）

砂防遺産シンポジウム2017 
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８ チ コ８．チェコ

ラコヴニーク（Rakovnik）渓 Rakovnický potok

「欧羅巴諸国ニ於ケル野渓留工事調査復命
書」（諸戸北郎，農商務省山林局，1915年）

「ラコヴニーク渓砂防工事雛型」として示さ
れた、石堰堤の正面図、平面図、断面図

「1908」の文字（諸戸北郎博士アルバムより）

アーチ型練石積堰堤
堤高：2.1m
堤長：11m

2016年

水叩き長：4m
天端厚：1m

Brandský potok支渓Petrovický potok の小支渓

砂防遺産シンポジウム2017 
欧州の砂防遺産紀行
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４．まとめ
後1900年前後の、欧州の砂防堰堤と、日本の堰堤との特徴比較を中心に

１．欧州では、1880年頃から、練石積の堰堤を築造。
日本では 191 年頃（大正時代初期）まで日本では、1915年頃（大正時代初期）まで、
巨石積堰堤か小規模な空石積谷止（砂留、石垣留など）。

２ 下流法勾配２．下流法勾配
欧州では２分勾配、日本では下流法は１割より緩。

３．石の積み方積 方
欧州は布積、日本は谷積。

４．オーストリア、フランスでは、100年前の設計図保管。
砂防施設 辺 遊歩道 散策路等を整備 併 施設５. 砂防施設周辺に遊歩道、散策路等を整備。併せて、施設
の意義、 過去の災害履歴、先人の功績、周辺植生など
の説明のためのパネル等を整備（モレ ル渓）の説明のためのパネル等を整備（モレール渓）。

砂防遺産シンポジウム2017 
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砂防遺産が語るもの 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 蒲原潤一 

 

１．砂防が向き合う現象 

今年も各地で土砂災害が発生して人命財産が奪

われています。４つのプレートがひしめき合って

山地が多いうえアジアモンスーン地域にあって、

豪雨や地震により繰り返される土砂災害は列島の

宿命とも言える災禍です。７月の九州北部豪雨。

福岡県東峰村宝珠山地区の大規模な土石流は斜度

39°の斜面の崩壊を起点として発生し、約２ｋｍ

下流の集落で３名の命を奪い多くの家屋を流し去

りました。土石流の時速は 20～40ｋｍ程度以上と

言われていますから、崩壊の発生箇所からわずか

数分で大量の土砂と流木の塊が平均斜度５°の扇

状地に拓けた集落を一気に襲ったことになります。

また、朝倉市の赤谷川など多くの河川では上流か

ら流れ出た土砂や流木が橋梁に引っかかるなどし

て河床を上げて流路を塞ぎ、溢れた洪水により広

い範囲に被害が出ています。大分県の日田市小野

地区では 30～45万㎥の大規模な地すべり性の崩壊

が発生し土塊が小野川を塞ぎました。上流は一時

約 340ｍにわたって湛水。急激な侵食とそれに伴う

洪水の懸念からしばらくの間は下流にも厳重な警

戒が呼びかけられました（写真‐1，2，3）。 

これら豪雨の最中に発生した土石流や橋梁上流地

点などから溢れ出た洪水、降雨後だったとのこと

ですが小野地区で発生した地すべり、今回はまぬ

かれましたが流水により決壊することのある天然

ダム…など。これらに共通しているのはすべて突

発的な現象であるということです。なお、現在、

被災地では上流の谷間や川の中に堆積した不安定

な土砂が再び下流に被害をもたらさないよう砂防

工事が始められています。 

このような勢いの激しい土砂の移動や奔流はす

べて砂防が向き合う現象です。特徴としては、①

土石流にせよ崩壊にせよ平常時の流れなどからは

想像しがたいほど変化が激しく、かつ、大きな量 

 

写真‐1 九州北部豪雨災害における赤谷川及び 

乙石川の土砂流出 

 

写真‐2 土石流の流下跡 

（東峰村宝珠山地区） 

 

写真‐3 地すべりと河道の閉塞による湛水 

（日田市小野地区） 
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や速度であり、凄まじい破壊力を持っていること、 

②秒単位でみても日単位でみても突然スイッチが

入るような不連続で突発的な現象であること、③

斜面や谷間に土砂が留まった場合には下流に対す

る脅威がその後も長期にわたって継続すること、

などでしょうか。裏返して言えば、砂防の施設を

見るうえでのポイントは、築造に携わった人々が、

これら極端なピークをもつ大きな力にどのように

対応しようとしたのか、普段の平穏な山の姿から

有事としてどのような現象を想定してどのように

備えたのか、下流の安全確保のためその当時の山

の状態についてどのように診断してどのように改

善しようとしたのか、ということになると思いま

す。 

 

２．アカタン 構造物の特徴 

さて、本稿はシンポジウムに集まられた皆さん

と砂防遺産の楽しみ方を語らうためのたたき台と

して、また、各地の遺産に携わる皆さんから私自

身が多くの刺激をいただくためにあくまで私見を

書き出したものです。その点ご理解を願いつつ、

砂防遺産のどこがなぜ見どころになると私が考え

るのか、現地を調査する貴重な機会をいただいた

アカタンを例として考えてみたいと思います。既

に『アカタンまるごとミュージアム活動の記録』1)

などの資料でポイントが要領よく整理されていま

すので重複する部分があるのはご容赦ください。 

 

１） 基岩を使う堰堤サイトの選び方と袖構造 

 先述までのとおり砂防が向き合う山地渓流での

洪水の破壊力や洗掘力は凄まじいものです。現代

の砂防堰堤にとってもこうした流水により下流部

が洗掘されないようにすることは施設の安定にと

って決定的に重要です。急所とも言えるこの部分

を洗掘から守るため水叩きなど前庭保護工と呼ば

れる構造を発展させてきたほどです。本稿では詳

細に触れませんが、昨年度福山で開催された砂留

シンポジウムでは砂留の技術的源流の一つとして

ため池を流水による洗掘から保護する余水吐きが

あげられるとの考え方を紹介したところです。 

コンクリートが使えず空積みによって砂防堰堤

を築造していた時代に先人達がこの下流部の洗掘

の脅威に対してどのように立ち向かってきたのか。

限られた事例ですが代表的な空積堰堤について図

‐１のような整理をしてみました。

 

図‐1 空積堰堤の流域面積と河床勾配 

堂々川6番砂留

（大原池含まず）

羽根谷

羽根谷第1号
オランダ堰堤

アカタン

大平ミズヤ上堰堤

アカタン

大平中堰堤

アカタン松ヶ端堰堤

アカタン八号堰堤

アカタン九号堰堤

夜間瀬川直轄第28号

夜間瀬川直轄第34号

牛伏川直轄第1号
（後の階段工）

芦安

白岩

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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80.0

0010110

河
床

勾
配

（
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流域面積（㎢）

空石積

空石積が破壊され練石積へ

練石積
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流域面積が大きいほど、また、勾配が大きいほど

洪水時の流水による洗掘力が増すなどして施工条

件は悪くなるわけですが、流域面積で約 5km2 ほど

が図から読みとれる空積堰堤の施工の限界という

ことになるでしょうか。整理した空積堰堤の中で

はアカタン九号堰堤が最も流域面積が大きく、大

平ミズヤ上堰堤は最も勾配が大きいわけですので、

その健闘ぶりが理解できると思います。 

さて、他地域の空積堰堤と比較して厳しい現場

条件下でアカタンが堰堤を施工・維持してきてい

ることをふまえながら、改めて松ヶ端堰堤などを

みると基岩に流水を集める構造の巧みさは感動的

です（写真‐４）。 

 

写真‐4 松ヶ端堰堤 

 

コンクリートが使えない時代の技術者の工夫が

この一点に凝縮していると感じます。洗掘されな

い場所を選んでそこに流水を集中させることを優

先し、袖と呼ばれる渓流を横断する構造物で流水

を誘導しています。堰堤の設置場所は、縦断勾配

がややきつくて川幅も広いようですので、そのぶ

ん石材は積みにくく、かつ、大量に必要だったと

思いますが、左岸側に侵食されにくい基岩が露出

していることが決定的に重要であり、空石積みの

大きな袖で懸命にその基岩部に水を集めています。

この袖には導水のほか大きな土砂流出が発生した

その時には土砂を受け止める役割があると思いま

すが、その上を洪水が頻繁に越流することは想定

していないように見受けられます。また、中小出

水時を含めて上流側に土砂が堆積してしまえば、

洪水時に奔流となる澪筋を基岩部分付近にまで追

いやることができて袖と流水との距離をかせぐこ

とができます。水通しと呼んでいる澪筋の位置は、

現代の堰堤では川の中央に寄せて岸から遠ざける

のが一般的ですが、アカタンでは基岩が露出して

いる一方の側の岸に寄せて流水を受けるといった

明快な設計思想がうかがえます。 

このあたりの地質は中生代の砂岩、頁岩、チャ

ートだそうです。東西方向に卓越する地質構造を

貫いて北流する赤谷川の川沿いのところどころで、

それもどちらか片方の岸に固い基岩が谷底の堆積

物から顔をのぞかせている、そのような基岩の分

布もあるいは当地の地質特性と言えるのかもしれ

ません。 

 

２） 導流堤形式 

 基岩利用の話と共通しますが袖の下流側に流水

がまわって基礎の洗掘が始まったらたら大変です。

基岩のうえで流水を安全に下流に流すため松ヶ端

堰堤などでは導流堤構造を有しています。なお、

ここでは便宜上、流水に直角方向の壁構造を現代

堰堤にならって袖、平行方向の壁構造（現代の堰

堤では側壁に相当）を導流堤と呼ぶことにします。

基岩を利用しようとしたからこそこのような構造

となったと思います。流水を直角方向にまともに

受けないため導流堤は袖よりややスレンダーな構

造となっています。当時、工事には火薬を使った

とうかがいました。導流堤の規模を少しでも小さ

くするため基岩を堀割ることに使用したのではな

いでしょうか。また、堀割った岩屑の一部は当然、

導流堤の一部などに使われたと思います。 

 

３） 野面積み 

アカタンの野面積みの精巧さは前掲の資料１)な

どにも紹介されています。石積み技法について門

外漢の私も大変美しいと感じました。例えば、石

積み構造物の築造が同じように盛んだった広島地

方では明治 20年代から間知石を斜めに谷のように

落とし込んで積み上げていく谷積みが広まったそ

うです。アカタンでは明治 30年代、石材の大きさ

や形状をある程度そろえている、つまり加工はし

ているようですがそれらは自然石風で、野面積み

により堰堤を築造しています。材質が固いチャー

トなどであるため石材の加工が難しかったためか、
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あるいは加工度合の低い石材であっても頑丈に積

み上げることのできる巧みな技法が築造に携わっ

た石工集団に伝えられていたためなのか、興味は

尽きません。また、同じ袖でも下の方ほど大きな

石材を用いており高さ方向での工夫が見られます

し、天端や導流堤の下流端など曲線をもった仕上

げも大変美しいと思います。 

ところで、私は各地の石積みによる砂防構造物

を見る場合に石材をどこから調達したのか関心を

持っています。福井県が明治 36年に編纂した砂防

沿革大要によると、当時、アカタンでは堤体に使

える転石が河床に乏しく全川で一斉に工事を進め

ることができなかったことが報告されています。

石材は重たいので当然当時は地産地消。上流に石

切り場がある堂々川や牛伏川、周辺の田畑から石

材を掘り出した苦心が伝えられている薬師沢など、

石材が施工現場近くで得られることが砂防工事の

制約条件だったと感じることが少なくありません。 

 

３．遺産と人間文化 

ここで先人の築いた砂防の構造物を地域の宝も

のとして保存・活用することの意義を少し考えて

みたいと思います。国土交通省の審議会 2)によれば、

歴史的砂防施設について、地域資源としての保全

活用を推進する立場から「地域資源の有効活用に

よる地域活性化に資するため、観光立国の推進に

関する基本的な計画等を踏まえつつ、地域の観光

振興等に関わる整備構想との連携を図ることが重

要である。この際、古くは江戸時代から築造され

てきた歴史的砂防構造物をはじめとする砂防施設

やこれら施設が果たしている役割、過去の大規模

な土砂災害の状況や復旧復興の努力を伝える記念

碑、伝承を後世に引継ぐことは、個性豊かな地域

の歴史・伝統・文化を形成・継承することにつな

がり、我が国の国土保全の重要性に関する国民の

理解推進や防災教育等の観点からも重要である。」

と提言されています。これは行政の立場からいわ

ば公式に表明された活用目的ととらえることがで

きます。 

また、歴史的砂防施設の中には、文化財保護制

度を適用して文化財としてその価値を評価し保護

されている施設があります。平成 29 年 9 月現在、

重要文化財２、登録有形文化財 191、登録記念物２

との指定状況です。ちなみに文化財行政について、

デービット・アトキンソン氏は著書 3)の中で、「今

の制度では、建物という「器」は保護するものの、

その「中身」である人間文化を排除する傾向が強

いです。まず、基本的に訪れる人への「説明」が

足りません。ガイドや案内板が少ないだけでなく、

建物自体の保存がメインなので、この建物を当時

の人々がどのように使用し、生活をしていたのか

という「人間文化の再現」がなされていないので

す。」と述べています。これは文化財を活用した観

光促進を目指すべきとの立場からの発言ですが、

文化財の背景にある人間文化に焦点を当てなけれ

ばならないとの指摘は傾聴すべきと思います。 

全国各地には砂防遺産を大切にされている方々

が大勢おられます。その動機としては、文化財の

保全から鑑賞、防災教育、観光への活用を含む地

域活性化など様々だと思います。根底には地域の

先人の足跡の中に地域で暮らしを営む皆さん自身

のアイデンティティーを見出そうとされているお

気持ちがあるのではないでしょうか。田倉川と暮

らしの会・高倉谷川砂防えん堤の会の皆さんをは

じめ、このたびアカタンに集結された方々が歴史

遺産から先人たちの暮らしと地域を学ぶ活動を継

続してこられていることに改めて敬意を表したい

と思います。 

次に、貴重な土木構造物を認定して顕彰する学

界における取り組みについて触れたいと思います。

例えば、土木学会では、土木遺産の顕彰を通じて

歴史的土木構造物の保存に資することを目的とし

て、平成 12年に認定制度を設立しています。認定

の結果として、①社会へのアピール（土木遺産の

文化的価値の評価、社会への理解等）、②土木技術

者へのアピール（先輩技術者の仕事への敬意、将

来の文化財創出への認識と責任の自覚等の喚起）、

③まちづくりへの活用（土木遺産は、地域の自然

や歴史・文化を中心とした地域資産の核となるも

のであるとの認識の喚起）、④失われるおそれのあ

る土木遺産の救済（貴重な土木遺産の保護）が促

されることを期待するとしています。砂防施設で

は、これまでに大谷川砂防堰堤（徳島県）、別所砂

留（広島県）などが認定されています。砂防に携
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わる者の一人としては，もっと多くの砂防施設が

選定され広く顕彰されることを期待しています。

そのためにも、土木構造物の中における砂防構造

物の特質についての整理が砂防技術者の視点でも

う少し体系的に進められるべきではないかと思っ

ています。そうすることで、一つには、砂防施設

を評価するためのより適切な方法が確立されて顕

彰の効果があがるでしょうし、さらには、砂防学

の知見を活かすことで地域における文化財研究が

一層促進できると思います。 

なお、砂防施設に着目し、砂防事業の変遷、最

新の文化財保護法の仕組み、文化財保護制度と砂

防の関わり、石文化と石工技術の経緯、石積堰堤

の構造や施工時の状況など砂防技術の発展、歴史

的価値をもつ砂防施設の保存・補修の考え方など

について取りまとめた好著として、「歴史的砂防施

設の保存と文化財」4)があり、私も多くの示唆を得

ています。また、私の所属する一般財団砂防フロ

ンティア整備推進機構では、歴史的価値を有する

砂防施設の評価・文化財登録の手続きに係わる支

援作業と保全・管理に関する検討など、これらの

施設を国民の財産として保存していくための取り

組みを行っています。この場をお借りしてご紹介

しておきたいと思います。 

それでは砂防施設を顕彰する場合、そのほかの

土木施設と比べてより重視すべき点は何でしょう

か。私は、（１）我が国独自の自然が強いてきた技

術的な独自性や困難性とその克服の足跡、（２）構

造物築造の背景となった地域性や文化・民俗、の

二点を挙げたいと思います。（１）については前章

までに砂防が立ち向かってきた土砂移動や急流河

川の洪水といった現象の特徴及び施設の工夫につ

いていくつかご紹介しました。ここでは（２）に

ついて、土木構造物のなかでもとりわけ砂防施設

の場合において、背景となる地域性や文化・民俗

が重要だとなぜ私が考えているのか、力不足を承

知で少々長くなりますが説明させていただきたい

と思います。 
日本の文化や民俗の基層をなすもののうち、私

としては、我が国は山地が多くその山体は山間部

に水を産んで、それを頼りとして人々は複雑な山

ひだのふところ深くで長らく暮らしてきたという

自然社会条件、そしてその条件は、我が国で砂防

が求められることとなった条件と共通のものであ

る、ということに注目しています。 

例えば、山ひだのふところの中で培われる日本

人の宗教観について、司馬遼太郎は以下のように

述べています 5)。「一神教というのは砂漠ないし荒

地から生まれたものでしょう。アラビアの大地で

寝ころがっていると、上に天しかない。無数の星

があって、その運行を統一している絶対者がいる

という絶対的感覚が、体でわかってしまうかもし

れませんが、日本のような山あり川あり谷ありの

錯綜した地理風土では、この山に神がいて、あの

谷川にも神がいて、どうしても一神教的思考が成

立しにくい」。 

また、同氏は、大規模な土木により平野で農業

が可能となったのは漸く近世以降のことであり、

山間地の細々とした水源を頼りとして営々と続け

られてきた民衆による土木について『土と石と木

の詩』6)の中で取り上げ、以下のように述べていま

す。「水田を築いてきた私どもの先祖は、こういう

地形をむしろよろこんで住んできたわけで、関東

平野や加賀平野、河内平野のような平坦地は、な

るべく避けてきた。古代、そういう平野の場合は、

平坦地を避けて山ぎわの傾斜地に、田や農村をつ

くった。大平野（大きな川の沖積平野）の場合は、

河川の氾濫のために遊水がたまり、悪水になって、

当然ながら、稲がそだたない。平坦地における悪

水を排除して、いい水を大きな水流からひき、さ

らに灌漑用水網を大展開させるにいたるのは、関

東平野においては十二世紀、加賀平野では十三世

紀、河内平野にいたっては十七、八世紀というご

く近い過去だった。そのことを思いつつ、わが山

河を見ると、人間のいとなみの場所として、けな

げで、かつ痛々しさを感じざるをえない」。 

さらに、そのような自然条件と長く折り合って

きた先人の姿の中に日本人の精神性の底流をみる

こともできるようです。例えば、宮本常一は、我

が国の自然条件を前提として、家族単位で土地を

切り拓いて暮らしを立てることができたことで備

わった日本人の自主的な精神について以下のよう

に述べています。「どうして日本で小規模経営が成

立したのであろうか。そのもっとも重要な条件と
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なるものは水田をひらきやすかったということと、

雑草がよく茂るということではなかったかと思っ

ている。（略）このように資本をかけずとも努力

しだいでは一家を支えるくらいの水田をひらくこ

とができるという希望がもてるならば、そういう

土地をもとめて、人は山奥へ山奥へと住みついて

いくことができたはずである。（略）そして小土

地経営をたてまえとする国柄として、自家所有、

他人所有の如何をとわず、経営そのものは小経営

あるいは零細経営であり、ささやかながらそこに

自主的な精神が見られるのである。そして自分の

喜びを喜びとし、悲しみを悲しみとするとともに、

他人の喜びや悲しみをもともにすることができた。

共通した生活をもっていたからである。」7) 

前章までに我が国の自然条件の厳しさに由来し

て求められる砂防技術の特性について触れました。

社会条件について目を転じてみると、都市近郊に

おいて山の中腹にまで開発された市街地のほか中

山間や離島において傾斜地を背負うような狭隘な

場所であっても多くの方々が生活されていること

で、我が国は土砂災害に遭遇しやすい脆弱な土地

利用となっています。土砂災害の警戒区域は平成

29年 3月現在約 67万箇所の指定が予定されている

そうです。私にはそのことが農業、林業、鉱業、

漁業、流通業、観光業など、様々なチャンスを求

めて国土の隅々にまで生活の場を広げていった先

人の意気込みの証のように思えてなりません。そ

の意味で、我が国の砂防が、例えば山々を禿山に

してしまったためにできてしまった天井川の対策

をその範疇としたことも、地域それぞれに土地経

営の意志をお持ちの方々がいてその想いに応えな

がら約 67万箇所のバリエーションで土砂災害対策

をしなければならないことも、砂防が土と石と木

の詩や小土地経営の舞台を主な活躍の場としてい

て国家的で大規模な土木とは一線を画しているよ

うに捉えることができるということも、私には日

本の自然社会条件から帰結した必然的なことのよ

うに思えるのです。 

 

４．先人の想いをひもとく 

砂防遺産の技術やその背景となる人々の暮らし

との関係について触れて参りました。それでは、

砂防遺産一つ一つの中にそれを築造しなければな

らなかった当時の人々の想いや社会条件を具体的

にどのように読み取っていけばよいのか。関係者

の間であれやこれやと話が盛り上がるところの一

つだと思いますが、個人的に気になっている視点

や要素について、やはりアカタンを例に書き出し

てみます。よそ者故の的外れな内容が含まれてい

るかもしれませんが、これも議論のたたき台と受

け止めご容赦ください。 

 

１） 地域の将来の安全を確保したいとの切実な願

い 

明治 28年に古木集落上流の赤谷川に発生したと

される大規模な崩壊。日野川水源域では高倉川や

大鶴見川などほかの河川でも多くの崩壊が発生し

ました。赤谷川の土砂流出の様子については地元

の古老による貴重な証言や記録が残されています。 

「赤谷川は、源を南条郡宅良村大字古木の山間

渓流より発し、同大字宇上の尾において田倉川に

入る。その流路一里半ばかり。1895年（明治 28年）

９月 30日大豪雨あり、土砂流出し渓間に存在する

十数町余りの田畑はことごとく埋没した。幅わず

か三間ばかりの渓流は、にわかに三十間ばかりと

なる。流出土砂は、一時田倉川を充塞した」。（『砂

防事業と地域活性化』8）記載の福井県砂防沿大要） 

「（明治 29 年頃と思われる豪雨のあったその翌

日）赤谷の炭焼人が自分の炭小屋を見に行くのに

平地は行けないので、山越えをして山伝いに打ち

落し口まで行った。そこから見つめると松ヶ端方

面が物凄い音をたてて山から山までの幅の広さで、

奥から数百ｍ余りの泥土が濁水におされて、のろ

のろと直径二十センチ余りのスギ立木が、草をな

びくように押し倒し、谷を埋め耕地を押しなめて

津波の山が濁水とともに、流れ出るのを発見した」。

（前掲書 1）記載の歌門宇太郎翁が昭和六十二年四

月に記録した手記） 

「赤谷入口は堆積約三十センチ、赤谷中間部戸

の東口では約一米、奥の東では三米、赤谷口から

大平までの全堆積量は、約二十万立方米と算定し

たのであった。また、大平から流出した土石が、

奥の東谷の入口へ押し寄せて谷をせき止め、同谷

がダムになり…」。（出典同上） 
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いかがでしょうか。普段の川の様子を一変させ

る劇的な現象だったこと、豪雨が止んでからも土

砂移動が続いていたこと、流出してきた土砂によ

る河道の閉塞と湛水が人々に脅威を与えていたこ

となど、現代の大規模な土砂災害と共通する人知

を超えた自然の猛威が克明に表現されているよう

に思います。 

このような経験は地域に暮らす人々にとっても

ちろん初めてで航空測量や監視のための無線によ

る装置も無かった時代、全貌の把握やその後の状

況の推移を的確に予測することも困難で、地域の

皆さんはどれほど心細い思いをされたかと思いま

す。そんな心象に思いを寄せつつ、別図にアカタ

ンの縦断図と今年の九州北部豪雨で被害の大きか

った乙石川の縦断図を比較してみました（図‐２） 

アカタンの崩壊規模は不明なうえ、乙石川は花

崗岩や片岩と地質条件も異なりますし本川との合

流点付近の勾配も急ですので単純比較はできませ

んが、谷の規模など類似する面も多く、約４ｋｍ

上流の崩壊が流域の様相を一変させ下流に深刻な

被害をもたらしたことや地域の皆さんがその後の

二次的な土砂移動の脅威にしばらくの間向き合わ

ざるを得なかった状況をいくらか推し量ることは

できるように思います。その後明治 33年から地域

にとっては待ち望んだ大規模な砂防事業が開始さ

れるわけですが、地域の将来の安全を確保したい

との人々の切実な願いがその原動力だったと思い

ます。 

なお、赤谷川に発生した大規模な崩壊の範囲や

形状については 120 年以上経過していて崩壊跡地

を地形から推測するのは難しいとは思いますが、

最近ではレーザープロファイラーにより詳細な地

形データの計測が可能になってもいますので、今

後、様々な角度から調査が進められることを期待

しています。 

 

２） 土砂流出と利水環境の変化 

膨大な土砂流出は、取水施設を埋塞したり澪筋

を変えることで農業利水に深刻な影響を与えます。

砂防堰堤は土砂の流出を抑制するほか澪筋を固定

する機能を持っていますので、私は歴史的な砂防

施設を調査する場合に地域の取水施設との関係を

 

図‐2 アカタン（赤谷川）及び乙石川の縦断形状 
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見るようにしています。他所の例ですが、土砂の

流出でなく地すべりを抑制することで畦畔沿いの

用水路の安定を図っているような事例もあります。

舟運への影響を軽減するための砂防工事もかつて

多く実施されました。施行地から遠く離れた下流

の河口あたりの港のみでなく、すぐ下流の河川沿

いでの船着き場や筏流しなど、多くの物資が川で

運ばれた時代に砂防により澪筋を確保しようとし

た労苦の跡をしのぶことができるケースは数多く

あります。また、利水とは言えませんが、土砂の

流出が河川や渓流の利用に支障を与えるケースと

しては、天井川の助長、橋梁部の閉塞などがあり

ます。河床やくらしのための構造物の管理のため、

日頃の苦労を少しでも軽減しようと築造された砂

防施設は枚挙にいとまがありません。 

 アカタンにおいては、八号堰堤、九号堰堤が農

業利水の取水口の直上流に位置しています（写真

‐５）。利水の確保も築造目的のうちの一つではな

いかと思いました。 

 

 

写真‐5 アカタン八号堰堤 

 

３） 農村救済の視点 

大きな災害が発生した地域において、例えば川

除普請と呼ばれる治水事業が興され地域救済の立

場から被災者が日銭を得ることができるよう配慮

された例は江戸時代にもありました。ある地域に

集中的に砂防事業が実施されているような場合は

このような観点から当時の農村経済状況がどのよ

うなもので、事業から得られる直接間接の経済効

果が地域住民にとってどのような意味があったの

か、将来に向けて地域内外の団結やリーダーシッ

プがどのように発揮されたのか、など興味のある

ところです。日野川水源域では明治期に赤谷川や

高倉川を始め集中的に砂防事業が実施されていま

す。私が触れた情報は乏しいのですが、アカタン

においては当時の社会経済状況を推察するうえで

例えば以下の三点の記事などが気になります。ご

意見を頂戴したいと思います。 

 

①北海道移民 

アカタンが施行された明治 30年代。福井県では

大災害や虫害が続き農村経済は厳しい時代であり、

同 30 年、31年と多くの北海道移民があったことが

伝えられています。 

 

②街道の変遷 

明治 19年江戸時代から続く栃ノ木峠方面の街道

が変更され春日野隧道（武生市）方面に国道が迂

回されてしまいます。宿場町今庄の打撃はいかば

かりだったかと思います。一方で明治 29年には北

陸線が福井まで開通し今庄は鉄道の町として蘇っ

たとされています 9)。新たな交通網の要衝を日野川

水源域から迫る土砂流出の脅威から保全すること

は県政にとっても当時の大きな問題だったのでは

ないでしょうか（図‐３）。また、地域の産業構造

が激変する時代に大規模な砂防事業に期待された

経済効果は少なくなかったと想像できます。 

 

③権衡（けんこう）工事問題 

「福井県の歴史」10)によれば「（明治 32年）県会

は、翌年から 10年にわたる総工事費約 300万円の

国営九頭竜川改修工事の実施条件である、地元負

担 100 余万円の県費支出を可決した。これに対し

て、この改修で利益をうける福井・足羽・吉田・

坂井の一市三郡以外の八郡にも土木工事をおこし

て利益の均霑をはかるべく竹尾派議員が建議し、

これをうけて翌年の県会に知事が 52万円の新土木

工事案を提案、権衡工事費として可決された。」と

されています。大規模事業の政治的な背景も研究

すべきテーマかもしれません。 
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図‐3 日野川水源域の砂防位置図 

 

４） 技術の伝承 

２章の３）でアカタンの石積技術の精巧さにつ

いて触れました。こうした技術を発揮した集団が

どこから来て事業後どこへ去っていったのか。一

つ一つ苦労して積み上げたであろう石積み構造物

を見るとき、私はいつもそのことが気にかかりま

す。一つの技術が集積され持ち伝えられるために

はまとまった規模の腕を振るえる場（事業）が必

要です。技術力や組織は一度損なわれると取り戻

すのは大変ですので継続的に確保されなければな

りません。このあたりの事情は現代の土木事業に

も通じる事情と思っています。なお、アカタンの

石工技術者については、前掲書 1)に興味深く紹介さ

れていますので是非参照ください。 

 

５）濃尾地震の影響 

 アカタン上流で崩壊が発生したとされる明治 28

年９月。その４年前の同 24年 10月 28日、濃尾平

野を中心に激烈な地震が発生しています。日野川

水源地域も震度５の激しい揺れに見舞われていま

す。同 28、29、30年と当該地域で崩壊や土砂流出

が相次いだことは濃尾地震の影響と考えてよいの

ではないでしょうか。なお、越美砂防事務所の資

料 11)によればアカタンから数ｋｍ西側で明治 28年

７月 30 日に 12 名の死者を出した大鶴目地区の崩

壊は濃尾地震が影響したと崩壊の一つとして紹介

されています（図‐４）。 

 

 

出典：建設省越美山系砂防工事事務所（1999 年 3 月） 

越美山系の地震と土砂災害 

図‐4 濃尾地震に関連した断層と土砂災害等の分布 
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本稿では、このたびの砂防遺産シンポジウム

2017 に合わせて、砂防遺産から先人の営為やそれ

を築いた文化をどう読み取って語り継いでいくの

か、という視点で整理を試みました。関係する話

題の検討や各地での今後の調査の手がかりの一つ

となって少しでもお役に立つ部分があれば幸いで

す。 

興味深いアカタン砂防の調査の機会や情報を提

供くださり、私に情報発信と全国の皆様から刺激

を頂戴する貴重な場をお与えいただいた田倉川暮

らしの会伊藤喜右衛門会長様ほかシンポジウムに

集われた皆様に心より感謝いたします。最後にな

りますが、地域の足元にある価値に着目して地域

の将来のために活動されています皆さんの益々の

ご活躍を期待したします。 
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〈経過〉 

2008 年度 

「先生，校歌の３番にある『朝日輝く御旗山高き姿を 空に仰ぎ』はどの山？」・・に応えようと，福相小学校卒業生有志により「御旗山」や

隣接する「利鎌山城址」周辺や登山道の草刈りや立木の伐採に着手する。 

2009 年～ 

2010 年度 

「ふるさと里山整備事業」【キーワードモデル事業】 

引き続き「御旗山」「利鎌山城址」周辺の整備しながら，市立動物園・富谷ドームランドを回遊できる散策道を調査していたところ，地元（別

所町内会）の古老から、この地域に１３箇所の砂留があることを聞き，2009 年 11 月有志により樹木の伐採や林道の整備に着手した。 

2011 年度 

「ふるさと里山整備事業」【（財）義倉の補助】 

作業が進むにつれて全貌が見えてその雄大さに感動が広がった。福山市文化課の話では，歴史的にも文化財としても非常に貴重なものであるこ

とがわかり，整備に熱がこもった。 

〈整備の概要〉 

2012 年度 

【ふくやまの魅力づくり事業】 

事業の採択を受け「学区まちづくり事業」で取組む事業とし，作業協力者の呼びかけにより，有志や地元町内会の協力体制により整備が進む。 

＊2013 年 3 月 2 日 第１回別所砂留見学会を実施 参加者 120 名 ＊小学校児童を対象にオーナー制による椎茸栽培実施 

2013 年度 【ふくやまの魅力づくり事業】 

継続して事業採択を受け，整備作業を広く呼び掛け，年１０回実施し毎回 30 名以上の参加が有り整備が進む。 

2014 年 2 月には広島県東部建設事務所の調査により，全体で 36 箇所あることが判明する。 

＊案内看板や仮設トイレの増設。＊福山あしな商工会の協力により歴史紹介看板設置 

 2014 年度 継続的に整備を進めるために，地元別所町内会で「芦田の里山と史跡を整備する会」を立ち上げ，【（財）義倉】の補助金を受け整備を進める。 

2015 年３月 21 日 第２回砂留見学会を実施 参加者１２０名（学区外からの参加も多くある） 

2015 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりで別所砂留の整備に取り組んでいる中，新聞の記事が岡山大学大学院 樋口准教授の 

目にとまり，視察に入られる。その後整備にも参加いただき，新たな調査測量が始まる。 

５月土木学会中国支部のメンバーが視察し，「土木学会選奨土木遺産」に推薦していただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の 

取り組み 

福相学区内にある地域資源（市立動物園・富谷ドームランド・富谷ばら花壇）を活かしながら，「御旗山
お は た や ま

」と歴史的資源である「利
と

鎌山
がまやま

城址
じょうし

」

「別所砂留」を結ぶ回遊性を高める散策道を整備し学区民・市民の憩いの場を提供していきたい。 

 小学校・中学校等では地元の土木遺産として見学会も行っている。さらに今後は小学生を対象にオーナー制による椎茸栽培や野鳥観察会・花

見会等を通して子ども達が自然に触れ合い「森と歴史が共存する福田のさと」に対する思いを深め次世代に繋げていく。 

選奨土木遺産 別所砂留見学 

  江戸時代に土石流等の土砂災害から米，麦を守るため，福山藩の生産確保の

手段として築かれたものと考えられます。谷の長さ約 1ｋｍの範囲内に、大規

模の砂留 14 ヶ所、小規模は 22 ヶ所あり，一渓流に３６基もの石組みの砂留

が良好な状態で現存しています。一度は山に埋もれていた砂留群を数年前から

有志で整備がはじまり，さらにまちづくりの事業としての整備を続け，全貌が

明らかになってきました。 

  先人の高い技術と地域活動が高く評価され 2015 年度土木学会選奨土木遺

産として福山市で初めて認定されました。 

≪別所砂留
べっしょすなどめ

≫2015 年９月 福山初の選奨土木遺産に認定 

≪砂留整備作業等近年の取組≫ 

◆選奨土木遺産の認定に合わせて，「別所砂留を守る会」を発足。

 まちづくりの砂留事業の中心になり活動中です。 

2016.3.26 

第３回見学会の様子 

認定理由として，江戸時代の砂留が珍しいことです。全国で見ると京都府・兵庫県・高知
県で１基ずつ発見されていますが，大々的に砂留を築造したのは福山藩のみです。また
堂々川の砂留が知られていますが、別所砂留はこれらをはるかにしのぐ大小さまざまな石
組み 36 基が良好な状態で保存されています。中でも 10 番は技術的にも，歴史的にも“特
Ａランク”の価値がある砂留です。（樋口准教授） 

日時：２０１７年（平成２９年）４月１日 9：30～ 

主催：福相学区まちづくり推進委員会 

別 所 砂 留 を 守 る 会 

 

≪9 月 11 日選 奨
せんしょう

土木
ど ぼ く

遺産
い さ ん

に認定される≫

１１月２３日土木学会（東京）の 2016 年度 

≪“市民普請大賞”グランプリ受賞≫ 

「別所砂留の整備保存および啓
蒙活動」が選ばれ，地域住民が
中心となった整備保存や見学会
の開催，砂留を活用した地域活
性化への取り組み等が高く評価
されました。

2016 年 3 月 第３回砂留見学会を実施。選奨土木遺産認定効果もあり２１０名の参加。

2016 年度 

７番砂留で記念写真 

整備作業は・・ 
現在は主に７番砂留の石組みを清掃。新たな石組
みが現れています。学区外の方の参加もあり，毎
回 30 人前後で，にぎやかに楽しく作業していま
す。山の空気は美味しく，作業の合間にいただく
お茶は格別︕ぜひ作業にも参加ください。 

砂防遺産シンポジウム2017 
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古屋ケ谷池 

五
入
道
川
 

 
 「福山のﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ!?」 

別所砂留 
見どころマップ 

岩角山 

大休み 

烏帽子岩 

利鎌山城址

御旗山へ 

大谷山へ 

13番から尾根まで急

斜面のため，足元注意

(健脚コース) 
歩き疲れたら 

ベンチで一休み 

（４番・８番辺り） 

20 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 29 

30 31 

32 

33 

34 

35 

36 

19 

18 

17 

16 
15 

１ 

８ 

９ 

10   

11  

14  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

13  

12   

ｃｙう 

岩角の尾根から富谷池・新

家・割石～新市・駅家方面

まで遠望できる 

春には大谷山方面全体に

タムシバの花をみること

ができる 

１０番砂留 
 
 

堰堤にはキラキラ石が 
あります。探してみて・・ 

『近世以前の土

木・産業遺産』の

評価によると，

【江戸期の砂留の

中で最も高い堰堤，

堰堤の天端が緩や

かなアーチ状，堰

堤のほぼ全幅が越

流部になっていて，

自然の勾配に沿っ

て石が敷かれてい

る】と記載があり，

高く評価されてい

ます。 

8番砂留 

5・6・7番砂留 

４番砂留  

４番砂留の桜はとてもきれい。 

河原は絶好のお花見ポイント! 

2番砂留 

◆登山用の杖があります。 

 ご自由にお使いください 

歴史紹介看板 

×

※こちらの登山道は 

  現在通れません 

現在地（駐車場） 

選奨土木遺産認定記念碑もあります。 

石積は鎧積み 

ふくやま景観 

１００選に選出 

されました 

別所砂留最大の 

見どころポイント 

４番砂留より急な 

坂道になります。 

駐車場から１番砂留ま

で緩やかな坂道です。 

歩いて約15分。 

眺望スポット 

7番砂留では 

新たな石組みを発掘中! 

砂防遺産シンポジウム2017 
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砂防遺産シンポジウム2017 
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申込方法

 インターネット

博物館ホームページ

※ メールアドレスが必要

 ハガキ
（応募のてびき・官製ﾊｶﾞｷ）

＜配置場所＞

・市町村役場等の建設関係窓口

・CIC、県民会館、砂防課

・本日、後ろの受付

砂防遺産シンポジウム2017 アカタン

富山県立山カルデラ砂防博物館の取り組み 飯田 肇

トロッコ個人コース

5月18日より受付開始

トロッコ増便４回実施。

・8月 2回
・10月 2回

トロッコ団体コース

5月18日より

砂防遺産シンポジウム2017 
【５】砂防体験学習活動　［富山県 立山カルデラ砂防］

57



バスコース

 文化遺産巡りコース
・本宮砂防えん堤を下車見学

・護天涯の碑、噴泉を見学

アップダウンのある歩道

 常願寺川流域コース
・富山駅北口 集合・解散

・年3回

・博物館見学なし

・有峰ビジターセンターの見学

・大転石など下流域の見学が充実

・あるぺん村 帰路にトイレ休憩

5月18日 申込み開始

バスコースは、団体対応あり
（バスは博物館がチャーター）

立山カルデラ全景
カルデラ内の各ポイントを見学

見学地の様子
下左 カルデラ展望台
下右 鳶崩れ跡地

砂防遺産シンポジウム2017 
【５】砂防体験学習活動　［富山県 立山カルデラ砂防］
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福井県内の歴史的砂防施設の分布と紹介 
⼀般社団法⼈ 環境⽂化研究所 

研究員 深井 亮太 
 

 

福井県内登録有形⽂化財（建造物）に指定された砂防堰堤 

 

 

 

⻤⾕川堰堤（福井県⼤野市佐開） 

登録番号：18-0023 

登録告⽰年⽉⽇：平成 15 年 10 ⽉ 17 ⽇ 

アカタン砂防堰堤群 
（福井県南条郡南越前町古⽊） 

登録番号：18-0027~0035 

登録告⽰年⽉⽇：平成 16 年 8 ⽉ 17 ⽇ 

 

計 9 基の堰堤が個別に登録 

写真はアカタン砂防松ヶ端堰堤 

⾼倉砂防⻄⾼倉堰堤 
（福井県南条郡南越前町瀬⼾） 

登録番号：18-0079 

登録告⽰年⽉⽇：平成 21 年 1 ⽉ 22 ⽇ 

砂防遺産シンポジウム2017 
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福井県所有砂防事業資料 

 

 

福井県第⼀期砂防事業施⾏箇所の分布 

 

砂防遺産シンポジウム2017 
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⾼倉⾕川砂防えん堤の会 

⾼倉⾕川砂防堰堤群について 
堰堤築造の背景 

⾼倉⾕川は、源を瀬⼾の⼭間⻄⾼倉、東⾼倉、⽴成の 3 峡⾕により発して、瀬⼾辨慶
べんけい

岩
において⽥倉川に⼊る流路⻑ 10km の流域です。  

福井県の⽂献１によれば、「明治 28 年 9 ⽉に⼤豪⾬に⾒舞われ、多量の流⽔による 6m 余
に及ぶ流出⼟砂を推積し、峡⾕に散在していた耕地を全て埋め尽くした」と記録されてい
ます。その後、明治 30 年の砂防法制定後、福井県における近代的な砂防事業が実施される
ようになりました。  

⾼倉⾕川においては、明治 33 年に字「⽴成・東⾼倉・⻄⾼倉」、明治 35 年に字「城ノ平・
殿⼊・辨慶

べんけい

岩・⼤畠⾕⼝・⼤⼊」の 800km2 が砂防設備地として指定２され、第 1 期砂防施
⾏地域として、明治 33 年度より「⽯堰堤・導⽔堤・⽔通⼯・護岸⽯垣・床張⼯・床固⼯・
⼭腹⽯積・筋⼯・積苗⼯・苗⽊植付」等の様々な⼯事が展開されました。  

⾼倉砂防堰堤群の概要 
明治 33 年から砂防⼯事が始まり、3 箇所の砂防堰堤が施⼯されました。明治 35 年には

10 箇所、明治 39 年には 3 箇所の砂防堰堤が施⼯されました。全ての堰堤が、巨⽯による
野⾯空⽯積みで、⾼倉川独特の技法で積まれている学術的に⾼い歴史的砂防施設です。  

平成 17 年 6 ⽉には、建設記念碑を 2 箇所で発⾒しました。1 箇所⽬は、⽴成 2 号砂防堰
堤の右岸下流で発⾒。記念碑には、明治 35 年度「主任：⼤屋卯吉郎、助⼿：野坂宇助」と
記されてありました。2 箇所⽬は、⻄⾼倉砂防堰堤の左岸下流で発⾒。袖左岸 3m 上にあ
ったものが、35 年前の⼤雪で下へ落ちていたようです。その記念碑には、「主任：⼤屋卯
吉郎、助⼿ :○○○次郎、⼯夫：中村和吉、定夫：楢井富三、⽯⼯：⽥中○助、惣代：⽥中
⽂○、○上三○」と、記されていました。なお、両記念碑に記されている主任⼤屋卯吉郎
⽒は、当時、福井県内に砂防専⾨官がいなかったため、巨⽯堰堤築造の指導者として岐⾩
県より招かれた⼈物と考えられています。  

⾼倉⾕川砂防えん堤の会について 
⾼倉砂防堰堤群は、明治 33 年頃から 7 年の歳⽉を費やして完成しました。福井県内では、

「アカタン」と同時期に完成したもので全国的にも古いものです。しかも、100 年以上が
経った現在も、堰堤として機能を⼗分果たしており、規模の⼤きさや堰堤の特徴からも、
構造物としての価値は⾼く、学術的にも貴重です。平成 21 年 1 ⽉ 8 ⽇には、「⾼倉砂防⻄
⾼倉堰堤」が、アカタン砂防に続いて、国の登録有形⽂化財に指定されました。  

私たちは平成 17 年 5 ⽉ 21 ⽇に、⾼倉⾕川砂防えん堤の会を設⽴し、歴史的砂防堰堤群
の調査保全だけでなく、施設の歴史的、⽂化的資源として地域の活性化と⽂化の向上に資
する活動や⾃主防災活動を展開し続けています。  

                                                      
１  「明治 36 年 1 ⽉調 砂防改⾰⼤要」（福井県）  
２  「⼤正 6 年 3 ⽉調 砂防⼯事」（福井県）  

砂防遺産シンポジウム2017 
【８】集落の遺産として利活用するには　［福井県 高倉谷川砂防］
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登録有形⽂化財「⾼倉砂防⻄⾼倉堰堤」 
 
所 在 福井県南条郡南越前町瀬⼾ 45 字⻄⾼倉  

構 造 空⽯積堰堤、下流右岸護岸付  

規 模 堰⻑ 19.0m、堰⾼ 9.6m、天端幅 3.6m 

施 ⼯ 年 度 明治 35 年  

設 計 福井県  

施 ⼯ 現地の記念碑に銘⽂あり  

登録告⽰年⽉⽇ 平成 21 年 1 ⽉ 22 ⽇  

登 録 年 ⽉ ⽇ 平成 21 年 1 ⽉ 8 ⽇  

 

 

登録有形⽂化財「⾼倉砂防⻄⾼倉堰堤」は、⻄⾼倉⾕川と⾼倉⾕川の合流地点から約 100m

上流に位置し、当時の砂防⼯事台帳と現地に残る記念碑から、明治 35 年に造られたものと
考えられています。  

本堰堤は、堰⻑ 16.0m、堰⾼ 9.6m の空⽯積堰堤で、法 l 割の⽯積勾配となっています。 

天端幅は 3.6m で、堤中央の⽔通し部に向かって勾配がつけられていて、さらには両岸
の岩盤を上⼿く利⽤し造られました。空⽯積は全般に野⾯積みで積まれ、基底部では 150cm

程度の巨⽯が⽤いられていますが、頂部と天端の⽔通し部に向かっては 120cm 程度の⼤き
さになり、天端の両岸では 50~70cm 程度の⼩さなものが使われています。また、堰堤下流
の右岸側には 20m 以上にわたって⽯積みの護岸が施されました。  

このように「⾼倉砂防⻄⾼倉堰堤」は、周辺地形を利⽤し⾃然と融合した堰堤であり、
巨⽯を⽤いるなど技術的にも優れており、貴重な歴史的建造物です。  

 

 

 

 

⾼倉砂防⻄⾼倉堰堤記念碑  

砂防遺産シンポジウム2017 
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64



田倉川と暮らしの会 

アカタン砂防エコミュージアムの継続活動 

 
堰堤築造の背景 

 
 

堰堤築造の様⼦ 
 
 

 

 

 

 

 

 

アカタン砂防エコミュージアムマップ 

 

明治２８年（１８９５）９月 

アカタン大豪雨 土石流発生 コッタン氾濫 
歌門宇太郎氏当時７歳の体験記憶を９６歳のときに記録 

 ６時頃～９時頃集中豪雨古木２０戸床下浸水 

 県道に架かる橋は土俵を積んで難を逃れた。他全滅 

 大川の石垣や堤防を守るため生木を切り倒し刎木 

 夜通し警戒と炊き出し 

 村人翌朝山越えウチオトシで土石流発見、村が全滅だ！と急いで

村に知らせる。 

 土石流のろのろ進み１週間後、大川口で止まる。 

 ３０町歩の田んぼが全滅し、一面は白河原になる。 

明治３３年（１９００） 

砂防工事開始 
石工と古老から記憶の収集による 

 上流に転がる不安定で危険な岩（野面石）

を堰堤に利用した。 

砂防遺産シンポジウム2017 
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歴史的砂防施設に学ぶ体験活動指導者養成概要 

１．目的 

 大規模な自然災害が重なり、防災に対する国民的関心が、かってないほど高まっています。教育現

場でも、義務教育課程において、いわゆる「防災教育」が本格的に始動しています。そうした背景の

もと、登録有形文化財アカタン砂防や高倉谷砂防で、市民参加型の現地見学会を通して砂防に学ぶ機

会を積極的につくっていく必要があります。そのためには、土砂災害防止に関する啓蒙活動はもちろ

んのこと、見学者が安全に楽しく砂防に学ぶ体験と、砂防を正しく理解してもらう解説のできる指導

者の存在が必要です。 

２．指導者認定の流れ 

 インストラクター２級（養成講座受講者） 

 ↓ ２年間活動 (専任講師が認定する) 

インストラクター1 級  

3. 第 1 回インストラクター(２級)養成講座 5 時間の必修科目 

開催日：6 月 23 日(日) 会場：リトリートたくら会議室 講座長：工学博士 澤田豊明先生   

 容内義講 目科 間時
インストラクター

１級(講師) 

13：00 

(30 分) 

講義１ 

土砂災害を学ぼう 

専任講師 澤田豊明先生 

 

土砂災害とは 

土砂災害をふせぐ砂防 

わたしたちにできる災害への備え 

日本の砂防のあゆみ 

 

13：30 

（40 分） 

講義２     

福井県の砂防 

専任講師 田中和利先生 

歴史的砂防施設の保存・活用 

専任講師 玉村幸一先生 

 

福井県の砂防のあゆみ 

 

文化財保護の概要 

歴史的砂防施設の文化財登録 

歴史的砂防施設の保存と維持・管理 

歴史的砂防施設の活用 

 

14：10 

（50 分） 

講義 3 

歴史的砂防施設の解説指導法 

専任講師 澤田豊明先生 

アカタン砂防施設 

高倉谷川砂防施設 

伊藤喜右エ門 

伊藤武男 

権八 實 

15：00 

(180 分) 

現地実習 

安全心得・指導 

現地解説・体験活動指導法 

アカタン砂防施設 

高倉谷川砂防施設 

伊藤喜右エ門 

伊藤武男 

権八 實 

   会流交・り返り振座講 00：81

受講料：￥1,000 当日受付で（テキスト代、終身登録証費含む）：所定様式に記載申込み。 

受講予定者：·アカタン砂防 7 名、高倉谷川砂防 10 名、その他若干名 

４．インストラクター２級受講資格 

アカタン砂防、高倉谷川砂防において、5 年以上活動に参加した者でインストラクターが認める

者、または砂防業務・歴史的砂防文化財保護業務に携わる者で専任講師が認める者。 

５．指導者養成認定機関 

田倉川と暮らしの会 会長 伊藤喜右エ門 講座長 澤田豊明先生   

  講座修了証・登録カード発行、指導者登録管理 環境文化研究所（支援事務局） 

６．協力機関 アカタン砂防歴史遺産活用促進協議会 環境文化研究所 

体験活動指導者養成の事例紹介

砂防遺産シンポジウム2017 
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砂防遺産シンポジウム 

話題提供 「今改めて、我らのレシピ」 

覚幸 信江   

（NPO 法人 土砂災害防止広報センター会員） 

（きっかけ）我らの課題 

（「水源集落と都市住民のいい関係フォーラム 2014」後の意見交換会の発言より） 

・農山村地域の過疎高齢化 

「瀬戸は高齢化してもう人がいなくなる。そう言いながら自分の息子は都会へ出してしまう家が多い。」 

「現役時代は大阪で暮らして土日は暇、村に戻ったらやらねばならない役がいろいろあり忙しい。」 

・歴史遺産という宝と一緒に、過分な役目かも？ 

「観光客の受け入れは、もう人手が足りない。堰堤群の位置づけを防災施設とするか、観光資源とするか？」 

   

  どうすれば肩の荷を分け合い、自分達らしい暮らし方や活動ができるのかな？ 

 そこで、振り返ってみよう！整理してみよう！ そして、「今改めて、我らのレシピ」 

 

やってきたこと 

 ＜レシピ 1＞ 発見を楽しむ その情報を共有し、広く発信する 

  ・伝承を集める・古い記録を見つける・調べる 

  ・現地の探索と埋もれた遺産の発見 

＜レシピ 2＞ 取り組み方を考えながら歩む・活動にフィードバック 

  ・守る 日頃の活動 

  ・伝える つなぐ（継承） 

 

まだやってないかもしれないこと、これからの可能性 

 ＜レシピ 3＞ 想像力を働かせる・議論してみる 

・はげ山の多かった日本・緑の回復・技師たちの思い 

・その後の変化や予測に関する新しい情報と我らの方向性 

 忘れられることが砂防の成功？ 

 地球温暖化とその影響、できる対応は？ 

   例えば 原子力発電所の多い福井県、エネルギーの問題と山間地域はどうつながるの？ 

 ＜レシピ 4＞ 仲間を増やす・輪を広げる 

 ・歴史遺産は誰のもの？ 地元だけのもの？  

   現在の国土を造ってきた実物 全国の砂防歴史遺産はみんなのものでもある 

様々な立場の人に関わりを認識してもらうには？ 社会全体での役割分担があってもいい 

   役所・専門家・マニアをどう味方にするか？ 

 ・遺産地域でつながる 地域単独ではできないことを各地で一緒にやってみたらどうか 

   どんな地域や活動がある？ （参考 松之山・塩沢・津南） 

 ・遺産地域に限らない、人のつながりを創ることも考える （参考 山古志） 

    取り組みの例えば 

 「砂防遺産の日」「砂防遺産お遍路さん」 

“レシピ”の意味 
1.調理法 
2.秘訣 
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砂防に関わる地域活動等の事例に見るヒント 

・十日町市 松之山（旧松之山町） 

 地すべりの町で合併直前に開催されたメモリアルイベント

「防災・まちづくりフォーラム-松之山地すべりの過去・現在・

未来-」（町と地元団体が主催）で、被災当時の映像と体験談・

討論会・500 年前の人柱伝説をもとにした朗読劇など披露。

記憶を呼び戻し、外に向けては地域の魅力を発信（H17）。 

→世代を通して意識を共有する機会 

きっかけをとらえた内外への発信が効果的 

多彩な人たちの知恵を結集し、老若男女で取り組めば楽しい 

 

・南魚沼市 塩沢 鎌倉沢川 

 新潟福島豪雨（2011）で石積み砂防堰堤群が被

災。映像記録等が活用され、可能な限り原形復旧。

被災の軽い 8 基の施設は砂防遺産に登録（2015）。 

→歴史遺産の存在が意識されていないこともある 

今あるものがずっとそのままとは限らない 

 当時と同じ匠の技は今、ほとんどない。 

 記録は無駄にならない 

 

・津南町 辰ノ口地区 トヤ沢 

 長野県北部地震（2011）により雪崩と山腹崩壊が

発生。土石流となり棚田や国道に氾濫。「越後妻有ア

ートトリエンナーレ 2015」では災害復旧で建設中の

鋼製セル式（ドラム缶型）の砂防堰堤と土石流氾濫範

囲を示すポール列が作品となった。「人間が自然と関

わり、時には格闘することで生まれた土木工作物こそ

“美術の原点”」との考え。 

→アートイベントのシンボルにもなる砂防 

砂防堰堤の実物を間近に見るインパクト 

インフラツーリズム（土木関係者によるガイド） 

   

・長岡市 山古志 木籠地区 

 新潟県中越地震（2004）で木籠地区では地すべりに

より河道閉塞が生じ集落が水没。住民は造成地に移転し、

災害伝承と地域振興の拠点として直売所兼休憩所「郷見

庵」を復興基金で設置。見学者や観光客をもてなし、

3.11 震災（2011）はじめ各地の被災地とも交流。 

→将来、過疎で集落が消滅することも視野に、“できご

とや集落の存在を忘れないで！”と区長（当時） 

上：被災前の鎌倉沢川の石積砂防堰堤群 

右：文化庁からの登録証とプレート（一部） 

下：トヤ沢砂防堰堤と崩壊地 

右：ガイド事務所小屋の扉 

朗読劇中の音楽はブルガリア人ミュー
ジシャンと小学３年生が演奏・合唱 

上：郷見庵 

右：２階では 
伝承資料を展示 
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主な砂防遺産リスト（昭和前期まで） 2017.9.24NK

文化財 土木学会

東北エリア

1
正法寺川砂防堰
堤群

山形県天童市
大正
～昭和前期

雨呼山を水源とし、最上川水系倉
津川に合流する普通河川正法寺川
に建設された29施設。

2005

2 中沢川 山形県尾花沢市
大正
～昭和前期

最上川水系丹生川の支渓中沢川の
上流狭窄部に築かれた砂防堰堤4
基。大正2年の水害後に県内初の
県営事業により建設。

2010

3 地蔵原堰堤 福島県福島市
大正／1925／
1953改修

阿武隈川水系荒川の下流に広がる
扇状地の扇頂部に位置する。堤長
74m堤高8.7m、表面石積の重力
式コンクリート造堰堤。

2008

4
荒川流域治水・
砂防事業砂防堰
堤群

福島県福島市
昭和前期
～中期

地蔵原堰堤の上流、川上第一堰
堤・床固工群・水防林・霞堤群。
霞堤と水防林による近世からの地
先治水と大正・昭和における砂防
堰堤群等の直轄事業とが融合した
治水砂防システム。

2007
「ふくしま荒川
ミュージアム宣
言」2007年度

関東エリア

5 稲荷川堰堤群 栃木県日光市
大正19年
～昭和12年

大谷川支川の上流は地形地質によ
り荒廃が著しく、度々土砂災害が
発生していたため本格的な砂防工
事が要求され、大正7年に国直轄
の事業として着工された。技術革
新による砂防工法の移行期に建造
された堰堤群で、比類のない意匠
的特徴とともに近代砂防の歴史を
伝える重厚壮麗な土木遺産。

2002 2014

6
釜ツ沢下流砂防
堰堤・釜ツ沢砂 栃木県日光市 昭和前期

釜ツ沢砂防堰堤は、水通しの前面
に、泥流を導く導流堤と川床の洗

2002

備考名称 位置 時期 説明 写真
登録等

6 堰堤・釜ツ沢砂
防堰堤

栃木県日光市 昭和前期
掘を防止する床固を築いた、特異
な構造型式を有する。

2002

7
丹勢山・大久
保・小米平・方
等上流砂防堰堤

栃木県日光市 昭和前期

明治35年の大出水による荒廃の
ため大谷川左支荒沢に建設され
た。丹勢山；昭和3年、大久保；
昭和4年、小米平；昭和6年、方
等上流；昭和27年建設。

2003

8 三沢川砂防堰堤 群馬県高崎市 昭和前期

昭和10年（1935）9月の台風
に伴う豪雨により荒廃した三沢川
の最下流部に昭和13年に建設さ
れた。堤長28m、堤高5.0m、表
面谷積とした重力式コンクリート
造。

2006

9
榛名山麓砂防堰
堤群

群馬県渋川市
（伊香保町）・
榛東村・吉岡
町・高崎市（箕
郷町）

明治15年
～明治35年

明治期にデ・レイケの指導を受け
た技術者によって造られた巨石積
砂防堰堤群。阿久沢（悪沢）・自
害沢・八幡川ほか。自然石を用い
たアーチ形状と、天端の縄たるみ
形状が美しい。

－ デ・レイケ

10

猿渡・観音坂・
元滝・戸川・山
ノ神・出山・袋
町・八段堰堤

神奈川県秦野
市・伊勢原市・
足柄下郡

昭和前期

神奈川県では、金目川水系6基と
早川水系8基の砂防堰堤が登録さ
れている。猿渡・山ノ神は重力式
練積、戸川は谷積石張。

2003
2004
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主な砂防遺産リスト（昭和前期まで） 2017.9.24NK

文化財 土木学会
備考名称 位置 時期 説明 写真

登録等

11
屋敷入沢七号石
堰堤

山梨県笛吹市 明治
明治43年～大正7年に、内務省
補助砂防事業として設置された谷
積砂防堰堤。

2009

12 御勅使川堰堤群
山梨県南アルプ
ス市

源堰堤大正19
年，藤尾堰堤大
正11年，芦安堰
堤大正7年（大
正15年改修）

大正期の砂防堰堤で、当時最大級
の高さ、大きさ、及び美しさを持
つ、最初期の練積堰堤群。

芦安堰堤
1997

2003 コンクリート初

13 勝沼堰堤 山梨県甲州市 大正

勝沼堰堤・日川水制群（山梨県甲
州市）扇状地河川の治水によって
勝沼のぶどう生産が発展する基盤
をつくったものであり、山梨県の
歴史を語る上で重要な遺産であ
る。

勝沼堰堤
のみ

1997

日川の堰
堤と水制
群として
2008

勝沼資料館：甲
州市教育委員会

14 栃原堰堤 山梨県早川町 昭和前期

わが国有数の崩壊地として知られ
る七面山からの土石流を受ける。
農山村振興工事の一環として建設
された堤長60m、堤高10m、表
面石積の重力式コンクリート造堰
堤。

2010

15
七重川砂防堰堤
群

埼玉県ときがわ
町

大正6年～昭和
25年

近接・連続した堰堤から成る流路
工で、大正・昭和初期当時の砂防
工法を遺す。

2007

中部エリア

16 荏沢川石堰堤群 長野県千曲市 明治

佐野川支流荏沢川の中流域に明治
15年から17年にかけて内務省の
直轄事業で築かれた、わが国初期
の砂防施設で石積み堰堤4基が登
録された。

2009

17
牛伏川階段工
（水路工）

長野県松本市 大正

19世紀前半、乱伐と重度の野火
により荒廃し、赤肌の山となって
いた。石堰堤・水路石張工、山腹
工事などが行われた。階段水路は
サニエル渓にならって造られ、フ
ランス式と呼ばれる。

2002
国宝・重文構造
物2012牛伏鉢
伏友の会

18 釜ケ渊堰堤
長野県松本市安
曇

昭和前期／
1942

信濃川水系の梓川に内務省直轄で
築かれた石張コンクリート造堰
堤。川の狭窄部を利用してアーチ
平面で建設された堤長79m、堤
高29mの大規模な砂防堰堤。

2002

19

己り地沢・滝ノ
下沢・富吉沢・
薬師沢石張水路
工

長野県小川村
明治19年
～明治29年

堰堤58、水叩石張34、護岸7箇
所。薬師沢石張水路工は、地すべ
り地棚田（己り地（わりち））の
安定に寄与。明治18年以降続く
砂防惣代による薬師沢砂防文書は
貴重な歴史資料。

2009
28基

薬師沢砂防惣代

19
b

大崖 長野県南木曽町 明治
木曽三川改修事業の一環として建
設され、昭和57年に、100年ぶ
りに発掘された。

－ － デ・レイケ
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主な砂防遺産リスト（昭和前期まで） 2017.9.24NK

文化財 土木学会
備考名称 位置 時期 説明 写真

登録等

20
羽根谷砂防堰
堤・一号堰堤

岐阜県海津市 明治

木曽三川の水害対策として養老山
系からの土砂流出を防ぐため、
デ・レイケの指導により造られ
た。

1997
1998

デ・レイケ羽根
谷だんだん公園

21 嫌谷砂防堰堤群 岐阜県中津川市
明治17年
（推定）

明治初期の巨石の空石積みによる
砂防施設で、延長300mに渡り
床固工、床止工とともにほぼ完全
な形で現在にのこる貴重な土木遺
産。

2014 デ・レイケ

22
浦山第二砂防堰
堤

岐阜県土岐市 昭和前期

堤長28m、堤高5mの重力式の堰
堤で、表面は谷積、法勾配は上下
流とも5分とする。切石の空積を
用いながらも、天端幅3.5mと堤
体を厚く築くことで、土砂圧に耐
える。

2006

23
岩坪谷一～三号
堰堤・足洗谷一
号堰堤

岐阜県高山市奥
飛騨温泉郷

昭和前期

岩坪谷：神通川水系平湯川右岸の
岩坪谷上流域に堤長40m、堤高
10m規模の重力式コンクリート
造の1号堰堤が昭和9年建造され
た。足洗谷：昭和7年足洗谷筋に
おける最初の砂防堰堤として、練
石積コンクリート造りの第一堰堤
が竣工。その後、下流部に第二
号・三号が竣工。

2006

24 山神砂防堰堤 岐阜県中津川市 昭和前期

四ツ目川の中流域に位置する。堤
長42m、堤高8mの重力式練積堰
堤を、護岸とむくり付の副堰堤と
一体的に築き、表面は全体を谷積
とする。四ツ目川災害後に計画さ
れた砂防事業において、最初に築
かれた砂防堰堤。

2006

明治43年の豪雨による山腹崩壊
を契機に 県が建設した石造空積

25
木和田川砂防堰
堤群・流路工

静岡県藤枝市岡
部町

明治～大正

を契機に、県が建設した石造空積
砂防堰堤群。木和田川砂防堰堤は
正面から見た形状から「兜堰堤」
と呼ばれており、渓流の谷間に大
石を積み上げるという明治期の構
造形式を踏襲。

2002

北陸エリア

26
万内川砂防堰堤
群

新潟県妙高市
大正10年
～昭和前期

明治35年の粟立山の大崩壊によ
る土砂災害から妙高市西野谷地区
とその下流域を守るため、大正
10年（1921）から造られた18
基の砂防堰堤群。文化財に登録さ
れた11基については、現地産の
石を使った石積。新潟県砂防発祥
の地。

2003
万内川砂防公園
フアン倶楽部

27 日影沢床固工群 新潟県妙高市 大正
万内川の支流の日影沢、1.2km
の急峻な渓流に設置された47基
もの石積床固工群。

2003

28
鎌倉沢川砂防堰
堤群

新潟県南魚沼市 昭和初期

地滑り地を流れる魚野川支流鎌倉
沢川の6基の砂防堰堤と2基の床
止。渓流全域に堰堤・床止を配置
する砂防工事としては国内でも初
期のもので、直線的な流路に堤高
を抑えた堰堤が階段状に連なる。
国土の歴史的景観に寄与。

2015

29
大源太一号砂防
堰堤

新潟県湯沢町 昭和前期

直轄砂防事業として日本で最初期
に完成したアーチ式砂防堰堤で堰
堤表面の石積みとアーチ構造が織
り成す景観は、深緑の渓谷に美し
い姿を保っている。

2003 2011
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主な砂防遺産リスト（昭和前期まで） 2017.9.24NK

文化財 土木学会
備考名称 位置 時期 説明 写真

登録等

30
白岩堰堤砂防施
設（立山カルデ
ラ）

富山県富山市 昭和前期

常願寺川の基幹砂防施設の1つと
して建設され、いまなお富山平野
を土砂災害から守り続けており、
国土保全施設として歴史的に価値
が高いことや、大型機械を駆使し
た大規模構造物群からなる複合砂
防施設

2009

国宝・重文構造
物（産業・交
通・土木）砂防
施設として初

31 泥谷砂防施設群 富山県富山市 昭和前期

荒廃著しい泥谷の侵食拡大防止の
ために内務省直轄で築かれた階段
式砂防堰堤。標高差122m、延
長457mの急斜面に、台形越流
部を有す重力式石張コンクリート
造堰堤20基及び床固3基が連続
的に築かれた。

2002
立山カルデラ砂
防博物館

32 本宮堰堤 富山県富山市 昭和12年竣工

貯水量は500万m3と砂防堰堤で
は日本一を誇る。本体は建設当時
としては数少ないコンクリートで
造られたもので、さらにその表面
は間知石貼で造られている。

1999

33 御鍋砂防堰堤 石川県白山市 昭和前期

砂防堰堤としては国内最大級の規
模で、堤高41mを測る。わが国
の砂防堰堤では初めて3次元応力
解析を用いるなど最新の技術が取
り入れられている。

2012

34
甚之助谷砂防堰
堤群

石川県白山市
昭和6年
～昭和14年

近代以降荒廃の著しい白山から下
流域を守り続ける、日本で最古級
の階段式砂防堰堤群。

2012 2004 14施設

近畿エリア

鬼
福井県大野市佐

オランダ人技師エッセルの工法を
用いた石積みで 堤高は約6m

35 鬼谷川堰堤
福井県大野市佐
開

明治
用いた石積みで、堤高は約6m、
堤長は約36m。堰堤の脇には記
念石碑もある。

2003 福井県では最古

36
アカタン砂防堰
堤群

福井県南越前町 明治

福井県の第1期砂防工事として明
治33年度より砂防工事が行わ
れ、9基の堰堤群（土堰堤2基、
石積み（野面積み）堰堤7基が築
造された。「岐阜県から砂防専門
官および石積み専門工を招き、村
内外から1日200～300人が工
事に就業」と伝えられている。

2004
田倉川と暮らし
の会

37
高倉砂防西高倉
堰堤

福井県南越前町
明治33年
～明治39年

巨石による野面空石積み。コウク
ラ独特の技法。記念碑有。（主任
大屋卯吉郎）

2009
高倉川砂防堰堤
の会

38 朝明川砂防堰堤 三重県菰野町 大正 1998

39
猫谷一号・二号
堰堤

三重県菰野町 大正 1998 デ・レイケ

40 宇曽川流路工 滋賀県愛荘町 大正

秦川山を中心とする宇曽川上流の
荒廃は、江戸末期頃における周辺
住民の薪材濫伐によるものと言わ
れている。水路は自然石を丁寧に
敷き並べている。

2001

朝明川流域の砂防事業は明治21
年から開始。猫谷第一堰堤は空石
積工法で堤長6～7m、高さ9m。
第一堰堤と第二堰堤は県の砂防事
業の中で最も古く、縄のような緩
いカーブを描く「なわだるみ堰
堤」。朝明川堰堤は下流寄りの本
流にあり、県下初の練石積堰堤。
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文化財 土木学会
備考名称 位置 時期 説明 写真

登録等

41 天野川砂防堰堤 大阪府交野市 明治
明治中期、全国に先駆け近代砂防
の範となった淀川水系砂防事業の
一翼を担った砂防堰堤。

2003

42
尺治川砂防堰
堤・流路工

大阪府交野市 明治

天野川右支尺治川が天野川と合流
部に設けられた堤長9.2m、堤高
2.2mの布積砂防堰堤と、上流急
傾斜地の谷筋に位置する床固工。

2003

43
瀬田川砂防・オ
ランダ堰堤

滋賀県大津市 竣工明治22年

明治15年デ・レイケ指導、田邊
義三郎設計とされる切石布積み
アーチ式堰堤。関西治水史上重要
な淀川水源地田上砂防施設群の一
つ。

2004 デ・レイケ

44
瀬田川砂防・鎧
堰堤

滋賀県大津市 明治22年

瀬田川砂防初期の歴史的な砂防堰
堤であり、石積みも階段状の珍し
い積み方で造形的にも美しく、現
在でも現役の砂防堰堤である。

2009 デ・レイケ

45
木津川上流・不
動川の砂防施設
群

京都府木津川市
山城町

デ・レイケがわが国で初めての近
代広報による砂防ダムを施工し
た。不動川筋にが直接指導したと
考えられている砂防ダムが確認さ
れているだけで45基残ってい
る。

デ・レイケ山城
町ふるさと案内
人の会？

46
六甲・逆瀬川・
太多田川

兵庫県宝塚市 昭和前期

明治年間まで武庫川流域逆瀬川上
流地帯は荒れ山で降雨の度に「マ
サ土」の禿山から大量の土砂が流
れ、下流は「逆瀬川砂漠」とも呼
ばれた。赤木正雄の指導により、
逆瀬川で砂防事業として護岸と床
固工による流路工を施工。（昭和
3年～）。3年 ）。

47 五助堰堤
兵庫県神戸市東
灘区

昭和13年計画
昭和32年竣工

住吉川上流五助谷の狭窄部に位置
する重力式コンクリート造堰堤。
表面を花崗岩積とし、堤長78m
堤高30mと六甲山系砂防施設で
最大規模。

2014

中国エリア

48
堂々川一番～六
番砂留・蔦ケ迫
砂留・内広砂留

広島県福山市 江戸

福山藩によって空石積みで建造さ
れ、高さ10m以上。周辺は農民
が薪材や製塩用燃料として乱伐し
たことから江戸時代にはすでには
げ山になり、堂々川は土砂流出に
より天井川となっていた。

2006
堂々川ホタル同
好会

49
井風呂谷川三号
堰堤

岡山県総社市 明治

高梁川に注ぐ槙谷川の支流・井風
呂谷川の砂防堰堤群は、岡山県の
治山治水事業の始まりの地とされ
ている。第三号堰堤は明治33年
（1900）ごろ築造された堤高
7.3m、堤長約40mの巨石による
空積堰堤。

2002

50
小鴨川・清水川
砂防堰堤群

鳥取県倉吉市 昭和前期

鳥取県中部に大被害をもたらした
昭和9年室戸台風による水害を契
機に旧内務省直轄により、天神川
水系小鴨川支川清水川に築かれた
砂防堰堤で、天神川水系直轄の初
期の工作物。昭和12～19年に建
設。

2004
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登録等

四国エリア

51 大谷川砂防堰堤
徳島県美馬市
（脇町）

明治19年
～明治20年

美馬市脇町を流れる大谷川にある
高さ3.8m、幅97mの堰堤であ
る。明治19年（1886）から明
治20年（1887）にかけてオラ
ンダ人技師ヨハニス・デ・レイケ
の指導の元で建設され、四国で唯
一の明治期の砂防ダムとして知ら
れている。「デ・レイケ堰堤」と
も呼ばれている。

2002 2000 デ・レイケ

52 除ケの堰堤 愛媛県東温市 昭和前期

重信川上流域にある石及びコンク
リート造の砂防堰堤。県直営事業
で昭和７年に着工。堤長115m
の主堰堤の下流側に堤長92mの
副堰堤。

2001

参考ホームペー 国指定文化財等DB（文化庁）
http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/
登録有形文化財（建造物） > 治山治水　（193件）

 国宝・重要文化財（建造物/近代/産業・交通・土木）79件中

川に関わる文化財リスト（国土交通省）
http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kouzoubutsu04.html

文化遺産オンライン（文化庁ポータルサイト）
http://bunka.nii.ac.jp/

土木学会選奨土木遺産
http://committees.jsce.or.jp/heritage/
http://www.jsce.or.jp/contents/isan/

その他 Ｈ25.9南越前町
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