
34 原著論文

Ⅰ．本研究の目的・意義と研究手法

近年諸外国，特にアジアの治水技術として上流の

遊水地が注目されている．たとえば，タイ国ヨム川

の頻繁な氾濫に対して，タイ国政府は既存堤防を延

長するという方法のほか，上流に遊水地を設ける選

択肢を堤示した（Dushmanta, Srikantha, 2004）．そこで

は日本などでも採用されている"basin wide integrated

flood management strategy"として紹介され，洪水によ

るリスクを低減させる好例と受け止められている．

本研究では，そのような遊水地の一例として宮崎

県北川町における霞堤を取り上げ，主に農業従事者

の聞き取り調査からその選択肢のもつ現状の問題点

と将来の展望を論じる．北川町の霞堤を取り上げる

意義は以下三点ある．第一に，起源は伝統的治水工

法をもちながらも近代工法によって新たに作られた

という点において，それまでの地先治水から国主体

の治水への移行を象徴している点，第二に，従来の

河道主義治水に代わりうる流域治水のひとつの方策

として今後の可能性のひとつを堤示している点，最

後に，「治水」と「環境」保全の機能を両方併せ持

つ近代的な遊水地および霞堤という点において，河

川法改正以来求められる政策の展望を見出しうるの

ではないか，と思われる点である．

近代工法と伝統的治水工法を比較すると，河川工

学技術の差の他に，後者では越流の頻度が多いが同

時に耕作可能面積も確保できる他，湿地地帯として

の水田と河川の連続性を前堤にその生物多様性に配

慮できるなど環境面での利点が多い．ラムサール条

約で水田は湿地地帯と認められ，その多面的機能に

注目が集まる近年，近代工法の枠組みの中で環境的

配慮から伝統的治水工法の機能を実現させる視点は

重要である．本事例における霞堤は，いわば両者の

中間に位置づけられる．なお，本事例における「近

代工法」とは連続堤を典型としながらも，国主体の

治水を背景とする技術一般を指し，連続もしくは不

連続堤のどちらかとのみ結びつくものではない．

IV.2.で後述するように，霞堤方式が昭和50年以降

も近代工法としてこの地で採用された理由のひとつ

は，仮に連続堤防化すると川幅拡張の関係上現在耕

作している土地が利用できなくなることにある．す
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なわち，連続堤防化するとわずかにある耕作地が失

われるため，耕作の継続を希望する以上はある程度

の被害は甘受しながら治水をはかる方法を選択せざ

るを得ない，という価値判断があった．したがって，

北川町の霞堤は「耕作地の確保」と「治水目的の達

成」というふたつの要求の妥協の産物として洪水の

受忍が結果的に選択されたものといえる．しかし後

述するように，現在では農業の粗放化を受けて同町

内における耕作地確保の必要性は著しく減退し，代

わりに平成9年河川法改正を受けて「環境」保全と

いう視点が制度上強調されるようになってきた．そ

の意味で本事例は，被害の受忍から環境保全への価

値観の変遷を明確に体現している興味深い事例であ

ると思われる．

遊水地化や土地利用制限を伴う一方，遊水地化さ

れる地域の住民は被害の受忍という問題に直面する

ことになる．特に，北川中上流域周辺で農業を行う

農業従事者は，北川の水利用者ながら同時にほぼ毎

年水害を被る立場から，その意識は重層的かつ複雑

である．そこで本研究では，文献調査に加え，この

ような中上流域における農業従事者への聞き取り調

査，資料収集を行った．対象は，北川との関わりが

求められる水利用者として農業従事者以外にも，漁

業関係者，林業関係者，関係機関などとした．農業

従事者を対象としてアンケート調査も行ったが詳細

は紙面の都合上から別稿に譲る．アンケート調査は，

農業人口1,893人のうち，基幹的農業従事者333人を

含むよう平成3年時点で土地改良区として組織され

ていた地域を対象に行った．その結果現在水利組合

に戻って農業に従事している人々も含め528人を対

象とし，聞き取り調査もその範囲内で行った．

Ⅱ．先行研究と現状の問題点

1．霞堤に関する先行研究

霞堤とは，戦国時代末期に武田信玄が釜無川筋に

築造したのを嚆矢に，現在全国109水系の約半数に

あたる54の一級水系で築造されている伝統的治水工

法による不連続堤である（浜口他, 1987）．その機能

は，洪水時における河道流路の保持，水勢の緩和，

内水等の排出，遊水地化や氾濫戻しなどが挙げられ

る．ただし，従来の姿のまま存続しているわけでは

なく，近代工法による堤防化がはかられ現在に至る

ものが多い点は注意を要する．本稿で扱う霞堤も後

述するように，起源はそれ以前ながらも昭和50年代

の中小河川事業で堤防化され，平成9年の河川激甚

災害対策特別緊急事業＊でその方針が踏襲されたも

のである．

霞堤の評価は総じて高い．明治以降も伝統的工法

による不連続堤は未完成・未熟な形態ではなくひと

つの機能を果してきたとされ，それは明治以降の河

川工法による河川の直線化とそのための連続堤の建

設と対照的に論じられる（藤田, 2002）．愛知県豊川

の事例では「地元の人々もうまくこの洪水を利用し，

後背湿地を遊水池として洪水を一旦そこへ誘導し，

豊かな水田に変える知恵をもっていた」（藤田, 1998）

とされ，まさに「洪水の受容」（大熊, 1988）「洪水

文化」（藤田, 前出）と評価される．

2．現状の問題点

確かに，モンスーン・アジア独特の降水の集中化

による最大流量の増加を，堤防の不連続部分から本

流外へ逆流させ緩和することで治水を図るシステム

は，当時の築堤技術を背景にした沖積低地における

優れた治水方法であった．しかし，技術的な進歩を

背景に，連続堤防化が可能となった今日においても

なお，遊水地とされた不連続堤周辺地域に洪水を甘

受させるシステムを採用するには，洪水の受忍（も

しくは環境保全）が政策的に強く志向され，同時に

それが地元住民による制度的同意を得ている，とい

う状況が必要である．

我が国には関係住民および水利用者の同意を担保

する法制度がなく，フランスのように流域委員会の

7割以上が関係住民および水利用者で占められる地

域と対照的である．河川法改正により設けられた通

称「流域委員会」（河川法16条の2第3項）が関係住

民の意見聴取の場として機能することを期待する声

もあるが，その設置目的は委員会ごとに異なり（各

委員会規約を参照），流域委員会であることだけを

理由にその機能を期待するには限界がある．

この点につき田島（2005）は，① 意見が反映さ

れる対象は基本的長期的な計画である「河川整備基

本方針」ではなく，具体的中期的な「河川整備計画」

に限定されること（前者は「水害の発生の状況，水

＊「激甚事業」とは，国や県が管理する河川において激甚な災害が発生した場合，再度の被災を防ぐために特別かつ緊急にその
対策にあたる事業を指す．
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資源の利用の現況及び開発並び河川環境の状況を考

慮」（16条）するもので，具体的には計画高水流量，

河川工事および河川の維持に関する事項），② 河川

管理者が必要とする場合に限って参加が許されると

いう意味で，その成否は行政の裁量に委ねられてい

ること，③ 委員会の構成はたとえば学識経験者37

名，地域の特性に詳しい委員15名（そのうちの1名

が流域住民，その他の1名が漁業関係者）となって

いるが，農業用水等の水利用者は含まれないことを

指摘する．このうち，第三点は確かに河川法よって

構成員は学識経験者と規定されているが，前述のよ

うに設置目的は様々であるので一般化することはで

きないだろう．第一点も最近では河川整備基本方針

について検討する流域委員会が出てきていることか

ら，その指摘は現状においては正確さを欠いている．

さらに，第二点に関しては河川法16条の2第4項の

「公聴会の開催等関係住民の意見を反映させる」措

置と同3項を混同している虞がある．ただし，住民

意見の聴取という機能を果たす機関が，現状の日本

では十分には発達していない，という趣旨には留意

する価値がある．

本事例の場合，平成16年より五ヶ瀬川水系（五ヶ

瀬川，大瀬川，北川，祝子川）の特性やその風土・

文化などの河川を取り巻く環境，および流域住民・

関係団体の意見などを取り入れた「五ヶ瀬川水系整

備計画」を決めるにあたり，学識経験者の意見を聴

く場として，「五ヶ瀬川水系流域委員会」＊＊が設立

され既に10回近くの委員会が運営されている．その

議事録は全て公開され，委員会の構成も，オブザー

バーの宮崎県を除いて24名（第1回時）中，学識経験

者は数名であり残りは流域在住の地域専門家7名や漁

協関係者・林業関係者・観光業関係者などが含まれ

るという点で，多様性に富んだ構成となっている．

田島が含まれないとして指摘していた「農業用水等

の水利用者」も，下流域の延岡市土地改良区理事長

が参加している．

しかしながら，北川中上流域に関してみると，そ

の流域住民の意見を反映するパイプは乏しいと言わ

ざるを得ない．特に中上流域下流域という区分で見

た場合，中上流域関係者は24名中4名（高千穂町よ

り2名，北川町より1名，北方町より1名）に過ぎな

い．また，下流域からは政治・産業（化学・漁業・

農業・観光業）・商工会議所・教育委員会など均衡

のとれた分布となっているが，たとえば北川中上流

域の場合は1名の「地域専門家」が任にあたること

になる．これは人口分布や産業分布からある程度は

やむをえないことであるが，同時に水系単位の意見

聴取がいかに難しいかを示している．今後高齢化と

過疎化がより進行すると思われる地域では，各分野

の利益代表者を把握することすら困難になると考え

られ，今以上に流域住民の意見を得ることは難しく

なると予想される．また，霞堤に限らず伝統的治水

工法の場合は，関係住民や水利用者の同意が潜在的

に存在する歴史的背景があると考えられることも多

いが，本事例の場合はⅣ.1.で後述するようにそのよ

うな場合に当たると考えられない．

「流域単位の資源管理」という視点，特に森林と川

の繋がりを重視した視点は，農業分野で近年注目を

集めている（農村計画学会，2001）．「山と里と都市

を一体的にとらえた流域を単位とする新たな地域資

源管理」を模索する上で，上流域農業からの視点は

欠かせない．本稿では以下で，具体的利益調整とし

て斟酌されるべき農業従事者の状況を把握すべく，

その地理的条件，産業，農業の現状などについて記

述する．北川からの河川取水（一部井戸水や谷水利

用あり）で農業を営みつつ被害も受ける農業従事者

が，その「水」をどのように評価し，どのような利

益衡量によって現状を受け入れているのか，は今後

の法制度的保証に裏付けられた住民参加の拡大と利

害関係者の直接的参加を考慮する上で重要である．

Ⅲ．事例の詳細

1．宮崎県北川町について

同町は，東経131度29分から47分，北緯32度37分か

ら50分という宮崎県最北端に位置する（宮崎県北川

町，2002）．宮崎で三番目の人口を抱える延岡市まで

車で20分の距離にあるが，人口4,824人（平成12年）

のうち64歳以上が31.7％を占め，15歳から64歳まで

の生産年齢人口は平成2年の61.9％に対して平成12年

では54.5％と確実に減少している．指標比較による

と，老齢人口比，市町村費に占める農林水産業費，

＊＊五ヶ瀬川水系流域委員会とは別に，平成10年に北川「川づくり」検討委員会が建設省九州地方建設局河川部などを事務局に組
織され，同年中に5回もの検討会が開かれた．ここでは構成委員16名のうち，北川町長および北川漁業共同組合長の2名が北川
中上流域からは参加している．



37

水文・水資源学会誌第20巻第1号（2007）

原著論文

および第1次産業就業比の高さが目立つ（図－1）．

27,991 haの町全体の92％を森林地が占め，わずか

8％の平地を五ヶ瀬川水系に属する北川本川，支流の

小川，および祝子（ほうり）川が貫いている．北川

町北東部で祝子川が北から南へ流下する北川本流と

合流し，その後北東から南西へ貫流する小川と町の

中心部熊田で再度合流する（北川の概況については

表－1および図－2参照）．平均気温は16.8度，湿度

74％，降水量2,145.6 mm /年で，温暖かつ湿潤な気候

に恵まれているが，同時に台風による被害をほぼ毎

年記録する地でもあり，北川町は台風による水害

（家屋の浸水，倒壊，田畑流出など）の常襲地である．

かつては林業や木炭業が盛んであったが，昭和50年

代以降の木材単価の下落とともに不振となっている．森

林面積25,886 haのうち民有林が87％を占め，ここ数年

は昭和30年代の拡大造林政策で植林された森林が契

約期間終了とともに皆伐され地権者へ返す作業が行わ

れているが，皆伐後の再植林は行われにくいため，森

林の荒廃，それによりもたされる土砂崩れ，河床の上昇

など環境への影響を危惧する声が強い（後述2.2））．

現在は，総世帯数1,494のうちの農家数418，林業

家数517という分布となっている．

2．北川町における農業

1）耕地面積や基幹作物など
現在は水稲，種鶏卵，肉用牛，花木（しきみ），ぎ

んなん等を基幹作物とする農業が行われている（森

林庁統計資料, 2006）．農業産出額の内訳は，鶏27％，

米23％，花木20％，その他30％となっている．農

家数418のうち販売農家は324戸だが専業農家率は

15.6％（65戸）と低い．耕地面積は487 haでそのう

ち田は275 haである．水稲農業は特に，宮原堰土地

改良区内の家田地区や川坂堂ノ元吉原水利組合に集

中している．今後は高齢化や担い手不足から委託耕

作も限界に近づき，初期投資と継続的土づくりが必

要となる水稲作付けは縮小傾向を続けると思われる．

図－1 全国値との比較
Fig.1  Comparison of census data.

 

 

 

図－2 北川沿岸の土地利用
Fig.2  Land-use map along Kitagawa River.

表－1 北川の概要
Table 1 General description of Kitakawa River.

出典：農林水産省統計部資料（2006）(Source : statistical data of Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (2006)).

出典：国土交通省・宮崎県（2004）に筆者加筆 (Source :“Kitagawa no sogokenkyu”)



38 原著論文

J. Japan Soc. Hydrol. & Water Resour.Vol. 20, No.1, 2007

2）農業が抱える問題
このような水稲農業の縮小傾向は，土地改良区の解

散傾向にも現れている．かつては14土地改良区が存在

していたが，平成3年までにそのうち7土地改良区は解

散し，その後日の谷，本村，的野も解散して平成17年

3月時点で土地改良区として機能するのは宮原堰，俵

野，白木，多良田のみとなった．この4土地改良区の

うち，俵野および多良田は近日中の解散を決定した．

今回調査対象とした土地改良区および水利組合は，平

成3年以降機能していた組織のうち畑作のみである的

野を除き，新たに圃場整備が入るに際し組織された川

坂堂ノ元吉原を加えた7組織となる（表－2参照）．

土地改良区の解散や合併は宮崎県農政の方針に添

うものであるが，その背景として，① 零細な規模

の土地改良区ゆえに財政基盤が脆弱で，今後の施設

老朽化に伴う賦課金の増額に応じられないおそれが

ある，② 財政基盤の脆弱性に加え，組合員の高齢

化や担い手不足により，管理体制の整備が難しく

なってきている，③ 農作物の価格の低迷や競争の

激化により農家所得が伸び悩み，賦課基準据え置き

の圧力となって結果的に財政基盤をより脆弱にする

おそれがある，といった点が挙げられる（宮崎県農

政水産部，2004）．すなわち，比較的大規模な宮原

堰土地改良区以外は，高齢化や担い手不足によって

既に圃場整備等の土地改良事業の受け皿としての意

義を失ったと評価されていることになる．

高齢化と担い手不足により委託耕作や耕作放棄田

の著しい増加が見られ，特に小規模土地改良区・水

利組合でこの傾向が強い．現在では委託を受ける側

の高齢化も問題となり，今後は委託も限界を迎え耕

作放棄の割合が高くなると思われる．聞き取り調査

ではその傾向に対して「仕方がない」とする意見が

大半であり，土地改良区の解散に対して不満は聞か

れなかった．この点に関しては，平成8年より約8年

間の計画で中山間地域総合整備事業＊＊＊が土地改

良区の解散前後より北川町の多くを対象として行わ

れてきたことも実質的不満や不安を払拭することに

大いに役立ったことが重要な点として指摘できよう

（同事業内容については表－3参照）．この事業によ

＊＊＊中山間地域総合整備事業とは，森林率が50 ％以上の地域，主傾斜がおおむね1/100以上の農用地が当該地域の全農用地の面
積の50 ％以上を占める地域，もしくはその両方を満足する地域を対象に，立地を活かした農業の促進，定住の促進，およ
び国土・環境の保全を目的として堤供される事業のこと．直接払い制度はその一部で，生産条件が不利な中山間地域の農業
者に集団営農を促すため，平地とのコスト差を交付金として支払う．

表－2 調査対象となる土地改良区・水利組合
Table 2  Surveyed LIDs and WUAs.

表－3 北川町における中山間地域総合整備事業の内容
（事業変更後）

Table 3  Description of Tyusankanchiiki-sogo-seibi-jigyo: final.
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り指定地域ではパイプライン化とフロート式ポンプ

が導入され営農労働の節減が図られる他，直接支払

い制度によって中山間地域の「公益的機能」を保持

していくことが目指された．この公益的機能には，

洪水防止，水質源かん養，土壌浸食防止，大気浄化，

保健休養などが挙げられる（農林水産省農業総合研

究所，1998）．聞き取り調査でも，直接支払い制度

に対してはその柔軟な用途に対して好意的な意見が

多かった．

他方，土地改良区の解散を受け入れる姿勢とは対

照的に，人手不足による森林の荒廃が田畑と河川に

及ぼす影響については懸念する声が強く聞かれた．

すなわち，昭和40年代まで林業を基幹産業としてい

た北川町では，70代を中心に森林・田・川の環境的

連鎖を把握できる世代が残っており，同時に1.で触

れたように伐期を迎えた森林では皆伐が進行，そこ

から流れる土砂や土砂により農業水源地が埋没，そ

れらの土砂はそのまま谷を埋めながら北川へも注

ぎ，それが河床上昇の大きな要因のひとつとなって

いるという指摘が，谷水利用・北川からの取水によ

る用水利用を問わず，特に高齢の農業従事者を中心

に強くなされた．たとえば日の谷地区では，平成8

年頃から砂利が堰堤に堆積し，その厚さは2 mにも

および圃場へ水を供給する水源地はその下へ埋もれ

てしまう事態に至った（写真－1および2）．その後

除去作業が行われ，約1,800 m3の砂利を宅地造成へ

転用したが，その後も砂利の堆積は続いており，無

許可の除去ができないことから延岡土木事務所河川

砂防課砂防係と交渉を継続している．また，霞堤開

放部の川坂堂ノ元吉原では，地下水利用の井戸掘削

とパイプライン化が中山間整備事業として平成17

年に完成したが，直後に原因不明の地下水位低下

によって汲み上げ量は予定量の1/3となり農業継続

に支障をきたしている．地元関係者は経験に基づく

判断としてそれが森林の荒廃や河床の上昇となんら

かの関係があるのではないか，と考えている．これ

らの懸念は，北川漁業組合による平成13年からの

「水源の森事業」という取り組みに象徴されている

（事業についてはⅥ.で後述）．

以上のように，当地は河川沿いのわずか8％の平

地に広がる耕作地をこれ以上拡大することが無理で

写真－1 土砂で埋没した河川と水源地（写真左は掘削作業後，右は再度堆積する現在）
Photo 1  Right : Upstream of Kitakawa River with full of sand and gravel,  Left : after removing them (Source : Right: Photo taken

in January of 2006, Left: document of Hinotani-WUA)

写真－2 皆伐した斜面より崩落する土砂
Photo 2  Land slide.

出典：写真左は日の谷水利組合堤供，右は2006年1月筆者撮影

出典：2006年1月筆者撮影　(Source : the photo taken in January of 2006)
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あり，かつその生産性に鑑みて追加的投資が経済的

に合理的ではない地域である．それに加え，洪水被

害，特に霞堤開口部（俵野・本村・家田・川坂）や

無堤地区である的野は中小規模の洪水でも開口部か

らの流入で浸水被害を受けるという問題も抱えてい

る（表－4）．数少ない専業農家は家田や川坂に集中

しているが，この地域は平地が少ない同町内におい

て一定の平地と水源が確保できる数少ない地域であ

ると同時に，北川沿いの霞堤開放部近くに位置する

ため毎年多くの被害をうけざるをえない地域でもあ

る．そもそも北川町内の耕作地自体が昭和初期より

開田（米の生産のために開拓すること）した比較的

新しい耕作地であり，昭和29年の報告書ではそのハ

イリスクな農業に対し「パチンコ農業」「河川敷農

業」といった指摘がなされてきた（宮崎県北川村，

1954）．

今後この地域での水稲農業は，専業者の残る家田

と川坂を含め縮小傾向を益々強めていくことが予測

される．高い兼業率からも分かるように，この地域

の多くの人々は昭和30年代後半より延岡市内へ通勤

し，同時に農業も行うことで生計を成り立たせてき

たが，現在この世代が世代交代の時期を迎えている．

聞き取り調査でも，農業とのリスク分散は「先人た

ちの知恵」だとしつつも，「農業以外で得たお金を

農業へ流すような苦労を子どもにはして欲しくない

（ただし今では延岡にも仕事がないから困ってい

る）」という意見が多かった．他方で，「ハウス栽培

や都市型農業だけが農業ではない．」と，たとえ弱

小で営利に適さないとしても，自作目的で農業を存

続させていくことに強い執着を感じさせる意見も

あった．「（地方にお金が来ないという）時勢に逆らっ

ているわけでもないし，またここが投資に見合う生

産性の高い土地でないことも分かっている．でも，

農業をやりたいし農業が将来見直される時代が来る

かもしれない」という聞き取り結果には，重層的な

農業従事者の思いが伺われた．さらに，農業を含め

生産性の低いこの地に留まる意義について，「先祖

代々の土地だから」という意見が大半を占めつつも，

今後この地域が過疎化・高齢化を強めた際には，

「誰も森林を見るものがいなくなる（今もそうなり

つつある）」「そうなった場合に困るのは自分達だけ

ではないだろうに」という危惧が聞かれた．

Ⅳ．北川町内の霞堤

1．成り立ちと留意点

Ⅰ.で言及したように，北川町の霞堤を取り上げ

る意義は以下三点，すなわち① それまでの地先治

水から国主体の治水への移行を象徴している点，②

従来の河道主義治水に代わりうる流域治水のひとつ

の方策を堤示している点，③「治水」と「環境」の

機能を両方併せ持つ近代的な遊水地および霞堤であ

る点にある．以下，それらの点について説明する．

北川流域は平成9年の台風19号により稀にみる被

害を被ったため，平成9年より河川激甚災害対策特

別緊急事業が行われた．この事業は河川法改正後の

初めての大規模事業であったことから，「環境」と

いう視点が「治水」「利水」に加えて重視されかつ

内容に組み込まれた点に特徴がある．すなわち，従

来の霞堤方式を踏襲して整備を進め，自然に配慮し

た最適な治水計画を実行することがうたわれ，同時

に通称「流域委員会」による学識経験者を中心とし

た意見聴取が新たな制度として創設された．

ここで踏襲するとされた霞堤方式は，昭和50年代

の中小河川事業で建設されたものであり，近代工法

により再建築されたものである．文献上それ以前の

霞堤について触れているもののひとつに1959年の報

告書があり，そこでは「（中略）たとえば北川では，

河原のきれた所に水防林があり，松，えのき，しい，

いち，竹等がうえられてあった．この幅は広いとこ

ろでは三〇メーターぐらいはあったといわれる．水防

林の所には当然，自然堤防ができるし，またその外側

に低い乗越堤（越流堤）が作られたし，必要な箇所に

は不連続堤（霞堤）が設けられてあった．そしてその

外側に畑や水田が並んでいた」と記述されている（宮

崎県北川村，1959）．この記述が，昭和50年代の中小

河川事業の際に参照された森林村振興調査会による報

告書でも引用された（宮崎県北川町，1973）．

しかしながら，聞き取り調査でも霞堤という名前

や現在の近代工法による不連続堤以前の形態につい

表－4 北川町内の霞堤
Table 4  Kasumitei in Kitakawa-cho.
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て記憶している人はほとんど見られず，霞堤という

名前および工法について知ったのは平成9年以降で

ある人がほとんどであった．霞堤という名前に限ら

ず，激特事業または昭和50年代の中小河川事業以前

に何らかの不連続堤を見たことがあると記憶してい

る人もほとんどいなかった．また，その効能につい

ても人々の間で知識はあまり共有されていない．こ

のことは，古くからの「先人の知恵」と評価される

五ヶ瀬川河口近くにおける「畳堤」（内水や外水を

防ぐため各戸が畳を持ち寄り臨時に作る堤）たとえ

ば稲泉，2004）と本事例の霞堤とは事情が異なるこ

とを示している．

その成り立ちについて正確に伝える文献はない

が，河川史，村史，町史および聞き取り結果を合わ

せると以下のように推察するのが現時点では妥当と

思われる．すなわち，河川管理権限と責任の所在の

認識が未だ不明確であった大正末期または昭和初期

までは，近くの農業従事者や住民が自分たちの判断

で不連続堤をそれぞれ自分の耕地や財産を守るため

に築造・管理した．水防林や周辺土地は村の「財管」

として管理され，伐採は禁止されていた．その水防

林の内側に小堤防（おそらく乗越堤や当時の霞堤）

があり，その土地は入会地として数筆に分かれてい

た．聞き取り調査では，霞堤が古来人々によって採

用された直接の理由は「貧しくて部分的に自分を守

る部分にしか堤を作ることができなかったから」と

の意見が主力だった．おそらく人々はその後で副次

的にその効能が大きいことに気づき，霞堤が結果的

に人々に受け入れられたのであろう．昭和10年代ま

で旧正月行事として川除や土堤築という水防に関す

る村の出仕事があったことから，当時の霞堤を維持

管理する過程で，当事者意識の醸成や関係者の合意

形成が促されたというプラス面はあったであろう．

しかし，それが伝統的治水工法として評価される工

法であると一部の人々が認識したのは，皮肉にも管

理権限が河川流域住民から国または県へ移った以降

であったと思われる．管理権限が国または県へ移行

して以降は，逆に適正技術を前堤とした当事者意識

の醸成や合意形成が促される側面は機能を失った．

河川管理権限と責任が公的に担われるのと機を同じ

くして，水防林の伐採や開田事業も進み，耕地に要

求される生産力も上がったため，人々の中に水害意

識が強く顕れてきた．すなわち，土地利用の変化や

高い生産性を求める産業構造の変化によって「洪水」

は「水害」と認識されるようになり，治水の必要性

が強く主張されるようになった．その結果コンク

リート化が希望され，昭和13年の護岸工事と水防林

の伐採が行われるなど公的事業での堤防化が始まっ

た．この過程で，周辺住民の意識における旧来の

「霞堤」はほぼ姿を消し，従来の水防組織は崩れた

と思われる．無防備地域となった当地における治水

は，昭和50年代の中小河川事業および平成9年の激

特事業など公的事業の導入を待って図られることに

なる（北川町の霞堤に関連した河川史・開田史の概

況は表－5）．

霞堤というインフラの継続にもかかわらず現在の

霞堤が古くからの社会認識に支えられているもので

ないことは留意が必要であろう．

表－5 北川町の霞堤をめぐる背景
Table 5  Background of Kasumitei in Kitakawa-cho.
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2．事業における霞堤方式の採用理由

近代工法としての霞堤方式の採用理由には，霞堤

を抱える北川町住民（ここでは農業従事者）にとっ

てのものと，統合的流域管理＊＊＊＊という視点か

ら見たものの二面があり，その両方の立場を把握す

ることが必要となる．特に，北川町の霞堤は，前述

のように堤防化する以前のものと社会認識の上で断

絶しているので注意を要する．

まず，北川町住民にとっての採用理由であるが，

1973年の報告書が「北川町は，住民の生活と産業が

川の自然性を基盤にしてこそ，将来の真の発展を期

待できる．その基盤を失った時，いかに観光施設が

備わり，工業生産が伸びようとも，それは北川町の

一時的発展をもたらすのみで，永続的発展のために

はむしろ阻害要因となるであろう」と明示するよう

に（宮崎県北川町，1973），「北川と共存していく上

で不可欠であるから」という理由以外にない．

聞き取り調査では，当時は霞堤周辺の農業従事者

による水稲農業の継続への意向が尊重され，そのた

めの「耕作地の確保」を行いながら，土地に求めら

れる生産性の向上や財産意識を反映した水害意識に

対処すべく，一定の「治水目的の達成」も行うこと

が求められたという．その二つの要求の妥協の産物

が1950年代の中小河川事業における霞堤の堤防化で

あった．人々の水稲農業継続への意向は，浸水する

この地域では稲作しかできないという実質的な理由

と，昭和初期から苦労して耕作を続けてきた土地を

手放すのは先人たちに申し訳ないという心情的理由

によるものであったが，同時に食糧管理制度による

米買い上げ政策を反映した側面もあった．霞堤周辺

の農業従事者の耕作継続の希望はその後も変わって

いないが，60代前半までの若い世代では，今後この

ような生産性の低い土地で無理をして耕作を継続し

たり森林に入ったりする必要はないのではないか，

との意見も聞かれた．

他方，統合的流域管理という視点からみた採用理

由は，流域単位での持続可能な水管理という観点か

ら，上記の北川町における農業従事者の意向と異な

る側面を持っている．すなわち，その採用理由の第

一は下流域を考慮に入れた流域単位での洪水緩和効

果である．霞堤周辺部では① 堤内地への氾濫水が

すみやかに河道に戻り湛水時間が短縮される，②

霞堤開口部から堤内地への流入は，河川水位の上昇

に伴い除々に浸水し流速も小さいため，大きな被害

には至らない傾向にある（国土交通省・宮崎県，

2004）という利点を持つのに加え，下流地域での急

激な水位の上昇を抑える重要な効能ももつ．その洪

水緩和効果に関しては，その大部分が最上流の家田

地区の遊水地化によるものであるとしつつも，他の

霞堤地区も全川の流量・水位低下に群として機能し

ている，という報告がある（渡邊・杉尾，2004）．

この採用理由は，北川上流域の農業従事者が希望

した「耕作地の確保」と政策的には矛盾しないなが

らも，農業従事者に「自分達が一定の不利益を受け

るのは誰のためなのか」という根本的疑問を堤示す

ることにもなる．特に近年，農林業の不振により経

営の粗放化・継続への意欲減退が見られる中，「農

業を続けていかないならば，なぜこの方式によって

不利益を受けなければならないのか」という疑問に

も繋がりかねない．事実，聞き取り調査において，

中山間地における農業継続への不安と，霞堤方式に

よって受ける被害への不満が両者混同されながら述

べられることが多かった．

次に，統合的流域管理という視点からみた第二の

採用理由として，持続可能な環境の重視が挙げられ

る．北川の事例の場合，中小河川事業という早期の

段階で環境への配慮を示す調査結果が踏まえられて

いる点は特筆すべき特長であるが，それは平成9年

河川法改正により「環境」という視点が法制上明示

されるにいたって顕著となる．平成9年の激特事業

で霞堤方式が踏襲されたのは，河畔林の植栽や湿地

地帯における植生の保全などが「地形（自然）を考

慮した最適な治水計画」（激特事業パンフレット）

として適していると評価を受けたからである．

聞き取り調査では，農業従事者の理解する「環境」

と，この事業で堤示されている「環境」に食い違い

が見られ，農業従事者の理解に混乱が見られた．す

なわち，各所で触れたように，農林業を営む北川町

では森林・田・川の関係が他所より総合的に把握し

やすい条件が整っており，特に70代以上の農業従事

者は森林の荒廃による農業および河川への影響を強

く懸念する．彼らにとって，河床を上昇させないよ

＊＊＊＊ここでは世界水パートナーシップ技術諮問委員会による"Integrated Water Resource Management"の定義に従い，「水，土地
および関連資源の開発・管理を開発・促進し，重要な環境システムの持続可能性を犠牲に損なうことなく，結果としても
たらされる経済的・社会的福利を公平に最大化する方法」（筆者訳）とする．
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うに森林を荒れさせないことが，すなわち「環境」

を重視することであるが，そのような「環境」を霞

堤方式によって一定の湛水被害に甘んじる文脈で理

解することは困難であると思われる．「（農水省のい

う）『地産地消』（地元で生産した作物を地元で消費

する循環システム）も環境に優しいと言われて頑

張って農業を続けていかねば，と思っているが，切

れた堤防（霞堤方式）も環境に優しいと言われて，

二つがどう関係するのかよく分からない」という意

見に，政策の受け手の混乱が象徴されている．

3．霞堤方式によってもたらされた状況

それでは，霞堤方式の採用によって具体的にどの

ような状況が生じたであろうか．まず，その統一的

な流域管理という視点とは裏腹に，中上流地域（遊

水地）と下流地域（受益地）という新たな区分けと

意識を人々に生み出した．この問題の難しさは，受

益地である下流地域が第二・三次産業の比重が大き

い都市部である場合が多いため，上流地域の農業従

事者が抱える不公平感を「都市と農村」という構図

で捉える枠組みと結びつけてしまったことによる．

さらに，農村＝遊水地＝中上流地域へ，手段を問

わずなんらかの補償がなされるべきだという主張

が，流域単位の枠組を超えて主張される可能性もも

たらした．いわゆる流域委員会が河川法改正により

設けられても，中上流域の人々には遊水地であるこ

とへの制度的合意形成が今までなかったという問題

意識が根強い．それは，霞堤開放部の閉鎖や樋門設

置を求めて関係当局と幾度となく交渉を繰り返した

苦い経験にも起因している．流域管理とは無関係に

「農業の多面的機能」「公益的機能」への支援という

名目で不利益地の農業従事者を対象に行われる中山

間地域総合整備事業（農林水産省）が，結果的にで

はあるが一種の公的な「補償」として北川上流域の

人々の不公平感を緩和する機能を果たしている．当

地はそれ以前にも過疎振興（平成2年），特定農森林

村（平成5年）の法指定を受けている．

この新たな区分け意識の誕生と，一種の公的な

「補償」による不公平感緩和の必要性は，まさに治

水と環境保全という二つの機能を併せ持つ“近代的”

遊水地および霞堤の問題点といえるだろう．「中上

流域」は，本事例のように農林業を営む不利益地で

あることが多く，今後高齢化と担い手不足が益々加

速すると予想される．次節では，以上の状況を踏ま

えた上で，法制度的保証に裏付けられた住民参加の

拡大と利害関係者の直接的参加の実現に対して本事

例から堤示し得る点をまとめる．

Ⅴ．まとめと考察

第一に，「中上流地域（遊水地）と下流地域（受

益地）」という新たな区分けと意識を人々に生み出

す可能性をもつことに関連し，既に上下流交流の必

要性が指摘されているが（宮崎県北川町，2004），

まだその考えすら十分理解されていないのが現実で

ある．ここでいう上下流交流とは，主に下流域の地

方自治体が，水源林の整備等を目的として上流域の

森林が所在する地方自治体等に対して森林整備費用

の助成などを行ったりするものを指す（農林水産省，

2002）．

この上下流交流に関して重要となるのが，霞堤周

辺住民が持つ「水」の重層的捉え方と彼らのコスト

意識の把握である．本事例では特に水へ関わる立場

として農業従事者を取り上げた．彼らは，北川上流

域における河川事業において霞堤方式を維持存続さ

せることをほぼ受け入れながら，現時点では不安を

感じつつも流域地域での耕作の可能な限りの継続を

望んでいる．その意味で，人々は霞堤というインフ

ラを通じて北川の「水」の価値を，稲作の成長に必

要な水というプラス面と，逆に被害をもたらす過大

な水というマイナス面の両面において把握し，その

両面を微妙なコスト意識でバランスを取っていると

いえる．現在は，中山間地域総合整備事業等の助成

によりプラス面がかろうじて維持されている状況で

はなかろうか．但し，今後は高齢化と担い手不足か

ら農業継続への意欲も減退が予想され，その際彼

らのコスト意識は明らかにマイナスへ傾くと考え

られる．

今後は流域管理における上流域住民の公益的役割

や機能について，各政策と連携を取りながら周知を

図っていくことが強く求められると考える．その際

には，不利益地での農業の継続が，流域管理という

枠組みの中でどのような意味を持つのか（もしくは

持たないのか）一貫した政策の下で明示する必要が

あるだろう．

第二に，「中上流地域（遊水地）と下流地域（受

益地）」という構図ではなく，森林や森林をも念頭

に入れた流域の構想が一貫性を保って上流域住民に

理解されることが重要となる．Ⅳ.2.で触れたように，

中上流域の農業従事者には，各政策における「環境」
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の意味について混乱がみられる．本来同じものを意

味しているはずだが，霞堤方式によって「水害」を

甘受する立場からはそれが統一的政策の結果である

ことは理解しにくいのが現実である．「環境」の意

味の混乱は，超えられない政策的壁も一因している．

本事例における河川事業では河床上昇に対して掘削

作業が再三行われているが，その根本的原因たる森

林の皆伐による土砂の崩落と堆積に対してまで，河

川局が何らかの方策（たとえば造林計画）を行うの

は現状では無理である．「中上流地域」とされる地

域の多くが，農林業を営む中山間地であることから，

政策の統一性・一貫性および関係組織の横の連携

が，今後の課題となることが予想される．

流域委員会や「川づくり」検討委員会を通じての

啓蒙や意見の聴取には限界があり，特に高齢化や農

林業の不振を前堤とする限り，より実質的な制度的

合意形成のシステムが必要となるであろう．その際，

合意形成の単位としては，現在の水系単位の組織を

前堤としつつも，中上流域の利益に配慮しうる重層

的な構成をとるべきである．

第三に，「中上流地域（遊水地）と下流地域（受

益地）」という新たな区分けと意識が，「都市」と

「農村」（もしくは都市でない地域）という枠組みと

結びつき，霞堤開放部とそうでない地域との不公平

感のみならず，対都市への不公平感をも生み出しか

ねないことへの留意が必要である．聞き取り調査で

も，平成9年の激特事業における事業費190億円のう

ち，延岡市に100億円割かれたことへの不満が広く

聞かれた．本事例の場合，減反政策による稲作への

圧力や高齢化・担い手不足による農業への不安や農

政への不満が，そのままこの枠組みの中で捉えられ

てしまう可能性もある．今回の調査対象者が農業従

事者であったことも一因ではあるが，遊水地化され

る地域が不利益地とみなされる農業地であることの

多いことが主な理由であろう．

「農村（水田）と都市（河川）との一体的な統合

的水資源管理」の必要性が指摘されて久しいが（田

島，2005），その合意形成システムをいかに当事者

ベースで形成していくか，が今後の課題となる．本

事例の場合，農業継続という上流域住民にとっての

「受益」のウェイトが今後は軽くなることが予測さ

れる以上，合意形成のための新たな価値付けが必要

となるだろう．「環境」というキーワードを使うに

しろ，森林・田・川の関係を統合的に把握した上で，

今後は関係官庁との連携のもと，遊水地に伴う「補

償」をより実質的な環境保全への対価として統一的

に実施していくことが求められると考えられる．

Ⅵ．おわりに

流域管理は難しいが緊急性を帯びており，その状

況は現場をよく知る中上流域住民によって具体的な

行動へ結び付けられている．

そのよい例として，当初北川町役場との協賛も検

討された「水源の森事業」（平成13年より）が挙げ

られる．堤案者である漁業北川協同組合が下塚生産

森林組合と契約し，森林50 haを100万円で30年間借

用するとともに，大分県砕石会社と40 haの20年間

無償賃貸契約を交わし，ともに森林伐採を中断・留

保させようとの画期的な試みである．農業従事者が

直接事業運営にあたるわけではないが，現宮原堰土

地改良区副組合長が以前漁協副理事を兼ねていたよ

うに，農林業が主体の北川町では農業従事者の多く

が林業を営んだり漁協の運営に参加しており，この

事業は町内の広い支持を得ている．現在漁協組合長

は，九州地方建設局などが運営する北川モニタリン

グ調査に途中から参加し，今後の川づくり計画全般

に積極的なかかわりを持つことに意欲を示してい

る．

行政側では，このように現場を知る人々を環境に

関する一連の計画に巻き込んでいこうとする姿勢を

見せている．たとえば，霞堤開放部の家田・川坂地

区には稀少な動植物の生息地となる湿地があること

から，その保全・復元に向けて宮崎県土木部河川課

が平成15年，家田・川坂川の自然再生計画策定を目

的とする「家田・川坂川自然再生計画検討委員会」

を設立した．その構成は学識経験者（河川工学・植

物・鳥類・昆虫），五ヶ瀬川流域ネットワーク

（NPO），自然保護ボランティアのほか地域の歴史家

や住民代表者を含み，地元住民関係者は22名中12名

を占める．計画策定は行政府によるが，人々の「環

境」への関心は以前より確実に高くなっており，新

たな北川とのかかわりを模索する動きが見られる．

本事例において注目すべきなのは，霞堤という伝

統的治水工法を継続採用したことが，新河川法に基

づく環境配慮型事業の第一号としてではなく，管理

権限を国または県がもつ現状において，流域住民

（ここでは特に農業従事者）が耕地面積の確保と水

害の受容という極端な選択肢の狭間で悩みながらも

利益調整を試みること，およびその狭間に悩みなが
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ら新たな価値を見つけようと試みていることに，流

域管理における将来像のひとつを見出しうる点にあ

るのではないか．現代の制度を前堤とする以上管理

権限の所在を既定としつつ，地域の個性を反映させ

ながらマニュアル化できない利益調整なり現場調整

を図っていく以外に有益な流域管理はありえない．
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The purpose of this paper is to consider what modern open levee brought the upper basin inhabitants

simultaneously pursuing environmental conservation and flood control by a case study approach.  It deals with

Kasumitei upstream of Kitakawa River in Miyazaki Prefecture, and focuses on farmers in the upper basin regarded as

reservoir in the management strategy. They utilize Kitakawa River for agricultural use, and suffer from flood almost

every year because of the open levees.  The levees were re-constructed in modern management strategy by a national

government. The following findings of hearing investigation and literature searching are obtained: the open levees in

the area had brought people a new sense of distinction of upper basin (reservoir) and lower basin (beneficiary), and

the consciousness of unfairness was understood by the people in another context of declining agriculture versus other

remunerative industries. It must be noted that the context has brought people to claim compensation not only for

their flood damage but also for their continuing agriculture in the upper basin.

It remains to be solved how to build consensus including upper basin area, and how to further strengthen the

collaboration with relevant ministries in watershed management toward a consecutive implementation of an effective

policy.  

Key words : Kasumitei (open levee), reservoir, watershed management, consensus building
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