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霞堤はまちと川との近しい関係を創出するか？

－土器川において公園として利用される霞堤 3例の現地踏査報告－

Will Kasumi levees create closer relationships between cities and rivers? 
: a survey report on three cases used as parks in the Doki River 

村上修一* 

Shuichi Murakami* 

It was assumed that Kasumi levees would create closer relationships between cities and rivers through the gaps 
between the levees. In order to prove this hypothesis, it was necessary to verify the visibility and accessibility of the 
rivers from the cities through the gaps in the levees at 38 sites that had been confirmed to be used as park green 
spaces among 296 sites in 48 rivers in Japan as previously reported. This paper is a report on the results of the field 
survey of three sites on the Doki River out of the 38 sites. As the results of the survey, the followings were found. (1) 
There were factors that reduce the visibility and accessibility of the river from the city, such as raised ground, trees, 
buildings, facilities and restricted land. (2) The park green spaces had spatial features that made it possible for the 
visitors to recognize that those were Kasumi levees. 
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1. 背景と目的 

近年，国内河川の治水政策が転換期を迎えている。全国の水

系において治水の見直しが進められ，2020 年には国土交通省に

より「流域治水」の推進が打ち出された 1)。これまでは主に河川

区域内を中心に治水を行ってきたのに対して，これからは氾濫域

や集水域といった流域全体で治水を行おうとするものである。 

このような治水の転換期に注目されるのが霞堤である。霞堤

とは，所々が切れて不連続である堤防のことをいう 2)。洪水時に

堤防と堤防のすき間から堤内地に水が侵入するが，洪水が終わる

とその水はすき間から川に排水されるというしくみで，急流河川

では合理的な治水方策とされる 3)。これまでも流域を単位とした

地域社会の見直しなどの影響を受け，霞堤のような地域性を持っ

た伝統技術が見直されてきたが 4)，全国の水系において進む治水

の見直しの中で，霞堤の存置が検討されるようになった 5)。 

近年，霞堤については，瀧（2021）6)，池田他（2020）7)，寺

村他（2020）8)，山本他（2020）9)，五十嵐他（2020）10)といった，

霞堤の洪水時シミュレーションや水害発生状況の把握のような

治水機能に関する研究が進んでいる。 

一方，村上（2021）は，霞堤の不連続性に着目し，霞堤がま

ちと川との近しい関係を創出する可能性を示唆している 11)。図-1

のaのように堤防が連続し，堤内地（まち）と堤外地（川）とが

堤防を境に明確分かれている場合，まちに暮らす人の視線が堤防

で遮られ川を眺められない，まちから川に至るためには堤防を乗

り越えなければならない，といった状況が生じ得るのに対し，図

-1 の b のように堤防が不連続の場合，隙間を通して川を眺めら

れる，堤防を乗り越えず容易に川へ至ることができるといった状

況が生じ得るという。国内の水系が網羅的に調査された報告書

12)をもとに衛星画像で特定した48水系296箇所のうち，38箇所

の霞堤が公園緑地として利用されていることを確認し，図-1bに

示されるまちと川との近しい関係の可能性を指摘したが，堤防の

すき間を通してまちから川を眺められるのか，まちから川へ容易

に近づけるのかといった状況は不明で，現地踏査による情報の収

集や断面方向での詳細な分析が必要とした。 

そこで，本研究は，まちと川との近しい関係を創出する霞堤

の可能性を解明するという目標のもと，不連続な堤防の隙間によ

り，堤内外地間の視線と動線の抜けが生じることを実証する，と

いうことを目的とする。本稿では，前述38箇所のうち土器川の

3箇所について行った現地踏査の結果を報告する。 

2. 方法

土器川は，讃岐山脈の深い侵食谷から讃岐平野の扇状地を貫流

し丸亀市にて瀬戸内海に注ぐ幹線流路延長 33km，流域面積

127km2の一級河川で，河床勾配が中下流部で 1/400-1/100，上流

部で1/100以上と全国有数の急流河川とされる 14）。一級河川に指

定されるまでは，中下流部において霞堤方式による築堤が進めら

れ，指定後は築堤や護岸整備が進められてきたが，現存する霞堤 

【図-1】堤防の連続性によるまちと川との関係の違い13)
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【図-2】調査対象3公園の位置図 

 

については適切な維持保全が図られているという 15）。 

既報では9箇所の霞堤が土器川で確認され，そのうち4箇所が

公園として利用されているとのことであった 16）。2021年12月に

現地踏査を行ったところ，そのうち1箇所は連続堤化しているこ

とを確認したため，本稿の報告対象から除外した。対象とした3

箇所（水辺の楽校公園，土器川生物公園，桜づつみ公園）の位置

を図-2 に示す。データ収集用アプリをインストールした端末を

携帯しながらこれらの公園に赴き，不連続な堤防の隙間によって

堤内外地間の視線と動線の抜けが生じている場所を探し，GISデ

ータとして記録していった。 

 

3. 結果 

本章では，事例ごとに現地踏査の結果を記述する。 

3-1. 水辺の楽校公園として利用される霞堤 

 現地踏査の結果をもとに作成した水辺の楽校公園として利用

される霞堤および周辺の平面図を図-3に示す。土器川右岸にお

いて上流側と下流側の2線の堤防（図中の赤色線）の隙間に，水

路，池，散策路，親水護岸，駐車場が設けられていた（写真-1）。

ただし，堤防の間の相当部分を占める樹林は公園としての整備の

範囲には含まれておらず，低木や草本類が生い茂り，立ち入りの 

 

 
【図-3】水辺の楽校公園として利用される霞堤の平面図(2) 

 
【写真-1】水辺の楽校公園の池 

 

 

 

 

【図-4】図-3のA-A’断面図(3) 

 

できる状況ではなかった。堤内地からの排水路が堤防の間を貫流

し土器川に合流していたが，途中に分水樋門が設けられ，前述の

水路や池に導水していた。 

 霞堤と上流側の住宅街との間は，工場の敷地で占められ，堤防

の隙間にある樹林と相まって，住宅街から公園に直接立ち入るこ

とは困難な状況であった。一方，堤防上の道路に公園の出入口が

4箇所あり（図中の赤色三角形）， 近隣から公園に到達する経路

は堤防に限られていた。 

踏査の結果，堤防の隙間によって堤内外地間の視線と動線の抜

けが生じている場所は確認されなかった。隙間があるにもかかわ

らず，視線の抜けが生じない要因は，堤内地から堤外地に対する

視線に干渉する工場建屋や樹林であった（図-4）。また，動線の

抜けが生じない要因は，立ち入りの困難な樹林が隙間に存在し，

工場敷地が霞堤に隣接することであった。一方，公園内から土器

川に対する視線を遮る要素は単木を除いて存在せず，散策路が公

園内から土器川まで続いており，公園と土器川との間では，堤防

の隙間による視線と動線の抜けが確認された。 

 

3-2. 土器川生物公園として利用される霞堤 

 現地踏査の結果をもとに作成した土器川生物公園として利用

される霞堤および周辺の平面図を図-5に示す。土器川左岸にお

いて上流側と下流側の2線の堤防（図中の赤色線）の間に隙間が

あり，中央に芝生（写真-2），上流側と下流側のそれぞれに樹林，

池，水路（写真-3），全体にわたって散策路が設えられていた。 

 

 
【図-5】土器川生物公園として利用される霞堤の平面図(4) 

 
【写真-2】土器川生物公園の芝生 
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【写真-3】土器川生物公園の樹林と池 

 

【写真-4】土器川生物公園の上流側端部 

 

 

 

 

【図-6】図-5のA-A’断面図(5) 

 

また，堤内地側に駐車場と河川事務所が隣接していた。上流側の

端部を確認したところ，公園の地盤が堤防と同程度の高さまでか

さ上げされていることが確認された（写真-4）。写真左側の配管

設備と写真右側の配電盤より，土器川の伏流水をくみ上げて公園

内の池や水路の水源として利用していると判断された(6)。公園内

の水路は堤防の間を貫流して土器川の低水路護岸まで至ってい

たが，3箇所の流末はいずれも本川との間に高低差が認められた。 

 霞堤と上流側の住宅街との間は，太陽光パネルの敷地で占めら

れ，住宅街から公園に直接立ち入ることは困難な状況であった。

また仮に太陽光パネルの敷地が無かったとしても，公園の地盤が

堤防と同程度の高さまでかさ上げされているため，公園の地盤と

の間にある法面を上らないと，公園に立ち入ることはできない状

況であった。一方，堤防上の道路に公園の出入口が6箇所あり（図

中の赤色三角形）， 近隣から公園に到達する経路は堤防に限られ

ていた。 

踏査の結果，堤防の隙間によって堤内外地間の視線と動線の抜

けが生じている場所は確認されなかった。視線の抜けが生じない

要因は，太陽光パネルに加えて，堤防の隙間に存在する公園の地

盤が堤防と同程度の高さまでかさ上げされ，公園の地盤自体が樹

林とともに視線に干渉することであった（図-6）。また，動線の

抜けが生じない要因は，太陽光パネル敷地の隣接と，公園の地盤

高であった。公園内から土器川に対する視線の抜けについても，

下流側の樹林によって妨げられていた。一方，散策路が公園から

土器川まで続いており，堤防の隙間による公園内・土器川間の動

線の抜けが確認された。 

3-3. 桜づつみ公園として利用される霞堤 

現地踏査の結果をもとに作成した桜づつみ公園として利用さ

れる霞堤および周辺の平面図を図-7 に示す。土器川左岸におい

て上流側と下流側の2線の堤防（図中の赤色線）の間に隙間があ

り，木立の中の散策路と駐車場が設けられていた。上流側の端部

を確認したところ，公園の地盤が部分的に堤防と同程度の高さま

でかさ上げされていることが確認された（写真-5）。また，公園

の下流側に隣接する樹林（落葉広葉樹）は，堤防の間の相当部分

を占め，公園には含まれていなかった（写真-6）。林床に低木や

草本類の繁茂は無かったものの，樹林への立ち入りを禁止する看

板が掲出されていた。 

霞堤と周辺の住宅との間は農地で占められ，住宅から公園に直

接立ち入るには，唯一，農地の間の畦道をたどり，水路に架けら

れた足場板（図中の赤色三角形のうち南側のもの）を渡る経路し

か見当たらなかった。近隣から公園に到達する経路としては，こ

れ以外にもう1箇所，堤防上（図中の赤色三角形のうち北側のも 

 

 
【図-7】桜づつみ公園として利用される霞堤の平面図(7) 

 
【写真-5】桜づつみ公園の上流側端部 

 
【写真-6】桜づつみ公園の下流側に隣接する樹林（画面左側） 

 

 

 

 

【図-8】図-7のA-A’断面図(8) 
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の）に限られていた。 

踏査の結果，堤防の隙間によって堤内外地間の視線と動線の抜

けが生じている場所は確認されなかった。隙間があるにもかかわ

らず，視線の抜けが生じない要因は，堤防の隙間に存在する公園

の地盤が堤防と同程度の高さまでかさ上げされ，公園の地盤自体

が樹林とともに視線に干渉することであった（図-8）。また，動

線の抜けが生じない要因は，立ち入りの困難な樹林が隙間に存在

することであった。一方，かさ上げられた地盤の部分は，堤内地

と同じ高さの部分と，散策路によってつながり，動線が連続して

いるため，動線の抜けが生じない要因とは判断されなかった。な

お，前述の樹林の存在により，公園から土器川への視線と動線の

抜けは無いことが確認された。 

 

4. まとめ 

既報において公園緑地としての利用が確認された霞堤38箇所

のうち，土器川の 3 箇所を踏査した結果を，表-1 にまとめた。

今回の現地踏査では，堤防の隙間による堤内外地間の視線と動線

の抜けは確認されなかった。同時に，視線の抜けを妨げる要因と

して，堤防の隙間に樹林が存在すること，公園の地盤が堤防と同

程度に高いこと，工場建屋や太陽光パネルが隣接すること，動線

の抜けを妨げる要因として，堤防の隙間や隣接して工場敷地，太

陽光パネル敷地，樹林が存在すること，公園の地盤が堤防と同程

度に高いことが確認された。 

一方，堤防の隙間による公園から川に対する視線や動線の抜け

が認められた。これは霞堤に限らず高水敷に設けられた公園では

あり得る。しかし，写真-1の画面右側にあらわれているように，

公園を2線の堤防がはさみ，そのうち上流側の堤防の切れ目から

川が姿を見せる様は，霞堤特有の景観と考えられる。まちと川と

の近しい関係を創出する霞堤の可能性を解明する上で，単に，堤

防の隙間による堤内外地間の視線と動線の抜けを検証するにと

どまらず，2線の堤防やその切れ目が成す空間や景観にも着目す

る必要がある。 

 

【表-1】堤防の隙間による堤内外地間の視線と動線の抜けの調査結果 

 水辺の楽校公園 土器川生物公園 桜づつみ公園 

視線の抜け 無し 無し 無し 

視線の抜けを 

妨げる要因 
工場建屋 樹林 

太陽光パネル 

公園地盤高 樹林 
公園地盤高 樹林 

動線の抜け 無し 無し 無し 

動線の抜けを 

妨げる要因 
工場敷地 樹林 

太陽光パネル敷地 

公園地盤高 
樹林 

 

補注 

(1) データ収集用アプリとしてEsri社製のSurvey 123を使用した。 

(2) 国土地理院発行の数値地図（国土基本情報）オンライン（SHP）

「丸亀」「善通寺」の水崖線，道路輪郭線，建物線データに，

筆者が樹林地，文字，記号を加筆し着色した。 

(3) 地理院地図（電子国土Web）の断面図ツールを援用し地形の

断面線を作成。建物や樹林は踏査で目視したおおよその高さ。 

(4) 前掲 (2) 

(5) 前掲 (3) 

(6) この公園の水景施設の水源が土器川の伏流水であることは，

以下の資料でも確認された。国土交通省四国地方整備局

（2011）土器川総合水系環境整備事業（土器川河川利用推進

事業）事後評価，P.10 

(7) 前掲 (2) 

(8) 前掲 (3) 
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