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国内 48 水系 296 箇所の霞堤における土地被覆と土地利用

－まちと川との近しい関係を創出する霞堤の可能性に着目して－

Land cover and land use of 296 Kasumi levees among 48 rivers in Japan 
: Focusing on their potentials to create closer relationships between cities and rivers 

村上修一* 

Shuichi Murakami* 

It was assumed that Kasumi levees would create close relationships between cities and rivers through the gaps 
between the levees. As a first step in substantiating this hypothesis, land cover and land use of 296 Kasumi levees 
among 48 rivers in Japan were identified by aerial photographs and maps. In the 38 sites that were confirmed to be 
used as parks and green spaces, it was pointed out that visitors may be present in the gaps between the levees for the 
purpose of using the facilities of them. In 13 of the 38 sites, it was suggested that the parks and green spaces in the 
gaps between the levees may spatially connect the urban areas and villages with the rivers. In addition, the visibility 
and accessibility of the rivers, which could not be clarified in this survey, were identified as future issues. 
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1. 背景と目的 

霞堤は，所々が切れており不連続である堤防のことをいう 1)。

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 2)。連続堤に改修され，

かつての形状をとどめないものが多いとされる一方，近年は河川

法の改正や，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いるとい

う 3)。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 4)，全国の水系において治水対策の見直しが進められる中，

霞堤の存置が検討されるようになっている。 

堤防が連続か不連続かの違いは，人の暮らすまちと川との関

係を左右すると考えられる。図-1のaのように堤防が連続してお

り，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。一方，図-1 の b のように堤防が不連

続の場合，すき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ると予想され，a

の場合よりもまちと川とが空間的に近しい関係にあるものと思

われる。霞堤の存置を含む治水対策の見直しが全国の水系におい

て進められる中，霞堤がまちと川との近しい関係を創出する可能

性についても注目すべきではないか。 

霞堤については，前述の文献の他，最近では瀧（2021）5)，池

田他（2020）6)，寺村他（2020）7)，山本他（2020）8)，五十嵐他

（2020）9)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。しかし，

前述のようなまちと川との近しい関係，言いかえると平常時の親

水性に着目する研究は，霞堤については皆無である。そこで，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こと

を目標に掲げ，目標に向かう第一歩として国内の霞堤における土

地被覆と土地利用を俯瞰的に調査することとした。 

2. 方法

まず，国内の水系が網羅的に調査された報告書 10)を参照し，霞

堤が存在する河川を特定した。次に，Google My Maps の基本地

図を航空写真とした状態で，それらの河川を俯瞰し霞堤を探した。

図-1のbのように堤防が不連続である場所を，Google My Maps 

のマーカー機能を利用して位置を記録した。記録した場所を

Google Mapsと地理院地図（電子国土Web）で観察し，堤防の状

況，不連続部分の土地被覆や土地利用，公園緑地としての利用の

有無を把握した。公園緑地としての利用を確認した場所について

は，Google Earth Pro にて真俯瞰で表示し，方位と縮尺がわかる

状態で画像を書き出し，その画像を下敷きにして画像ソフトで川

の澪筋，堤防，不連続部分に存在する公園緑地の施設，広場，園

路，樹林，水路など主要な要素の輪郭をトレースした。同時に，

Google Mapsと地理院地図を参照し，周辺の土地利用や施設を把

握して，トレース図に記載した。 
【図-1】堤防の連続性によるまちと川との関係の違い 
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3. 結果 

3-1. 記録した霞堤の概要 

探索の結果，前述の報告書で存在の示されていた54水系中48

水系で296箇所の霞堤を特定して位置を記録することができた。

その他6水系では霞堤を特定することができなかった。水系の一

覧と特定した霞堤の水系別箇所数は表-1のとおりである。 

296箇所の霞堤には図-2に示すような違いが認められた。まず，

上流側の堤防が下流側の堤防の澪筋側に入り込んで双方にすき

間のある場合（図中に二重堤と表記）と，上流側の堤防と段丘崖

や山塊の麓部とにすき間のある場合（図中に山付堤と表記）とが

認められた。さらに，二重堤や山付堤のすき間が堤防で閉め切ら

れている場合が認めらた（図中に連続と表記）。 

また，二重堤の間や山付堤の下流端の主たる土地被覆や土地利

用には，表-2 に示すような違いが認められた。土地が樹冠で覆

われている場合（表中に樹林と表記）と樹冠で覆われていない緑

地の場合（表中に草地と表記），水田や畑等としての利用が認め

られる場合（表中に農地と表記），住宅地や事業用地としての利

用が認められる場合（表中に宅地と表記）があった。 

樹林と草地あわせて123箇所のうち38箇所で公園緑地として

利用されていることを確認した。38箇所のうち36箇所について

は公園緑地の名称が Google Maps や地理院地図に記載されてお

り公園緑地としての利用を確認できたものである。他2箇所につ

いては名称の記載はなかったものの運動場としての利用を

Google Mapsで確認したものである。農地と宅地あわせて173箇

所では公園緑地としての利用は認められなかった。 

 

3-2. 公園緑地としての利用が認められた霞堤の概要 

 公園緑地としての利用が認められた38箇所について，水系別

箇所数と公園緑地の名称を表-3 に示す。公園緑地としての利用

が認められたのは48水系中20水系であった。1水系あたり1～5

箇所で，平均すると1.9箇所となった。これらの公園緑地の間に

は主たる施設の違いが見られ，運動施設，遊具施設，園路広場，

野営施設，自然観察施設をそれぞれ主体とするものに大別された。

それらの内訳数は図-3 のとおりである。運動施設を主体とする

園地が半数近くを占めている。次いで園路広場，自然観察施設を

主体とする園地が続き，野営施設と遊具施設を主体とする園地は

わずかであった。 

 

【表-1】記録した霞堤の箇所数（水系別） 

⽔系 数 ⽔系 数 ⽔系 数 ⽔系 数
天塩川 4 利根川 22 狩野川 1 太⽥川 2
⽯狩川 13 荒川 1 安倍川 5 佐波川 7
沙流川 1 多摩川 5 豊川 1 ⼟器川 9
⼗勝川 10 相模川 3 天⻯川 18 重信川 7
阿武隈川 13 富⼠川 23 庄内川 3 肱川 3
阿賀野川 1 信濃川 9 ⽊曽川 5 遠賀川 3
⽶代川 3 姫川 4 雲出川 1 筑後川 1
雄物川 2 ⿊部川 16 淀川 8 松浦川 4
最上川 1 常願寺川 10 北川 3 川内川 1
⾚川 3 神通川 24 千代川 2 ⼤分川 3
久慈川 2 庄川 13 江の川 4 ⼤野川 2
那珂川 3 ⼿取川 8 ⾼津川 4 五ヶ瀬川 5  

 

 
【図-2】霞堤の事例間に認められた違い（数字は箇所数） 

 

【表-2】霞堤における主たる土地被覆や土地利用（数字は箇所数） 

樹林 草地 農地 宅地
48 75 107 66  

【表-3】霞堤に存在する公園緑地の名称 

⽔系 数 霞堤に存在する公園緑地の名称
⽯狩川 1 旭神河畔緑地
阿武隈川 2 桜本運動公園 荒川ホタルの森
⾚川 2 ⾚川霞堤公園 ⾺渡川やすらぎ公園
那珂川 1 パシフィックリゾートキャンプ場

利根川 5
ロハスガルテンキャンプ場 渡良瀬川河川緑地
⻤怒川運動公園 栃⽊県⺠ゴルフ場 柳⽥緑地

多摩川 2 下川⼝公園 ⼤和⽥河川敷広場
富⼠川 2 万⼒公園 御勅使南公園
信濃川 1 アクアプラザ上⽥

⿊部川 3
さくらパーク板屋 ⻘野⾃然公園パークゴルフ場
東⼭⽔辺公園

常願寺川 1 さわやかスポーツ広場
神通川 1 とやま健康パークゴルフ場
庄川 1 中⽥いきものの⾥公園

⼿取川 3
川北町コミュニティ＆スポーツ公園・ワンド ⼿
取川⽔辺プラザ ⽔辺の楽校東部拠点

安倍川 1 安倍⼝スポーツ広場
天⻯川 2 ゆたか緑地 丸塚運動場
庄内川 1 グラウンド（名称不明）
⽊曽川 1 各務原浄化センター浄⽔公園

⼟器川 4
⼟器川⽣物公園 ⽔辺の楽校公園 飯⼭⼟器川公
園 桜づつみ公園

重信川 3 広瀬霞 重信川かすみの森公園 重信川緑地公園
肱川 1 グラウンド（名称不明）  

運動施設
18 

遊具施設 1 

園路広場
9 

野営施設 3 

⾃然観察
7 

 
【図-3】公園緑地の主たる施設で分けた霞堤の箇所数 
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3-3. 公園緑地としての利用が認められた霞堤のトレース結果 

 公園緑地としての利用が認められた38箇所の澪筋，堤防，不

連続部分に存在する公園緑地の施設，広場，園路，樹林，水路な

ど主要な要素の輪郭をトレースした結果は以下のとおりである。 

1）運動施設を主体とする公園緑地 

 18 箇所のトレース結果を図-4 に示す。運動施設としては，グ

ラウンド，多目的広場，ゴルフコースが認められた。霞堤との位

置関係によって，二重堤の間に全部あるいは一部のあるもの（13

箇所：図中の番号①,②,③,④,⑥,⑦,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑯,⑰），二重堤

の堤内地側にあるもの（2 箇所：⑤,⑧），段丘崖と堤防の間にあ

るもの（3 箇所：⑭,⑮,⑱）という違いがあった。二重堤の堤内

地側にある場合，二重堤の間には農地や草地が存在していた。堤

防で仕切られている3 箇所（②,⑨,⑬）を除き，公園緑地が堤外

地に続いていることが確認された。一方，公園緑地が堤内地側で

市街地や集落と接していることが確認されたのは 6 箇所（⑥,⑫,

⑬,⑮,⑯,⑱）で，これら以外は農地と接していた。 

 

【図-4】運動施設を主体とする公園緑地のある霞堤のトレース結果 
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2）遊具施設を主体とする公園緑地 

1箇所のトレース結果は図-5のとおりである。二重堤のすき間

が堤防で閉め切られた部分の堤外地側にあって，堤防をはさみ市

街地と接していた。 

3）園路広場を主体とする公園緑地 

9箇所のトレース結果を図-6に示す。要素としては，曲線や直

線の園路，舗装や非舗装の広場，樹林が認められた。二重堤の堤

内地側にある1箇所（㉒）を除き，二重堤の間に全部あるいは一

部があるものばかりであった。全ての事例において公園緑地が堤

外地に続いていることが確認された。公園緑地が堤内地側で市街

地や集落と接していることが確認されたのは 7 箇所（⑲,⑳,㉑,

㉒,㉓,㉕,㉖）で，これら以外は農地と接していた。 

4）野営施設を主体とする公園緑地 

3 箇所のトレース結果は図-7 のとおりである。施設としては，

テントサイト，管理棟・炊事場・トイレ等の建屋，グラウンド，

園地が認められた。㉘は単独の野営施設だが，㉙は温泉施設に併

設のものであり，㉚は下水処理施設の敷地内のものであった。二

重堤の間に全部あるいは一部があるものばかりであった。堤防で

仕切られている1箇所（㉚）を除き，公園緑地が堤外地に続いて

いることが確認された。公園緑地が堤内地側で市街地や集落と接

していることが確認されたのは1箇所（㉚）で，これら以外は農

地と接していた。 

5）自然観察施設を主体とする公園緑地 

7箇所のトレース結果を図-8に示す。要素としては，曲線や直

線の園路，流れ，池，草地，樹林が認められた。二重堤の堤内地

側にある1箇所（㉟）を除き，二重堤の間に全部あるいは一部が

あるものばかりであった。全ての事例において公園緑地が堤外地

に続いていることが確認された。公園緑地が堤内地側で市街地や

集落と接していることが確認されたのは2箇所（㉝,㊲），樹林地

をはさんで市街地と接しているのが1箇所（㊱），これら以外は

 

【図-5】遊具施設を主体とする公園緑地のある霞堤のトレース結果 

 

【図-6】園路広場を主体とする公園緑地のある霞堤のトレース結果 

 

 

【図-7】野営施設を主体とする公園緑地のある霞堤のトレース結果 
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農地と接していた。 

 

4. まとめ 

国内 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航空写真と地図により確認した。主体とす

る施設に，運動施設，遊具施設，園路広場，野営施設，自然観察

施設という違いはあるものの，それらの施設利用を目的とする来

訪者が二重堤や山付堤のすき間や周囲にいる可能性がある。さら

に，堤防のすき間をとおして公園緑地が堤外地に続き，堤内地側

で市街地や集落と接している13箇所（⑥,⑫,⑮,⑱,⑲,⑳,㉑,㉒,㉓, 

㉕,㉖,㉝,㊲）については，図-1のbのようにまちと川とが近しい

可能性がある。 

ただしこれは航空写真と地図の情報が示唆する可能性に過ぎ

ない。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あり，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なる。ま

ずは前述の 13 箇所について調査分析を行い，図-1b の状況と言

えるかどうか検証が必要である。さらに，航空写真と地図では公

園緑地としての利用が認められなかったものの，堤外地へと連続

するすき間があり，市街地や集落が隣接する霞堤についても，同

様の調査分析を行い，まちと川との近しさについて検証する必要

がある。 
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【図-8】自然観察施設を主体とする公園緑地のある霞堤のトレース結果 
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