（公社）日本地すべり学会関東支部 令和元年度第 1 回現地検討会 開催報告
−山梨県御勅使川の砂防・治水の歴史−
1．実施 概要
本年 度は 、第１ 回現地 検討 会とし て、 山梨県 のご協 力
を得て 、「御勅 使川の 砂防・ 治水 の歴史 」を テーマ とし
た現地 検討 会を実 施しま した 。
南ア ルプ スから 甲府盆 地に 流れ込 む御 勅使川 （みだ い
がわ） は、 扇状地 から釜 無川 本流に かけ て、武 田信玄 に
よると され る「信 玄堤」 をは じめと する 伝統的 な治水 施
設が現 存し ており ます。 また 、御勅 使川 中流に は、初 め
てコン クリ ートを 用いた 砂防 堰堤と され る「芦 安堰堤 」
をはじ めと して、 歴史的 な砂 防施設 が設 置され ていま
す。現 地検 討会で は、こ れら の施設 を視 察し、 御勅使 川
の治水 ・砂 防の歴 史を学 びま したの で， 報告し ます。
(1) 開催 日： 令和元 年 7 月 9 日（火 ）

写真 ‑1

南 アルプ ス市 教育委 員会 文化 財課に よる 現地

(2) 開催 場所 ：山梨 県南ア ルプ ス市

説 明（ 信玄堤 前に て）

(3) 主催 ：
（ 公社 ）日本 地すべ り学 会 関東 支部
(4) 協力 ：南 アルプ ス市教 育委 員会文 化財 課、山 梨県
県土 整備 部砂防 課
(5) 参加 人数 ：25 名
2．現地 検討会 の内 容
現地 検討 箇所の 概要
(1) 南ｱﾙﾌﾟｽ市 ふるさ と文 化伝 承館・ 信玄堤 等の 見学
(2) 芦安堰 堤等の 現地 見学
検討 会で はまず ，甲府 駅か ら信玄 堤に 移動し 、信玄 堤
の歴史 的価 値に触 れた。 次に 、伝承 館に て、南 アルプ ス
市様か ら御 勅使川 の砂防 ・治 水の歴 史に ついて 概要の 説
明をい ただ いた。
さら にバ スにて 移動し て、 御勅使 川中 流にあ る、初 め

写 真‑2

集合写 真(石 積出の 上に て)

てコン クリ ートを 用いた 砂防 堰堤と され る「芦 安堰堤 」
をはじ めと した、 歴史的 な砂 防施設 の視 察を行 った。
本検 討会 では， 歴史あ る砂 防施設 等を 視察す ること が

（関東 支部幹 事会

でき， 非常 に有意 義な機 会と なりま した 。
3．おわ りに
関東 支部 では， 今後も 現場 に密着 した 現地検 討会や 学
生・若 手技 術者の 育成を テー マとし た活 動を実 施して い
く予定 です 。
最後 に， 本現地 検討会 の開 催にあ たり ，御協 力頂い た
南アル プス 市教育 委員会 文化 財課、 山梨 県県土 整備部 砂
防課の 関係 者各位 には大 変お 世話に なり ました 。ここ に
記して ，厚 く御礼 申し上 げま す。
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