
 

土木遺産などを活用した土木の歴史と役割を発信する事業 

土木・環境しなの技術支援センター 

Ⅰ 国立長野高専による土木遺産戸草隧道測量事業 

Ⅱ 信州の土木 魅力のマップ作成事業 

Ⅲ 歴史的河川、砂防施設の調査・伝承活動について 

Ⅰ 国立長野高専による土木遺産戸草隧道測量事業 

１ 概要 

（１）はじめに 

平成 27 年 11 月 6 日に長野工業高等専門学校環境都市工学科 3 年生 44 名が、長野県信濃町にある 

鉄道土木遺産「戸草隧道」の調査測量を実施した。 

戸草隧道は明治 21 年信越線が直江津から長野まで開通した際につくられた隧道のひとつであるが、 

我が国最古の鉄道規格寸法にて作られていたため、昭和 41 年の電化によって鉄道トンネルとしては

その役割を終えたが、今日でも地元住民の生活道路としての役割を果たしている。 

なお、本調査測量にあたっては、一般社団法人長野県測量設計業協会、信濃町教育委員会、さらに

は地元戸草地区の皆様にご協力ならびにご指導をいただいた。 

（２）測量実習 

長野工業高等専門学校（以下、長野高専）環境都市工学科では、3年次に現場見学を行っており、昨

年度より一般社団法人長野県測量設計業協会ならびに土木・環境しなの技術センターと共同で、土木施

設での測量実習を行っている。長野高専のカリキュラムでは、3年次までに測量に関する座学ならびに実

習を重ね、卒業後は測量士補の資格を得ることができることとなっている。本実習を通じて、これまで

学んだ測量技術の振り返りや、学内では学ぶことの難しい経験から得られるノウハウ、さらには基礎的

な技術に基づいた最新技術などを学び、測量の重要性の再認識や将来の職業選択の一助にすべく取り組

みが行われている。

２.調査および調査対象地域の概要

（１）測量調査概要 

本測量では、長野県上水内郡信濃町富濃戸草地区にある戸草隧道を対象として、平成26年11月6日に詳

細な現地測量を行っている。調査手法およびその分担状況を表-2に示す。 

表 調査手法および作業分担 

調査手法 概 要

平板測量 平板測量にて坑口両側の状況を把握する

基線測量 縦断測量にて坑内中心杭の縦断勾配を把握する

断面測量 トータルステーションにて坑内断面を把握する

細部調査 坑口や内部、退避坑などの細部を把握する



（２）調査対象地域の概要 

本測量の調査対象地区を以下に示す。戸草隧道は、信越本線の古間駅－牟礼駅間に位置し、古間駅か

ら南方に500mの地点にある。規模は全長145.41mであり、現在は戸草地区住民の生活道路として活用さ

れている。また、戸草隧道には、一部吹付工（風化等により劣化したトンネル内面をモルタルやコンク

リートで覆い強度を高める工法）がされている部分があるものの、切石積みやレンガ積みなど当時の姿

を留めている。また、保線や工事の関係者などが通過する列車を待つために設けられた退避所が当時の

まま現存している箇所もあり、文化財的価値も高いトンネルである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 調査対象地 信濃町 戸草隧道 
３ 調査成果 

「土木遺産戸草隧道測量報告書」としてまとめた。 
  （作成部数200部 

配布先 信濃町、長野高専、県内の国、県機関 
   図書館、土木学会など） 
 
４ 調査成果の地元への提出 
報告書は平成２７年３月３日信濃町教育委員会に提出した。  
当日は 調査測量作業に取り組んだ長野高専３年生代表の上條

真里奈さんと飯塚和弥さんから 信濃町教育委員会 静谷教育長
に提出、作業成果と作業に取り組んでの感想を報告しました。 
 静谷教育長からは、感謝とこのような貴重な遺産を今後も活かし
ていきたいとのお話がありました。 

 

５．感想とまとめ 

  調査測量を行って 学生からは、学校外で実際に測量作業を行うのは初めてだったので、不慣れな

点や環境、方法などの違いに戸惑うことも多かったが、実際に現場で動いている方たちに指導していた

だきながら丁寧に作業でき、よい経験ができたとの感想が寄せられた。 

歴史的・文化的価値の高い本隧道の測量を通じて、学内では体験できない最先端の測量技術に触れる

とともに、現地での測量を通じて先人の技術力の高さを体感する機会となった。 

本実習ならびに報告書を作成する上で、ご支援・ご協力をいただいた一般社団法人長野県測量設計業

協会、信濃町教育委員会、戸草地区の皆様に感謝するとともに、本報告書が地域の重要な遺産を後世に

語り継ぐ資料のひとつとなれば幸いである。 



Ⅱ 信州の土木 魅力のマップ作成事業 

１ マップ作成事業と目的 

長野県内の土木遺産、土木施設を地域活動や観光資源などに活用するため、情報提供をできる案内地

図を作成する。これらの取り組みを通して、土木事業、社会資本整備に対する地域や県民の理解向上に

つなげる。  

本事業は 「土木遺産などを活用した土木の歴史と役割を発信する事業（北陸地域づくり協会助成事

業）」「信州のみち・橋魅力発信事業（関東地域づくり協会助成事業）」「歴史的砂防施設、河川施設

調査事業（河川整備基金 助成事業）」の３つの助成をうけた公益事業として進める。 

 

２ マップの名称 

「信州の土木 魅力のマップ」と仮に決定し、今後意見をいただき、最終案にむけて検討していく 

  

３ マップに掲載する情報 

(1) 土木遺産、土木に関する施設、場所等で訪れてみることができる 地点を掲載する 

(2) 建設にかかわる事業区分（県とか国とか）や 通常の事業パンフレットという視点でなく、 

一般の方に関心をもってもらえる、土木の魅力、アピールポイントを中心に選定していく 

(3) 土木遺産とは、おおむね 50 年以前建設の施設で、現存する施設とする 

(4) 掲載する情報に関しては、紙面の限りがあるため、基本情報とし、このマップを契機に県、市町村 

や事業などが詳しい情報を発信してもらえる機会づくりとする。 

 

４ 掲載する情報（箇所）の選定 及び 内容 

(1)土木遺産    

・限りがあるため次の目安で選定する 

・「国、市町村文化財」「長野県教育委員会 長野県近代化遺産調査報告書」「土木学会選奨土木遺

産」「地域などで遺産として評価されているもの」とし、さらに「その他検討委員会での意見を踏

まえた選定」を加える 

(2)地図にのせる情報は ジャンルを決めて、作成する。 

 ＊「長野県の土木遺産（ジャンル別）」 

＊それ以外の情報 ・・「峠」「風景街道」「歴史の道」「長野県のダム」「長野県の一里塚」 

「信州の博物館・科学館・学習施設」「長野県の疎水」「公園」・・ 

 ＊すでに地図にある情報・・・道の駅、日帰り温泉 

  

５ マップ作成の検討 

センターではマップ作成にあたり 県内の土木事業を進める国機関、県建設部などと意見交換する検

討委員会を設置しました。初回の委員会では、座長に長野国道事務所中島副所長を選任、事務局からの

提案企画に対して多くの意見を頂きました。委員会には、土木遺産の観光活用などをテーマにした若手

県職員の政策研究チームも参加しました。 

（検討委員会参加機関 ： 長野県建設部、国土交通省（長野国道事務所・千曲川河川事務所・松本砂

防事務所・天竜川河川事務所・飯田国道事務所）長野県建設技術センター、長野県職員政策研究チーム） 

 

 



写真 検討委員 

 

第１回検討委員会                 第 2 回検討委員会 

  

検討した事項・・・・マップを効果的な広報資料にするために 

（１）マップのサイズ等 

・Ａ１サイズ 両面カラー 折りして 297mm×140mm  部数 3000 部  

・表 土木遺産などのジャンルごとの紹介 

・裏 30 万１程度の県地図に地点表示  情報リスト（例 長野県の歴史の橋、長野県内のダム、・・・）  

   

（２）土木遺産、土木建造物の魅力とは  

次の点をアピールポイントとしてめざした。  

◇土木遺産、土木建造物は偉大な財産だ！ 

  市民には大変な建造物である 

◇土木遺産、土木建造物は観光資源だ！ 

  地域の歴史を語り、風景をつくっている 

◇土木遺産、土木建造物はマニアの標的だ！ 

  目の付けどころがちがう、思わぬお宝発見 

 

（３）「魅力のマップ」でめざすこと  

マップは次のような活用を前提とした。 

◇信州（長野県）にはこんなにみるべき土木遺産、土木建造物などがあることを伝える。 

◇市町村や県などが地域観光資源にするきっかけづくりにする。   

  ・個々の観光パンフレットに掲載されることをめざす。 

◇土木遺産、土木建造物を巡る観光ツアーにつなげていく。 

  ※長野県小谷村では、砂防ダム巡りツアーを行っている。 

・観光業者などへの働きかけの材料にする。 

◇国や県などの土木施設や現場を地域資源として「提供」する「施策」をめざす。 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 歴史的河川、砂防施設の調査・伝承活動について 

 

１ 牛伏川砂防の調査・伝承活動について 

（１）調査の目的 

  重要文化財となった牛伏川階段工をはじめとする牛伏川流域の歴史的な砂防施設の市民への普及、

広報、見学案内などに取り組んだ。 

 ・防災遺産学習講座の開催を支援する 

・牛伏川砂防工事(施設)の実態をできるだけ詳細に調べ、記録に残す。 

          

（２）団体、機関と連携した調査 

   牛伏・鉢伏友の会、松本建設事務所、県庁砂防課、長野県砂防ボランティア協会 

  地すべり学会中部支部などと協力して実施しました。 

 

（３）防災遺産学習講座 

・砂防の歴史、技術、自然などを学ぶ学習講座 

・現地の施設を実際にみながらの現地講座 

・実際の見学団体を案内する活動の補助 

  

（４）現地調査などの活動 

・砂防施設等の現地調査 

・見学関係資料の作成 

    

（５）案内資料の作成支援 

牛伏川の見学者を案内するリー  

フレット、砂防施設等の案内のため 

のパンフレット（発行：牛伏鉢伏友 

の会）の作成支援 

 

 

 

 

                 見学案内のリーフレット（観光案内所 ホテルなどに配布） 



  

 

                                        

                                          

 土木・環境しなの技術支援センターでは、

平成 26 年度北陸地域づくり協会、河川整備

基金などの研究助成をうけて、長野県内の

歴史的砂防施設の調査に取り組んでいます。 

土尻川砂防事務所管内では、小川村の薬

師 

沢砂防施設が、国登録有形文化財になって

いますが、山布施沢などの砂防施設はその

以前に施工された堰堤などです。 

これらの施設が現在どうなっているかを

調べるのが今回の調査目的です。 

さる５月２７日に第１回調査を行い、土

尻川砂防事務所の皆さんと現場を回りました。調査には砂

防事務所の OB の方にも参加して頂きました。                            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

山布施沢などの歴史的砂防施設の調査 

調査してわかったこと 
・山布施沢の堰堤は高さが低く見えるが、下流に土砂が厚

く堆積しており施工時には高さが大きかったとみられる。 
・損傷している堰堤がみられる。 などです 

調査のなかで戦前の昭

和 16 年の銘板のあるコ

ンクリート堰堤を見つ

けました 

【碑文】 
天下之有大利者莫若水而厥有大害者亦莫若水然則治水術者

公私経済之大本国土保安之要所繋焉而古来治水者只拠河川

現象而為経営故雖非莫堤塘以禦暴溢堰柵以制乱流之術一朝

嚢陵之変動輙挙嚮所施設而帰之泡沫無他此由来深究其禍原

耳譬之人身之疾不究其受之之本而徒鍼薬於其所発未有能根

治焉者也維新之初我政府聘治水工師於和蘭国以使惨治漠川

工師先歴視水源専為玕止崩砂之計昼之請砂防工乃泰西治水

家之所最必要也行之於該河川数年当局員頗頗慣工法今其為

法雖有諸種要在艱山谷之地皮以防砂害於未崩又使既崩土砂

不及下流近頃信濃川脩治之事起先亦施其工山布施村者在信

之更級郡其の地負茶臼駒爪中尾諸山岳帯犀川之巨流毎歳融

雪霖雨之候則周囲赭山之崩砂聚村中渓潤経犀川而注下干信

濃川本村以当其喉例罹氾濫之患流亡田圃倒覆廬舎蓋信濃川

水源中患害最甚処云村民居常憂之不帝尭九年之水也董工者

殊極力於此の地得悉塞其禍原明治十七年七月起工越本年三

月竣工百八十所役職工三万三千六百四人費金七千五十二圓

此挙也村民雀躍感喜埜沢某塩入某与衆謀献工材若干以助官

費相謂日政府至仁使吾再儕始免水之害永享水之利是事不可

諼也欲建石鐫其功徳以て伝不朽請文於是乎記 
 
 維新明治十九年十二月内務省土木局次長従五位勲六等中

村孝禧嶺額土木局治水課長内務属山内輹撰 内務属青柳親

次書山本本蔵鐫 

山布施沢の空石積

み堰堤 

（明治期） 

七二会の泥沢の

空石積み堰堤 



 

 

 

1 調査のもととなった古絵図、資料 

 嘉永５（1852）年に松代藩の道橋奉行が作成し

た、犀川普請に関する絵図が残されている。犀川

に関する絵図、千曲川に関する絵図、裾花川に関

する絵図からなり、松代領内のものである。  

表題には「犀川小市舟渡ヨリ千曲川牛島村落合

迄」と書かれている。絵図には、善光寺地震後の

国役普請によって築かれた堤防などが書き込まれ

ており、堤防普請は、大水によって決壊した犀口

（小松原村）の部分から裾花川との合流点までの

区間である。堤防は３つに区分されている。 

 ・「御普請堤」とは国役普請である。 

・「未年御普請堤」は、善光寺地震（1847）の後に国役普請によって築かれた堤防である。 

・「古御普請堤」は、寛保２（1742）年に起こった水害（いわゆる「戌の満水」）の際に、これも国役

普請によって築かれた堤防であるとされる。 

・「申年より御手普請」は、国役普請の後に、藩自らが築いた堤防を指していると考えられる。 

 

２ 調査の内容 

古文書にある堤防施設が現在どうなっているかが今回の調査目的です。 

・絵図にある堤防の存在と現況、構造の確認、堤防建設の経緯を資料から調べる。 

・地域で調査研究している方々との交流 

 

３ 調査の実施と結果 

【実施概要】 期日：平成 26 年 12 月 7 日 

調査参加者は次のとおりである。 

 ＊地元 小市区荒井区長、地元研究者 岡村さん 

  ＊長野市安茂里公民館 宮下館長 

  ＊長野市教育委員会文化財課 成田係長ほか 

  ＊土木・環境しなの技術支援センター 

（小西、宮下、有賀、落合、小口、山浦） 

【調査の結果】 

・現況の概要は確認できたが、堤防の形状、構造は一律的   

でなく、補修などがされている可能性が見られた。 

・河川敷、民地などの現況地目などもふまえて、堤防の形  

状などを再度調査する必要が認められた。 

（家の存在、土地所有者なども含め） 

・堤防建設と補修などの経緯を調べる必要がある。 

翌年度への課題とする。 

長野市小市 一級河川犀川の歴史的堤防調査 


