木曽川の流れに育まれた
自然と暮らしが息づく扶桑町
ない畑作中心の地域でした︒明治以降
した︒現在は名古屋へのアクセスが良

は︑養蚕・生糸の集散地として栄えま

愛知県丹羽郡扶桑町は︑県の北西部

い立地条件からベッドタウンとして発

犬山扇状地扇頂部の町

に位置し︑北辺は木曽川に臨み対岸は
展しています︒

唯一柏森地区に晩期の住居跡があり

扶桑町域の縄文時代の遺跡として

大和政権勢力の東限

岐阜県各務原市︑東は犬山市︑西は江
南市︑南は大口町と接しています︒江
木曽川の氾濫地帯でした︒犬山扇状

石器や土器の破片が採取されました︒

戸時代になってお囲堤ができるまでは
地の扇頂部に
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犬山扇状地の扇頂部に位置する扶桑町は︑
木曽川の流れとともに歴史を刻んできまし
た︒古代は大和朝廷の勢力下にあり︑鎌倉
時代には承久の乱の舞台となっています︒
江戸幕府のキリシタン弾圧で多くの犠牲
者を出した痛ましい歴史もありました︒明
治以降には︑全国屈指の養蚕の地として
知られていました︒

うちもっとも確実視されているのが

邇波県で︑丹羽郡東部にあたります︒

県 主 前 刀 連 は前刀郷にちなむもの

で︑この郷は斎藤地区に比定され地区

内に今も
﹁県タ﹂
﹁県﹂
の地名が残って

います︒

荘園の盛衰と承久の乱

一〇世紀初頭から丹羽郡司を世襲す

るようになった良峯氏は︑正暦年間

ら犬山市にかけての地域︶
を藤原道長

あたり︑土壌

恵器などが出土していることから当地

に寄進するなど荘園を増やして勢力を

︵九九〇〜九九五︶
に小弓荘
︵扶桑町か
区︶
斎藤遺跡
︵斎藤地区︶
など数カ所が

には多くの古墳が造られていたようで

広げていきました︒一二世紀中頃には︑

弥生時代の遺跡は︑竹薮遺跡
︵柏森地
あり︑ほかに単

す︒その多くが失われてしまった理由

が砂地である

ため水田が少

独出土の土器片

現在の扶桑町・大口町一帯と江南市南

あげた土砂で墳丘を造ったため脆く崩

扶桑町

として︑木曽川の洪水によって流失し
町域にあって

れやすかったことが挙げられます︒ま

などが見つかっ

原形をとどめて

た︑こうした土砂は土質が良いため耕

部辺りの所領一七郷を後白河法皇に寄

いる古墳は︑高

作地に利用されることもあって古墳は

根尾 川

木曽
川
長良
川

揖 斐川

三重県

てしまったことや︑川原や洲から運び

雄地区の長泉塚

尾張地方は初期大和政権の勢力範

失われていったようです︒
の二基だけです

囲の東限で︑朝廷の支配地である県

古墳と舟塚古墳
が︑他の地区か

の存在が確認されていますが︑その

愛知県

ています︒

長泉塚古墳

らも土師器︑須

伊勢湾

岐阜県

扶桑町空撮
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二〇年
︵一四一三︶
の目録では︑安長郷

ていきます︒長講堂領稲木荘も応永

特に室町時代には守護の権力が強まっ

荘園支配権の簒奪がめだつようになり︑

鎌倉時代になると守護・地頭による

もそのなかに含まれました︒

め莫大な荘園を長講堂領とし︑稲木荘

は自らが建立した長講堂を護持するた

進し稲木荘と号しました︒後に︑法皇

張河の戦いは︑武家政治を確立させた

鎌倉方は一気に京を制圧しました︒尾

たが︑結果は上皇方が総くずれとなり︑

た︒各地で激しい戦闘が行なわれまし

の地にも鎌倉方の軍勢が押し寄せまし

たので︑これらを攻略するために扶桑

︵各務原市前渡町︶
の陣もあっ
た摩免途

り︑少し下流には上皇方が主力を配し

原市鵜沼大伊木町︶
に上皇方の陣があ

した︒山那・小淵の対岸の気瀬
︵各務

方が攻め込む形で戦闘が行なわれま

誇ります︒

てられ︑春には見事なしだれ桜が咲き

た︒悟渓禅師の生誕地には悟渓寺が建

師﹂
の諡名を贈られたほどの高僧でし

宗門最高の栄誉とされる
﹁仏徳広通国

没後三五〇回遠忌には︑孝明天皇より

悟渓が最初であったそうです︒さらに

かりました︒生前に諡名を受けたのは

御門天皇より
﹁大興心宗禅師﹂
の号を授

禅風が高く評され︑八二歳の時︑後土

京都の妙心寺などの住職を務め︑その

中心となりました︒その後︑瑞泉寺や

信が洗礼を受けて城下に教会などを建

教は︑豊臣政権下の岐阜城主・織田秀

られています︒濃尾地方でのキリスト

弾圧による犠牲者が多く出たことが知

期にキリスト教の信仰が広がり︑禁教

扶桑町・犬山市辺りは︑江戸時代初

で納めていました︒

許していたので︑当地の村も一部を麦

畑の多い地方には麦で納める
﹁麦成﹂
を

で納めるのが原則でしたが︑尾張藩は

てています︒尾張では︑領主であった

尾張のキリシタン弾圧

だけが寺領となっており︑他は尾張守

歴史的に極めて重要な戦いでした︒

鎌倉幕府による全国支配を決定的に

当時の木曽川は︑現在の境川筋で墨俣付近で長良川を合

＊

護土岐氏一族の所領となっています︒
したのは︑承久の乱の幕府側の勝利で

現在の扶桑町内の寺院を宗派別にみ

た各村の人口を合計すると戸数四六五

村々覚書﹄
︵一七世紀中頃︶
に記載され

藤・高木・柏森の八カ村があり︑
﹃寛文

羽根・下野・北山名・岩手・南山名・斎

江戸時代当初の扶桑町域には︑犬山

を出した慶長一八年︵一六一三︶
より

のは比較的遅く︑幕府が全国に禁教令

扶桑地域にキリスト教が伝えられた

一因となりました︒

者の姿勢が尾張にキリスト教が広まる

布教を許していました︒こうした為政

平忠吉が清洲に天主堂の建設を許可し

織田信雄・福島正則︑初代尾張藩主松

ると︑寺院数一五のうち一一が臨済宗

戸・人口二八七七人となります︒犬山

後の︑寛永年間
︵一六二四〜一六四三︶

江戸時代の扶桑町

を募ったのに対して︑幕府は義時の子

で︑尾張の他地域に比べて際立って多

城を居城とした付家老成瀬氏とその家

せて流下していました︒

泰時を総大将とする大軍を西上させま

いのが特徴的です︒近隣の犬山市︑大

臣の給地が最も多く︑他に蔵入地
︵藩

した︒朝廷で院政を敷いていた後鳥羽

した︒兵力で劣る上皇方は︑尾張河

口町にも臨済宗寺院が多く︑これは臨

初めとされています︒尾張藩のキリ

上皇が︑承久三年
︵一二二一︶
執権北条

︵木曽川︶
を防御線と決め︑ここを支え

済宗妙心寺派の高僧・悟渓宗頓による

直轄地︶
がありました︒土壌が保水力

シタン弾圧は寛永六年
︵一六二九︶
高木

張河をはさん
だ美濃尾張と

扶桑に生まれた禅僧・悟渓宗頓

ている間に西国武士の参戦を待つ作戦

ところが大きいとされています︒

の弱い砂地であるため︑水田が少なく

村で摘発が行なわれたのが最初といわ

義時追討の院宣を諸国に発し倒幕の兵

をとりました︒このため︑主戦場は尾

︵扶
応永二二年
︵一四一五︶
南山名郷

耕地の約八割が畑地でした︒年貢は米

犬
山
街
道
高木村
斎藤村

江森村

柏森村

余野村

小口村

河北村

木津 用 水

下野原
新田

山尻村

と呼ばれる大量摘発でした︒寛文元

模な弾圧が
﹁濃尾崩れ︱寛文の大殉教﹂

こうしたなかで行なわれた最も大規

います︒

村で大検挙が行なわれた記録が残って

入っていました︒寛永一四年には下野

され︑処刑者のなかに高木村の住人が

れており︑寛永八年には五七名が摘発

桑町南山名︶
で生まれた悟渓は︑幼少

犬山村
橋爪村

なり︑右岸側

犬山城

犬山
羽根村
上野村

中般若村

北山名村
南山名村
北山名 内
小渕村

木津村

岩手村

成海村

より小釈迦と呼ばれ︑一〇歳で出家し

渓﹂
の名を与えられています︒悟渓が

渡船

︵現在の美濃加

事したのを皮切りに各地で修行を重

開祖となった瑞龍寺
︵岐阜市寺町︶
は︑

般若
用
水

下野村

ました︒犬山の瑞泉寺で日峰宗舜に師

江戸期の扶桑町域の村

茂 市 か ら ＊大
垣市墨俣町あ
い 範 囲 ︶に 布

全国から修行僧が集まり門下から優秀

ね︑京都の龍安寺の雪江禅師から
﹁悟
陣した上皇方

たりまでの広

に対して︑左

な僧を輩出したので︑濃尾の禅文化の

ふるさとの街・探訪記
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岸側から鎌倉

木曽川

悟渓寺

ふるさとの街・探訪記

年︵一六六一︶美濃国可

養蚕の歴史

柏森村の記述に桑・蚕が出ています︒

明治になって蚕の飼育方法が改良さ

当時の様子を知る貴重な資料となって

に関連した古文書が保管されており︑

扶桑町の旧家には︑キリシタン弾圧

の多くも獄中で亡くなりました︒

を越え半数近くが処刑され︑残った者

続き入牢者は七〇〇名

の弾圧は寛文七年まで

が検挙されました︒こ

藩内各所で多数の信者

市︶
など丹羽郡を中心に

高木村や五郎丸村
︵犬山

れたことをきっかけに︑

されます︒江戸時代中頃の享保一二年

絹糸が納められていたことからも推察

たことは︑律令制下の調として絹織物・

尾張で古くから養蚕が行なわれてい

らば﹂
と述べ名づけられたといいます︒

は桑園多し︑ゆえに扶桑と命名したな

た︒
﹁扶桑﹂
の名は当時の郡長が
﹁本村

の扶桑町の前身・扶桑村が誕生しまし

治三九年
︵一九〇六︶
の合併を経て現在

二一年
︵一八八八︶
の市町村制施行︑明

によって名古屋県となりました︒明治

山県となり︑明治四年
︵一八七一︶
合併

域の村々も犬山藩に属し廃藩置県で犬

かれて犬山藩が成立すると︑扶桑町

その後︑養蚕業は第二次世界大戦で

和六年には市町村別繭生産量で県内一

面積比では全国一位でした︒また︑昭

の九〇％が養蚕農家で︑生産量は土地

養蚕の最盛期は昭和五年︑村の農家

なっています︒

と東部の水田地帯以外は一面桑園と

り︑明治二八年頃の桑園分布図を見る

ていた桑の木もいつしか畑の主役とな

江戸時代には畑のまわりに植えられ

なったのが明治三〇年代からです︒

を持った大きな住宅が作られるように

が︑温度・湿度を調節する専用の部屋

蚕は居間や物置で飼育していました

収入源となっていきました︒それまで

活が息づくアメニティタウンふそうの

ようになった扶桑町では︑
﹁自然と生

スにも﹁暮らしやすさ﹂が求められる

ど商業地としても発展しています︒

ピングセンターが相次いで進出するな

に飲食店などの店舗が並び︑
大型ショッ

貌しました︒最近では︑幹線道路沿い

並び︑道路が整備された都市景観に変

がっていた扶桑の景観は︑住宅が立ち

ました︒かつて見渡すかぎり桑畑が広

沿いへと拡大し︑他の地域にも広がり

ふるさとの街・探訪記

います︒また︑町内には弾圧にかかわ

︵一七二七︶
に北山名村の庄屋が養蚕を

大きな打撃を受け︑戦後も復興に努力

創造﹂
をテーマに︑自然と人のよりよ

れると︑収繭量が増加し農家の重要な

る遺跡が多く残っています︒高木地区

奨め農民の収入増加をはかったという

しましたが︑化学繊維の発達などに

明治維新によって︑尾張藩から分

の恵心庵は︑殉教跡に供養のため建立

記録があり︑寛政年間には︑丹羽郡一

よって次第に衰退し︑現在では扶桑町

線から始まり︑主要地方道一宮犬山線

た︒住宅団地の建設は名鉄犬山線の沿

︵一九七四︶
には二万五千人を超えまし

て急激に人口が増加し︑昭和四九年

四〇年代に名古屋のベッドタウンとし

当時の人口は約一万人でしたが︑昭和

制施行によって扶桑町となりました︒

昭和二七年
︵一九五二︶
︑扶桑村は町

暮らしやすい町・扶桑を目指して

﹃扶桑町史﹄ 上・下巻 平成一〇年
﹃犬山市史﹄通史編上 平成九年
﹃愛知県の地名﹄平凡社 一九八一年
﹃ふそう まるごと ５０年﹄町勢要覧
二〇〇二年

■参考文献

づくりをめざしています︒

社会︑経済︑文化の調和のとれた地域

い共生空間の実現をめざして︑自然︑

現在の扶桑町

で養蚕を営む農家は無くなりました︒

都市化の進行によって︑行政サービ

されたといわれ︑山那地区の薬師寺

帯は養蚕・絹織物地帯に位置付けられ

昭和 40年頃の養蚕の様子

位になっています︒

には処刑地・地蔵畑にあったといわれ

ていたようです︒
山名村・南山名村・

﹃尾張徇行記﹄
の北

り︑これもキリシ

斎 藤 村・ 高 木 村・

どがあります︒

森地区の専修院な

地区の正覚寺︑柏

ウ山︑長泉塚︑斎藤

高雄地区のランポ

ている場所として︑

処刑地跡と伝わっ

います︒このほか

タン遺物とされて

薬師寺の舟型地蔵尊
（中央）
とブチワリ不動
（左）

ばれている半壊した不動明王の像があ

る舟型地蔵尊が祀られています︒この

桑園風景

地蔵尊の隣に通称
﹁ブチワリ不動﹂
と呼

児市︶
で二四人が捕縛さ

児郡の塩村・帷子村
︵可

恵心庵
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扶桑町の伝承にみる木曽川氾濫
扶桑町山那地区には
﹁山那切れ﹂
と呼

ですが︑南

と答えると濁流が怒涛のように押し

恐怖に耐えきれず﹁よこさば︑
よこせ﹂

木曽川に面した扶桑の地に暮らす人々は︑
たえず水害と闘いながら生きてきました︒
江戸時代にお囲堤ができてからは︑用水
の確保に苦労した歴史を持っています︒
そして今でも︑町を水害から守る努力は
絶えることなく続いています︒

山名の山

に堤防な

﹁⁝木曽川

に存在します︒洪水のたびに被害を

のくだりや﹃耳なし芳一﹄
など世界中

るパターンで︑
﹃西遊記﹄
の金角銀角

を禁忌とする話は伝承によく見られ

寄せ堤を壊してしまう︑
という話です︒

き時代に

受けた木曽川沿いの人々は︑荒れ狂

那神社由

水は蜘蛛

う濁流の音を魔物の声として畏怖し︑

魔物や悪霊の呼びかけに答えること

残っています︒
﹁水かさが増した木曽

手の如く

緒書には︑

川の濁流のなかを怪物が通り過ぎるの

流れ当地

こうした伝承を生んだのでしょう︒

那・小淵一帯は流れが強くあたり堤防

ため︑湾曲部の外側にあたる扶桑町山

山西部付近から西向きに流れを変える

す︒南西方向に流れてきた木曽川が犬

ら中小河川も氾濫して大きな被害を出

ています︒木曽川洪水の際には︑これ

偽はともかく往時の地形をよく物語っ

説信なり﹂
と書かれているそうで︑真

成しその八野の音便上ヤナに転訛せる

原野を形

われる慶長一二年
︵一六〇七︶
の洪水な

︵一五九六︶
︑お囲堤の築造の要因と言

年︵ 一 五 八 六 ︶の 大 洪 水 ︑ 慶 長 元 年

木曽川の河道が変わった天正一四

も古い記録では宝亀六年︵七七五︶︑

記録に残っている災害だけでも︑最

一の枝川︑二の枝川などの支流を派生

曽川は平野部に入って左岸の尾張側に

ます︒
﹁やろか水﹂
は木曽川流域の各地

地区に﹁やろか水﹂
の話が伝わってい

水害にまつわる伝承としては小淵

堤築造でこの地域の洪水氾濫による被

慶長一四年
︵一六〇九︶
尾張藩のお囲

ど列挙に限りがありません︒

し︑その支流がさらに枝分かれして網

に残っており︑大筋としては︑洪水

害は大きく減少しました︒しかし︑

してきました︒

の目状に流下していました︒山那とい

の時︑川上から﹁やろか〜やろか〜﹂

堤によって木曽川の支流が全て締

お囲堤と般若元杁

う地名の起源は︑
﹁木曽川の洲に簗場

と呼びかける不気味な声がするので︑

また︑お囲堤が築造される以前の木

が決壊しやすい場所だったのです︒

の堤防が決壊していたことがわかりま

る話です︒過去に幾度となく山那付近

る
﹁光明寺流れ﹂
も
﹁山那切れ﹂
にまつわ

で︑今号の
﹁民話の小箱﹂
に掲載してい

濁水につかった﹂
といったたぐいの話

を見たら︑堤が切れて家や畑が一面

方にて八

ばれる堤防決壊にまつわる伝承が多く

山那神社

があったことに由来﹂
とするのが通説
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水と闘ってきた扶桑町の
歴史と現在
木曽川山那付近の風景
（上流より）
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め切られたため︑これら
支流から引水していた丹
羽郡・葉栗郡の村々はた
ちまち水乏地となりまし
た︒尾張藩では︑築堤と
同時にこれまでに耕作さ
れていた水田の用水確保
と新たな水田開発用に大
規模な用水開発に着手し
ました︒

取水することは画期

的でした︒元杁の築

造にあたっては︑こ

の地方には建造方法

を知る技術者がいな
かったので︑一宮・真
清田神社の工匠原田
磨・大和に派遣され技

淵
︵扶桑町︶
と順次上流に移されまし

鹿ノ子島・草井
︵いずれも江南市︶
・小

六助・与衛門兄弟が播
術を学んできたと伝

た︒この碑は昭和二六年
︵一九五一︶
に

﹃宮田用水史﹄
によると
﹁般若杁は尾張

︵一六一九︶
導水路が完成しています︒

年
︵一六〇八︶
元杁を築造︑元和五年

から取水する般若用水で︑慶長一三

は︑岩手村
︵扶桑町小淵︶
の般若元杁

たため元文五年
︵一七四〇︶
元杁は廃

砂の堆積によって取水が困難となっ

る元杁跡︶
に造り替えられ︑その後土

で約七〇ｍ 上流
︵扶桑緑地公園内にあ

︵一六三四︶
に大水によって壊れたの

この般若元杁は寛永一一年

昭和三七年
︵一九六二︶
に造られた犬山

た︒現在では︑木曽川からの取水口は

堤築造から約一世紀の年月を要しまし

扇状地の隅々まで行き届くには︑お囲

こうした用水のネットワークが犬山

造られた小淵樋門の完成を記念したも

えられています︒

最古の元杁で︑上は丹羽郡南山名

され木津用水より分水されることと

最初に開削されたの

より同郡浅野に至る三十ケ村
︵中略︶

なりました︒

時の日本で

います︒当

幅三・六ｍ ︑高さ一・八ｍ ︶
﹂
と記されて

二十四間︑幅二間︑高一間
︵長さ四三ｍ ︑

あり︑また元杁の大きさについて
﹁長

鹿用水によって開発された新田とされ

木村入鹿新田は入鹿池を水源とする入

する下野用水がありました︒また︑高

から取水した木津用水とそこから分流

用水には︑木津村
︵犬山市木津︶
の元杁

般若用水のほか︑扶桑町域を潤した

クは今も受け継がれています︒

戸時代に作られた基本的なネットワー

され︑水路も改修されていますが︑江

頭首工にまとめられて濃尾用水と総称

のです︒

を灌漑する尾張平野中樞幹流⁝﹂と

は︑用水の

ています︒

で︑木曽川

がほとんど

設けたもの

さな元杁を

小河川に小

その元杁は河床の低下と河道の変化に

丹羽郡に用水を供給していましたが︑

を設け葉栗郡・中島郡・西春日井郡・

は般若用水と同時期に大野杁
︵一宮市︶

首竣工記念碑﹂
があります︒宮田用水

扶桑緑地公園の一角に
﹁宮田用水頭

ます︒

があってお囲堤の補修が行なわれてい

曽川流域で死者三千人を出した大洪水

が流失し︑慶安三年
︵一六五〇︶
には木

の洪水で山那龍泉寺︑小淵薬師寺など

たわけではなく︑寛永六年
︵一六二九︶

少なくなったとはいえ︑全くなくなっ

お囲堤によって木曽川の氾濫被害が

お囲堤以後の水害

取入口は中

のような大

また︑お囲堤は︑犬山から弥富付近
よって次々と取水困難となり︑宮田・
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まで続く連続堤で尾張藩領のほとんど

を堤内としましたが︑なかには堤外

に残されたところもありました︒扶

桑町の北西端にあった岩手村もその一

つで︑
﹃寛文村々覚書﹄
に
﹁畑七反五畝

一一歩﹂
とある小さな村ながら神社や

寺もありましたが︑村人が水害から逃

れて堤内に移住したため明治初年の調

査では無住の村となっています︒現在

も住人はなく村の中心であったとみら

れるところに塚がありイロハモミジの

大木が茂っています︒周囲は畑で︑一

部が扶桑緑地公園になっています︒

この地方を襲った大災害として今も

語り継がれているのが幕末に起こった

﹁入鹿切れ﹂
です︒入鹿池
︵犬山市︶
は︑

香川県の満濃池についで全国二番目の

規模を誇る人工ため池で︑尾張北部を

潤す農業用水の水源です︒築造は寛永

岩手村塚

改築中の木津用水

河から直接

般若元杁跡

宮田用水頭首竣工記念碑
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一〇年
︵一六三三︶
で︑小牧村の江崎善
左衛門ら入鹿六人衆といわれた人達が
尾張藩主徳川義直の許可を得て工事を

路・駐車場などの舗装面が増え︑田畑

特に近年は︑都市化が進み︑建物や道

の冠水などの被害が起こっています︒

雨による床上・床下浸水︑田畑・道路

は少なくなりましたが︑台風や集中豪

明治以降は︑破堤などの大きな水害

て扶桑町には高雄調節池︑中島調節池

の整備を進めています︒その一環とし

合治水対策﹂
として排水施設や調節池

水被害を軽減するため︑
﹁新川流域総

交通省は︑新川流域全体で都市型の浸

しています︒愛知県・関係市町・国土

などに流入し︑その流末は新川に合流

て合瀬川や五条川とその支川・青木川

扶桑町の雨水は︑用水路などを通し

保水・遊水機能が失われてきたことも

持っていた

来水田が

よって︑従

埋め立てに

た︑水田の

います︒ま

を交付して

ては補助金

置にあたっ

や緑地が少なくなったことで︑地下に

浸水被害が増えてきた要因と考えられ

が出るようになってきました︒

浸透できない雨水が一時に側溝に流れ

が造られ合わせて約五二〇〇〇㎥の貯

現在の治水対策

込み︑排水能力を超えた水が地盤の低

るため︑残っている水田の所有者に不
基づき設置さ

﹃扶桑町史﹄ 上・下巻 平成一〇年
﹃新編宮田用水史﹄宮田用水土地改良区
一九八八年
﹃事業のあらまし﹄愛知県河川工事事務所
二〇〇七年
﹃ふそう まるごと ５０年﹄町勢要覧
二〇〇二年

■参考文献

ロールという形で現在も続いています︒

都市化する地域における水のコント

用水確保に腐心してきた水との闘いは︑

やまされ︑お囲堤の完成後は一転して

かつて木曽川とその支流の氾濫にな

れています︒

球温暖化防止にも効果があると考えら

下水涵養による地盤沈下の防止や︑地

透は︑浸水被害の軽減だけでなく︑地

力金を交付しています︒雨水の地下浸

する
﹁水田埋立防止協力制度﹂
を設け協

要不急の埋め立てをしないようお願い

留ができるようになっています︒

雨水貯留施設

い地域であふれて浸水被害を招くよう
最近では︑平成三年の台風一八号︑

れた雨水対策

宅地開発事業等に関する指導要綱に

平成一二年の東海豪雨などで大きな被

になってきました︒

内国からため池工事に練達した河内屋

雨樋で集めて効率よく地下に浸透させ

宅や店舗などに︑屋根に降った雨水を

住民と一体となった対策として︑住

合わせて約五八〇〇〇㎥です︒

された流域対策量は︑公共・民間施設

す︒平成一九年三月末時点までに整備

かかる負荷を軽減するようにしていま

をいったん溜めることで排水施設に

水貯留浸透施設﹂
の建設を始め︑雨水

や︑役場・学校などの公共施設に
﹁雨

から道路の下

年︵ 一 九 八 四 ︶

す︒昭和五九

施されていま

もいくつか実

町独自の対策

施設に加えて︑

行いました︒水の堰止めに苦労し︑河

浸水被害（平成3年）

害が出ていますが︑他にも小規模な浸

入鹿池決壊の供養塔
（入鹿池）

三左衛門らを招いて完成させたため︑

水はたびたび起こっていました︒人口
が増え住宅が密
集する現在では︑
いったん浸水が
起きると︑農村
だった頃に比べ
より大きな被害

中島調整池

堰堤は河内屋堤と呼ばれました︒池の
完成とともに入鹿用水︑幼川用水など
の幹線水路が開かれ︑以後︑尾張北部
の用水ネットワークの一部として重要
な役割を担っていきます︒
その河内屋堤が決壊したのが慶応四
年
︵一八六八︶
︑四月中旬から続いた長
雨で満水となった池は五月一四日にと
うとう堤防を壊し怒涛の流れが下流を
直撃︑北尾張一帯が水につかり︑被
害は丹羽・春日井・中島・海東の四郡
一三三カ村におよび死者九四一人︑流
没耕地約八四〇〇 にのぼる大災害と
なりました︒扶桑町域でも木津用水を
越えた濁流によって高木︑柏森︑斎藤
などの村々が水につかりました︒

る
﹁雨水浸透桝﹂
の設置を呼びかけ︑設
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ha

「雨水浸透桝」
の設置ＰＲ活動

気ままに

られたもの︒
﹁私の曽祖父がつくった

地公園は

この緑

JOURNEY

山々にそって流れてきた木曽川が︑はじ
めて平地にたどり着くところ︒そこが愛
知県扶桑町です︒幾度となく洪水に見舞
われながらも︑川からの恵みはこの地に
歴 史 と 文 化 の 種 を 運 び ま し た ︒ はたして
どのように芽吹き︑育まれてきたのでしょ
うか？ う ら ら か な 春 の 風 と と も に ︑ 扶
桑の町へ出かけてみましょう︒

です︒竹と和紙で

傘を修理することもあり︑その精緻

オッチン

つくられる和傘は︑

傘づくりは先代から︑その先代はさ

グの穴場

バードウ

ような美しさ︒昔

らに先代から手取り足取りで教わって

的 な ス

な作りに学ぶことも多いですよ﹂

は公家や僧侶など

きたため︑傘づくりの由来や造作につ

ポットで

開けば大輪の花の

位の高い人々の日よけのために使われ

いての意味などが︑特別に記録された

す︒豊 か

らほらと見えます︒

思わせる桑の木がち

並みの中にも過日を

いますが︑そんな家

ホームが立ち並んで

いマンションやマイ

ドタウンとして新し

今は名古屋市のベッ

あります﹂
︒なるほど︑製作所のすぐ

立っていったという話を聞いたことが

です︒それがやがて家業として成り

傘づくりをしていたことがあったそう

﹁昔︑お宮の神官さんが︑内職として

す︒一四代目の当主尾関浩一さんは︑

なお伝統の技法が守り継がれていま

続けている山那地区の尾関家では︑今

四百年以上︑一四代にわたり製作を

しい木や花に囲まれた遊歩道を︑颯爽

いたのは木曽川扶桑緑地公園です︒美

防を上っていくと︑河川敷に広がって

尾関さんに別れを告げて木曽川の堤

れています︒

もとより︑外国の人もこの製作所を訪

がれ︑匠の技をひと目見ようと国内は

培われてきた技法や品質は今も受け継

大地︒その大地を利用してつくられ

れてきた扶桑町の土は︑良質な砂質

いにしえのころより木曽川に育ま

休め︑銀輪を描く木曽川の川面︒この

運ぶ人も多いようです︒野鳥が羽根を

ようと︑双眼鏡やカメラを片手に足を

な自然に集まってくる野鳥たちを眺め

らしたものと言えるでしょう︒

人たちはみな思い思い

援合戦も聞こえ︑町の

ンドからは草野球の応

で︑江戸時代にはお漬物が大名に献

すでに三百年以上の歴史を持つ大根

根です︒江戸時代に中国より伝わり︑

ているのが扶桑町の名産品︑守口大

強く根づいた守口大根

に憩いのときを過ごし

上されていたほどの逸品です︒細く

7

扶桑緑地公園

雄大な木曽川が育む伝統文化
まちを彩る新たな文化たち
扶桑に咲くつまおり傘
国道四一号を利用して北へ︒うっす

扶桑はその名のと

ていたようで︑今はお茶会で野点をす

ものは少ないそうです︒しかし︑代々

らとかすむ空の向こうに︑緑の山並み

おり︑養蚕業で賑

るときなどに用いられています︒

養蚕が盛んであった

裏手には山那神社があり︑ご主人が話

とウオーキングする人たち︒広いグラ

何一〇年も前につくられた傘を修理

穏やかな光景もまた︑川の恵みがもた

明治から戦前にかけ

されるエピソードに時代の営みを感じ

そんな扶桑町を代

してほしいと︑全国から依頼がくる

ています︒

カワセミ

憩いをもたらす野鳥と花々

て︑この一帯は見渡

表する地場産業のひ

そうです︒その多くは尾関家でつく

現在は傘を新しくつくるほかに︑

ることができました︒

とつが
﹁つまおり傘﹂

ていたそうです︒
︒

す限り桑畑が広がっ

が見えてきたら︑そこは扶桑町です︒

わっていた町です︒

尾関浩一さん

気ままにJOURNEY

れたという説と︑最初に栽

守口市付近で最初に栽培さ

名前の由来は︑大阪府の

扶桑町でつくられています︒

の生産量の約六五％がこの

いという変わり種で︑全国

でしか味わうことができな

の珍しさはもちろん︑漬物

て長い守口大根は︑見た目

人たちが気軽に芸術文化活動を楽しめ

化夢応援団﹂
が結成されました︒町の

ンティアスタッフを募り︑
﹁ふそう文

開館と同じくして︑町民を中心にボラ

ントの企画と運営です︒一九九四年の

ンボル︑扶桑文化会館で行われるイベ

ます︒そのひとつが町の文化発信のシ

なってさまざまな活動に取り組んでい

出していこうと︑行政と町民が一体と

独自の文化や暮らしのありかたを生み

自主企画事業にも力を入れ︑地元の芸

りです︒こうした著名人を招く一方︑

狂言の会﹂
など︑面白そうな題目ばか

風亭小朝 独演会﹂
﹁野村万作・萬斎

き看板がズラリ︒﹁松竹大歌舞伎﹂
や
﹁春

ビーにはこれまで行われた公演の手描

んですよ﹂

れている方もいる

の場として参加さ

は生涯学習の一つ

つ方も増え︑今で

術家とともに成長していく気運も盛り
上がっています︒

たね
︵笑︶
︒しかし︑数々の公演

団体と思われることもありまし

に理解されておらず︑不思議な

でも有名です︒

春には美しいしだれ桜が見られること

時代の高名な禅僧︑悟渓宗頓の生誕地︒

散策の最後は悟渓寺へ︒ここは鎌倉

悟渓寺のしだれ桜

をお手伝いするうちに興味を持

ボランティアによる活動が十分

文化会館のロ

培した人物の名が︑守口という説があ

るようにと︑約八〇名の有志が集まっ

夢応援団の活動風景

たそうです︒
応援団のリーダー︑上松さんは結成

収穫された大根は︑塩漬けと粕漬け

ります︒
という作業を繰り返し︑二年余りで飴

当時を懐かしそうに振り返り︑
こう語っ
てくれました︒
﹁オープン当初は

色の漬物に︒その香しい風味と歯ごた
えは︑まさに絶品︒今でも多
くの人々に愛されています︒
町民が主役の文化会館
伝統工芸と名産品を創造し
てきた扶桑町は︑これからも

文化会館

宗頓が取り組んだ禅宗の精神は︑水

墨画などの芸術にも垣間見られ︑濃尾

周辺の文化にも大きな影響を与えたと

考えられます︒

木曽川に育まれてきた文化を大切に

し︑また新たな文化を創造していこう

とする扶桑の人びと︒それらに思いを

馳せて眺めるしだれ桜は︑より一段と

JOURNEY

艶やかに見えました︒

気ままに

悟渓寺のしだれ桜
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守口大根の収穫

幾多の困難を乗り越え
完成した三川分流工事
は︑石堤の部

歴史ドキュメント

明治二○年に始まった明治改修では︑
濃尾大地震や日清戦争︑相次ぐ水害な
どの困難に直面し︑当初の事業予算と
工期を大きく上回りましたが︑明治
三三年に三川の完全分流を成し遂げま
した︒

掘削された輪中の土の大部分は︑新

は最大級の濃尾大地震が発生しまし

六時三八分︑我が国の内陸地震として

明治二四年
︵一八九一︶
一〇月二八日

明治二六年

円の費用と︑

のため四万

し︑その復旧

変形が発生

上流の給父
︵愛西市給父町︶
から下大牧

間で開削工事が始まりました︒その

頭平
︵愛西市立田町︶
までの約八㎞の区

立田輪中の塩田
︵愛西市塩田町︶
から船

うやく新木曽川の河道を作るために

明治二六年
︵一八九三︶
になって︑よ

田輪中堤は︑木曽川の右岸堤防︑すな

曽川左岸堤防の役目を果たしていた立

して使用されました︒また︑従来の木

しい木曽川の左岸堤防の築堤用の土と

た︒根尾村
︵本巣市根尾︶
の水鳥では高

度
︵一八九三︶

︵愛西市下大牧町︶
までの開削を含める

立田輪中の開削

低差約六ｍ の大断層ができるなど︑福

までの歳月

分で沈降や

井県境から愛知県境まで岐阜県西部を

を必要とし

濃尾大地震による被害発生

縦断して約八〇㎞にわたり断層のずれ

ました︒

を地表に出現させました︒
地震の規模はマグニチュード八・〇︑

の長良川では堤防が崩れ︑橋梁

上︑死者七千人以上にのぼり︑岐阜県

県を中心にして倒壊家屋一四万戸以

さらに︑木曽川や長良川の新河道開

害復旧に専念することになりました︒

きた改修工事も中断し︑しばらくは災

の地震災害のために︑順調に進捗して

この未曾有

が倒壊しました︒また︑揖斐川

削のための土地の取得も大幅に遅延し

この地震による被害は︑岐阜県・愛知

の上流山地では多数の山崩れが

工事工程に大きな影響を与えました︒

生し修復が必要でした︒完成し

完成した堤防に亀裂や変形が発

事の大部分が土堤防でしたが︑

も少なくありませんでした︒工

木曽川改修工事に対する影響

われました︒

費の増額と工期の延伸変更となって現

れ︑これらの影響は︑後に︑改修事業

清戦争がはじまり国政は軍事が優先さ

れない明治二七年
︵一八九四︶
には︑日

また︑この大震災の影響から抜けき

は︑新たな木曽川堤防が築かれました︒

木曽川の河道が作られ︑その左岸側に

川幅として必要な区域が開削されて新

河道として使用するため︑新木曽川の

川分離によって新しく誕生する長良川

この区間の従来の木曽川河道は︑三

模な開削区間でした︒

高須輪中の新長良川の開削に次ぐ大規

規模な開削でしたが︑塩田から下流は︑

の木曽川の川幅が広げられる程度の小

給父から下大牧までの区間は︑従来

ていました︒

︵一八九五︶
までに︑約三七％が進捗し

にのぼりましたが︑明治二八年度末

と︑その掘削量は︑約二百五〇万㎥

明治改修計画諸元表
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長良川分離のための河道開削位置図

発生する大災害となりました︒

ていた木曽川導水堤
︵導流堤︶
で

根尾谷断層の現状

歴史ドキュメント

良川河道を作

このために︑長島輪中の松ノ木

斐川の河床を河口域まで上昇させたた

る揖斐川筋の土砂流出は著しく︑揖

わち木曽長良背割堤として使用さ
り︑塩田︵愛西

れました︒

れることになりました︒

め︑計画低水位を維持するためには大

の従来の木曽川

︵ 桑 名 市 長 島 町 ︶附 近 を

島町︶
まで︑および大島

八神
︵羽島市桑原町︶
と小藪
︵羽島市桑

川を作る三川分流の要の工事です︒

曽川と分離して︑海域まで新しい長良

端で木曽川に合流していましたが︑木

の長良川は︑小藪
︵羽島市桑原町︶
の南

開削工事が始められました︒これまで

い長良川河道を作るための高須輪中の

しかし︑明治二九年
︵一八九六︶
の大洪

得られず工事が停滞していました︒

計画でしたが︑土地所有者の同意が

砂量は︑輪中内の沼沢等を埋立てる

七四％にあたる約三百六〇万㎥は土

百二〇万㎥でしたから︑全体量の約

用土として利用される土砂量は︑約

及ぶ膨大なものです︒しかも︑築堤

で︑掘削土砂量は︑約四百八〇万㎥に

が︑明治十三年

始されました

︵一八九八︶
に開

は明治三一年

揖斐川の開削

年︵ 一 八 九 七 ︶︑

堤は︑明治三〇

輪中の開削・築

しました︒長島

宝暦治水における最大の難工事とし

の高須輪

この区間

たが︑明治改修では︑これを整理して

口まで︑曲がりくねって流れていまし

従来の揖斐川は︑油島締切堤から河

騰によるものですが︑濃尾大地震によ

濃尾大震災と日清戦争による物価の高

九〇％に達していました︒この原因は︑

が︑支出した費用は国費で計画額の約

幅な計画変更が必要となりま

︵桑名市長島町︶
から千倉
︵桑名市長

現在でも地形図上にも愛知・岐阜県
河道に接続させ

この開削区間の上流端の地形は︑

境として存在し︑干潮時には︑木曽
て︑新長良川と

までと赤須賀
︵桑名市︶
の

名市︶
から福島
︵桑名市︶

︵桑
り︑一方では︑汰上

開削して新長良川を作

川の川底に杭や捨石が現われ︑旧輪
するための工事
その区間の延

です︒

中堤の跡を偲ぶことが出来ます︒

新長良川河道の造成

一部を開削して揖斐川

原町︶
における木曽川と長良川の︑新し

水による浸水被害後︑宅地のかさ上げ

︵一九〇〇︶
初頭には約三八％が進捗

長は︑約六㎞

い河道づくりのための部分的な開削と︑

用の土砂として需要が増大するなどに

明治二七年
︵一八九四︶
には︑新し

新堤防の築造開始に並行して︑長良川

より順調に進捗しました︒

の河道を確保

の新河道を作るために︑高須輪中の成

必要な河道がほぼ完成していました︒

し︑木曽・長良・揖斐の三川の分離に

戸
︵海津市海津町︶
から日原
︵海津市海津
町︶
までの
が始まり

て知られている油島締切堤は︑木曽川

︵一八九五︶
の年度末における新河道開

長島輪中の開削

ました︒

と揖斐川を分離する締切堤でしたが︑

削量
︵しゅんせつ量︶
は︑約百万㎥で全

工期の延伸と河川法制定

立田輪

明治改修では長良川と揖斐川を分離す

体量の約二三％に過ぎませんでした

中を開削

新長良川を並行して流すことが計画さ

日清戦争が終わった明治二八年
中の開削

る堤防として計画されました︒

して新長

した︒

このため︑当初計画には

組み込まれていなかった船

頭平閘門や揖斐川導流堤

などを組み入れて︑明治

二九年三月に︑工期を明治

三八年度︵一九〇五︶に延伸

するとともに︑予算額を

なりました︒

堤防工事は国によって施工することと

三〇年度から岐阜県・三重県に属する

よって施工が可能となったため︑明治

よって施行してきた築堤工事は︑国に

この河川法の制定により︑従来県に

されました︒

て︑治水に関係する三つの法律が整備

法︒四月一二日には森林法が公布され

三〇年
︵一八九七︶
三月三〇日には砂防

整備が行なわれました︒翌年の明治

河川改修工事が行えるように法的な

されて︑国直轄または国庫補助により

二九年
︵一八九六︶
には︑河川法が公布

日の土地収用法公布を皮切りに︑明治

事業に関連する法律は︑同年七月三一

へ大きく踏み出しましたが︑河川改修

大日本帝国憲法が発布されて法治国家

明治二二年
︵一八八九︶
二月一一日︑

変更しました︒

八百三九万千二百三四円三〇銭一厘に

長良川左岸堤防
（松ノ木・船頭平間締切堤部分）
下流側より

市塩田町︶地先

干潮時の木曽川塩田地先に出現する旧木曽川河道跡

と同様に︑

開削工事

小薮の長良川締切堤
（成戸・小藪間締切堤防部分）
下流側より

長良川右岸堤防
（大榑川締切部分）
下流側より

歴史ドキュメント
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木曽長良背割堤
（塩田・日原間締切堤部分）
下流側より

また︑明治二七年
︵一八九四︶
一〇月

ここに長良川は木曽川と完全に分離さ

る旧木曽川河道の締切りが行なわれ︑

歴史ドキュメント

三川分流工事成功式

三川分流を祝う
﹁三川分流成功式﹂
が︑

には︑内務省土木監督署制が改正され

明治三三年二月には︑宝暦治水以降

かつての木曽川と長良川の合流点であ

明治三三年
︵一九〇〇︶
四月二二日︑

されました︒明治一七年に︑デ・レー

維持されてきた油島締切堤を締切り揖

る成戸の締切堤防上で行なわれまし

れました︒

ケの指導を受けて木曽川改修計画を作

斐川と長良川を分離して︑待望の三川

て︑名古屋に第四区土木監督署が新設

成した佐伯敦崇が初代署長として着任

して多度山頂から着工を指揮した山県

た︒式典には︑着工時には内務大臣と

また︑木曽川の佐屋川・逆川︑長良

有朋内閣総理大臣も臨席しました︒し

分流が完成しました︒

川の中須川・中村川・大榑川などの支

かし︑デ・レーケの姿は︑着工時と同

しました︒

川は︑その周辺の堤防工事の際に︑締

分流を直前にして相次ぐ水害
濃尾大地震以降も︑明治二六年長良

また︑この日︑木曽三川分流工事の

様に︑ここにも見ることが出来ません

明治三一年には︑三川の舟運路を確

先駆けと伝えられている薩摩藩御手

でした︒

保するための船頭平閘門建設が始動を

長良川を下りこの式典に臨みました︒

伝普請の偉業を顕彰する
﹁宝暦治水顕

これは︑明治三二年一〇月︑元内務

始め︑その後︑新河道や背割堤などの

二百四〇万円の工事が残っていました

省土木局長西村捨三らの三川分流成功

彰碑﹂
の建碑式が油島締切堤で行われ︑

が︑明治三三年三月には︑木曽・長良・

式の打合会に︑かねてから宝暦治水顕

維持工事が国によって開始されました︒

切られ周辺と一体の連続堤防として作

月三〇日七時三〇分頃︑八開村鵜多須

揖斐三川を分流させるために必要な最

彰に奔走していた多度村
︵桑名市︶
の西

成功式を終えた山県内閣総理大臣は︑

られました︒

大垣城天守の石垣も水没しました︒こ

地先の左岸堤防が破堤し︑濁流は十四

小限の工事が完

﹃ 木曽川改修工事概要﹄ 明治四四年一月
内務省名古屋土木出張所
﹃木曽川改修工事﹄ 大正八年一〇月 内務省
土木局
﹃岐阜県治水史﹄ 昭和二八年 岐阜県
﹃愛知県災害誌﹄ 昭和四五年三月 愛知県
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下流側より

た︒明治三二年
︵一八九九︶
一一月には︑
海津市平田公園の明治 29年洪水氾濫
水位標識

た大災害を引き起こしました︒九

翌年の明治三〇年九月には木曽

は二万戸にのぼりました︒

大垣城の石垣に刻まれた明治 29年洪水氾濫水位
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うになったのである︒その統計的な数

土木技師ファン・ドールンを︑翌年に

政府は︑明治五年二月︑オランダの

を仕上げる︒

調査を進め︑明治改修の全体計画作成

いる︒その後︑デ・レーケは補完的な

丸山 幸太郎 氏

値の変化については︑当誌一九九五年

はデ・レーケなどオランダ人技師を相

岐阜女子大学地域文化研究所長

明治改修余話
改修の結果
木曽三川下流改修いわゆる明治改修

次いで多数招請・雇用して︑先ず築港

ての工事を終えた︒この近代工法を導

なものが挙げられる︒

させたものは何かについて︑次のよう

近代治水の木曽三川下流改修を実現

うとしたのである︒

して︑河川の抜本的な治水に取り組も

せて進めなければならないことを痛感

を埋めてしまう河川の治水工事を合わ

築港のためには︑洪水の度に土砂で港

の計画や指揮に当たらせた︒ところが︑

う︒その言葉通り政府は︑明治一〇

業に重点を置く﹂
と語っていた︑とい

する最も大切な時期であり︑土木事

一〇年間は︑内政を整え︑民産を殖

から一〇年間は創業期︑それからの

一〇年西南戦争が終わると︑﹁維新

初代内務卿大久保利通は︑明治

︶
﹃明治改修の成果と影響﹄
夏号
︵ vol.15
等に見る通りである︒

入した下流改修は︑木曽三川治水史上

︵一︶
明治政府の意気込み

は︑明治二〇年
︵一八八七︶
着工して同

最大にして画期的・抜本的な工事で︑

︵二︶
県官の建言
この三つがあいまってであることは

港築港計画図﹂
を作成している︒高須

のための調査をし︑翌年には
﹁四日市

は︑明治九年に︑四日市の大規模築港

木曽三川河口付近では︑デ・レーケ

まれ︑本格化してくる︒

の中に︑木曽三川下流改修は組み込

発などに力を入れるようになり︑そ

がら︑治水・治山・築港・潅漑用水開

年代︑県官の建言や意見等を入れな

改修を実現させたもの

相次ぐ水害や排水に悩まされてきた流

三川分流が成った明治三三年

言うまでもないが︑その重みからする

︵現海津市高須︶
出身の稲葉三右衛門が

デ・レーケは︑木曽三川の実地調査

ており︑大規模な浚渫をすべき︒

・海口が土砂堆積地の新田化で閉塞し

のである︒デ・レーケの木曽三川の実

をすると︑三川分流に関する意見書で

明治新政府は︑出発時︑最大の懸案

︵三︶
地元民の要望活動

︵一九〇〇︶
以前と以降では︑輪中地帯

とこの順序であった︑と言わざるをえ

ものであった︒

の水害の大幅な減少とともに︑水稲の

築いた四日市港の南に造る︑というも

られ安定した農業生産が展開されるよ

明治元年一一月︑笠松県は︑政府へ
産興業の二大政策を掲げて実行し︑国

ある
﹁木曽川概説書﹂
を同一一年四月に

地調査は︑その直後の明治一一年二月

力をつけて︑各国に働きかけようとし

・美濃国内の藩・県が一国として協力

は︑関税自主権のない不平等条約の改

た︒そのため︑産業を振興し︑水運・

内務省石井権大書記官に提出した︒二

し︑さらに︑国としてすべき︒

のような治水建言をしている︒

﹁木曽川治水方取斗上申書﹂
を提出し次

陸運を整備して流通を良くし︑貿易を

週間の調査で的確な意見書を作成して

二三日から三月七日であった︒

盛んにする必要に迫られた︒

正であった︒そのため︑富国強兵・殖

県官の建言

ない︒

を竣工し︑同四五年
︵一九一二︶
にすべ

域住民の水害問題を根本的に解決する

三三年に主要工事の三川完全分流工事

岐阜大学史学科卒、県歴史資料館長、岐阜市明徳小学
校長を経て現在岐阜女子大学文化創造学部教授、同
大地域文化研究所長。主な著書 「幕藩制解体過程の農
:
村」、「古田織部」、「日本農書全集第一期八巻」及び「同
二期八巻」、「岐阜県史」、「岐阜市史」、「揖斐川町史」、
「池田町史」、
「南濃町史」、
「平田町史」、
「輪之内町史」、
「恵那市史」、
「宮村史」、
「神岡町史」、
「上矢作町史」「岐
阜の観光と食文化」「ぬくもりの岐阜地名」等他、多数。
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幸太郎

丸山

反収量と収穫高増加及び耕地拡大が見

明治改修・三川分流碑
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策という︒長谷部は︑その後

平
︵恕連︑福井藩士出身︶
の建

これは︑笠松県知事長谷部甚

廃止︒

・多良高木三家の水行奉行の

中の有力者達は︑治水改修有志社
︵治

た︒この直後の同一一年一二月︑各輪

おいて施工してほしい旨の請願であっ

三州にわたる抜本的大水理工事を国に

で︑外国工師を派遣して︑濃・勢・尾

力者片野龍蔵外二七名が連署するもの

ため︑事務所を岐阜の政治・経済の中

図って︑体制をより強固なものにする

水の早期実現と地元の意見の組込みを

治水改修有志社としては︑木曽川治

分流する意見であった︒

して河道の底を高くする木曽川のみを

川は現状のままで︑大量の土砂を流出

あり︑その価値は高いものであった︒

現在と違い金の使い道の少ない時代で

七五〜一〇〇万円ほどとなる︒当時は

ほど︑石井局長の社への寄付五〇円は

一二〇〇円は一八〇〇〜二四〇〇万円

片野萬右衛門の治水共同社への醵金

TALK&TALK

も岐阜県令として︑政府と連
水共同社の前身︶
を結成し︑河川改修

の派遣と調査を要請した︒

木曽川治水について︑オランダ人工師

三重・愛知両県令は連署して︑政府へ

いたことに勢いを得て︑明治一〇年︑

省一郎土木局長から治水共同社宛に︑

明治一三年一月五日付で政府の石井

一二年中であったと見られる︒それは

日であるかのような記述があるが︑同

治水史下巻﹄
には︑明治一三年四月一

称したのはいつかについて︑
﹃岐阜県

治水改修有志社が︑治水共同社と改

萬右衛門は︑社へ一二〇〇円を醵金し

めており︑それを継承している︒片野

に付七円七〇銭出資をしての加入を求

いては︑治水改修有志社時代︑一町歩

治水共同社の社員及び資金募集につ

蔵の父︶
が選ばれた︒

治郎一や福束輪中代表片野萬右衛門
︵龍

を選出した︒取締は鏡島の大地主上松

割当てた︒社では︑取締と複数の惣代

輪中・郡の規模にそい合計四〇名ほど

社へ出頭するように通知をもらった

却と御礼︑それに︑二〇日
︵治水共同︶

掛けを借用している︒書簡は︑その返

川家では︑片野家から椅子とテーブル

早川周蔵家が宿となった︒その際︑早

いうことで︑安八郡三郷村
︵平田町︶
の

にする筈であったが︑同家が法会中と

デ・レーケ工師は片野萬右衛門家を宿

月四日付書簡
︵片野記念館蔵︶
によれば

川周蔵が片野萬右衛門宛に出した四

治水共同社の高須輪中代表の一人早

デ・レーケが宿泊した早川家

絡をとり︑木曽三川の新たな

心街だった米屋町に置き︑掛員選出を

地元民は︑単独であるいは連名でい

五〇円寄付の意を伝える書簡が出され

た︑という︒

崎利準県参事に引き継いだ︒

くつか要望や建言をしたようであるが

ているからである︒それより前年に改

地元民の要望活動

政府がオランダ人工師を招

次のものは内容が明らかである︒

一一郡の有力者が連署して美濃国水理

︵二︶
明治一二年一一月 安八を始め

応して︑治水改修有志社が治水共同社

べき意見書を提出したので︑それに即

治一三年四月一日︑三川を分流せしむ

﹃治水史下巻﹄
では︑デ・レーケが
﹁明

当時︑小学校教員の月給が一〇〜

総工費は九七四万円と巨額に上った︒

る予定であったが︑同四五年迄かかり︑

四三一万円で︑明治三五年には終了す

木曽三川下流改修工費は︑当初

円と比較的高かった︒今の日当が

一万五千円〜二万円ほどから換算

すると︑九七四万円は一五〇〇〜
二〇〇〇億円となる︒

が︑雨天で欠席した旨が書かれている︒

称していたからこそ︑石井局長はその

改修懇請願書を政府に提出

に改組した﹂
としているが︑デ・レー

二〇円︑校長が二〇円〜三〇円︑石

総工費九七四万円

︵一︶
明治六年六月 安八郡土倉村

︵ 一 ︶の 高 橋 示 証 の 建 言 は ︑ 木 曽 川

ケが木曽川治水についての意見書
︵概

井局長の月給は二五〇円ほどだっ

名称宛に寄付ができたのである︒

三〇〇間・長良川二五〇間・揖斐川

説書︶
を提出したのは︑明治一一年四

建白書を政府に提出

二五〇間に川幅を拡幅し︑且つ海口迄

月一日で

︵海津市平田町︶
浄雲寺高橋示証住職が

分流すべき︑というものであった︒さ

あり︑そ

た︒工事に働く人達の日当は一日一
らに︑明治八年︑高橋は同志八人とと

のときは
川・揖斐

まだ長良

もに︑元老院へ︑木曽川治水について
建言している︒
︵二︶
は︑安八郡四郷村
︵輪之内町︶
の有

明治元年

治水共同社関係書類
（輪之内町 片野記念館蔵）

片野萬右衛門肖像
（輪之内町 片野記念館蔵）

治水共同社の設立の時期

の早期実現に向けて運動を開始した︒

美濃国治水建策

治水体制の整備に尽力し︑小

視察するデ・レーケ
（木曽川下流河川事務所蔵）
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デ・レーケが早川家へ

宿泊したのは一日かそ

れ以前からかであるが︑

三月のことか四月の一

日のことかは不明であ

良川右岸の高須輪中東部などの流域住

ため︑揖斐川左岸の福束輪中西部︑長

げるとしたので︑示談が成立し︑全て

給を受けることを条件に訴訟を取り下

訴訟費用の一部として二万五千円の支

に解決に向け進展したのは︑明治二九

法をかけられ︑その審査委員会の裁決

半数は承諾を得たが︑半数は土地収用

退承諾に固い決意で臨んだ︒全体の約

国も三県も︑地主の承諾︑住民の立

は︑土地・家屋が流出した住民にとっ

台帳面をもってすることとした︒これ

急速に実行し︑土地調査の方針を全て

たので︑災害救恤のため︑用地買収を

家がなく食料もない悲惨な状況を呈し

立退者はどこへ移転したか

改修工事は進展し︑土地は買収され

転出しており︑その内多いのは︑次

二二年から同四五年迄に︑一一五戸

相次いだ︒福束塩喰両村では︑明治

大垣町など外の土地へ転出する家も

田地に近い所に移転した家もあれば︑

このように︑元の住居や残された

状集落が現在も見られる︒

福束地方では︑揖斐川左岸堤防下に列

出し︑聞き届けられた︒それによって︑

谷哲三始め一三九名が連名で嘆願書を

れるように︑捨土をしてほしいと︑水

一〇間︑七〇〇間の地に住居が建てら

村では︑揖斐川左岸新堤内側沿いの幅

三一日であった︒その前三二年︑福束

三三年三月

は ︑ 明 治

立退期限

をした︒

困惑し難儀

ばならず︑

探さなけれ

たな仕事を

農家は︑新

求められた

しがたくなった上に︑住居の立退きを

て︑農地が著しく減少し︑農業を継続

木曽長良揖斐川三川改修計画図
（部分）

のようであった︒
愛知県

一六戸

一九戸

名古屋市 一九戸
滋賀県

福束

北海道

東京

大藪町

仁木村

養老郡

大垣町

四戸

四戸

四戸

五戸

七戸

一五戸

﹃揖斐川改修百年誌﹄
掲載表より

農業ばかりやってきた者が急に商業

と記している︒

れた︒我々は︑その恩恵に浴している﹂

内四〇戸は県外への転出を余儀なくさ

内一九〇戸が強制移転にかかり︑その

立されたが︑それには︑
﹁二三〇戸の

の 碑 ﹂が 建

川改修百年

は ︑﹁ 揖 斐

福束地区で

年一〇月︑

平成一二

かった︒

も少なくな

になった人

を歩むこと

の中では︑故郷をなくし︑苦難の道

とはいえ︑転出を余儀なくされた人

い生活を切り開くことになった︒

が会社や役所へ勤めたりするなど新し

族で商工業に従事したり︑家族の誰か

は都会・町であった︒都市に出て︑家

が多かったが︑やはり︑移転先の半数

になっては元も子もない︑という心配

などに商売替えをして失敗し︑無一文

揖斐川右岸堤に沿う列状集落

る︒三月とすれば︑明

治一一年三月の木曽三

川調査時のことかもし

れない︒
早川家には︑現在も

デ・レーケが宿泊・居住

したという暖炉付洋間

が残されている︒

川成・堤成地の買収と立退
明治改修は︑抜本的な三川分流

民は︑移転を余儀なくされた︑という

の立退処理が終わることになった︒

工事が主体であり︑川幅の拡幅の

より強制された︑というべきかもしれ
この木曽三川の最大の難関は︑川

年七月と八月の二度にわたる洪水で田

行き詰まっていた立退問題が︑一気

成・堤成地にかかる一村あるいはそ

畑・家屋の流失等大水害が発生したた

ない︒

の一部の家の立退を承諾させうるか

に服さない者は提訴した︒最後まで抵

ては︑大変な福音となったので︑買収

めであった︒村民のかなりの多くが住

抗したのは︑海津郡吉里村の森川寛衛

は円満に進んだ︒

であった︒

外六二名であったが︑明治三二年五月︑

TALK&TALK

揖斐川
（明治）
改修百年の碑
輪之内町福束 白髭神社境内
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デ・レーケが泊まった早川家
（平田町三郷）
、右側の建屋に洋間あり

