地域の歴史

木曽川下流左岸に位置する弥富市は︑江戸
時代に伊勢湾を干拓して生まれた海抜ゼロ
メートル地帯です︒明治以降は︑新東海道
が通るようになり︑街道沿いに商業地が発
達︒現在は︑都市部から農村部︑海岸部を
持つ豊かな地域として発展しています︒

入植者が伊勢長島から入った者が多

伊勢の国境は明確でなく︑市江島は

﹁車屋﹂
と呼ばれました︒このうちの

していた 車 楽 舟を再興したことから

長の侵攻以前に市江島が津島祭に出

田開発の希望者は︑敷金を藩に納め

に任せる方式に変更されました︒新

財政が悪化しため︑新田開発は町人

しかし︑一七世紀末になると︑藩

て与えたりしました︒

かったことから伊勢国を称していた

一人︑服部正友が建てた屋敷が︑国

て開発の権利を取得し︑自ら開発工

ようです︒

の重要文化財に指定されている荷之

織田信長と一向一揆
戦国時代に市江島一帯を支配して

ため遺跡などは存在しません︒市

ほとんどが伊勢湾の海中であった

の侵攻によって一揆勢は潰滅しまし

たが︑天正二年
︵一五七四︶
織田信長

長島一向一揆の一翼を担っていまし

服部一族
︵服部党︶
でした︒服部党は︑

ほとんどが︑江戸時代以降に干拓に

心は伊勢湾の干拓地で︑弥富市域の

組みました︒尾張藩の新田開発の中

と︑諸藩はこぞって新田開発に取り

戦乱が収まり幕藩体制が確立する

いたのは︑鯏浦に拠点を置いた豪族・

域が最初に歴

た︒その殲滅戦は苛烈をきわめ
﹁市江

よって造成された土地です︒

尾張藩の新田開発

上の服部邸です︒

伊勢湾を干拓して生まれた
水郷のまち・弥富市

市江島から始まった弥富の歴史
愛知県の西端に位置する弥富市は︑
平成一八年
︵二〇〇六︶
四月に海部郡
弥富町が同郡十四山村を編入合併し
て誕生しました︒市域のほとんどが
周囲を海岸堤防・河川堤防で囲まれ

史に登場する

島以南︑猫一匹とて生けるものなし﹂

た海抜ゼロメートル地帯です︒

のは平安末期

と言われるほどで︑市江島は無人の

原始から古代までの弥富市域は︑

で︑津島市と

荒野となりまし

室町時代に開

した︒市江島は

れはじめていま

市江島が開発さ

あたりました︒

を集めて復興に

家が入植し農民

部・佐藤・伊藤四

島に︑宇佐美・服

新田の一部を除地
︵年貢免除地︶
とし

限
︵鍬下年季︶
を設けて地主としたり︑

す︒完成後は出資者を年貢免除の年

た奉行所が堤防・杁・橋などを造りま

められると︑申請者から敷金をとっ

奉行所に目論見書を付けて申請し認

た︒新田開発を希望する富商・豪農が

が新田の造成を行うようになりまし

の普請奉行や勘定奉行・野方奉行など

二代藩主光友の時代になると︑藩
弥富市
︵五之三・

発が進みました

この四家は︑信

荒廃した市江

が︑当時は尾張・

区︶にまたがる

た︒

服部邸
重要文化財

荷之上・鯏 浦地

弥生・鎌倉時代の海岸線

１

ようになりま

下年季を得る

〜一五年︶
の鍬

で長期
︵一〇年

事を行うこと

して笠松代官所支配下となり︑明治

ました︒五明輪中は︑幕府直轄地と

明輪中の間を流れる海老江川となり

なり︑尾張・伊勢の国境は市江島と五

ました︒その後︑市江島が尾張領に

これらは伊勢国長島藩領となってい

貌して行きました︒

るなど︑木曽川筋の地形は大きく変

五 明輪中が木曽川堤防の堤内地にな

た明治改修では︑筏川が締め切られ︑

明治二〇年
︵一八八七︶
から始まっ

ました︒

重県境と定められ愛知県に編入され

須間の一号線は︑直線的な現在のルー

張大橋の建設とともに︑名古屋〜前ヶ

やの渡﹂
はその役割を終えました︒尾

長良川の伊勢大橋が完成し︑
﹁ふたつ

川を渡る尾張大橋が︑翌九年に揖斐・

国道一号線となり︑昭和八年に木曽

新東海道は︑大正八年
︵一九一九︶

した︒
一三年
︵一八八〇︶
愛知県に編入され

干拓水田の

海岸堤防は︑

事業でした︒

リスクの高い

反面︑非常に

益をもたらす

者に莫大な利

年
︵一六八七︶
両藩役人が立会い︑川

して国境に取り決めました︒貞享四

加稲と狐地間を流れる川を間之川と

国境をめぐる争いがおこり︑両藩は︑

開発されると尾張藩と長島藩の間で

川を超えて加稲・加稲九郎次新田が

と新田がつくられ︑伊勢側から鍋田

尾張側から森津・芝井・寛延・稲元

より通船に支障をきたすようになり︑

後期になると︑佐屋川が河床上昇に

りませんでした︒しかし︑江戸時代

れた弥富市域には商業の中心地はあ

の渡﹂
のいずれかで︑ルートからはず

﹁七里の渡﹂
か︑佐屋湊から渡る
﹁三里

名宿に至るルートは︑直接舟で渡る

江戸時代︑東海道の熱田宿から桑

宅地開発が進

心 に 商 業 地・

道駅周辺を中

道 路 沿 い・ 鉄

となり︑幹線

性の高い地域

に交通の利便

よって︑さら

動車の供用に

号・ 東 名 阪 自

トに造りかえられました︒

台風高潮によって度々破堤し︑新田

中に
﹁御境杭﹂
が立てられ︑何人も触

佐屋宿の渡船機能は低下して行きま

み︑都市部か

るまでは伊勢国でした︒

は海水に浸かりました︒中には復旧

れることを禁じられました︒杭は︑

した︒明治五年
︵一八七二︶
には︑前ヶ

ら農村部︑海

開発は︑出資

の目処がたたず︑新しい出資者によ

加稲新田と間崎新田︑加稲・加稲九郎

須街道
︵新東海道︶
が完成して︑佐屋

岸部を持つ豊
と三稲新田間に打

江戸時代当初︑弥富市域の主だっ
た土地は市江島の一部および木曽川

ち増しされて行き

地域の歴史

愛知社会科教育海部津島支部研究会

﹃海部・津島の歴史とくらし﹄昭和五九年

﹃十四山村史﹄
平成一一年 十四山村

﹃弥富町史 村絵図編﹄
平成二年 弥富町

﹃弥富町史 通史編﹄
平成六年 弥富町

■参考文献

戦後は︑市内を通過する国道二三

る再開発が行われるまで亡所となる

次・三好新田と稲元・狐地新田の間に

ました︒街道の西端に設けられた前ヶ

街道に替わり公道としての地位を得

かな地域とし

新東海道と前ヶ須湊

新田もありました︒

打たれ︑その後︑開発が進むと富崎

須湊から木曽三川を渡る渡船は
﹁ふた

て発展してい

間之川と境杭

新田と稲狐新田間に︑さらに境新田

つやの渡﹂
と呼ばれました︒交通の要

と海老江川に囲まれた五明輪中で︑

として郡役所・警察署などの官公庁が

ます︒

明治改修以前の五明輪中付近

所となった前ヶ須は海西郡の中心地

ました︒
現在の弥富市で

集まり商業地として発展しました︒

「ふたつやの渡」の碑

江戸時代に伊勢国
に属していた地域
は︑廃藩置県で三
重県に属する事に
なりますが︑明治
一三年
︵一八八〇︶
︑
鍋田川が愛知・三

現在の間之川付近

尾張大橋
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弥富市の新田開発図

地域の治水・利水施設

確保とともに排水路が重要な役割を

干拓された新田では︑農業用水の

︵一八九一︶の濃尾地震よって大規模

事が行われていますが︑明治二四年

には︑鍋田地区で排水目的の改修工

て行きました︒明治一四年
︵一八八一︶

拓の進展に伴って排水状況が悪化し

鍋田川に排水していた内陸部では干

を変更し︑筏川落とし樋門
︵六門樋門︶

川への排水をあきらめ筏川に排水先

が判明しました︒立田輪中は︑鍋田

していたことから失敗であったこと

筏川の用排水利用と
木曽川用水

果たしてきました︒明治改修以前の

したが︑南部の海岸部では︑

れら河川から取水していま

内陸部の灌漑用水は︑こ

した︒

ちをする筏場が設けられま

され︑木曽材流送の機能もなくなり︑

により筏川は木曽川から完全に分離

は逆水止樋門が造られました︒これ

締め切られました︒このため河口に

明治二四年
︵一八九一︶筏川分派点が

策として行われた明治改修によって︑

木曽三川下流域の抜本的な治水対

いた立田輪中が排水先を失ったため︑

また︑これまで佐屋川に排水して

した︒

佐屋川用水に依存することとなりま

した︒弥富市域では︑五之三地区が

設され︑その排出先は筏川となりま

ていた地域のために佐屋川用水が建

ました︒これまで佐屋川から取水し

施設を完成させました︒しかし︑こ

筏川周辺用排水樋門概要図

江戸時代に木曽材の流送に使われていた
筏川は︑締め切り後も用排水路として重要
な役割を果たしてきました︒不安定だった
干拓地の用水確保は︑木曽川用水の完成に
よって解消され︑豊かな農業地帯に発展し
ました︒

当地域には佐屋川と木曽川の分派川

な地盤沈下がおこり︑地域の排水状

明治改修以前の用・排水状況

である筏川・鍋田川が流れていまし

況はさらに悪化して行きました︒

満潮時に筏川・鍋田川のうわ

筏場は今の尾張大橋東詰に移転しま

立田輪中の中央を流れる鵜戸川を南

佐屋川も明治三二年
︵一八九九︶分

の排水計画は︑木曽川の水位が上昇

なる六門樋

用排水を制御していました︒中心と

辺には多くの樋門が造られ︑複雑な

筏川最上流部に位置する六門樋門周

手に引き受けることになりました︒

れた筏川が︑海部郡西部の排水を一

こうした経緯で︑一度は締め切ら

した︒

め筏川河口の逆水止樋門を増設しま

を造り︑さらに排水を円滑にするた

た︒筏川は︑木曽川を流送されてき
た木材を熱田白鳥の貯木場まで運ぶ

水の逆潮取水
︵比重の重い潮

した︒また︑これまで筏川から取水

に延長して鍋田川に排水することに

流点の締め切りが完成し廃川となり

水の表層に浮いた川の水を

していた両岸地域の用水を確保する

なり︑明治三五年
︵一九〇二︶立田悪

佐屋川・筏川の廃川

取水する︶によって用水を確

ため︑筏川の両岸に筏川東西用水路

水路
︵鵜戸川延長︶と中山樋門などの

ルートとして重要な河川で︑河口付

保していました︒

が建設されました︒
時に樋門を開いて行う排水

派点が締め切られ︑翌年には下流合

排水は︑海岸部では干潮
が比較的容易でしたが︑
筏川・

に増設され

︵一九二八︶

昭和 三 年

︵一九一二︶
・

明治四五年

化に伴って

中の排水悪

のが︑立田輪

門 だった も

門は︑当初三

筏川の現況（新筏川橋より下流）

近には木材を一時留め置いて︑風待

六門樋門

３

て六門となりました︒
弥富市域の排水は︑日光川水系宝
川︑鍋田川および筏川︑海岸部では

木曽川用水事業計画

木曽川用水の機能

この地域

木曽川用水は︑農業用水として愛

最大二五・六三㎥を︑工業用水として︑

知県愛西市・弥富市・稲沢市・飛島村︑

昭和五二年

愛知県に毎秒最大六・三㎥︑三重県に

の不安定な

地盤沈下などによって自然流下によ
︵一九七七︶

毎秒最大七・〇㎥を︑水道用水は︑愛

直接伊勢湾に排出していましたが︑
る排水が困難となる地域が多くなり︑
の木曽川用水

知県に毎秒最大一・六㎥︑三重県に毎

筏川水利事業

三重県桑名市の約七八八〇 に毎秒

明治時代の後半には排水機が設置さ
完成でようや

秒最大一・〇㎥を供給しています︒

筏川取水場
︵知多浄水場へ送るポンプ

場︶があります︒

影響する危険性がでてきました︒

鍋田川の塩分濃度があがり︑営農に

受けました︒また︑水源としていた

く︑筏川東西用水路は大きな被害を

たことによります︒この計画は濃尾

保を図る計画の実現要求が高まっ

して濃尾平野全域の農業用水安定確

木津・羽島・佐屋川の四用水を統合

水計画のきっかけは︑既存の宮田・

木曽川用

弥富揚水機場で揚水され木曽川水管

利用しています︒三重県への送水は︑

岸用水路は︑旧筏川東西用水路敷を

富市を流れる筏川東岸用水路・筏川西

旧佐屋川用水敷を利用しており︑弥

水路は︑延長一七・五㎞のほとんどが

木曽川大堰から南に伸びる海部幹線

り︑耕地の集団化も進んで大型農業

排水路・排水機場の整備によって︑か

た︒しかし︑木曽川用水の完成と︑

確保・円滑な排水に腐心してきまし

られてきた弥富市の農業は︑用水の

長い年月をかけて干拓によって造

稲沢市祖父江町馬飼に建設された

その対策として︑取水口を木曽川

用水事業として︑最下流の佐屋川用

橋を通って送られます︒

機械の導入が可能となりました︒末

した︒

用水事情は︑

れ機械排水への転換が行われました︒

く解消されま

昭和一九年
︵一九四四︶から二〇年

五明地点に移す筏川土地改良事業が

水を除く三用水が統合︑昭和三三年

木曽川用水のほか︑弥富市を通る

端までパイプライン化され年間をと

生まれかわった弥富市の農業

計画されました︒事業は︑長年の懸

︵一九五八︶着工の運びとなりました︒

を知多浄水場に運ぶ長良導水事業の

利水施設として︑長良川河口堰の水

年
︵一九六七︶の全国的な干ばつでは︑

塩害の不安は解消されず︑昭和四二

しかし︑五明樋門からの取水でも

中心的な役割を果たしてきた筏

て︑これまで弥富市域の用水の

した︒木曽川用水の完成によっ

全面的に取水が可能となりま

︵一九七六︶に暫定通水︑翌年

■参考文献

の飛躍をもたらしました︒

どを計画的に生産する新しい農業へ

つて泥田と呼ばれた湿田は乾田とな

案であった筏川用排水問題の解決と︑

この濃尾用水事業に参加しなかった

五明地区および鍋田干拓地の用水確

佐屋川用水より下流の地域では濃尾

保を目的として︑五明取入樋門の建

おして二四時間供給される用水は︑

用水第二
︵木曽川用水︶事業を計画し

弥富ポンプ場
︵長良川から取水した水

設︑用水路の改修︑鍋田干拓地まで

水稲以外にも路地野菜・花き・畜産な

にかけて地震による地盤沈下が著し

ha

を筏川取水場まで送るポンプ場︶と

ました︒
事業は︑
昭和四四年
︵一九六九︶

の用水路延長などを行い︑昭和二九
年︵一九五四︶に開始︑昭和三八年

木曽川河川流量が減少したため五明

川東西用水はその役割を終えま

に施工決定が下り︑昭和五一年

取水口で塩分濃度が上昇︑取水でき

︵一九六三︶に完 了しました︒

ない事態がおこりました︒

した︒

地域の治水・利水施設

木曽川用水通水二〇周年記念事業実行委員会

﹃木曽川用水通水二〇周年記念誌﹄平成九年

﹃弥富町史 通史編﹄
平成六年 弥富町

木曽川用水・長良導水施設概要図

弥富揚水機場

４

筏川東岸用水路

680 戸と全国総計の 83％に達しました。そのなかでも高潮の直撃を受けた木

曽三川河口部の桑名郡木曽岬村（現木曽岬町）では全人口の 11％の人がなく

歴史の記録

伊勢湾台風による家屋の全半壊戸数は、愛知・三重・岐阜の三県で 116，

歴史 の
なにが起きたか
記録 その時︑
伊勢湾台風の爪痕

行政区別死者行方不明者数

伊勢湾台風から五十年
昭和三四︵一九五九︶年九月二
六日二一時三五分︑伊勢湾台風
が名古屋港に最も接近した時刻
です︒
戦後最大の自然災害と呼
ばれた伊勢湾台風災害から五〇
年の節目の年にあたった平成二
一
︵二〇〇九︶年は︑この体験を
﹁次世代に語り継ごう﹂と防災訓
練・写真展・講演会・追悼式な
ど多くの行事が各地で開催され
ました︒

激甚な高潮災害
伊勢湾台風の特徴は︑類を見
ない気圧の低さと強風︑これに
伴う異常な高潮の発生でした︒
このため被害は︑愛知・三重両
県の伊勢湾海岸部が最も激甚で
﹁高潮災害﹂とも云われ︑愛知・
三重・岐阜の三県の死者行方不
明者は︑四︑七五五名にのぼり全
国の死者行方不明者の九三％に
達しました︒この伊勢湾台風と
はどんな台風であったのでしょ
うか︑
改めて思い起こしてみま
しょう︒

東海三県の家屋被害状況

なり、桑名郡長島町（現桑名市長島町）では 35％の人が犠牲となった集落が

ありました。

５

輪島

（27 日）

福井
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琵
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気圧・風速と潮位偏差の関係
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伊勢湾台風
潮位偏差3.55ｍ
3

60

70

2

13号台風

主要な三大台風諸元

台風の進路と高潮の発生

台風にともなう高潮の大きさは︑台
風 の 進 路・気 圧・風 速 に よ っ て 決 ま
り ま す︒台 風 に 吹 き 込 む 風 は 反 時 計 回
りですから︑伊勢湾では台風が湾の西
側を北上した場合に南風が吹き続け
高 潮 が 起 こ り ま す︒台 風 史 上 で は 伊 勢
湾台風の進路が最も大きな高潮を発
生させる進路でしたが︑高潮の大きさ
は︑風による﹁吹き寄せ効果﹂と気圧に
よる﹁吸い上げ効果﹂によって生じる
潮 位 偏 差 で 表 さ れ ま す︒吹 き 寄 せ に よ
る海面上昇は風速の自乗に比例し︑吸
い上げによる海面上昇は気圧が一
低 く な る と 約 一㎝ 上 昇 す る と 云 わ れ
ています︒
名古屋港で最高潮位︵標高︶
三・八九 を記録した時の天体潮は〇・
三四 でしたが︑暴風による吹き寄せ
と低気圧による吸い上げによって三・
五五 の潮位偏差が発生し︑未曾有の
高潮となりました︒

m

大きな高潮の可能性

この時の名古屋測候所での気圧は九
六〇 ︑風速は三〇 でした︒
我が国に
は︑伊勢湾台風を上回る室戸台風や枕
崎台風の経験があります︒もし︑これら
が伊勢湾台風の進路を通過したとする
と︑伊勢湾台風を上回るに大きな高潮
が発生することとなります︒
また︑最近
の研究によると︑上陸地点が伊勢湾台
風よりやや西側で北側寄りの進路を
とった場合が︑伊勢湾において最も大
きな高潮が発生することがわかってき
ました︒
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上陸時気圧
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hPa
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0
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東京湾中等潮位（標高 0m)

台風名称

18 時（26 日）
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小牧

910

岐阜
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09.25.21:00 26.5

飯田

905

名古屋港の験潮記録
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松本
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緯度 経度 中心気圧
（北緯）（東経）
hPa

年月日時
金沢

09.25.15:00 24.8

京都

伊勢湾台風進路データ

伊勢湾台風進路図

伊良湖

50

名古屋測候所記録
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