あきよ

なっています。

おり、県下有数の古墳多分布地区と

二〇〇基近い数の古墳が確認されて

と推察されています。現在市内には

してそれぞれ古墳を築造していった

岐川支流に形成された小盆地を開発

響力を持った豪族で、その子孫が土

地域を拠点として東濃地方一帯に影

古墳
（明世町）があり、埋葬者は、当

造と見られる径五七ｍの戸狩荒神塚

とがりこうじんづか

開発されたようで、五～六世紀の築

古墳時代に入るとまず瑞浪盆地が

川を遡ってきたと考えられています。

の文化は木曽川支流・可児川及び土岐

は恵那地方から土岐川を下り、畿内

の伝播ルートは、一般的に東国から

徴を有しています。瑞浪市への文化

遺跡も双方の文化の影響を受けた特

差する接点となっていることから、

東濃地方は、東国と畿内の文化が交

三〇ヶ所以上が発見されています。

かたがた

かかみ

か に

おおい

地域の歴史

戸に宿駅が置かれるコースに変更さ

るコースが廃され、新たに日吉と釜

ひよし

られました。当市域では土岐駅を通

道が整備され新しく宿駅制度が設け

部変更して、都と鎌倉を結ぶ鎌倉街

れると、東山道を改修、コースを一

制も廃れましたが、鎌倉幕府が開か

による政冶が衰えるとともに駅伝の

その後、平安時代末期になり貴族

を免ずる な
｣ ど駅伝制度の維持に努
めています。

年・同一三年に 土｢岐・恵那郡の百姓
の疲弊を助けるために一年間の租税

（八六二）
・同五
うした事態に貞観四年

じょうがん

濃尾平野の東端、木曽谷の入口にあたる東
濃地方の中心都市である瑞浪市は、時代と
ともに東山道・鎌倉街道・中山道が整備され
てきた交通の要地でした。美濃焼の産地と
して知られ、現在も窯業が盛んな地域です。

と き

との記録が残っています。朝廷はこ

が逃げて駅伝に支障をきたしている ｣

ぶ駅子の辛さは他駅の数倍で、駅子

嘉祥三年
（八五〇）付で 土｢岐・坂本
の二駅は道程が長いので、荷物を運

さかもと

従事する者）に大きな負担となり、

運搬を担った駅子
（田を給され役務に

えきし

駅の運営は、駅馬の準備や貢物の

えきば

駅が瑞浪市域にありました。

坂本の八駅が置かれ、このうち土岐

さかもと

大野・方県・各務・可児・土岐・大井・

おおの

れた東山道には、美濃国内に不破・

ふ わ

蘇山ノ道ヲ開ク と
｣ あります。こう
して都と東国を結ぶ官道として開か

ス （
｣ 日本書紀）に始まり、大宝二
年
（七〇二）には 始｢メテ美濃ノ国岐

駅伝の制を定め 処
｢ 々ノ大道ヲ修治

ありました。大化の改新の八年後に

力に進められた施策に官道の整備が

岐郡に属していました。律令制で強

律令制下の当市域は、大部分が土

東山道から鎌倉街道へ

東濃地方の中心都市として
発達してきた瑞浪市
東国と畿内の文化の接点
瑞浪市は、岐阜県の南東部、木曽谷

したが、現在は 中央本線・中央自動

おおくて
かまど

天 徳遺跡
（土岐町）など

てんとく

町）
・大島遺跡
（釜戸町）
・

おおしま

跡が、八瀬沢遺跡
（大湫

や せ ざ わ

市内には縄文時代の遺

して知られています。

とともに美濃焼の産地と

周辺の多治見市・土岐市

セスが向上しています。

り、名古屋方面へのアク

車道・国道一九号が東西に貫通してお

JR

かつては中山道が通る交通の要路で

なっています。

人口が集まり、東濃地方の中心地と

に流れる土岐川が形成した瑞浪盆地に

になっています。市の中央を東から西

て西に流れ、対岸は恵那市・八百津町

隣接し、北は木曽川が深い渓谷となっ

差する地域です。南は愛知県豊田市に

の入口にあたり平野部と山岳地帯の交

戸狩荒神塚古墳

１

れました。

守護大名土岐氏の盛衰
源頼朝が鎌倉幕府を開いた際、当
みつひら

三に追い落とされ、その後の美濃の
支配者は、斉藤・織田・豊臣と目まぐ
るしく変りました。

一日市場
（土岐町）に居館、神箟
（土

守護に任じられ、姓を土岐氏と称し

と呼ばれる一連の戦いが繰り広げら

を西下する徳川軍との間で東濃合戦

軍方の武将が多かったので、中山道

関ヶ原の戦いにおいて、東濃は西

分割統治と中山道

岐町）に鶴ヶ城を構え、周囲の要地

れました。東濃での戦いは持久戦と

地方の有力者であった源光衡は美濃

に一族を配し、さらに市原光善寺を

なりましたが、関ヶ原で西軍が敗れ
じょうきゅう

こうの

建立して菩提寺とし美濃国統治の拠

三給
（大湫村ほか五ヶ村）の村が在る

ひ と い ち ば

点としました。

ような極端な細分統治が行われまし

みつおき

していきます。

関係を結び美濃における権勢を確立

地を回復し、その後は北条家と姻戚

棲しますが、その子光定が直ちに失

で幕府軍に敗れ、浅野
（土岐市）に隠

木曽川九瀬の板橋の渡し・池瀬の渡し

（一二二一）で朝廷方として参戦し、

た。この時点での瑞浪市域は三一ヶ

美濃代官に納めさせることにしまし

したほか、幕府直轄地を多く設定し

については細分して譜代大名を配置

ましたが、西軍方が多かった美濃国

を配下の諸氏に分与する賞罰を行い

方から没収した約四四〇万石の領地

戦いに勝利した徳川家康は、西軍

宿が設けられました。

伝馬制度の宿場として細久手宿・大湫

手～大湫の山上に新道が建設され、

を定めましたが、瑞浪市域では細久

は旧東山道をもとに道幅を広め、宿

中山道の整備を命じました。中山道

に力を注ぎ、慶長七年
（一六〇二）に

江戸幕府は、いち早く道路の整備

光衡の子光興は、承 久の乱

やがて鎌倉幕府の倒幕に貢献した

村・九千七八二石余で、小里氏・岩村

利絶ゆべし と
｣ 言われる権勢を得て、
以降一三代に渡る美濃国守護土岐氏

轄地になる

領が幕府直

組み込まれ

た平坦地に集積するようになり、現

人口・産業などが瑞浪盆地を中心とし

土岐川沿いに中津川まで開通すると、

ました。明治三五年国鉄中央西線が

土岐川に沿ったルートに変っていき

たので次第に廃れ、主要な交通路は

と山上に開かれた新道・新宿であっ

制の存続が図られましたが、もとも

明治になってしばらくは中山道駅

市街地形成と美濃焼の発展

ほそくて

土岐頼貞は、足利幕府開府により初

松平氏・明知遠山氏・木曽衆九氏に分

の基礎を築きました。平安時代末期

など変更が

よりさだ

代美濃国守護となり、南北朝期には

治され、その後、木曽衆が尾張藩に

た。

たことで合戦は終結しました。

細久手宿

武家方として活躍、幕中諸家の筆頭

より当地を拠点としてきた土岐氏で

あったもの

よりとお

として重んぜられ、 土｢岐絶えなば足

すが、頼貞の子頼遠の代で守護所を

の、一村四
給（ 一 日 市

なが も り

守護大名として美濃を支配してき

場村）
・一村

たり小里氏

長森
（岐阜市）に移しました。
た土岐氏は、戦国時代に家臣斉藤道

在の市街地形成の基盤となりました。

江戸時代から続く主要産業である

古美濃焼
（陶窯）
・新美濃焼
（磁窯）は、

伝統工芸として継承される一方、近

代的な窯業に発展し和洋食器から

ニューセラミック製品にいたるまで、

あらゆる陶磁器が生産されています。

最近では
「みずなみ焼き」のブランド

化が進み、地元陶磁器産業の更なる

発展の起爆剤として期待されていま

す。また、単一産業から複合型産業

構造への転

換を図る工

業 団 地「 瑞

浪クリエイ

ション・パー

ク」事業も

完了し、企

業誘致が進

んでいます。

■参考文献

『瑞浪市の歴史』昭和四六年 瑞浪市
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土岐氏居館跡

瑞浪市における時代別主要道路

需要が大きく、大

の住宅地としても

らに名古屋市郊外

浪市土岐町で土岐川に合流する小里

しく悪化し、白濁した 白｢い川 と
｣呼
ばれるほどになりました。特に、瑞

三〇年代後半から土岐川の水質が著

土岐川の水質汚濁は昭和四五～

土岐川現況

地域の治水・利水施設

全国で一番高く、しかも浄水施設の

得て東濃地方の利水の将来について

岐阜県は昭和三九年、国庫補助を

瑞浪市・土岐市・多治見市は、都市用水の
水源を土岐川に依存していましたが、土
岐川の水質悪化と、発展に伴う水需要の
増大に対応するため、水源を木曽川に求
めて東濃用水を建設しました。

機能を越えるような状況となって、

速な発展の可能性を考慮し、長野県

調査検討を重ね、国鉄中央本線の複

山口村
（当時）の関西電力ダムから取

緊急に新規水源を確保する必要に迫

一方、木曽川流域である中津川市・

電化や中央自動車道の建設に伴う急

恵那市は、生活圏が段丘上に位置し、

水する 東｢濃地区都市用水供給施設計

取水では安定した用水確保が望めな

に対して、水量の少ない支流からの

口の増加や産業の発展に伴う水需要

流を水源としていました。両市も人

す。昭和四五年、県営上水道供給事

再検討された計画が発表されていま

はなく、昭和四二年には水源を含め

画 ｣をとりまとめました。しかし、
この計画がそのまま実行されること

表され、翌年には厚生省（当時）の

給水事業を進めるよう強く働きかけ

岐阜県に対して県営水道事業として

過ぎました。そこで、東濃各市町は

自治体単独では財政的な負担が大き

たが、他に水源を求めることは、各

対応できないところまで来ていまし

土岐川や木曽川支流からの取水では

このように東濃地方の水事情は、

一部が譲渡されて牧尾ダムに一・三立

用）に協議が成り立ち、その水源の

水転用時
（農業用水の都市用水への転

した。なお水源手当は愛知用水の用

一五七，九二五立方メートルとしま

三二九，五〇〇人、一日最大給水量は

町に供給するとし、計画給水人口は

市・瑞浪市・土岐市・多治見市・笠原

口ダムから取水し、中津川市・恵那

事業認可を受けました。計画は、山

ました。

東濃用水道の建設計画

業として東濃用水道の建設計画が発

３

い状況が発生していました。

が困難であったため、本川に注ぐ支

木曽川流路との高低差が大きく取水

られていました。

東濃地方の発展を支えた
東濃用水道事業
限界を迎えた土岐川利水
ゆうだちやま

土岐川は岐阜県恵那市の夕立山に
源を発し、瑞浪市・土岐市・多治見市
の盆地を流れ、愛知県に入って庄内
川と名前を変えて名古屋市港区で伊
勢湾に注ぐ一級河川です。
この土岐川に沿った盆地に瑞浪市・
土岐市・多治見市の

規模集合団地が開

川は、流域で窯業の原料となる粘土

市用水を個別に土

四八年ごろに最悪となり、最も下流

お り

発され人口増加が

の製造が盛んで、特に汚濁した河川

岐川より取水して

で取水する多治見市の浄水コストは

となっていました。

いましたが、昭和

三市は必要な都

著しい地域です。

してきました。さ

紙工業などが発達

電気工業、木工・製

陶磁器産業、精密・

市街地が形成され、

東濃用水道位置図

方メートル／秒、平成三年に管理を開
の取水施設・

木曽川から

水施設の建

始した阿木川ダムの運用により〇・八
開始した味噌川ダムに 〇・三立方メー
設が進めら

浄 水 場・ 送

トル／秒が確保されています。
れ、取水施

和四六年七月から着手され、特に汚濁

たことがわかります。建設工事は、昭

る必要に迫られるほど深刻な状況だっ

時の土岐川の汚濁が、緊急に手当てす

的な措置が盛り込まれていました。当

し原水を各市の浄水場に提供する暫定

水に先立って、土岐川上流部から取水

事業計画には、木曽川からの本格取

ことから、

砂が大きい

口ダムの堆

したが、山

されていま

取水が予定

ダムからの

画では山口

は、当初計

設について

の著しい小里川より上流の瑞浪市土岐

昭和四八年

東濃用水の建設

町市原に取水施設を設け、昭和四八年

に関西電力
落合ダムに

五月に供給を開始しました。
一方、引き続いて本給水に対応する

変更されま
した。取水された水は高揚程ポンプ
で中津川浄水場に送られ、ここで浄
水となって各市町の給水施設に送水
されます。昭和五一年一〇月に全て
の工事が竣工し、一一月より全計画
区域に給水を開始し、同時に土岐川
からの取水は停止されました。

安定供給に努める東濃用水
東濃用水は、安定した都市用水を
供給することで、東濃地方の発展に
大きく寄与してきました。しかし、
この間、自然災害など困難な問題に

この噴火による水質悪化が懸念され、

御岳山の南に位置する牧尾ダムは、

周辺地域に火山灰が降り続きました。

岳山（三，〇六七ｍ）が突然噴火し、

昭和五四年一〇月二八日早朝、御

市）
、平成一〇年に雀子ケ根調整池
（恵

るため、平成九年に肥田調整池
（土岐

水質事故・送水管の事故などに備え

その後、東濃用水は災害時・水源の

日間を要する事故も起こっています。

瑞浪市内で送水管が破断し復旧に三

避されました。この平成六年には、

実際に牧尾ダムへ注ぐ王滝川は、ダ

那市）
・中津川調整池を建設するなど

も直面してきました。

ムの流入地点付近でセメントを溶か

安定供給に努めています。

川上流などの水質検査を実施し、水

は、翌二九日に落合取水地点や王滝

の合理的対処のため、東濃用水と同

東濃西部地域における水需要増加へ

平成一六年には、危機管理の充実と

すずめこがね

ひ だ

したように白濁しました。東濃用水

が大きく下回り、水質

源地域で

時進行で建設・運営されてきた 木｢曽

川右岸上

監視体制に万全を期しました。昭和

五九年には御岳山南東地域を震源と

水道用水

供給事業

する長野県西部地震が発生し、大規

模な崖崩れと斜面崩壊、土石流が起

（可茂上水

道用水） ｣

こりました。この地震により大量の

土砂が牧尾ダムに流れ込み、落合取

を統合し、

「岐阜東部

水地点でも高濁度化やマンガン濃度

の上昇などの水質悪化が見られ、長

上水道用

業」とな

水供給事

期に渡って水質監視が強化されまし

平成六年は五月から少雨傾向が続

りました。

た。

き、六・七月が空梅雨となる異常気象

■参考文献

により八月に牧尾・阿木川ダムが枯

渇する事態となりました。東濃用水

『木曽三川流域誌』

平成一七年 岐阜県東濃用水道事務所

『東濃用水道のあゆみ』

平成四年 建設省中部地方整備局

では節水率二〇％を越える節水を実

施し、住民は経験したことのない夜

間使用禁止など不便な生活を強いら

れました。さらに八月二二日からは、

一二時間断水まで関係機関で決定さ

れましたが、農業用水利用者の理解

が得られ断水という最悪の事態は回

地域の治水・利水施設

牧尾ダム

４

ph

中津川浄水場
窯戸減圧槽

立方メートル／秒、平成八年に管理を

落合取水場

下）に至る堤防です。

潮除堤より南側の地は、潮汐

きました。
本稿では、潮除堤南側での輪中の

の影響を受ける低湿な地帯であ

いりひ

り、潮除堤が建設された後、新

田が近世初頭から徐々に南に向

けて開発され、多くの輪中が形

なお、飯田汲事は古木曽川の

くめじ

成されました。

水以前の古木曽川は、各務原市の

河道変動について、河道変動は
岐阜市南境の境川筋を流れて大垣市

チュード八・一前後）による地割れ、

洪水前年に発生した天正地震
（マグニ

江川に二艘の計一四艘伏せ込まれま

一二艘、大江川の西側を南流する中

残で悪水排水幹川である大江川に

歴史記録

墨俣町と羽島市小熊町西小熊の間で

地盤沈下・液状化などの地変による、

おぐま

長良川を合流していました。合流後、

した。堤防建設からほぼ二五年後の

げんおう

潮除堤は一三一九
（元応元）年に造

一六三一
（寛永八）年に、潮除堤の圦

樋は民間請負で大圦五艘、小圦五艘

の新設と古圦四艘の修理が行われて

れています。安藤満寿男は潮除堤に

一三一九年説には疑問が投げかけら

長一一）年に形成され、高須輪中最

一六〇〇
（慶長五）年から一六〇六
（慶

大榑川と潮除堤間の古高須輪中は

います。

ついて、土木工事巧者の高須初代藩

南端の金廻輪中
（明治一六年に伊勢の

けいちょう

主・徳永寿昌が、一六〇六
（慶長一一）

国から岐阜県に編入）は、第二代桑

ながまさ

年からわずかに遡る年次に築いた、

名藩主・本多忠政によって一六〇一年

潮除堤防には圦が、古木曽川の名

から一六一八
（元和四）年の間に形成

げんな

と推察しています。

られたとの記述もありますが、近年、

かんえい

と推測しています。
古木曽川の派川である大榑川途中か
ら南流して現海津市を図一のように
ほぼ東西に分け
ていました。
図一左下隅の
潮除堤は、揖斐
おじま

川左岸の西小島

村（海津町西小
島）から南東の
長良川右岸の森
下村（海津町森

潮除堤以南の輪中の形成と圦の設置

南流した古木曽川の主流の一つが、

み い や ま

三井山
（標高一〇九ｍ
）の南を通り、

一五八六
（ 天 正 一四）年の天正洪

てんしょう

天正洪水以前の古木曽川河道と天正洪水

建設経過の概略を述べます。

形成につれて設置されてきた圦樋の

写真 1 海津市海津町萱野に今も残る潮除堤（中堤）

５

図 2 1736（元文 1）年頃の本阿弥輪中の開発（『本阿弥輪中』より）

高須輪中の圦樋の設置
― 明治以前まで ―
はじめに
岐阜県の最南端に位置する岐阜県海
津市の平田町と海津町は、海津市北端
おおぐれがわ

を大榑川に、西側を揖斐川、東側を長
良川に挟まれ、南端部は揖斐川と長良
川の瀬
（背）割堤に接続した、川に囲
まれた輪中地帯です。
太古の時代、この地域は伊勢の海が
波打つ浅瀬で、木曽三川からの流出土
砂が洲を形成した地であり、洪水被害
しおよけ

に遭いながらも、自然堤防を利用した
部分堤防や尻無し堤、さらに潮除堤
（中
堤とも呼称）によって生活が守られて
図1 古木曽川の流路図（『木曽三川流域史』より）

されたと考

えられてい

ます。
本阿弥新

田の開発に

際し、本阿

弥新田と高

須輪中東南

端に位置す

る揖斐川の

入江・満中池とを画する横手堤
（長さ
約四二〇ｍ）が構築されました。
けいあん

一六四九
（慶安二）年の本阿弥・沼
輪中の形成で、横手堤に大江通
（大江
川）の圦七艘、中江通
（中江川）の二
艘、本阿弥新田江東と深浜村の悪水
を排除する一艘の計一〇艘が江下げ
で設置され、本阿弥新田がこれらの
経費と管理費をすべて負担しました。
じょうおう

さらに、一六五二
（承応元）年に帆引
新田が揖斐川沿いの自然堤防を利用
し、かつ、既存の柳湊、本阿弥・沼両
輪中の堤防を利用して開発され、満
中池へ圦樋四艘
（他村用三艘、自村用
一艘）が帆引新田の負担で設置され
ました
（図三は安田村からの圦一艘欠
めいれき

落）
。また、一六五七
（明暦三）年に
七右衛門新田が開発され、圦樋一艘
が設置され、満中池へ排水する圦の
総数は一五艘となりました。

弥新田から満中池
（約一・〇㎢）への
排水が極めて悪化し、本阿弥新田の
石高は大幅に減少しました。そこで、
排水改良のために、満中池は万寿新
田に開発されました。
第九代笠松郡代・辻甚太郎は満中
池を埋め立て、半分
（〇・五二㎢）を
耕地に、残り
（〇・四七 ㎢）を水路に
して満中池北端の横手堤の圦を揖斐
川まで江下げする計画を立てました。
きょうほ

工事は一〇年の歳月を経て一七三二
（享保一七）年に完成しました。
絵図四は、満中池の開発に伴う、
既開発の七右衛門新田、帆引新田な
どの悪水路の開削と圦の設置の計画
図であり、同図上方に当面の調節池
としての
「当分池
（〇・〇九㎢）
」が見
られます。
万寿新田内に八本の新江
（排水路）
を掘り、揖斐川左岸に接する万寿新
田南端の新堤約七八〇ｍ
に一九艘の
圦を伏込みました。内訳は、七右衛
門新田の圦一艘を新堤西端に設置し、

福江村江通二艘、古中島村

大江通東側の四本の新江に、

一四艘）を江下げ、新たに

まで横手堤と同数の圦（計

通の一艘から大江通の七艘

万寿新田西側の帆引新田江

ています。

一七四二年）に平均四七石に激減し

工事終了後の一〇年間（一七三三～

一七二二年）の平均石高二九四石が、

新田開発以前一〇年間（一七一三～

例えば、本阿弥輪中の石高は、万寿

万寿新田が完成した一七三二（享

瀬割堤を移動）し、中江通に新たに

（深浜村江通）の圦で代用
（両江通の

場所的余裕がなく、一艘分を中江通

江通に圦三艘の増設を希望したが、

四～六）年頃の絵図五は、「大

一七八四～一七八六
（天明

艘、船通し水門二艘）が破壊されま

通の圦や中江通の六艘の圦（圦樋四

体を揺るがした万寿騒動では、大江

手抜き工事が原因との風説で輪中全

（吹抜け）が八回も発生しています。

一〇六年間に、万寿新田の圦の破壊

勃発の一八三五（天保六）年までの

てんぽう

保一七）年から万寿騒動
（百姓一揆）

一艘新設」した絵
（部分）図です。三

した。

さらなる江下げ

万寿騒動より四五年程前の

川沿いや木曽川の堤防さらに潮除堤

一七八九
（寛政元）年の洪水で、揖斐

多くの圦が揖斐川の堤防に設置さ

この洪水による万寿新田の復旧計

新田が水に沈みました。

が決壊し、万寿新田をはじめ多くの

きく減少

反して大

穫は期待に

などで、収

閉操作不良

る門扉の開

の土砂によ

積した多量

扉内外に堆

る破壊、門

れましたが、圦は揖斐川の増水によ

した。

れた圦の総数は実に二二艘となりま

一〇艘となり、揖斐川堤防に設置さ

現し、大江通の圦は当初の七艘から

艘の増圦は一七八三
（天明三）年に実

てんめい

の四艘を設置しました。

江通一艘、金廻村江通一艘

図 4 満中池を開発する際の悪水路や圦の計画図
（「高須輪中圦樋場絵図」（岐阜歴史資料館蔵））

しました。

歴史記録

図 6 復旧工事案（「万寿新田圦樋之儀金廻輪中掘割江下ヶ絵図」
（部分、岐阜歴史資料館蔵））

６

万寿新田の開発と圦樋の被災
揖斐川からの土砂の堆積で、本阿

図 5 大江通に中江の圦を代用
（「万寿新田大江中江通圦樋新古仕訳絵図」
（部分、岐阜歴史資料館蔵））

図3 1716（享保1）～1725（同10）年頃の満中池に堆積した砂の状況
（『本阿弥輪中』より）

画が三案検討され、そのうちの二案、
①新江を金廻輪中の中央部に掘削し
圦三艘を設置して排水する案と②金
廻輪中の北側の西半分に新江を作り
揖斐川に排水する案は、金廻輪中の
反対で実現しませんでした。
かんせい

絵図六は、一七八九
（寛政元）年以
後数年の作成と推測される第三案で
あります。金廻輪中西側の揖斐川左
岸堤に沿って新江を掘り、新江の流
末に圦を新設して、福江村と万寿新
田の悪水を揖斐川に排水する案です
が、工事は行われませんでした。
大江通の江下げ工事が明治維新間
近の一八四二～一八四七（天保一三
～弘化四）年に行われた時、上記の
一七八九年に計画された福江村江通
の江下げも行われました。
絵図七は大江通や福江通の金廻輪
中の西側への江下げです。絵図には、

江下げした大江通の中ほどで揖斐川

②金廻村圦とその周囲に猿尾を造り、

歴史記録

大いに貢献しています。

なお、①の新造された古中嶋村圦

③水門大樋と外河堤を築き、④福江

樋は、長さ五間
（内法高五尺三寸、横

に排水する圦とその堤外地に猿尾状

で両岸から張り出した構造物の真中

『百輪中旧記と古高須輪中の成立期』

■参考文献

に設置された圦
（橋圦）が描かれてい

二間半）の圦樋です。②の金廻村圦

７

『木曾三川流域史』第四章

編集発行海津町 昭和五九年

『海津町史通史編下巻』

編集発行海津町 昭和五九年

『海津町史通史編下巻「高須輪中内圦入札乃帳」
』

名古屋大学出版局 一九八七年

『天正大地震誌』飯田汲事

ます。また、福江通の流末にも猿尾

二間の圦樋に自普請で改築していま

安藤満寿男 岐阜史学七二号

写真二は高須排水機場下流・大江川

す。③の水門大樋は、大江通の両岸

が大江通の途中に設置された圦樋で

の新しくなった大江排水機場と大江

から張り出した構造物
（絵図七参照）

状の構造物と二艘の圦が描かれてい

排水水門であり、大江川の左岸側が

の橋圦を指すと推測されます。潮除

あり、内法一間の圦を江下げで内法

福江川で、流末には福江油島排水機

編集木曾三川流域史編集委員会 平成四年

『海津町史 通史編下』

編集発行海津町 昭和五九年

『本阿弥新田』松原義嗣

二宮書店 昭和五二年

『海津町史上』

『
「金廻輪中絵図二・二四 三
- 」美濃郡代笠松

安藤満寿男 木曽川上流工事事務所

陣屋堤方役所文書絵図解説目録』

海津町石亀と海津町札野の両排水機

『海津町史 資料編二』

昭和六〇年

いで操作されました。

『岐阜県治水史 下巻』

と高須排水機場が設置され、排水に

町万寿新田には、中江帆引排水機場

在、江下げした圦樋が集中した海津

われてきたことを概観しました。現

とともに圦樋の増設が果てしなく行

輪中の形成につれ、排水路の整備

おわりに

＊史料には
「長弐間」と印刷されているが、前
後の文より一二間とした。

場は大江閘門の開扉時間との兼ね合

いしがめ

水門）であり、明治期に設置された

水門大樋は後の大江閘門
（大江排水

に修築されています。

請で、長さ一六間
（内法高六尺横四間）

一八六四
（元治元）年の春定式修理普

横四間）の橋圦を自普請で造った後、

に際して、一二間
（＊）
（内法高八尺、

堤に埋設されていた圦樋を、江下げ

嶋村
（海津町古中島）圦樋を新設置し、

江下げによる新規の圦は、①古中

大江通の圦樋江下げについて

場が設置されています。

ます。

樋二艘を設置しています。

写真 2 大江川と福江川の流末

の構造物が描かれ、さらに、下流部

図 7 1842（天保 13）年～ 1847（弘化 4）年以降の絵図／左側は大江通と福江通の
江下げ部分の拡大（「金廻輪中絵図」
（岐阜歴史資料館蔵））

二〇一一年三月一一日東日本を襲撃

言われ、長島城をはじめ真清田神社

天正地震は、マグニチュード八弱と

中でも、一五八六
（天正一三）年の

られたという。この年に築立された

各地で民家の倒壊、液状化現象がみ

この地域においても被害が大きく、

の広範囲に及んだと言われている。

れ、その震域は関東から九州にまで

いても有数の地震であったことは言

設立されるなどわが国の歴史上にお

この地震によって震災予防調査会が

な被害をもたらした地震と言えよう。

災は、周知のごとくこの地に壊滅的

一八九一
（明治二四）年の濃尾大震

愛西教育委員会 石田泰弘

てんしょう

あげてみると表１のようになる。

一八五四年地震について

した大震災は未曾有の大惨事となった。

等も倒壊したと言われる。この天正

神戸新田はこの地震のために地盤沈

うまでもない。震災の九年後に発表

はじめに

この地域も数年来東海地震が襲撃

地震の震源地は伊勢湾とするという

下し再開発することとなったという。

するのではないかと言われ久しい。

説もあり、我々の危機感を一層高め

過去の歴史を紐解いてみると、こ

てゆかん」とあるようにそ

の惨状を物語る。

一九四四
（昭和一九）年の

東南海地震、その翌年の三

河地震は前者がプレート型、

後者が直下型の地震で年こ

そ違え、両者は一ヶ月の間隔

をおかずに勃発した。この

地震は戦時下ということも

つまび

あって報道されず、その被

害状況は詳らかではないが、

各地で液状化現象がみられ、

森勇一
『名探偵ガラスの雨が

降る夜』によれば、
牛が沈み、

研究資料
8

された
「鉄道唱歌」にも
「名高き金の

1945
1946

おうむろうちゅうき

1923
1944

当時の尾張藩士の記録
『鸚鵡籠中記』

1909

るのではなかろうか。

1899

の木曽川下流地域においても多くの

1891

鯱は 名古屋の城の光なり 地震の

1854

によれば、
この地震の前にはフラッシュ

1854

ほうえい

1854

一七〇七
（宝永四）年の宝永地震は、

1819

地震を経験していることがわかる。

1802

はなしまだ消えぬ 岐阜の鵜飼も見

1714
1731
1783

東海・東南海・南海連動型地震と言わ

1666
1669
1677
1707

和暦 月 日 被害状況等
保安 ５
2
甚目寺が地震にて破壊
応永 ７
東海地方大地震（被害不詳）
応永32 閏6 17 尾張強震
応永32
7 1 尾張強震 6･13･26日にも地震
永正 ７
8 7 尾張･三河に大地震 8･27日にも地震
天正13 11 29 夜半頃近畿から東海道にかけて地震、
家屋の全半壊400戸、死傷者多数。真
清田神社楼門、回廊、社殿等全半壊
文禄 ５ 閏7 5 尾張に強震
慶長 ９ 12 16 夜8時頃大地震、M7.9
慶安元
4 22 尾張に強震
慶安 ２
6 20 尾張・三河に強震
寛文 ２
5 1 正午すぎ、近畿・東海地方大地震、犬山
城石垣破損
寛文 ６
4 28 尾張･知多半島に津波襲来、新田を破壊
寛文 ９
6 2 名古屋城の石垣崩れる M5.9
延宝 ５ 10 9 関東南部に地震、尾張にも津波
宝永 ４ 10 4 午後3時頃地震。震域は関東から九州に
わたる。尾張では民家の倒れたところ
多く、地割して泥水が噴出、田畑をお
おったところもあった。津島村では家
屋全半壊170軒、藩領内堤防被害延長
9km
正徳 ４ 12 27 夜地震
享保16 10 14 大地震、荷之上村にて噴砂
天明 ３
7 7 浅間山大噴火、翌8日まで戸障子ひび
く、地震のごとし
享和 ２ 10 22 午後4時頃、尾張強震、海東郡辺では地
割れして噴砂あり
文政 ２
6 12 午後2時すぎ、伊勢･美濃･近江･尾張で強
震M7.4
嘉永 ７
6 15 午後8時頃、東海･近畿地方に大地震、
震源地伊賀盆地、M6.9 津島では市
中破損、負傷者多数、前震13日12時2
回、14日2時大地震、15日30回ほど地
震
嘉永 ７ 11 4 午前9時15分頃、東海･近畿･四国地方
にわたる大地震、震源地遠州灘東部、
M8.4、伊勢湾沿岸部津波
嘉永 ７ 11 5 午後5時頃、東海･畿内･東山･南海･山陰
･山陽、尾張藩における被害状況は、死
者-4、家屋等倒壊-4081軒、田畑被害
-6940石等
明治24 10 28 濃 尾 大 地 震 、 震 源 地 揖 斐 川 上 流 域 、
M8.4
明治32
3 7 紀伊大和地震、午前9時54分頃尾張南
西部等にて地震、蟹江町では醸造中の
酢･酒が溢れ出た。
明治42
8 14 江濃地震、午後3時31分頃強震、尾張
北西部にて軽微な被害
大正12
9 1 関東大震災
昭和19 12 7 東南海地震、午後１時36分頃、震度
5、津島町等では旧河川または水田埋
立地に建てられた家屋の被害が多かっ
た、沈下や隆起もみられた
昭和20
1 13 三河地震、名古屋震度4
昭和21 12 21 南海道地震、名古屋震度4、震源地紀伊
半島沖、尾張西部地方を中心に被害、
津島町では負傷者-3、家屋の全壊-36、
半壊-124、工場の全壊13、鍋田村では
死者-1、負傷者-2、家屋の全壊-10、半
壊-７

現象や地震雲が確認されたという。

1596
1604
1648
1649
1662

大きな災害をもたらした地震をとり

表１ 木曽三川下流域の大地震

西暦
1124
1400
1425
1425
1510
1586

石田 泰弘 氏
1964年1月2日生まれ
中央大学文学部史学科国史学専攻卒業
1988年3月、愛知学院大学大学院文学
研究科歴史学専攻修士課程修了
現在
愛西市教育委員会社会教育課勤務

砂の柱が何本も立ったと言

われている。

こうした地震のほかに、

この地域を襲撃した地震に

一八五四年の一連の地震が

ある。以下、この一八五四

年にこの地を襲撃した一連

の地震を取り上げ、その様

相を垣間見てみることにす

る。

表 2 1854年地震被害状況（海部地域分抜）

図 1 東海・南海地震の被害状況（愛知県史 別編 自然 付録 CD-ROMより）

一八五四年地震

表１をみると、一八五四年の六月

一五日、一一月四日、同五日の三回に

注）家数は尾張徇行記から抜粋

全壊率
0.56
2.42
3.33
2.70
2.27
0.86
2.44
1.20
1.06
1.92
0.71
3.04
0.47
1.56
2.94
2.82
2.50
3.91
1.60
2.44
1.67
0.36
8.00
1.36
1.08
12.50
3.03
1.89
2.11
7.50
5.00
18.57
33.33
64.29
2.25
7.69
9.46
4.44
4.51
1.59
0.91
2.82
0.68
0.00
0.00
1.89
0.90
2.44
1.04
1.07
2.03
0.80
4.35
0.76
3.45

倒壊率
0.56
2.42
6.24
2.70
2.27
0.86
2.44
1.20
1.06
1.92
0.71
3.87
0.47
4.69
2.94
2.82
2.50
3.91
2.40
2.44
1.67
0.36
8.00
3.18
1.08
12.50
3.03
1.89
2.11
7.50
5.00
83.81
50.00
92.86
2.25
99.15
9.46
4.44
4.51
1.59
0.91
2.82
0.68
29.41
0.00
1.89
0.90
2.44
1.04
1.07
2.03
0.80
4.35
0.76
7.84
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ここでは伊賀、東海、南海の三つの

うち、特に東海、南海地震をとりあ

げることから一八五四年地震と称す

ることにする。

一八五四
（嘉永七）年一一月四日東海

表１をみてもわかるように、

この翌一八五五年一〇月に江戸

亘って地震がこの地を襲撃している。

地震が、その三二時間後の翌五日に

いわゆるあんせい

一八五四年東海・南海地震の被害状

で所謂安政江戸地震が勃発してお

一八五四年の一連の地震を安政伊賀

況を図化すると図１のようになろう。

南海地震がこの地を襲撃している。

地震、安政東海地震、安政南海地

この図をみると伊勢湾沿岸地域と

り、その影響から前年に勃発した

震と呼ばれている。しかし実際には

木曽川流域に被害が大きかったこと

かえい

一八五四年一一月二七日に嘉永から

がわかる。

さらに海部地域の被害状況を表化

安政へと改元されていることからす

れば嘉永七年時にこの地震は勃発し

表２は、倒家数、半倒家数を表化

するとともに、地誌等で当時の家数

すると表２のようになる。

震、南海地震、豊予海峡、一八五五

をひろい、倒家数を家数で割り、全

ており、正確には安政地震とは言い

年には飛騨、宮城県沖、江戸、さら

壊率、倒家数と半倒家数を足して家

難いのだが、伊賀地震以降、東海地

に一八五六年には三陸といったよう

数で割り倒壊率を求め被害状況を記

ほうよ

に連動するかのように各地で地震が

したものである。

海部地域において最も倒家が多

勃発していたことから総称し、安政

をその名称に付す場合が多い。ただ

地域
家数 倒家 半倒家
佐屋
179
1
0
六条新田
165
4
0
津島
1,650
55
48
鯰橋
37
1
0
北神守
44
1
0
南神守
116
1
0
大坪
41
1
0
下田
83
1
0
川部
94
1
0
須成
208
4
0
今
141
1
0
蟹江本町
724
22
6
蟹江新町
212
1
0
西之森
128
2
4
金柳
34
1
0
神尾
71
2
0
白浜
40
1
0
鹿伏兎
128
5
0
中一色
125
2
1
甘村井
41
1
0
北一色
60
1
0
大井
281
1
0
善太新田
50
4
0
蟹江新田
220
3
4
本部田
93
1
0
上押萩
16
2
0
亀ヶ地新田
33
1
0
鮫ヶ地新田
53
1
0
鳥ヶ地新田
95
2
0
鳥ヶ地前新田
40
3
0
服岡新田
60
3
0
飛島新田
210
39
137
朝日新田
12
4
2
政成新田
70
45
20
稲元新田
89
2
0
八穂新田
117
9
107
鎌島新田
74
7
0
芝井新田
45
2
0
平嶋新田
133
6
0
前ヶ須新田
63
1
0
鯏浦
219
2
0
五之三
71
2
0
西保
147
1
0
三稲新田
17
0
5
森津新田
74
0
0
中萱津
53
1
0
森
111
1
0
千引
41
1
0
甚目寺
192
2
0
勝幡
187
2
0
草平
148
3
0
二子
125
1
0
上古川
23
1
0
東川
131
1
0
計
7,614 263
334
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てはいないと言えよう。むしろ、新

その全壊率や倒壊率はさほど突出し

かったのは津島村であった。しかし
一目連権現様出現かと思われた。夜

の方で雷鳴のように鳴り響き、多度

翌五日の夕方又地震があった。西

知県に伝わる気象に関する俚諺を集

知県名古屋測候所から発行された愛

という史料がある。一九〇一年に愛

尾張国海 西郡荷之上村
（現弥富市）

現象が重要な問題であることが指摘

この地域においては、やはり液状化

地震の項をみると次のようにある。

面白い。

その俚諺集を紐解いてみると実に

い。

現在でも通用する俚諺も少なくな

言ではない。

には盛り込まれているといっても過

産に他ならない。先人の叡智がそこ

する先人たちの経験から得られた所

わされていることわざで、気象に関

俚諺というのはその地域で言い習

めたものである。

以上、一八五四年地震についてみ

よう。

覧」
（個人蔵）という全国の地震の被

てきた。東海地震と南海地震が連動

おわりに

地震の惨状を窺い知ることができ

うかが

中もずっと揺れたという。

まさなり

田とりわけ一九世紀にはいって開発
はっぽ

とびしま

された八穂新田
（現弥富市）
、政成新
田、飛島新田
（現飛島村）の被害状況
が大きかったことが指摘できる。こ

災状況を記した史料によれば、桑名

した所謂連動型の地震であったため

の地震の後に作成された「世直り一

では
「人家多くそんじ、津浪にて海辺

この地域に甚大な被害をもたらした
今次の東日本大震災において、津

大そんじ」とあり、
四日市においては、
軒の家屋倒壊が見られたという。白

波の問題が取り上げられ、関心が津

ことが窺える。

子・津・松坂あたりでも津波の被害が

波に集中しているような感があるが、

津波記事こそ見られないが三～四〇

あったという。
の豪農服部弥兵衛家に伝来する記録

できよう。津波自体の問題もそうで

に の う え

から当時の様子をみると次のように

あるが、液状化現象によって堤防等

かいさい

なる。

現代の科学が進歩を遂げたといっ

が崩壊しては全く意味がない。液状

ても、地震を予知することは難しい。

一一月四日の早朝より地震があり、

はあまり被害はなかったが、村内の

化現象への対策こそ喫緊の課題であ

一部では地盤沈下等がみられた。当

ではどうすればよいのか。無論日頃

長時間ゆれた。六月の伊賀地震より

日は地震が何度となくあり、佐古木

からの危機意識と対策を講じること

ると考える。

（現弥富市）の庄屋が来て語るには、

は重要であることはいうまでもない。

も強い揺れであった。服部家自体に

高さ六尺程の津波が押し寄せたとい

ここに筆者は、一つ先人の知恵か

なかいしき

う。中一色
（現津島市）辺りの日光川

ら学ぶことを提言したい。
体験者からの聞書や史料に基づい

では、堤が地震によって沈下したた
め津波で一騒動あったようだ。夜中

びさんきしょうりげん

て、
対策を講じることは重要であろう。
愛西市教育委員会に
『尾三気象俚諺』

霖雨の後ち晴穏なれば地震

天地朦朧として蒸熱きは地震

晩春冷気数日に亘る時は地震

雉子忽ち啼けば地震の兆

冷気催すは地震の兆

地震して雉子啼く時は震返しなし、

啼かざる時は震返しあり

地震は凡て天気の変り目に多し

地震といえば鯰なんていうのがよ

く言われるが、先人たちによれば、

どうも鯰より雉子の方が有効のよう

である。
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もずっと揺れていたため安眠できな
かった。

世直り一覧（個人蔵）

