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後期から古墳時代初

いては、弥生時代の

が始まった時期につ

当地域で人の居住

していたと推定され、
「和名類聚抄」に

古代律令制下では尾張国海部郡に属

古学上第一級の史料となっています。

に発掘されており、尾張南西部の考

生時代後期と古墳時代の土器が多量

宇太志神社

地域の歴史

どにその遺構が見られますが、洪水

たものが、嘉保三年
（一〇九六）改め

た。立石御厨は往古から神領であっ

愛西市の北西部は、かつて八開村と呼ばれ
た地域で、木曽川に面した水郷の村でした。
近世には、御囲堤が地域の中央を南北に縦
断 し て お り 、 堤 内 地 と 堤 外 地 で は 利 水・ 治
水について全く事情が異なっていました。
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三五〇町全て未懇地で、草萱を刈っ

の史料に、立石御厨には田畑はなく、

かほう

の多い当地域では条里制は行われな

て御厨となり、内宮・外宮に糸や絹布

えんぎしきないしゃ

かったと思われます。延喜式内社と

を献上していました。鎌倉時代末期

た て い し み く り

うたしじんじゃ

おおなりのしょう

て年貢に備えたとあります。立石御

厨は一五世紀半ばまで神宮領として

存続していました。

田一町三反と荒地や葦原三四町九反

延 暦 二〇年
（八〇一）に海部郡に墾

し、伊奈備前守忠次に命じて木曽川

（一六〇七）第九子義直を尾張藩主と

掌握した徳川家康は、 慶 長 一二年

関ヶ原の戦いに勝利して天下を

御囲堤の堤内地と堤外地

余を所有しており、その一部が大成

当初延暦寺
（天台宗）の別院でしたが、

御囲堤と呼ばれるこの堤防の築造の

左岸に大堤防の築造を命じました。
じょうわ

承 和 七年
（八四〇）に東寺
（真言宗）

目的・内容は、

について永年争いが続きました。大
しょうへい

成荘は正平一七年
（一三六二）以降は

土岐氏の支配地となりました。

また、当地域には立石御厨という

伊勢神宮の所有する領地がありまし

河道跡の開発を図る。

め切って水害を防止し、締め切った

二、尾張を流れる木曽川派川を締

水被害を防止する。

一、木曽川を整備し、尾張領の洪

の別院となったため、大成荘の帰属

いなびぜんのかみただつぐ

よしなお

けいちょう

荘として開墾されました。神宮寺は

えんりゃく

た。多度神社の神宮寺（法雲寺）は

たが、当地域では大成荘がありまし

られると、各地で荘園が発達しまし

律令制が揺らぎ土地の私有が認め

大成荘と立石御厨

ています。

して鵜多須の宇太志神社が記載され
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頭とされています。

記された物忌郷が当地域に当たるもの

わみょうるいじゅしょう

定 納 遺 跡（ 二 子 町 ）

とされています。古代の土地区画制

郡では現在のあま市や津島市東部な

ものいみ

は、旧佐屋川左岸河

度である条里制は安定した収穫が見

ふたご

川敷と旧領内川右岸

込まれる土地で行われ、尾張国海部

じょうの

沿いの二ヶ所から弥

展してきました。

水郷地帯で、肥沃な平坦地に農業が発

左岸の自然堤防上に集落が形成された

取り上げていきます。当地域は木曽川

今回は北西部の旧八開村地区を中心に

抜ゼロメートル地帯となっています。

地形となっており、市南部の大半は海

接する津島市を北西と南から囲む様な

の二町二村が合併し発足しました。隣

部郡佐屋町、立田村、八開村、佐織町

に位置し、二〇〇五年四月一日に、海

木曽川堤防より旧八開村地域を望む

愛西市

◎

海部幹線水
路

二子
木曽川

長良川

たびたび水害に悩まされ、寛永元年

堤外地で木曽川に面していたので
しがち

が不足

は用水

で

三、木曽川に取水杁を設け、用水
網を整備して尾張平野の灌漑・利水の
（一六二四）神明津輪中から一二㎞
南の船頭平・大森
（愛西市・旧立田村）
た。地

かんえい

向上を図る。
ことで、他に、対西国防御や木曽川
まで堤防が築かれ立田輪中が形成さ

し

舟運の向上などが意図されたといわ

形とし

塩田

れました。

赤目

れています。
一三年着工、慶長

工事は、慶長

赤目の各村と領内流新田は、宮田用

佐屋川左岸の鵜多須・東川・二子・古

の確保も大きく事情が異なりました。

御囲堤の内外では水田の灌漑用水

も、田

あって

湿地で

ては低

ふたご

一 四 年（ 一 五 年 と

水の奥村系統奥村井筋組に属してい

ひがしがわ

する説もあり）完

時期や

成しました。

植えの

ました。奥村井筋は、木曽川の水を

水が得

御囲堤の位置に

一方、神明津輪中の川北、立田輪

られな

稲の成

中の藤ヶ瀬・給父・高畑・江西・元赤

ければ

大野村
（江南市）で取水している大江

ら木曽川本流左岸

目・赤目・立石・下大牧・塩田・町野各

干害と

ついては特に下流

を 通 り 佐 屋 川（ 今

村の灌漑用水は
「天水待」でした。天

なるの

長期に

は廃川）左岸を経

水待は雨水頼みという意味ではなく、

川幹線に用水路を新設・接続した井筋

て弥富市前ヶ須に

川の水位が潮の干満によって上下す

で、北

部について諸説あ

至った説が有力で

部地域

十分な

す。

るのを利用した取水方式で、水田面

では掘

です。

旧八開村域は、

より川の水位が高くなる満潮時に、

抜井戸を掘って用水を確保するよう

りますが、犬山か

中央を南北に御囲

杁門を開いて川水を導流しました。

明治三〇年の鵜多

岸）は堤内地で、

の 東 側（ 佐 屋 川 左

南部地域の必要量に抑えれば北部地

域の村で排水が追いつかず冠水し、

な水量を川から取水すると、南部地

斜した地形で、北部地域の村に必要

立田輪中は北から南に緩やかに傾

基の掘抜井戸があり、これについて

す。天保三年
（一八三二）時点で一八

なくても常に湧き出ている自噴井で

水のある帯水層まで掘り下げ、汲ま

りともいわれる深井戸で、被圧地下

になりました。掘抜井戸は、百間掘

てんすいまち

堤が縦断してい

須切れまで水害の

域で渇水・干害となりました。こう

南部地域の村々との間で、新規の掘

ましたから、そ

なかった地域でし

した状況で、南部地域の冠水防止が

削をしないこと、現有の井戸が枯れ

てんぽう

た。反対に西側

優先され、当地域を含む北部地域で

ても掘替えしないことなどの取り決

めがなされていました。掘抜井戸は、

南部地域の村にとっては水害につな

がる危険な存在でした。

治水安全度の向上と農業の近代化
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ら耕地整理が始まり農業の機械化・農
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慶長年間に御囲堤が築

地域の治水・利水施設
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明治三二年（一八九九）に廃川となった佐
屋川は、近世では本流として扱われるほ
どの大河でした。木曽川本流の水量を減
らすために開削された人工河川と言われ
てきましたが、その成り立ちにはいくつ
かの説があります。

荻原
川

領内
川

佐屋川

津島

かれた当時は、だいたい

の完成によって、三宅川・

古
野
田
川

佐屋

ていきます。

古来、海部郡には、木曽川の三大

萩原川は分流地で締め切

早尾

この様に河川が流れてい

六〇〇ｍ
の木曽川下流最大の派川で

派川である三宅川と萩原川が合流し

られ、水勢を失って悪水

鷹場

明治三二年
（一八九九）に締め切ら

した。稲沢市祖父江町拾町野で木曽

て津島を流れる川筋があり、天王川

路となりました。一方、

松山中島

江

一之

たと思われます。御囲堤

川本流から分かれて愛西市を南流し、

あるいは津島川・善太川と呼ばれてい

派川を締め切られた木曽

赤目

変わっています。
（図２）

た流れが、改修によって西から東に

から西
（木曽・長良川）に向かってい

川と呼ばれ、改修以前は東
（藤ヶ瀬側）

神明津輪中と立田輪中を分ける間之

うです。特に神明津～藤ヶ瀬北間は、

を拡幅・改修した部分も多かったよ

削されたわけではなく、既存の河川

掘り割った河道は、全てが新規に開

津から藤ヶ瀬北～鵜多須～二子へと

であり、善太川は領内川です。神明

あります。高場は領内川左岸の鷹場

牛頭
天王

佐屋川の始まり

弥富市で再び木曽川河口部に合流す

ました。さらに、海部郡八開村二子

神明津

れる以前の佐屋川は、川幅五〇〇～

る全長一二㎞余の河川で、旧八開村

川本流の水量は増大し、
長良川との合流地より下

を南に流れる領内川が津島の下流で
天王川に合流しており、合流地点よ

流の地域にとっては水害の増加につ
りました。

尾張国側では、領内川

に木曽・長良川の水の一部

を流す河道が開削されま

した。史料（山田家文書）

によれば、
「長良木曽一川

にて、水溢れ候とて、神

明津前、藤ヶ瀬北より東

へ鵜多須西を南へ落伏村

東、高場前迄掘割、善田

（太）川へ分水落候事」と

間之 川北
川

３
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『岐阜県治水史』
に
「佐屋川、木曽川が山間部を出でて
から七里の距離における第一の派川
しょうほう

で、正 保三年開鑿されたものである
が、水勢緩慢で土砂を沈殿させるこ
山崎

察されています。
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（一六四六）に掘り
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佐屋川の始まり想定図
図1
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割って造られた人工河川のように言
われてきました。しかし、これだけ
の大河が短期間で開削されたものと
は考えにくく、その成立については
諸説あります。本稿では、
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川

木
曽
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長
良
川

四貫

流を繋げることで、木曽川の水量の一

続された河道です。佐屋川と木曽川本

年に造られた間之川〜鵜多須川筋に接

〜藤ヶ瀬北東まで掘り割って、元和三

筋の拾町野分水から四貫～野田～川北

三、
四年
（一六四六～七）ころ、木曽川

ばれていました。この野田川は、正保

云」とあり、佐屋川上流は野田川と呼

里の渡し）の脇往還として佐屋路が

た。また、東海道の熱田～桑名間
（七

り、舟運にとっても重要な河川でし

川流送の一部も佐屋川を利用してお

す。近世に盛んであった木材の木曽

本流として扱う表現になっていま

川を通行」と紹介しており、木曽川

紳の高貴及び西国の諸侯方も、皆此

常に大小の船往来絶ゆる事なく、縉

五年
（一八七二）には前ヶ須
（弥富市）

佐屋川舟運の隆盛から廃川まで

部を佐屋川に流して本流の緩和を図っ

整備され、寛永一一年
（一六三四）に

に移り佐屋宿は廃止となりました。

佐屋川上流部の開削

たもので、これにより佐屋川全河道が

佐屋村に宿場が置かれ、佐屋～桑名

土砂の堆積が進み、流量が減少し

「尾張名所図会」では佐屋川を
「凡

完成しました。
（図３）冒頭に記述し

間
（三里の渡し）の航路が開設されま

た佐屋川は、明治の木曽川下流改修

『地方古義』に
「尾州四貫村と三拾町

た正保三年佐屋川開削説は、この上流

した。佐屋川を下って加路戸川から

工事で廃川とすることになり、明治

そ六十里の長流にして、川幅甚広く、

部の掘割完成の時点を指し示していま

鰻江川を通り桑名にいたる三里の渡

三二年
（一八九九）上流分派点の拾町

野村との間にて木曽川分水、上を野

す。また、この開削によって拾町野・

しは、沖を通る七里の渡しと比べ安

野で締め切られました。
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馬飼・神明津・四貫・西鵜之本・川北は
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てきた佐屋川ですが、木曽川上流か

交通路として重要な役割を果たし

削し佐屋川旧河道に繋げた佐屋川用

て、これより川北までの二．
九㎞を開

二㎞下流の馬飼に取水樋管を設置し

水確保のため、締め切り地点より一．

水を灌漑用水に使っていた地域の用

佐屋川の締め切りに伴って、川の

きたすようになりました。三里の渡

貢献しましたが、用排水兼用水路で

佐屋川用水は地域の利水に大きく

水が造られました。
に移転して運用されましたが、明治

われ、佐屋湊は下流の川平
（弥富市）

しを維持するためたびたび浚渫が行

あったようです。
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あり、用水不足や湛水の被害を受け

ることがしばしばありました。こう

した中、昭和四三年
（一九六八）に木

曽川総合用水下流部事業が立ち上げ

られました。事業の計画・目的は馬飼

に取水堰
（木曽川大堰）を建設し、愛

知県・三重県にわたって木曽川の水を

安定供給することでした。堰の建設

と並行して、それまであった佐屋川

用水を廃した跡地に全長一七㎞余の

海部幹線水路が設けられました。水

路は用水路に排水処理水路を併設し

た二筋分離二重構造で、水路の先か

ら下流各地への送水路・送水管が延伸

しており、

かつての佐

屋川用水よ

り広範囲の

下流地域を

潤す基幹水

路の役割を

担っていま

す。

■参考文献

『八開村史 通史編』八開村 平成一二年

『佐屋町史』佐屋町 平成八年

『愛知県の地名』平成元年 平凡社

『木曽三川流域誌』

平成四年 建設省中部地方整備局

地域の治水・利水施設

海部幹線水路

４

山崎
大榑川

尾張名所図会 ー 佐屋川宿

は滞留しました。

町高柳）に、五三川の悪水を津屋川

下流部の養老町大巻の高柳新田
（養老

（ 一八九五）、多芸輪中
明治二八年

札野に石亀とは種類が違う蒸気機関

の排水機場とその二㎞程北の海津町

の海津町石亀に蒸気機関で鉄製水車

明治三九年
（ 一九〇六）七月に下流部

そこで、大江普通水利組合は、

に排水するため、新潟県に次いでわ

で鉄製水車の排水機場を設置しまし

く、 大正一二年
（ 一九二三）には悪水

件が付けられ、排水に効果的ではな

でざき

が国二番目の蒸気機関排水機場
（出崎

た。

ところが、両排水機場は悪水を大

江川に排水するため、排水機の運転

は
「大江悪水路に設置された木造樋門
明治一七年
（ 一八八四）
、岐阜県令・

滞留が約一ｍ
余りにおよび、稲作の

と大江閘門の開扉時間だけ」との条
小崎利準が大江川流末での排水改良

減収は三割余りになりました。

こさきとしなり

の濃尾地震による復旧工事として、
同年、内務省直轄で木造樋門
（四間樋）

機場は、 明治三六年
（ 一九〇三）七月

高須輪中で最初に設置された排水
大江川本流の悪水は、上記の木造

に完成した海津町万 寿新田の中江排

まんじゅ

樋門と 元治元年
（ 一八六四）に設置さ

水機場です。
樋門も閘門も揖斐川の干潮時のわず

車式揚水機
（揚程〇 ．
九一ｍ）で、受

一台と排水量三．
八三㎥／ の木製水

中江排水機は九〇馬力の蒸気機関
かな時間だけ開扉するだけで、悪水

ら揖斐川に自然排水されたのですが、

げんじ

れた長さ一六間の大江閘門
（橋圦）か

が築造されました。

輪中での排水機設置

を願い出て、 明治二四年
（ 一八九一）

大江川下流部の悪水排水

二．高須輪中の排水

した。

式、現大巻排水機場）が建設されま

帯でありました。

数日続くと一面が湖水となる低湿地

高須輪中の排水機場設置
はじめに

揖斐川左岸の海津町萱野から長良川
右岸の海津町森下までを繋ぐ潮除堤の
南側に輪中が形成される以前、潮除堤
の南側は伊勢湾からの潮汐の影響を受
ける葦原でありました。
明治初期までこの地の排水は無数の
いり

圦で行われ、明治中頃にようやく、圦
による自然排水だけではなく、機械排
水が始まり、大正期には機械の改良で
徐々に排水効率も向上しました。昭和
になると、排水施設の充実だけではな
く、揖斐・長良川からの取水施設や用
水路の整備もなされました。
ここでは、高須輪中での機械排水の
経過だけに絞って述べます。

一．明治期の悪水排水
かんぶん

寛文一〇年
（一六七〇）頃に形成され
た ぎ

た多芸輪中は西側を津屋川と牧田川に
東側を揖斐川に囲まれた輪中です。こ
の輪中南端の養老町大巻地区は揖斐川
ごさんがわ

歴史記録

脇野排水機場改良
1987
（S62）
年

５

【堤防強化などで、1973（S48）年に福江排水機場と同一上屋内に設置】

中江排水機場改造
1988
（S63）
年

①田外排水機を揚水機として利用
②田外池から新設の西用水幹線で給水
③中江川以東で揚水機13ヶ所を新設

内気排水機場
1996
（H8）
年

①1926
（S1）
年設置の排水機を廃止し、
新設
②森下排水路の延長
③福江排水機と油島排水機を1ヶ所に統合
④福江排水機場の東隣に排水機場を新設
⑤油島排水路と福江排水路延長の改修工事

福江排水機場改造
1981
（S56）
年

脇野・中江・帆引新田・大江・森下の排水5系統に内記を加えて6系統とした
①大江排水機場にポンプ増設
②中江排水機場の増設・改良
③1957（S32）
年度に脇野排水機場隣に増設・改良
④1957（S32）
年度に内記排水機場新設
⑤脇野・中江・森下排水幹線水路の新設・改良
⑥旧排水機場の上流に帆引新田排水機場を新設

森下排水機場改造
1995
（H7）
年

県営湛水防除事業
1965
（S40）
年〜1973
（S48）
年

大江排水機場改造
1997
（H9）
年

農林省委託県営高須輪中農業水利事業
1953
（S28）
年〜1959
（S34）
年

帆引新田排水機場
1999
（H11）
年

県営中江用水農業水利事業
1960
（S35）
年〜1966
（S41）
年

県営長良川農業水利事業
1950（S25）年〜1957（S32）
年

西小藪排水機場
新設2001
（H13）
年

改修
1957
（S32）
年

改造・増設
1951（S26）年

(2)

第二編

と津屋川支川の五三川に囲まれ、雨が

s

田外排水機場を設置
1958
（S33）
年

上記国営水利事業の末端水路の改良、
つまり
①西大江川、大江川の線形改良と流下面積の確保
②総延長10355㍍の東・西用水幹線

(1)

高須輪中の
排水管理

は以前と同じで木製水車を鉄製水車

明治三九年
（ 一九〇六）六月、排水量

費やしたようです。大正時代には原

短く、その維持管理に多額の経費を

て初歩的で故障も多く、耐用年数も

明治年代における機械設備は極め

排水幹支線

森 下・ 脇 野

しました。

を排水

二台に替え、蒸気機関も改造されま
動機がモーターに替わり、排水機場

の設置、大

／

した。
のさらなる設置と改築が平成の時代

江閘門に至

益面積は四 ．
七㎢でした。三年後の

大正期に入り、機器の損傷が
まで続き、農業生産は排水改良によっ

る 東・ 西 大

二一〇馬力の蒸気機関二台と渦巻ポ

大江輪中排水改良事業（ 大正一四

大江川悪水

大江閘門は

れ、流末の

対象区域は、大江川流末の大江閘

淡水取水）

昭和二年
（ 一九二七）に設置されたポ

末に建設されました。なお、

下）と揖斐川に排水する脇野排水機

川に排水する森下排水機場
（海津町森

止して、 昭和元年
（ 一九二六）に長良

前述した石亀・札野排水機場を廃

造樋門は排水機設置と同時に堀潰す

一五万円の費用が必要のため、「木

合の臨時会で、木造樋門の改造には

（ 一九二四）二月の大江普通水利組
年

に設置された木造樋門は、 大正一三

森下排水機場

脇野排水機場

さらに、

甚だしく、能力が低下したので、
て大きく増加することとなりました。

江川の浚渫

ンプ四台
（揚程二．
一四ｍ
）で、受益面

［ 一九二五］～ 昭和四年
［ 一九二九］
）
年

の揖斐川へ

設置当初の五倍以上の一九．
八三㎥／

門から揖斐川に排水する自然排水区

を目指し

ンプは 昭和五六年
（ 一九八一）度の事

場（平田町脇野）の二ヵ所が新設さ

こと」と決められました。 平成七年

【両排水機の設置により四間樋門を潰す】

大正三年
（ 一 九 一 四） 七 月 に 旧 来 の

ものをすべて廃止して排水量五．
三〇

積は一〇．
四三㎢に倍増しました。

は、高須輪中で最初に行われた事業

の自然排水

などが行わ

昭和に入り、原動機がディーゼ

した木曽川上流
（大正）改修による排

であり、大正一〇年
（一九二一）に着工

と渇水時の

三．大江輪中排水改良事業による排水の進展

ルエンジンからモーターに替わり、

水施設等への影響を改善するために

アオ取水

の羽根車式揚水機を設置し、

（ 一九八八）には斜流ポン
昭和六三年

施工されました。

㎥／

プとモーターが改良され、排水量は
となって現在に至っています。

域と揖斐川と長良川に排水する低位

ました。一方、明治二四年
（一八九一）

業によって撤去され、現在、海津町

れました。ここで、森下排水機場は

（ 一九九五）に揖斐川左岸堤防から見

（塩水上の

中江排水機場完成から一月後の

部での機械排水区域です。

明治三六年
（ 一九〇三）八月、福江排

歴史民俗資料館の敷地内に展示保存

一六〇馬力の電動モーター二台、揚

つけ出された四間樋
（後の金廻四間門

県営中江用排水改良事業
1930
（S5）
年 〜1934
（S9）
年

歴史記録

西江排水機場
（帆引新田排水機場）
1905（M38）
年

水機場
（海津町油島）が福江悪水路流

されています。

程二．
九七ｍ
のポンプ四台で四．
四四

樋）が、上述の埋め潰された木造樋

中江・福江排水機場の設置から二年

を排水し、脇野排水機場は
二二〇馬力モーター一台、揚程三．

なお、現在では考えられないこと

㎥／
機場の上流に
「西江排水機」の名称で

〇三ｍ
のポンプ二台を揚程によって

ですが、森下・脇野の排水機設置に

後の明治三八年
（一九〇五）
、中江排水
帆引新田排水機場が海津町帆引新田

直列と並列とに切り替えて三．
〇五㎥

門です。
下乃池に建設されました。

改造
1922
（T11）
年

西小藪排水機場
1938
（S13）
年

金廻油島排水機場
1913
（T2）
年

６

排水機場を新設
1927
（S2）
年
この時のポンプは
海津資料館に展示

福江排水機場
1903（M36）年8月

国営長良川用水農業水利事業
1947
（S22）
年〜1950
（S25）
年

①排水樋門
（鉄筋コンク、
鉄製自・手動門扉各1門）
新設
②大江排水機場を大江閘門に隣接して設置
③勝賀から揚水機で取水して東西分水
（岡一色）
に導水

石亀と札野に排水機場設置
1906（M39）
年7月

①中江万寿排水機を新設
②大江閘門をレンガ積自動門扉2門に改修
③渇水時には樋門からアオ取水
④福岡に自然流入の中江用水取水樋門を新設
⑤中江用水幹線の新設

中江新排水機新設
1914
（T3）
年7月

改造1906
（M39）
年6月

中江排水機場
1903（M36）年7月

大江輪中排水改良事業
1925
（T14）
年〜1929
（S4）
年

【大江閘門の開扉時だけ両排水機使用可】

s

s

s

①大江川から揖斐川への自然排水
②1926
（S1）
年に長良川に排水する森下排水機場新設
③1926
（S1）
年に揖斐川に排水する脇野排水機場新設
④石亀、
札野排水機場廃止
⑤森下・脇野排水幹線と支線の設置
⑥大江閘門に至る東西大江川の浚渫

表1

s

昔の中江排水機場と祀られている燈明
排水機場左の燈明は江戸時代から祀られている
海津市歴史民俗資料館に展示されている福江排水機場の旧ポンプ

際して、地主の排水機維持費負担金
は排水改良による利益の軽重を勘案
して大きく異なっていました。そこ
で、 大正一四年
（ 一 九 二 五） 六 月 に
わかつきれいじろう

脇野地区の地主は当時の内務大臣・
若槻礼次郎に不均一な排水機の維持

こうし

と用・排水幹線水路の概略であり、各

図１は、高須輪中内の用・排水機場
掛かりました。

する高須輪中排水機場の建設に取り

域の集水性を確保して、ポンプ排水

の排水系統で八排水機場によって揖

現在、輪中内の排水は七ブロック

させない計画で、ポンプ六台により

対して家屋および主要道路等を浸水

は、昭和三六年
（一九六一）の豪雨に

設置する排水機場の計画排水能力

斐・長良川と大江川に排水しており、

実揚程六．二〇ｍ
で七五㎥／ の排

昭和五四年
（ 一九七九）五月に第一

水ができるものとしました。

なお、中江・帆引新田排水機場の二排

台
（排水能力三七．
五㎥／ ）分が完成

した。特に 昭和三六年
（ 一九六一）六

などの内水被害がしばしば発生しま

し、これらの排水機場では家屋浸水

場の改良が行われてきました。しか

排水機場が設けられ、営々と排水機

昭和の中頃まで土地改良区ごとに

ポンプ
（四台は各一二五〇 のディゼ

平成一二年
（二〇〇〇）度までに五台の

運転は大いに排水に寄与しました。

完成でしたが、このポンプ一台の

輪中排水機場にはポンプ一台のみの

の九・一二災害のとき、当時の高須

の降雨があった昭和五一年
（一九七六）

江川などの

大江川や中

建設省は、

して当時の

内水対策と

このため、

した。

推定されま

態で、その被害額は一〇億円ほどと

五六％の地域が約〇．
七ｍ湛水した状

地域が約一ｍ湛水。一週間後でも

月の豪雨では、輪中内の八〇％の

四．高須輪中排水機場の設置

期工事として、土木工事とポンプ三

四七〇．
二㎞で合計五四四．
七㎞です。

幹線排水路七四．
五㎞、支線排水路

されています。

排水機場が担当する地域は色で識別

高須輪中排水機場

水機場は合わせて一排水ブロックです。

s

しました。なお、当地域に六六五㎜

s

ル機関、一台は一二五〇 のガスター

kW

歴史記録

ると、高須輪中排水機が始動して水位

を ． ．〇
―．
八ｍに維持し、他の排水

また当時の建設省による内水対策用の

高須輪中排水機場も設置されました。

高位部での渇水、低位部での悪水滞

留など水に苦労してきた高須輪中は、

今では野菜と稲を生産する豊かな土地

■参考文献

に大きく変貌したのです。

時は大江閘門
（樋門）を揖斐川の干潮

『海津町史 通史編』下巻

発行東海農政局長良川用水農業水利事業所

『用・排水集中システム（冊子）
』

発行高須輪中土地改良区 平成一二年

『高須輪中土地改良史（事業史編）
』

『岐阜県治水史下巻』

―．
二五ｍ程度）
を排水しており、
． ．〇

他の排水地区の内水位は各排水機場

から長良・揖斐川へ大江川の水位より

低い水位を保ち排水されています。

． ．〇
+．〇〇ｍに上昇す

一方、降雨量が多くなり、大江川
の水位が

７

の新設・改良、排水路の改修が加わり、

よる地盤沈下に対応するための排水機

水の取水施設や用水路の整備、地震に

排水路の浚渫や整備にとどまらず、用

昭和二〇年代以降、排水機の改造と

ました。

り、排水機の性能が徐々に向上してき

動機が蒸気機関からモーターに替わ

に入って始まり、さらに大正時代に原

江下げの後、機械排水が明治三〇年代

明治期以前の果てしない圦の設置と

おわりに

害を防いでいます。

を大江川の水位より低く保ち、内水被

地区では、各排水機場によって内水位

T
P

時に開けて大江川の流水
（常時水位は

大江川は海面より低いため、通常

五．大江川の水位と排水機操作

ビン）が設置されました。

kW

費負担について陳情書を提出してい
ます。
この事業を嚆矢として、排水改良
事業は対象地域の排水河川の浚渫や
排水路の新設、さらに揚水施設と用
水幹支川の設置など、取水から用水・
排水を考慮した計画が行われるよう
になりました。
表１は、排水機場の設置と改造の
経緯をまとめたものであり、同表に
は堀田の埋立など土地改良に関する
事項は除外してあります。同表には、

排水河川を
整備し、流

T
P

各排水機場の設置経過が色の違う矢
印で示してあります。

T
P

用・排水施設と各幹線水路の概略図
図1

諸戸 靖

さて、この絵図から何が読み取れる

全体から分かること

きく、現在長島に残る文書から宝暦
治水の様子がわかるものはほとんどな
く、この計画図が長島藩の家老家に
残っていたことにその意味がある。し
かし、長島に残っている江戸時代後期
以降の文書には宝暦の治水に関する記
述はなく、長島藩がこの工事にどのよ
うに関わったのかは不明である。

長島輪中の郷 館長

資料館所蔵の一枚の絵図から

輪中の郷には長島に伝わる古文書、
絵図等が保存されている。その中から
特徴的な絵図を一枚選び、そこから考
えられることや分かることを長島の資
料館としての立場から検証したいと思
う。

るので、その間に描かれたものとなる。

何のためのもの
絵図の各所に赤い線が描かれてお
り、これらを総合すると宝暦治水の頃
のものと考えられる。つまりこれらの
線は、工事箇所を意味し、工事の内容
を表しているものと考えられる。しか
しこの絵図が、長島藩の家老福原家に
伝わったものといわれているので、工
事の範囲からも長島の占める割合は大

諸戸 靖 氏

研究資料

かということについてであるが、まず
注目してもらいたいのが、長島輪中の
南、木曽三川最下流に形成している
島状のものである。通常木曽三川の
堆積によって形成される島や州は川の
流れに沿って南北に長くなるものであ
るが、この砂州だけは東西に長く延び
ている。これは木曽三川によって運ば
れた土砂が伊勢湾海流
（神島近くから
入って黒潮が知多半島に沿って北上
し、木曽三川にぶつかり伊勢平野側
を南下する反時計回りの海流）にぶつ
かってこのような形となった。このた
め、木曽三川の流れがせき止められた
ような形となり、河川の水位が上昇し
てしまったと考えられる。
（写真１）
特に、高須輪中以北では天井川化が
進み、悪水の処理に困っていたものが、
ますます排水が困難になったと考えら
れる。そこでこの砂州をよく見ると、
ちょうど中央付近に点線が南北に二本
入っていることが分かる。この線が何
を意味するのか、この絵図全体から見
たときに考えてみると、先に書いたよ
うに、輪中本来の形状とは別の形の島
ができたために排水が困難になった地

1956年（昭和31年）
2月13日生まれ。
関西大学文学部史学科卒業後、三重県教
職員。
平成2年から長島町
（当時）
の輪中の郷の建設
に関わり、平成5年、輪中の郷完成とともに
輪中の郷職員。
平成19年より現職（館長）
著書：三重県史
（輪中に関して）
、
木曽川は語
る
（共著）
。
その他雑誌等での著作。
論文：昭和前期の木曽三川下流域（土木史学会）
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いつごろのもの
表書きに
は、宝暦年
間尾濃勢三
国之図とあ
るが、実際
に は 尾 張・
美 濃・ 伊 勢
それぞれの
国絵図が描
かれている
わけではなく、現在の木曽三川下流部
が描かれている。宝暦年間の長島の開
発状況を見ると福井新田の開発が享保
一三年
（一七二八年）に終わっており、
横満蔵新田がまだ開発されておらず、
宝暦七年
（一七五七年）に開発されてい

１枚の絵図 全景

写真1

域では、排水をよくするための方法と
してとられたのが、河川の幅を広くし
たり、川浚えを行い断面を大きくし、
流量を増す方法がとられたりしたが、
河口に障害物ができたときには、必然
的に水位が上昇するため、それを撤去
しなければならなくなる。しかし、江
戸時代においては専門の機械も、大型
の重機もないために大規模な改修工事
は、不可能である。この二本の点線は
明らかに水を通し木曽三川の水位を下
げるためのものと考えられるが、どの
ように掘削するのだろうか。
（河口部
の島）この全体図から見ると、この工
事の目的は、この島の撤去にあると考
えられるから、それぞれの工事箇所か
ら見てどのような目的かを考えたいと
思う。

細部から分かること
●逆川の締め切り
（写真２）
周知のように木曽三川は現在でもそ
れぞれの川の水位は違う。基本的には
木曽川が一番高く、長良川、揖斐川の
順に低くなっている。このため逆川と
呼ばれるこの川は、木曽川の水が長良
川に向かって流れ込む川である。長島
では昔から
「四刻、八刻、十二刻」と
いう言葉が残っており、上流に豪雨が
あると揖斐川は八時間後、長良川は
十六時間後、木曽川は二十四時間後に
増水してくるといわれている。すなわ
ち上流で豪雨があると二日以上にわ
たって各河川は増水し続けるのであ
る。そこで、この逆川は木曽川の増水
時には大量の川水を長良川に向けて増

水させることになる。このため墨俣輪
中や大垣輪中、場合によっては加納輪
中あたりまでが水災に見舞われること
になる。そこでこの逆川を締め切るこ
とになるのだが、単純に締め切るだけ
では木曽川と長良川の合流部での洪水
の増加は明らかであるため、今も残る
桑原輪中の石田や八神などに巨大な猿
尾が作られることになる。これらの猿
尾は木曽川の水の水はねとし、その先
には、佐屋川があり、木曽川の本流を
佐屋川に付け替えようとしている。し
かし、佐屋川をよく見ると川幅が狭く、
ところどころに土砂の堆積による中州
や河川敷状の堆積土砂が見られる。ま
た当時は木曽川よりも東に流れる佐屋
川は、木曽川よりも河床が高く、木曽
川の本流を持っていくには無理があっ
たと考えられる。
●大榑川の締め切り
（写真３）
逆川の締め切りと同様に河床の高い
長良川から揖斐川へ流れ込む大榑川
は、高須輪中や大垣輪中などに大きな
影響を及ぼす。その上、養老山脈から
揖斐川に流れ出る数多くの川や沢は、
養老山脈の土砂を直接揖斐川に流し込
むため、この付近で降った雨が他の川
よりも多くの中州を形成させたり、場
合によっては揖斐川本流をせき止める
という事態も起こる。実際に養老山脈
から流れ出した土砂によって揖斐川が
せき止められて洪水が発生したという
事例も残っている。そのため、長良川
の水が揖斐川に流れ込まないようにす
るための方法としては、大榑川の締め
切りが必要となってくる。宝暦治水の

工事の結果としては、伏せこしといっ
て締め切りには違いないが、通常の堤
防よりも低い堤防が作られ
（洗い堰）
、
長良川の増水時には越水した水が大榑
川に流れ込むようになっている。しか
し、この工事の後何度も作り変えられ
ており、また、うがった見方かもしれ
ないが、この上流の福束・森部・墨俣
輪中の間でも長良川と揖斐川が合流し
ているものの工事の計画がなされてい
ないのは、治水をしてもしなくても
洪水の問題がないのか、高須藩と大垣
藩、尾張藩領との関係でなされてない
かは、今後もう少し詳しく検討してい
きたいと思う。
（写真４）
●油島の食い違い
（写真５）
宝暦の治
水工事での
最も大きい
工事といわ
れている部
分であるが、
この松ノ木
と油島はと
もに現在の
金廻新田ま
でが長島藩領で伊勢の国の工事とな
る。全体図から見ても明らかのように
この食い違い堤をはさんで東側が木
曽川と長良川の合流した川で、西側
が揖斐川となる。このため、水量も
おおく、水位も高い東側を流れる川
は、この工事の完成後、相当な勢いで
西側の揖斐川に流れ込んでいたものと
考えられる。本来ならばこの堤は、食
い違いではなく、連続堤防であるほう
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が、洪水の軽減といった意味からはよ
いのだが、当時の技術や水運の重要性
から考えても食い違い堤にせざるを得
なかったはずである。また食い違いの
部分からの決壊を防ぐ意味でも相当な
部分は大榑川のように洗い堰になって
いる。この後、天保年間の絵図をはじ
めいろいろな時代の絵図が残っている
が、それぞれに特徴があり、何度も繰
り返し改修が行われていたものと思わ
れる。また、文政年間の絵図からで
も食い違い部分八十五間、洗い堰部分
二百三十二間、堤防部分 五百二十六間
となっている。明治時代の測量図から
はこれらの部分は直線になっており、
食い違いの部分も鍵状に作られてい
る。この堤防が完全に締め切られるの
は明治の改修工事によってである。
●猿尾
（写真６）
宝暦治水に
おいて、この
絵図の中での
上記の三点が
よくクローズ
アップされて
いるが、最も
多くなされた
工事が猿尾と
呼ばれる水は
ね堤防である。
宝暦の治水工事といえば、この工事
の最大の治水としての考え方が三川の
分流であり、基本的には木曽川筋を佐
屋川にもっていき、木曽川筋には長良
川を流しこむ。揖斐川筋はそのまま直
線状に海まで流すことにある。
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写真6

写真2
写真3
写真4

写真5

そこでまず今も残る石田の猿尾であ
るが、これは木曽川の水流をここに当
てて、佐屋川へ跳ね飛ばすものである。
（八神の猿尾も同じと考えられる）そ
のためにも逆川の締め切りが必要であ
り、大榑川の締め切りも必要になった
わけである。
次に下流部の猿尾を見てみると、木
曽川の水流を流芯に向けて流し込むよ
うに設計されている。そしてその先に
は、東西に長く延びた砂州があり、そ
の中央部に向かって流れ込むように
なっている。猿尾の本来の目的は、護
岸堤防としての役割だと考えられる
が、実際には水流を変えることも考え
ていたのではないかと考えられる。
大きく西に行くにしたがって縮んでい
く。江戸時代後期にはこの砂州が老松
輪中となり、巨大な島を形成する。今
も大字八百という地名が残っている
が、八百町歩以上の大きさになってい
る。つまり、この時代においてすでに
長島輪中や立田輪中、高須輪中などと
比べても相当な大きさになっているこ
とが分かる。そのため、この砂州の出
現によって木曽三川は最下流でせき止
められ、木曽三川下流部のすべてで水
位が上昇したものと考えられる。この
水位の上昇は、輪中内の悪水の排水に
支障をきたすことになり、生産物の収
穫にも大いに影響を与えた。
（写真７）
さてこれらのことから、宝暦の治水
工事の最大の目的を考えるとこの最下
流に出現した巨大な砂州の撤去にある
と考えられる。しかし、当時の土木技
術ではこの砂州のすべてを撤去するこ
と、ましてや人力で取り崩すことはま
ず不可能であったに違いない。そこで
この砂州をよく見ると中央部分に南北
に直線状の点線を見つけることができ
る。この点線は木曽川と長良川を長島
輪中の北東部で合流させ、加路戸川
（木
曽川）に一
気に流し入
れ、その直
線状にある
砂州に当て
ることによ
り、点線部
分を水の力
によって掘
削させよう

としたものと考えられる。水力による
掘削が成功すれば、木曽三川の水位が
下がり、各輪中の排水が容易になる。
するとこの絵図に見られる木曽三川の
処々に白い部分
（土砂の堆積による中
州）はより巨大になって各所で川詰ま
りとなり、場合によっては逆に水位の
上昇を招いたり、洪水の原因になった
りする場合が出てくる。この絵図の上
流から最下流を見ていくと、数多くの
猿尾が見られる。これら一つ一つを見
ていくと、それらはこの中州を撤去す
るために設けられたように、見ること
ができるのである。また、森部輪中の
南北で締め切りが行われなかったのも、
水力によるところの中州の撤去にあっ
たのではと考えられる。現在ではほと
んど流れのないように見える木曽三川
もこの時代には、豊富な水量と流れを
たたえていた川であり、巧みに水の力
を利用することによって治水を行い、
洪水の軽減を図っていたと考えられる。
今回は輪中の郷が所蔵するたった一
枚の絵図だけで、そこから考えられる
ものを述べてみた。本来は、この絵図
が描かれた前の時代のものや同じよう
に宝暦の治水工事に関係した高木家の
文書など、またこの絵図が描かれた後
のものなども含めてこの工事を検証し
ていかなければならないが、木曽三川
の最下流にある資料館の一枚の絵図だ
けでも数多くのものを語っている。宝
暦治水を考える上では、当時の社会情
勢やそれぞれの藩の実情、それぞれの
生活まで踏み込んで全体像を明らかに
していきたい。

その他

長島輪中を
見ると、ちょ
うど真ん中あ
たりに南北を
仕切るような
実線が書いて
あ る 。（ 写 真
８）江戸期に
はこの線を境
に北の部分を
上郷 、南の部分を下郷と呼んでいた。
このためこの線は長島を上と下に分け
る線と考えられているが、実際にはこ
なかいげた
の線は中堤または中桁と呼ばれ、輪中
内に新たに作られた堤防である。輪中
は囲い堤の完成で輪中としての機能が
果たされるわけであるが、長島輪中の
場合は中堤が作られることにより、上
郷もしくは下郷の堤防が決壊したとき
には、どちらかの郷は、水害から守ら
れることになる。ただし記録を見ると
あまり大きな堤防ではなかったよう
で、大規模な洪水になると輪中内全域
が水没したという記録も残っている。
しかし、この堤防ができたことで、基
本的には長島城がある下郷のほうが守
られるようになり、上郷で決壊し、入
水すると同時に上流から肥沃な土砂が
堤内に入り、その土砂のみを船などで、
下郷に運び入れたといわれている。現
在のように水との戦いを行うだけでな
く、人為的に水を入れることによって、
肥沃な耕地を作り上げていたと考えら
れる。
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写真8
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総論として
この絵図から何が読み取れるかとい
うことになると、絵図全体を見ると最
下流にある東西に伸びる砂州が、木曽
三川の水流をせき止めていることが分
かる。本来下流部の輪中は、川の堆積
でできたものがほとんどで、そのため
上流から運ばれてきた土砂は南北に長
く堆積する。そして輪中の形成も南北
に細長く形成されるものが多く、形成
された輪中の南部分に新たな土砂の堆
積が始まり複合輪中化していくことが
多い。しかし、この最下流にできた砂
州は、上流から運ばれた土砂が伊勢
湾海流
（先にも書いたように太平洋か
ら入った黒潮が知多半島に沿って北上
し、伊勢湾の最奥で木曽三川とぶつか
り伊勢平野沿いを南下する）に沿って
形成されたものである。このため東に

写真7

流 れて き た お 薬 師 さ ま︵ 八 開 村 ︶

木曽川に面した八開村には上流から流れてきた仏さまの話がいくつ
も残っています︒
給父に祀られているお薬師さまの由来もその一つです︒

昔︑木曽川が大洪水になり︑川の水がどんどん増えて︑今にも堤
防を超えそうな勢いでした︒
渦を巻くように下る濁流の中を︑上流の山からたくさんの木が流され
てきました︒
この様 子を長 念 寺の老 僧が堤 防の上から見つめていたところ︑ 流 木の
中に黄金色に光る木をみつけました︒不思議に思った僧が手招きする
と︑木は流れに逆らうように川を横切って僧の足元まで流れ着きまし
た︒
この木でお薬師さまを彫って祀った
ところ︑おこりが流 行らなくなっ
たそうです︒

鵜 多 須のお 薬 師さ まは︑ 円 空
作とも言われています︒
すっかり日が暮れ畑仕事から帰ろ
うとしたおじいさんが︑佐屋川で
道 具 を洗っていると︑ 木 片が流れ
てきて鍬にコツンとあたりました︒
おじいさんは木片を拾いましたが︑
あたりが暗かったので良 く 見 ない
まま家に持って帰りました︒
翌 朝 ︑ 明るくなって見てみると木
彫 りの仏 様であったので︑ 家でお
祀りすることにしました︒

＊おこり 間欠的に発熱し︑
悪感︵おかん︶
や震えを発する病気︒
主にマラリアの一種︒

編集後記
歴史記録は、
「高須輪中の排水管理」
の２回目を特集しました。研究資料では、
輪中の郷館長の諸戸氏に寄稿いただき
ました。
なお、この資料は、創刊号からの全て
がKISSOホームページよりダウンロード
できます。

表紙写真
上
「木曽川越しに伊吹山を望む」
旧八開村からは、
北西に伊吹山が見えます。雪を冠した
冬の伊吹山は、
青空に映えて一層神々しく感じられます。
中
「長念寺」
東海大橋のたもとに「水にまつわる民話」に出てくる長
念寺があります。本堂は近年の建造ですが、山門や鐘楼
に往時が偲ばれる古刹です。

KISSOホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/KISSO/index.html

下
「東海大橋」
愛西市給父町と海津市秋江を結ぶワーレントラス橋。
堤防の脇にこの橋の完成によって廃止となった「給父の
渡し」跡の案内板が立てられています。

Johannis de Rijke の日本語表示については、
か つて は「ヨハ ネス・デ・レ ー ケ」
と呼 ば れて いましたが、
「ＫＩＳＳＯ」で は 、現 在 多く使 わ れ て いる「ヨハ ニス・デ・
レイケ」と表記しています。
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