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宝暦治水前の普請意見書の分析　その１
─高木家文書の河川絵図の研究─

Analysis of flood control opinion collected before the Horeki riparian works part 1
Research river maps of the Takagi family doucments
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Abstract
Prior to the Horeki riparian works, opinions and requests related to flood control work were 
collected from villages in the basin.Some of them are accompanied by river maps, which are 
the best materials for understanding the river environment at that time.In this paper, we 
analyzed these opinions and requests and river maps to read the river environment ,Interests of 
villages in the basin  of The Kiso Three Rivers.
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はじめに
⑴　研究史と課題
宝暦 4（1754）年から翌年にかけて幕府が薩摩
藩に命じて実施した木曽三川流域の治水工事は
「宝暦治水」と呼ばれ、その規模や技術の高さ、
また明治期に実現する三川分流工事の先駆的事業
として、治水史上において特筆されている。
幕府の宝暦治水に向けての動きは、流域住民か
らの度重なる嘆願を受けて、宝暦 3（1753）年 5
月に代官吉田久左衛門を美濃に派遣し、事前調査
させたことに始まる。吉田は、美濃郡代青木次郎
九郎安清、川通掛の高木新兵衛篤貞（西高木家）、
高木求馬允貞（北高木家）、高木内膳貞往（東高
木家）らと打ち合わせ、木曽・長良・伊尾の三大
河川およびその支流を見分し、 8月末に帰府の途
に就いた。この間、 8月中旬に長雨による洪水の
ため流域に大きな被害が生じ、 9月から破損箇所
の調査が実施された。幕府勘定所では、吉田代官
の調査に基づく水行普請計画および 8月水害の急
破定式普請計画を立案し、勘定奉行一色周防守政
沆が11月付で老中に伺書を提出した。これが承諾
されて、12月に薩摩島津氏に手伝普請が命ぜられ
るのである1。
この間の動きで注目すべきは、吉田代官の見分
に際して、「今度当国笠松辺より勢州長嶋海落口迄
之川々水落御見分被遊候、就夫私共村々之儀御願
有之候ハヽ可申出旨御触ニ御座候」（E-3-⑴-923）
や「此度濃州川通御見分被為成候付川々水行差支
候村々願之儀御座候ハヽ御願申上候様ニ被仰渡難
有奉存候」（E-3-⑴-916-あ）といった形で、流域
の村々に意見書や要望書を提出させたことである2。
その関係文書の数は、高木家文書（西高木家伝来
文書、名古屋大学附属図書館所蔵）に残るものだ
けでも、「普請の願書約100点、自村には普請の必
要がないという上申書約110点、他村の普請願い
に反対するもの約40点など、あわせて360点にも
及んでいる」という3。
これらの意見書は、「地元住民としての治水策
を提案するものもあり、それらはおそらく、吉田
らの判断を助けたに違いない」とされている4。
また、他村の普請に反対する意見が約40点もあっ
たことから、「普請着手により利害対立が先鋭化
する可能性を孕んでいた」との指摘もある5。
しかしながら、広範囲にわたって地元住民の意

見を集めたにもかかわらず、『岐阜県史　史料編　
近世五』をはじめ、上記の先行研究も、大垣藩領
村々による13ヶ条の願書を取り上げるに留まってい
る6。こうした傾向は突き詰めると『岐阜県治水史』
に行き着く。同書は大垣藩領願書を全文掲載した
うえで7、「右の外各輪中村々より提出した請願書
は、四十余通の多数に上るが、煩を避けて一々之
を掲記せぬ」として、普請出願箇所・請願村名を
摘記するに留まる。そして、「これに依てこれを
観れば、逆川締切を第一とし、大榑川締切、木曽
川築切等これに次ぎ、地方民の最も希望した所を
察知することができる」と総括するのである8。
『岐阜県治水史』が取り上げた40余通は「宝暦
三年酉六月　濃州勢州川々御普請之儀願出候場所
抜書」（836）に基づいている。同資料は宝暦 3年
5 ､ 6 月中に提出された願書から普請出願箇所・
請願村名を抜き書きしたものであり、当該期に提
出された願書のすべてではない。宝暦治水におい
ては逆川締切などが重要かつ困難な普請箇所で
あったとされているが、『岐阜県治水史』の総括
は「工事必要箇所を全面的にとらえよう9」とし
て集められた意見書を全面的に検討した結果のも
のとはいえない。
近年は大垣藩領願書以外の意見書を取り上げる
研究も出てきてはいるが、部分的な検討に留まっ
ており、全体像の解明には及んでいない10。
また、もう一つの問題として、河川絵図の検討
がまったくなされていないことがある。流域村々
からの願書には、普請出願箇所を視覚化した絵図
が付属していたものが少なくない。前記の大垣藩
領願書にも「右奉願上候場所絵図面相認差上申候」
とあり、絵図を共に提出していたことが明記され
ている。にもかかわらず、これまで絵図が提示さ
れることはなかった。これには、資料の原秩序が
失われ、本来一組であった願書と絵図が分離して
伝来してしまっているという事情も考慮しなけれ
ばならない。高木家文書には作成年月日や作成目
的が不明の河川絵図が多く伝わっており（E- 3 -
⑴-6267以降に集められている）、河川絵図の年代
比定と内容解明のため、願書と絵図の関係復元が
課題となっている。
本稿ではこの課題に取り組み、願書と絵図の関
係を復元しながら宝暦治水に向けて収集された普
請意見書を絵図とあわせて分析する。この作業を
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通じて、宝暦治水の前提となった河川環境および
村々の環境認識、普請要求内容と減災効果、さら
には流域村々の連携と利害対立を読み取り、宝暦
治水に至る過程を明らかにしていきたい。

⑵　資料について
代官吉田久左衛門の川通見分は、定式春役普請
所の見分も兼ねて、宝暦 3年 5月29日から始まっ
た（6208）。笠松陣屋を起点とし、木曽川・佐屋
川筋を下り、河口部の干拓新田をめぐって桑名川・
香取川筋を上り、油島新田経由で木曽川・長良川
筋を北上、さらに大榑川・伊尾川・津屋川・牧田
川筋から杭瀬川・久瀬川・藪川・糸貫川筋の村々
をめぐり墨俣経由で笠松へ、そこから鳥羽川・武
儀川・郡上川・可児川・土岐川筋の村々まで見分
した（4735、4736）。20日間ほどの日程である。
村方からの普請意見書は、出発前日段階で「村々
川通願之義等今日迄も追々ニ差出申候」という状
況であった（6208）。高木家文書には、これらの
意見書を整理した記録が 3冊残っている。願書と
絵図の関係を復元し、意見書の全体像を検討する
うえで欠かせない記録であるので紹介したい。
1冊は西高木家家臣小寺牧太による「宝暦二

〔ママ〕

年
酉六月日　川通御用書付取次覚」（837）である。
一部抜粋してみる。

六月二日
一 西尾藤兵衛様御知行所藪田村願無之旨名主
書付致持参候

〔中略〕
七日
一 日根野一学様御知行所者結村堤修覆被仰付
様庄屋中願書致持参候、添状三間忠蔵、返
簡武右衛門・今右衛門・庄右衛門より遣候

このように日を逐って、どこの村がどのような
書付・願書を持参したのかを記録している。 6月
2日から18日までの間に79件を受理している。ち
なみに藪田村の書付は917、者結村願書は916-あ・
い、添状は4995が該当する。
次に「宝暦三酉五月　濃州川々御普請所願出候
留書」（717）である。冒頭を引用する。

タイ　　　　　方県郡
一願書　　　　　河渡村
　　　　　　　　生津村

タロ　　　　　安八郡
　絵一 図壱枚　　　楡俣村
　願書壱通　　　大藪村

願書を提出した村名を記入し、高木家を意味す
る「タ」と「イロハ…」で番号を付けて整理して
いる。願書の要求内容を知ることはできないもの
の、絵図の有無を知ることは可能である。掲載数
は50件である（うち 2件抹消）。ちなみに「タイ」
は5579-い、「タロ」は809-あ、6328、が該当する。
もう 1冊が前述の「宝暦三年酉六月　濃州勢州
川々御普請之儀願出候場所抜書」（836）である。
冒頭を引用しておく。

タい
　　願書一通　　青木治郎九郎御代官所
　　絵図一枚　　　中嶋郡　三ッ柳村
木曽川通
一堤長六百九拾間余修覆
駒塚村地内江
一圦場所替
　 是ハ木曽川通伏込有之候処水落悪敷村下駒
塚村地内江伏込候積

こちらは平仮名の「いろは…」で番号を付けて
整理し、「タき」までを掲載する。願書の内容を「抜
書」しており、該当文書が不明でも、普請出願箇
所・請願村名がおおよそ判明する。『岐阜県治水史』
が引用する所以である11。
この 3冊に記録されたものだけでも、160件を
超える。もちろんこれがすべてではなく、高木家
文書にはこの 3冊に記録されていない意見書も伝
わっている。 3冊のうち「留書」と「抜書」は願
書を整理したものである。これに対して「取次覚」
は受理記録であるのため、〝自村には普請の必要
がない〟という書付も多くみられる。それでも現
状では「願無之」としながらも、対岸の村々の出
方によっては出願する姿勢をみせている村もあっ
た（「岡田将監様御知行所村々当時御願之儀無之
候得共、川向村々御願被申上候品ニより御願申上候
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儀も可有御座候間、其節御聞届被下置候様御内意
御願申上置候」）。意見書の内容は流域の村々の利
害関係により変動的であった点は押さえておきた
い。

Ⅰ　木曽川・長良川中流域
流域東部、木曽川・長良川中流域の正

まさ き

木輪中、
桑
くわばら

原・小
こやぶ

藪輪中、高須輪中東部、福
ふくづか

束輪中、森部
輪中の村々から提出された願書を中心に、関連し
て伊尾川沿いの村々の意見書も取り上げる。各輪
中と河川の位置については図Ⅰ- 6 および図Ⅱ- 2
が参考になる。

⑴　木曽川通堤公儀普請願い
木曽川通では、旗本坪内氏知行所24ヶ村（濃州
各務郡・羽栗郡）が宝暦 3年 6月 5日付で公儀普
請を願い出た（821）。
知行所は国境を西流する木曽川が南に向きを変
える手前にあたり、いくつかの村は中洲の島を構
成する複雑な地形を構成していた。願書では、 2
里余の堤は 5 ､ 6 ヶ所危険な場所ができ、とりわ
け 2 ､ 3 年前より川瀬が替わり、大川の水が川幅
14､ 5 間ほどに迫り、落水先が堤根敷（根置、堤
の土台部）へ当たって欠損して「木曽川堤通第一
之難所出来仕」と訴える。しかし、小身の旗本ゆ
え自力での十分な修復が難しいため公儀普請を要
求したという。
このときの具体的な普請箇所を示したのが、同
年 7月付の「坪内伊豆守・坪内権之助・坪内宇右
衛門濃州知行所木曽川通絵図」（6270、図Ⅰ- 1、
この紙袋が6148）と「木曽川通堤腹付猿尾所々繕
下目論見帳」（977）である。西の中野村から東の
前
まえど

渡村までの堤惣間数が4412間、その間の29ヶ所
について古猿尾の先継・腹付（側面の補強）・繕、
堤の腹付、川畔笠腹付繕、石堰、笠腹付などの普
請を求めており、絵図と目論見帳により普請出願
箇所と猿尾などの規模を知ることができる。
なお、この翌月の洪水とその後の度重なる出水
により堤通の被害が相次いだため、旗本坪内氏知
行所の村々は宝暦 4年 3月に公儀普請を再願する
ことになる（1145、1146）。

⑵　三ッ柳村木曽川通堤補強・悪水落圦伏替願い
木曽川中流右岸に位置する中島郡三ッ柳村（正

木輪中）は宝暦 3年 5月に墨引絵図（773-う、図
Ⅰ- 2）を添えて願書 2通を提出した（773-あ・い）。
三ッ柳村には木曽川通に堤692間と猿尾、その
下に悪水落圦が築かれていた。しかし、木曽川の
河床上昇が原因で満水時に越水の危険が高まり、
また常水時に圦戸が開かず、旱水時でないと悪水
吐ができなくなっていた。さらに猿尾の保守・保
全が不十分で水刎の効果が衰え、堤への水当たり
が強くなっていた。そのため、堤450間笠置（上
部の補強）、堤250間の腹付、猿尾 7ヶ所の笠置腹
籠、堤300間の腹籠からなる堤修復普請および逆
川通にある駒

こまづか

塚村悪水落圦へ三ッ柳村圦を引き伏
替することを要求した。

⑶　逆川の締切
逆川は木曽川から分派して北西へ流れて長良川
に合流する川で、足

あぢか

近・正木輪中と桑原輪中を隔
てる。木曽川から水が激しく流れ込む急流であっ
たため、宝暦治水では締切工事が実施され、木曽
川口に洗堰が築造された。
正木輪中の蜂

はちじり

尻村・曲
まがり

利村・飯
いいがら

柄村・駒
こまづか

塚村は、
木曽川通における石田村東の刎猿尾や八

や が み

神村・
拾
じっちょうの

町野村間の石堰の設置要求（後述）に対して、
逆川へ水が多く押し込み堤外田畑が被害に遭い、
かつ逆川へ排水する圦が機能しなくなるとして、
駒塚村東に刎猿尾 1ヶ所および逆川口の駒塚村堤
より城

しろやしき

屋敷村堤までの築切を、江戸役人の見分に
あわせて宝暦 3年 5月に出願した（772）。後述す
る木曽川の水勢抑制策に付随して逆川の締切が求
められていたのである。
同月には桑原輪中の加

か が の い

賀野井村（西加賀野井
村）・城

しろやしき

屋敷村・一
いしき

色村も、水位上昇（「水かさ高
ク罷成」）による水損が増加していることから、
やはり加賀野井村と駒塚村の間で逆川を築留し
て、かつ駒塚村東に猿尾 1ヶ所を設けることを要
求した（774）。この理由として「惣而木曽川通之
儀、段々砂押出シ川底高ク罷成、長良川江逆水仕
逆川筋ニ相成候故、水行指支、水腐仕儀ニ御座候」
との環境認識をみせている。
逆川口の締切願いに対して障りを申し立てたの
が、逆川左岸のやや下流に位置する羽栗郡竹ヶ鼻
村（桑原輪中）であった。竹ヶ鼻村は宝暦 3年 7
月に逆川締切に反対する願書を 3通提出している
（972、973、974）。そこでは、他村の願いどおり
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逆川の木曽川からの常水流入を締め切った場合
は、旱水して呑水に難儀すること、また船の出入
に差し支え荷物などを取り扱っている大勢の者が
生活できなくなると訴える。そして締切差し止め
が叶わないならば、竹ヶ鼻村川町河渡より間島村
入口まで24､ 5 町の逆川砂浚を願った。竹ヶ鼻村
は逆川西沿いに町並と船着場が形成され、近隣か
ら物資が集積する交易地として栄えたという事情
があった。
逆川締切は宝暦治水で実施されることになる。
これに関連して加賀野井村は宝暦 4年 4月 5日に
2通の願書を提出した。 1通は逆川締切の位置に
ついて「拾弐間之場所ニ而御普請被為仰付候」と
の方針に対して「前件奉願候場所ニ而御〆切被成
下候」ことを願い出たものである（1096-こ）。も
う 1通は逆川普請に伴い自村の堤普請を要求した
ものである（2038）。これは逆川口締切となり、
木曽川通の所々に猿尾が設けられれば、出水時は
今よりも「水重」（水嵩）が増し、田畑や居屋敷
が浸水することが懸念されたからである。そこで
逆川口より南の細堤まで堤85間（新規）、細堤よ
り川下の城屋敷村境まで堤538間（重置腹付）の
堤普請を手伝普請として実施されることを希望し
た。願書には絵図を添えたとあり、この絵図が
1451-92と思われる（図Ⅰ- 3）。朱線が堤普請箇
所を示しており、 2枚の付箋には「逆川口御〆切
堤より南江細堤迄長八拾五間之所新堤外籠等御願之
場所」、「此所より下江城屋敷村地境迄長サ五百三拾
八間之所川上堤取合候様重腹御願之場所」とある。
逆川締切による環境変化を見据えて木曽川通への
新堤を必要としたのである。
なお、「絵図　加々野井村」「願書弐通　絵図壱
枚　役人添状壱通」と書かれた紙袋がある（6337
紙袋）。この紙袋には現在は小藪輪中絵図が収め
られている。しかし、紙袋墨書からして本来は上
記の加賀野井村願書 2通と絵図 1枚が収められて
いたと思われる（役人添状は未確認）。

⑷　桑原・小藪輪中普請願い
桑原輪中は南部に内郭輪中の小藪輪中を内包
し、東を木曽川、西を長良川が流れ、小藪村地先
で両川が合流する環境にあった。「八神輪中」と
称する絵図もみられる。
桑原・小藪輪中の中島郡東

ひがしかた

方村・市
いちのえだ

野枝村・石

田村・八神村・大須村・午
うまみなみ

南新田・午
うまきた

北新田によ
る宝暦 3年 5月付願書が 2通ある。このうち願書
と絵図の内容から、「乍恐以書付奉願御事」（775）
と「川々御普請所墨引絵図」（6332、図Ⅰ- 4）、「乍
恐奉願候御事」（776）と「川々御普請所絵図」（6333、
図Ⅰ- 5）が一組となすと判断できる。ただし、
絵図6332の付箋は、修復時の混乱のためか、貼付
位置が間違っている。
長良川から伊尾川へ流れ込む大

おおぐれ

榑川の流入部
（大藪村と勝村の間）に喰違堰が設置されて以降、
横江川（長良川の部分的呼称、大榑川と分かれて
木曽川と合流するまでの間）の水位が上昇し、桑
原輪中西南に集中する圦からの水落が悪化して輪
中底部の水損が拡大した。寛延 4（1751）年に竣
工した大榑川喰違堰に関しては、締切堰を願い出
た福束輪中・多

た ぎ

芸輪中に対し、桑原輪中が障りを
申し立てて江戸に出訴した。その結果は小藪村に
排水用の新たな圦樋を設けることで喰違堰の建設
許可となったが、その後懸念したとおり、喰違堰
により「別而川通定水高罷成」（776）となったた
め、次の普請を願い出たのである（番号は絵図と
対応させて付けた）。
一つには、中須川（①）および中村川（②）の
伊尾川口に常水より高 2合目を基準とする石堰切
（石垣切）の設置である。中須川と中村川は長良
川と伊尾川を結び、両川の水位を調整する機能を
果たしていた12。石堰切の設置は、土砂堆積によ
り河床が上昇した伊尾川から長良川への逆水を防
ぎ、長良川の常水減少を図るものであった。
二つには、木曽川から分流して長良川へ合する
逆川の川口東に常水より高 2合目を基準とする石
堰切の設置である（③）。
三つには、木曽川通への石猿尾や石堰切の設置
である（④）。願書775では石田村・八神村境より
対岸の拾町野村へ流石堰切を設ける内容であった
のに対し、願書776では石田村・中野村境にある
杭出に150間の石猿尾（常水より高 2合目）、石田
村・八神村境に200間の石猿尾（常水より高 2合
目）、拾町野村の杭逆出に400間の石猿尾（常水よ
り高 2合 5勺目）を設ける内容となっている。こ
れらは木曽川の常水を佐屋川へ流し出すことで木
曽川の水勢を抑制し、木曽川の強水に押されて横
江川が逆流するのを防ぐための措置である。
四つには、神

しんみょうづ

明津輪中と立
たつた

田輪中を隔てる藤ヶ
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瀬村上の小川（間
あい

ノ川）へ石堰切（常水より高 2
合 5 勺目）の設置である（⑤）。神明津輪中は、
桑原輪中の南に位置し、木曽川、佐屋川および佐
屋川から分かれて木曽川に流れる間ノ川に囲まれ
る。小川の南側には立田輪中が広がる。小川の川
口に堰を設けることで、佐屋川の水量を増やして
土砂堆積を防ぎ、かつ木曽川へ水が流れ込むのを
抑える役割を果たす。
五つには、願書776での主張として、小藪村地
内東通猿尾 2ヶ所に代えて、八神村枝郷前野より
木曽川通の松山上（松山中島村の北）まで常水高
2合目の石堤を築いて、木曽川の水は石堤東を、
長良川の水は石堤西を通し、松山上にて落ち合う
ようにすることである（⑥）。これは木曽川と長
良川の分離を求めるものであり、明治改修工事の
木曽川・長良川背割堤を先取りするものとして興
味深い。小藪村は延享 4（1747）年10月の段階で、
河床上昇による長良川の逆水対策として、木曽川
と長良川の「水分ケ」を願い出ており（492）、小
藪村地先で合流する両川の分流が課題となってい
たことがわかる。
しかし、宝暦 3年 7 月の追願（964）に「第一
之御願ニ奉存候木曽川石堰難被為遊由被為仰聞奉
承知候」とあるのでこれは認められなかったよう
である。もっとも「御勘弁ニ而水損者相遁候様」
に仰せ聞かされたため、改めて中須川・中村川・
逆川・小川の堰切、拾町野村・八神村間の常水堰
と猿尾 2ヶ所の普請を追願した。これは他地域の
動向を見据えての動きであった。このころ下流域
では木曽川と伊尾川を分離する油島新田地先での
締切堤を求める動きがあり（「木曽川之流末両川
江相別レ候桑名川油嶋より坂手村江築切ニ相願被申
候由」）、上流では大榑川で猿尾・先継普請を願う
動きがあった（「又候今度猿尾并先継相願被申候
段」）。ただでさえ大榑川喰違堰の築造により横江
川の常水が増えて難儀しているところにこれらの
普請が実施されては、横江川は下は桑名川、上は
大榑川にて堰き止められ、桑原・小藪輪中内の田
畑は亡所地になるとの危機感を抱いていたのであ
る。
なお、桑原・小藪輪中に知行所がある毛利源内
家では、家来桜井杢右衛門が宝暦 3年 7月に「存
寄之趣」を提出した。そこでは輪中村々と同様に、
中島郡村々の水損回避のためには逆川口東に石堰

切、石田村に150間の石猿尾、八神村に200間の石
猿尾、拾町野村逆出に400間の石猿尾、藤ヶ瀬村
小川東川口に石堰切が必要としていた（978、981）。

⑸　墨俣・桑原・小藪輪中普請願い
「濃州勢州川々御普請之儀願出候場所抜書」
（836）によると、桑原・小藪輪中の小藪村・
江
え ぎ ら

吉良村（青木次郎九郎代官所惣代）、堀
ほっつ

津村（平
岡繁次郎知行所惣代）、沖村（土岐図書知行所惣
代）、墨

すのまた

俣輪中の下
しもじゅく

宿村（川崎平右衛門支配所惣代）
が絵図 2枚を添えて願書を提出したことが記され
ている（「ろ」）。「抜書」に記された普請出願箇所
は以下のとおりである。

逆川石堰（加賀野井村と駒塚村之間）
常 水堰（木曽川通拾町野村前ニ而八神村江〆
切、佐屋川江不残木曽川之流候積り）
右同断（木曽川より佐屋川江之枝川）
猿 尾継足長弐百間（木曽川・長良川落合小藪
村前常水分ケ）
猿尾壱ヶ所（木曽川通八神村上）
常水堰（伊尾川枝川中須村前）
右同断（同川枝川南波村前）

普請出願箇所は、木曽川の水勢抑制による横江
川の水位低下を目的とする、桑原・小藪輪中普請
願いと同じ効果を狙ったものといえる。
この願書に該当する文書は高木家文書中にみあ
たらないものの、絵図については該当すると思わ
れるものが 1枚伝わっている。それが「川通絵図」
（6273、図Ⅰ- 6）である。大榑川喰違堰などの「御
堤并新自普請」が墨色、「御普請御願」が朱色（黒
ずんでいる）で描き分けられており、そのうち「御
普請御願」の場所が「抜書」とほぼ一致すること、
御料惣代・私領惣代として安八郡下宿村、中島郡
江吉良村・小藪村・堀津村・沖村の庄屋 5名の署
名捺印があることから、絵図の 1枚と判断した。
また秋山晶則は、「川通絵図」（6273）は『安八
町史　史料編13』所収94号文書と「完全に一致す
る要求内容が描かれています」と指摘する14。94
号文書は、墨俣輪中惣代・桑原輪中惣代・小藪輪
中惣代が宝暦 3年 6月に提出した願書である（典
拠は林周教氏筆写原稿）。内容は、「長良川新規自
普請出来」（大榑川喰違堰築造）以後、とりわけ
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常水が高くなり、悪水が引き落ちず、田畑が水損
する状態であることを前提に、拾町野村・八神村
間の常水石堰、中須川常水石堰、中村川常水石堰、
逆川石堰、小藪村地内に200間築流 1ヶ所、木曽
川より佐屋川への小川石堰、勢州海口辺の浚渫、
下宿村外畑川除普請を要求したものとなってい
る。この願書では、木曽川の常水を佐屋川に流す
常水石堰の設置により「濃州川々落合水開宜敷被
成」として、これを「一国の水損遁候第一場所根
元と奉存候」と認識していた点が注目される。
ただし、94号文書の石堰・築流要求は絵図6273
とも「抜書」とも大体において一致するものの、
下宿村外畑川除普請については「別紙絵図の通下
宿村外畑川除け御普請奉願上候」とあるにもかか
わらず、絵図6273に該当する記述がみえないため、
「完全に一致する」とまで言い切ることには躊躇
を覚える。もう 1枚の絵図の所在も含めて、さら
なる検討が必要と考えている。

⑹　大榑川締切対策
大榑川については長良川西筋の村々より喰違堰
締切の要望があり、宝暦治水では洗堰が造築され
る。こうした動きに対して、宝暦 3年 6月、桑原
輪中の御料惣代・私領惣代は、長良川左岸の堀津
村から長良川石堰下へ伏越圦とその水上に100間
猿尾 2ヶ所、50間猿尾 1ヶ所の計 3ヶ所の猿尾を
設置することを願い出た（914､ 915）。大榑川が
締め切られては、上述した木曽川締切や諸川の堰
切が実現しても長良川（横江川）の常水減少が見
込めないとして、桑原輪中の悪水を伏越圦にて長
良川石堰下へ排水し、かつその伏越圦を守るため
に猿尾 3ヶ所を必要としたのである。
また、宝暦 3年 5月に喰違堰の継足および捨石・
捨籠などの修復・補強工事がおこなわれたことに
より、横江川の流水が 3尺余盛り上がり、木曽川
の強水と相俟って輪中の排水が困難になったとし
て、 8月に桑名・小藪輪中の 8ヶ村が継足・捨石・
捨籠などを撤去し、長良川からの水を大榑川・横
江川へ等分に戻すことを懇願した（696-お）。翌
9月に尾張藩領の村方も加わり13ヶ村で再度出願
したが（696-か）、取払は実施されなかったようで、
宝暦 4年正月（1005）、 3 月（696-く）と再願し
ているのが確認できる。

⑺　成戸村猿尾修復願い
高須輪中の海西郡成

なりと

戸村が宝暦 3年 5月に猿尾
修復を願い出た（812）。「当村之儀者木曽川・長
良川落合之場所ニ而満水之節ニ者石猿尾ならでハ
持答不申儀と奉存候」とあるように、成戸村は木
曽川と長良川が落ち合う先にあたり、破堤入水を
繰り返す場所であったため、堤通に長延50間、馬
踏 8間（馬踏は堤防の上部）の巨大な猿尾を設置
していた。その字名を大猿尾と称したという。し
かし、出水のたびごとに猿尾は破損し、当時は根
元ばかりの小猿尾となっていた。15年前の元文 4
（1739）年に普請した枠も出水により大破し、そ
の後も村方が自普請を繰り返したが持ち堪えず、
昨年普請した箇所も大破に及んでいた。そこで幕
府役人の見分にあわせて、古来のとおり長延50間、
馬踏 8間の石猿尾に修復することを要求したので
あった。

⑻　者結村堤普請願い
旗本日根野氏の知行所であった海西郡者

じゃけつ

結村も
吉田代官の川通見分にあわせ、宝暦 3年 6月 7日
付の日根野氏役人添状（4995）を添えて堤普請を
願い出た。者結村は成戸村と同じく高須輪中東部
に位置する。
者結村では長良川への土砂流入による河床上昇
が原因となって洪水時にはたびたび越水したが、
困窮の百姓と小身の地頭では堤の笠置修復ができ
ず、応急処置で済ませてきた（「当分之繕ニ而見
合置候」）。ところが、年々洪水ごとに破損し、し
かも上下の堤はともに根敷が30間余もあったのに
対し、者結村のそれは20間余しかなく、近村より
堤が細く危険性が高かったため、笠置腹付を必要
とした（916-あ）。これにくわえて、川筋の積籠 3ヶ
所へ水除のため石籠（猿尾）を設置・修復する水
除普請も願い出た（916-い）。者結村は年々川欠
が進んでいたところへ、対岸の桑原輪中大須村川
岸に大分の附洲ができたことで南の野市場村境辺
りへ水先が押し掛かるようになり、堤岸まで欠け
るようになっていたためである。
この後「御内見分」が実施されたものの、「定
式出シ籠猿尾等」は出水の時節であったため水下
で見分することができず「御願茂延引」となった。
そこで同じ 6月に者結村は、笠置腹付をしても「出
シ籠猿尾」がなくては効果がないとして、改めて
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の見分を願い出る追願を提出した（4479）。
このときの追願に付属していたと考えられるの
が、絵図954（図Ⅰ- 7）と「濃州海西郡者結村堤
長築捨之訳平籠積籠改帳」（916-う）である（こ
れらの紙袋が916-あ～う「濃州海西郡者結村御堤
通御普請御願書帳面絵図」であろう）。絵図には、
283間の堤外草野東に積籠場所 3ヶ所と猿尾 1ヶ
所、野市場村境に猿尾 1ヶ所が描かれている（付
箋下）。このうち北から 2番目の積籠には 7間の
猿尾、 3番目の積籠には 7間半の猿尾があったも
のの「欠込川中」となり、 4番目の猿尾は27間の
長さが川欠のため 5間ほどになっていた。このよ
うに者結村の「定式出シ籠猿尾等」が「大破損」
（4479）して水除機能が低下する一方で、絵図に
みえるように、対岸の附洲（「小藪村川並畑」）が
川中に大きく広がり、長良川（「大川通、但シ横
江川」）が者結村・野市場村境に突き当たるよう
流れていた。絵図ではその場所に「腹籠奉願上候」
と書かれた付箋が貼られている。堤を補強すると
同時に猿尾などを設置・修復して水除機能を回復
することで長良川（横江川）の水流を制御するこ
とを意図したのである。
また、者結村の堤が決壊すれば、者結村のみな
らず高須輪中の多くの村々が浸水するおそれが
あった。それゆえ同年 6月に高須輪中の49ヶ村54
庄屋が者結村堤丈夫普請を出願していた（4480）。
懸廻堤の輪中では、部分的な堤の脆弱性でも輪中
全体に影響を及ぼすため、輪中全体で局地的な普
請を支援する動きがみられた。
なお、 6月願書の 2通目（916-い）には「近年
大藪川ニ越堰被仰付候ニ付別而大水多ク御堤危相
見得申候」とあり、これが大榑川喰違堰を指して
いるのであれば、近年の者結村の水害増加は喰違
堰設置による環境変化も要因であったことにな
る。一方の喰違堰周辺に関しては、高須輪中の北
端に位置する安八郡勝村が、宝暦 3年 5月に御入
用でもって柳原堤外欠所に腹籠、上河原に枠、江
向に猿尾、渡し場に出しの普請を願い出ていた（808）。

⑼　楡俣村猿尾普請願い
福束輪中は東西を長良川と伊尾川、南北を大榑
川・中村川に囲まれた輪中で、西南部に大

おおよし

吉輪中
が位置する。
福束輪中では長良川沿いの楡

にれまた

俣村を中心に願書

が提出されていた。まず、宝暦 3年 5月に楡俣村
は隣接する大藪村と連名で猿尾の修復を願い出た
（809-あ）。この願書に付属した絵図が6328（図Ⅰ
- 8）と考えられ、木曽川通に出現した巨大な「出
来河原」、大榑川口で水流が激しく渦巻いている
様子が描かれている。楡俣村の百間猿尾は近年修
復なく大破したため、伊尾枝川（中村川）からの
水の押し出しが弱まり、その先に砂が溜まって「出
河原」ができ、成戸川（横江川）への水落に差し
支えが生じていた。そこで百間猿尾の60間先継と
共に伊尾枝川が流れ出る右手に50間猿尾の設置を
求めた。また、元来は50間余の規模であった大藪
村の七郎平猿尾も、やはり修復なく大破し、それ
が原因で大分の「出河原」が出現したという。こ
のため七郎平猿尾の80間先継、および郷蔵下猿尾
1ヶ所積籠場所に50間先継を要求した。両村が対
象とする先継は絵図に朱書で描かれ、それぞれ付
箋で普請内容が示されている（ただし楡俣村百間
猿尾の付箋は失われている）。猿尾を強化するこ
とで水流を河原へ押し出し、川底を掘り下げ、水
落の改善を図ったのである（「所々出河原押抜、
川底深罷成、水落宜敷罷成申候」）。
長良川通に出現した巨大な河原のためか、伊尾
枝川はこの春よりたびたび出水して楡俣村北の堤
敷地へ「欠込」していたので、それを防ぐため楡
俣村は 6月にも単独で15間の「出シ籠」を出願し
た（809-い、944）。
また、楡俣村猿尾にはもう 1ヶ所普請を要する
場所があった。長良川通の字与助枠猿尾である（絵
図6328では百間猿尾と七郎平猿尾の間に描かれて
いる）。宝暦 2（1752）年に積籠普請を命ぜられ
たものの、間数が短いため水刎効果が小さかった。
福束輪中の東側は長良川の水先で堤への水当たり
が強く、根敷が洗掘され、堤内の所々に「吹穴」（押
堀のことか）ができる環境にあった。去夏の洪水
時にもにわかに「吹穴」ができたため杭木土俵で
囲んだという。福束輪中は懸廻堤の輪中であるた
め、ここが決壊すると輪中全体が浸水被害を受け
てしまう。そこで宝暦 3年 6 月、「惣囲之御堤に
て大切之場所ニ御座候」として、福束輪中全18ヶ
村の庄屋が連署して、75間の足継猿尾を願い出た
（948）。猿尾普請よって水刎を強化して「穴洩リ」
を防ぎ、川中の「出来洲」を押し抜き、水落を改
善することを図ったのである。
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⑽　福束村猿尾普請願い
同じ福束輪中の伊尾川沿いに位置する安八郡
福
ふくづか

束村も、近年は出水ごとに水当たりが強く字中
嶋の堤根が「川かけ」になるため、宝暦 3年 6月
に30間の猿尾を願い出ていた（946）。さらに吉田
代官の廻村後の 7月にも「輪中壱万石惣かこひ大
切之所ニ御座候」として、やはり福束輪中全18ヶ
村の庄屋が連署して猿尾普請を再願した（966）。
この場所は対岸の水門川出口に水除猿尾が設置さ
れて以来「みよ通り」（澪通り）に変化が生じて
水先が強く東へ刎ねるようになり、しだいに福束
村堤根を削っていたのである。
楡俣村や福束村の猿尾普請は、それぞれの村の
みで完結する問題ではなく、輪中全体の防災に関
わる問題であった。

⑾　森部村猿尾普請願い
中村川を挟んで福束輪中の北に位置する森部輪
中は、森部村、氷

こおりとり

取村、大森村、大野村、南
みなみじょう

条村、
南今ヶ渕村、善

ぜんこう

光村の 7ヶ村で構成される。この
うち森部村が宝暦 3年 5月に猿尾普請を願い出た
（802）。長良川沿いの村東三ッ俣にある二つの猿
尾は以前は30間の規模であった。しかし、年々押
し切られ 8間ばかりが残るのみとなっていた。森
部村は川欠や砂入荒地も多く、このうえ堤が決壊
したならば百姓の居所が被害を受けるだけでなく
「輪中之難義」となるため、猿尾 2ヶ所を30間に
修復することを求めたのである。この際、川向は
芝野荒地であるため、猿尾修復による障りはない
と断りを入れていた。

⑿　森部輪中中村川石堰願い
森部輪中を構成する安八郡 7ヶ村の庄屋が連署
して、宝暦 3年 5月に提出した願書が『安八町史　
史料編』に掲載されている（104号文書、典拠は
個人蔵）。輪中の悪水落が悪化し水腐被害が拡大
した原因を、流域全体の水位上昇（「惣躰川通定
水高相成」）と、中村川への伊尾川逆水（「近年中
村前枝川通え伊尾川落込強御座候」）にあると認
識し、中村川の伊尾川口にて堤 3合目に石堰を設
けることを願い出たのである。
この願書に付属していたと考えられる絵図が
6411（図Ⅰ- 9）である。絵図に描かれていると
おり、森部輪中は南東部に悪水圦を設け堤外から

江筋を延ばして中村川口に輪中の悪水を排水して
いたところ、朱で描かれている中村川の流入部に
石堰を設けることで、伊尾川逆水を抑制し、圦先
の常水を下げて輪中の排水改善を図ろうとしたの
である。
なお、前記の森部村猿尾普請願い（802）は、
現在は「宝暦三年酉五月　安八郡森部輪中村々絵
図願書入」と墨書された紙袋に収められている。
けれども、願書802に絵図は付属しておらず、こ
の紙袋に本来収納されていたのは森部輪中中村川
石堰願書と絵図6411であったと思われる。

⒀　西橋村普請願い
墨俣輪中の西橋村（川崎平右衛門支配）は宝暦
3年 5月に次の普請を願い出た（807）。西橋村は
長良川右岸、墨俣宿の南に位置する。長良川通の
水先が強く堤に押し当たるため、村北の壱番猿尾
15間先に石枠を設置し、その北堤岸に12間の脇籠
1ヶ所を設けることを願い、あわせて大破した二
番猿尾13間および川欠となった外屋敷外畑脇籠
100間の普請を求めた。

⒁　伊尾川水除普請願い
墨俣輪中の安八郡西

にしむすぶ

結村は宝暦 3年 5月に「川
通絵図」（805-い、図Ⅰ-10）を添えて願書（805-あ）
を提出した15。西結村は伊尾川左岸2220間余の川
筋の村で、村内北部を美濃路が通る。絵図をみる
と、伊尾川が左右の岸にぶつかりながら蛇行（「川
曲り」）して流れている様子が描かれている。西
結村側の水衝部が北から字鵜森・荒江・領家であ
る。蛇行する伊尾川により、出水時には堤が持ち
堪えず決壊して田畑が損亡し砂入池成となり、堤
外の田畑も水が押し流れ荒地川欠潰地となり、少
しの水でも悪水吐樋の前へ水が押し寄せるので堤
内の田所は溜水のため損亡する環境となってい
た。そこで、上流の中

なかのみや

宮村より下流の牧村までの
附洲浚と、字鵜森・荒江・領家の川除普請を求め
たのである。
絵図から両岸の水衝部を比べてみると、西結村
の水除は十分ではないのがみてとれる（貼紙下）。
西結村の堤は「川西御堤と違不丈夫」であり、「此
所〔字鵜森〕より下川西津村御堤出シニ而水当テ強、
近年大分川欠込、御堤岸迄川欠寄」、「此所〔字荒
江〕近年川欠寄、只今ニ至テ欠申候故出水ニハ御



― 10 ―

堤江水当テ強ク」、「此所〔字領家〕川西大村之御
堤川中ヘ出張申はねニ而渡場上下大分欠寄」とし
て自村川筋の水除強化を必要とした。具体的には、
①堤2220間余の笠置腹付、②字鵜森より川長800
間の所に腹籠・杭木、石猿尾100間、蒔石15間、
出し籠50本積籠、出籠丈夫 3ヶ所、③字荒江より
川下250間の所に50間猿尾と腹籠・杭木、④字領
家は67間腹籠・杭木と渡場より下川岸に水請石猿
尾、の設置である（805-い）。
この西結村の動きに反応したのが南に位置する
北今ヶ渕村・大明神村である（位置については図
Ⅰ- 9参照）。伊尾川の河床上昇を起因とする水害
に苦しめられていた両村は、西結村の「水除新堤
御普請御願」が実施されれば、満水時には「悉ク
水押強押払、別而及難義ニ候」として、宝暦 3年
6月に西結村新堤先より中須村堤まで「築合せ右
御普請同様」に仰せ付けられることを願った（943）。
なお、蛇行する伊尾川に悩まされていたのは対
岸の村々も同じであった。伊尾川右岸の安八郡
上
かみかいほつ

開発村・津村・上開新田村（上開発新田村）・
下開新田村（下開発新田村）・下

しもかいほつ

開発村・沢
さわたり

渡村（佐
渡村）・波

は す

須村・万石村・三本木村も宝暦 3年 5
月に、川瀬が悪しくなって水通が片寄り、出水時
に水当たりが強く堤内の湿地が水損するため、水
除刎籠を設けて「水通河中江流行可仕」ことを願っ
ていた（804）。その場所は付属の絵図（6404、図
Ⅰ-11）に「願之所」として記されており、北か
ら20間、15間、40間、25間、30間の規模の水除刎
籠を求めていたことがわかる。

⒂　中須村新規堤・石籠普請願い
安八郡中

なか ず

須村は伊尾川左岸に位置し、北・東・
南を中須川の本支流が流れていた。当初は単独で、
後に中村の枝郷外

そとぜんこう

善光と輪中を形成する。中須村
が宝暦 3年 6月付願書（945-あ）に添えて提出し
た絵図（945-い、図Ⅰ-12）をみると、上流部の
三方のみに堤を築く築捨となっていたことがわか
る。中須村は北今ヶ渕村や大明神村と共に、早く
に形成された森部輪中などの堤外地であったた
め、懸廻堤を必要としても古い輪中の反対にあっ
た。願書では、自村は「御堤外村」のため出水ご
とに田畑とも水下となり「諸作立毛損亡」するの
で、絵図に朱線で示したように村下（南側）に水
除新規堤310間を築き、また以前からの堤1200間

を補強して集落を囲む懸廻堤を完成させ「御堤内
村」とすることを願った。同時に、村西100間・
村北330間の間は年々川欠になるため、石籠普請
による補強を求めた。

⒃　尾張藩の存寄書
吉田は美濃派遣に際して勘定所から、美濃郡代・
高木家と評議し、さらに私領役人を呼び出して「存
寄障有無等」を尋ねるよう指示されており（4590-
う・え）、このため高木家文書には、上述の毛利
源内のほかに、大垣藩、桑名藩、高須藩、尾張藩、
長島藩、石河伊賀守の役人が提出した「存寄書」
の写が伝わっている。このうち「桑名役人より御尋
ニ付存寄書之写」（979）によると、宝暦 3年 7月
4日に高木新兵衛・高木求馬・高木内膳・青木次
郎九郎・吉田久左衛門の列席へ召呼され、「存寄書」
の提出を仰せ出されたという。
ここでは木曽川流域に関わって尾張藩御国奉行
の林又左衛門が提出した宝暦 3年 7月付の「西美
濃大川御普請存寄之覚」を検討する（981）。照会
内容は次のとおりであった。

今度美濃国水行宜成候様御見分御座候、右者
木曽川・長良川・伊尾川等大川之水行宜成候
得者、落合候枝川小川等者夫ニつれ自然と水
行宜成可申候、右之勘弁を以領分ニ而者何分
〳〵如何様之御普請被仰付候ハヽ一体川通水
行之為ニ罷成、領分之為ニ茂成候与申儀存寄
書可指出旨此間被仰聞、其節一通リ存寄申達
置候得共、猶又別紙書付相調差出申候

他の私領役人への照会もおおよそ同内容であり、
木曽・長良・伊尾等の大川の水行改善を目的とし、
領分の利害を問い質している。これに対して林が
主張した普請は、第一に木曽川と佐屋川の分水で
あった。

猿 尾百五拾間程（濃州石田村前有来猿尾先よ
り接足シ）
水 請杭堰長百五拾間程（濃州拾町野村上六年
以前被仰付候請杭ハ其儘差置）
堀所地埋長六拾間程（同所杭堰之所野方之内）

この 3ヶ所は、木曽川の水を佐屋川へ刎ね込む
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ことで木曽川の水を減らし、その先で落ち合う長
良川の水行を改善し、長良川通村々の悪水落を復
旧することを目的とする。対象となるのは桑原輪
中 1万1000石余（内尾州6000石余）であった。
次に木曽川と伊尾川の分流である。

水 分石猿尾長弐百間程（勢州油嶋新田下木曽
川・伊尾川落合六年以前被仰付候水分猿尾
継足）
水 請杭堰長百間程（同所下勢州松木村上六年
以前被仰付候請杭ハ其儘差置）

この 2ヶ所の普請がなれば、木曽川の水先は加
路戸川の方へ流れるので伊尾川の常水落方も改善
され、そのうえ水先は桑名川へ流れ、出水時の木
曽川よりの逆水もなくなり、伊尾川通村々の悪水
落も改善されるとする。対象は高須・本

ほ ん な み

阿弥・太
田・金

かなまわり

廻輪中 3万4000石ほど（内尾州5700石余）
であった。
上記の「六年以前」は延享 5（1748）年に着手
された手伝普請を指す。延享普請の主眼は、木曽
川通の石田村および拾町野村への杭出設置による
佐屋川への分水、油島新田および松之木村への杭
出設置による木曽川と伊尾川の分流、そして香取
川通・桑名川通の浚渫による伊尾川の水の疎通に
あり16、存寄書はその増強を目指したものといえる。
次は木曽川の佐屋川への分水、木曽川・伊尾川
の分流の結果、水当たりが強くなる立田輪中南端
の対策である。

猿尾長五拾間程（同所川東尾州福原新田下）
猿 尾長弐百間程（尾州梶嶋下木曽川・佐屋川
落合分水）

福原新田下の猿尾は、油島新田地先の締切によ
り木曽川の水先が尾州梶島の方へ突き掛かるのを
防いで尾州立田輪中 2万石余の水落を改善し、勢
州篠

しのばし

橋新田先の附洲などをも押し払うためのもの
である。梶

かじしま

島下の猿尾は、木曽川の水が佐屋川落
口を妨げるのを防いで佐屋川の水落を改善し、附
洲などをも押し払い、川上の村々の排水を改善す
るためのものである。
残りは木曽川・佐屋川の水を海口へと流し出す
ための普請である。

附洲堀割長三百間程（勢州五明村南筏川口）
杭堰長三拾間程（右堀割口ニ水請込候）
附 洲堀割長三百弐拾間程（五明村・森津新田
之南）
杭堰長五拾間程（右掘割之口ニ水請込之）

掘割と杭堰は、附洲により滞水している場所を
押し払い、木曽川・佐屋川の水を筏川・鍋田川へ
進め、海口までの水行を改善するためのもので、
尾州佐屋川筋の村々のためにもなるとする。
最後に、篠橋新田と長島藩領堤の間を流れる小
嶋川に先年設置した杭堰は益がなく、かえって水
行の障りとなるので取り払うことを提案してい
る。そして以上の普請による効果は、桑原・高須・
本阿弥・太田・金廻輪中だけでなく、上流の森部
輪中、伊尾川筋の古宮・今村・福束・下笠・
根
ね こ じ

古地輪中、下流の立田輪中17にも及ぶとする。
林の存寄書で注目すべきは、木曽川と佐屋川の
分岐点を「濃州水腐之元

（ママ）

根」としているところで
ある。林は、石田村の猿尾継足、拾町野村の水請
杭堰・堀所地埋を示した後で次のように述べる。
木曽川の水勢を佐屋川へ刎ね込むと尾張方の三拾
町野村をはじめ佐屋川筋の村々は難儀し、その筋
の役人たちもまったく好むところではないけれど
も、ここは濃州の水腐の「元根」であり、ここで
木曽川の水を分けなければ濃州の水損回避は成就
しない（「尾張方三拾町野村を始佐屋川筋之村々
甚難儀ニ存、其筋役人共迚茂曽而相好候儀ニ而者
無御座候得共、濃州水腐之元根者右之所ニおゐて
水を分ケ不申候而者濃州水損遁レ候儀ハ成就致間
敷義と存候」）。近年は砂が溜まっているが古来は
佐屋川にも四分・五分と水が流れていたので、古
来の姿に水請することについては百姓どもが彼是
言ってきても役人たちが差し押さえる（「百姓共
彼是申候ほともいか様とも役人共差押へ可申儀ニ
存候」）。もっとも水刎普請により尾張方の堤への
水当たりが強まり破損したならば、その節は枠刎
猿尾などの水除普請をおこないたい。
佐屋川筋の尾張藩領への被害拡大を懸念しつつ
も、美濃全体の減災を考慮し、木曽川の水勢抑制
（佐屋川への分水）を必要と主張しているのであ
る。その根底には、ここを「濃州水腐之元根」と
みる環境認識があり、これは墨俣・桑原・小藪輪
中惣代が宝暦 3年 6月に提出した願書とも共通す
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る（「一国の水損遁候第一場所根元と奉存候」）。
林の存寄書は、佐屋川への分水による木曽川の
水勢抑制を第一とし、油島新田地先での木曽川と
伊尾川の分流をも主張し、結果として増水する木
曽川・佐屋川の水を木曽川下流域の掘割・杭堰な
どにより、筏川・鍋田川から速やかに海口まで引
き落とすことで、濃州全域の水害を防ごうとする
ものであった。
ところで林の「西美濃大川御普請存寄之覚」は
元になった存寄書が存在する。それが竹腰山城守
の「木曽川筋御普請ニ付内々存寄之覚」「西美濃
木曽川筋御普請内々目論見之覚」（6039）である。
同資料は未11月の日付であり、内容から宝暦元
（1751）年のものと推測される。このうち「目論
見之覚」に記された「い」から「を」までの12ヶ
所の普請出願箇所やその規模・効果が林の存寄書
と一致する。また竹腰の「存寄之覚」でも、「水
損相募り候根元」は「第一」に木曽川の流れが美
濃方へ水勢強く進み、その一方で尾張方の川筋は
附洲などが形成されて水の進みが弱くなるゆえと
して、「多年諸向之勘考此一決之外他事無御座候」
と主張していた。
この翌年、宝暦 2年正月には高木内膳・高木求
馬・高木新兵衛・青木次郎九郎が連名で「濃州川
通水行御普請之儀ニ付申上候書付」（685）を勘定
所に提出し、「川通之儀者私共年々度々相廻り見
分仕候処水損募り候趣意者、第一木曽川之水尾州
佐屋川江進ミ弱ク、其外濃州勢州川々之内茂過半
走埋り海口之常水引落ゆるく、低場村々内溜り水
年々相増水損仕候」として、木曽川・佐屋川の分
水をはじめとする広域普請を伺い出ていた（この
ときの絵図が堤方 2 ･12- 4 と思われる。詳しくは
後述したい）。
美濃の水害対策として、佐屋川への分水による
木曽川の水勢抑制を第一に位置づける認識が広く
共有されていたのである。

Ⅱ　伊尾川・木曽川下流域
高須輪中、太田輪中、七郷輪中の願書を中心に
下流域の普請意見書を取り上げる。高須輪中は、
東を長良川・木曽川、西を伊尾川、北を大榑川に
囲まれ、南端の油島新田地先で木曽川と伊尾川が
合流する環境にある。微高地の北部が早くから開
発され（古高須輪中、秋江輪中）、江戸時代初め

に南西部の低湿地が開発されて本
ほ ん な み

阿弥輪中が成立
し、それ以前から形成されていた最南部の金

かなまわり

廻輪
中（伊勢）、その北の福江輪中が合わさって、高
須輪中が成立した。伊尾川を挟んで本阿弥輪中の
対岸に太田輪中（美濃）、七郷輪中（伊勢）が位
置する。南には木曽川と桑名川に挟まれた長島輪
中（伊勢）が広がる。

⑴　万寿新田取払願い
宝暦 3年 5月、高須輪中・本阿弥輪中の37ヶ村

（尾張藩領、高須藩領、石河伊賀守知行所、青木
九十郎知行所）が、万

まんじゅ

寿新田に関する願書を提出
した（800）。
万寿新田は満中池を開拓して享保17（1732）年
に成立した。高須輪中・本阿弥輪中の悪水を集め
る役割を果たしていた満中池が、伊尾川に開いて
いた池口から土砂が堆積して排水機能が減退した
ため、10年の歳月をかけて半分を新田開発し、残
りは江筋として伊尾川に沿って新たな横手堤を築
き、そこに圦を集中させたのである。しかし、新
田開発以来、年々と水落が悪化し、新田江筋も追
年埋まり、御料私領の村々の多くが永荒亡所とな
る事態となっていた。開発以前は1000間余上に数
艘の圦伏があり、圦先から伊尾川口まで1000間・
幅250間余が悪水落となっていたため自然と水落
もよかったという。また、現在は古来より杁数が
2艘不足しているという18。そこで「古万寿之通
千間上江御引上、杁等茂御伏込被仰付、古来之通
被成下候様御見分之儀」を願い出たのある。
ところで、この願書は「高須輪中願書絵図入　
但万寿新田杁上ケ願」と墨書された包紙に収納さ
れているが、現在は絵図が同封されていない。高
木家文書には高須輪中を描いた絵図が数枚存在
し、そのなかの6369（図Ⅱ- 1）がこのときの付
属絵図の可能性がある。絵図6369は万寿新田が描
かれる一方で、大榑川洗堰や油島地先の締切堤が
みえないことから、享保17年以降、宝暦治水前の
高須輪中を描いたものであることがわかる。また、
万寿新田の箇所には 1枚の貼紙があり、それをめ
くると「古万寿」（満中池）が現れ、横手堤には
朱色の短い線で圦が描かれている。「古万寿」と
いう表現は、願書の「古万寿之通」と一致する。
万寿新田を取り払い、かつての満中池（古万寿）
に戻すことを求める願書を視覚化した絵図として
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相応しい。現在の折りたたみ状態は包紙に収納で
きる大きさでもある。ただし、絵図では貼紙下に
現状を描くことが多いので、その点が気になると
ころである。
なお、高須藩も輪中の排水改善を第一の課題と
していた。宝暦 3年 7月付の松平中務大輔（高須
藩）内熊田十右衛門の存寄書（980）は「高須輪
中之儀ハ万寿新田之悪水落方第一之願」とし、そ
の「根元」を次のように説明する。伊尾川通は年々
所々に附洲ができ、川瀬が替わり、河床が高くな
り、水行が悪化している。なかでも横江川口に置
洲ができたことで長良川の水が大榑川へ強い勢い
で流れ、伊尾川の常水が上昇した。そこへ木曽川
の満水時には伊尾川へ逆水して伊尾川の流れが滞
るゆえ、万寿新田からの悪水落が困難となり水難
が遁れがたい状況にある。そこで大藪村前の分水
水刎や石堰の強化による大榑川・伊尾川への流水
減少と油島地先の「水分石猿尾等御普請」による
木曽川の逆水防止、さらに浚渫などによる桑名川
の水行改善を求めた。これは次に述べる 4輪中と
問題関心を同じくするものである。また、石河伊
賀守内杉浦善大夫も同様に、石田村辺りより海口
までの普請がなされれば「第一万寿新田圦先水引
取能可罷成候、左候得者領知之為宜相成と奉存候」
とのみ「存寄之儀」を伝えていた（981）。

⑵　高須・本阿弥・金廻・太田輪中川分け願い
宝暦 3年 5月に高須輪中・本阿弥輪中・金廻輪
中の御料惣代10ヶ村の庄屋が、伊尾川沿いの村々
の水損原因を「木曽川之強水美濃国伊尾川通江
所々落合之所より逆水馳込候故」として「木曽川・
伊尾川川分ケ」を願い出た19。具体的な普請箇所
は14ヶ条に及ぶ。以下に番号を付けて引用する。

❶ 駒塚村と西加賀野井村之間逆川御築留奉願
上候御事
❷ 大藪村と勝村間之川、只今喰違石堰之所御
堤同様ニ御築留奉願上候御事
❸ 石田村刎猿尾一ヶ所并八神村より十丁野村江
御築留奉願上候、此儀ハ先年之通木曽川・
佐屋川通江引落申様ニ奉願上候御事
❹ 藤ヶ瀬村と神明津村と之間小川御築留奉願
上候御事
❺ 金廻村刎猿尾先継并油嶋村東ニ刎猿尾奉願

上候御事
❻ 油嶋新田より長嶋輪中松之木村北角江御堤同
様ニ御築留奉願上候、則土場之儀南之郷村
寄砂を以被仰付被下候得ハ川筋相立申候御
事
❼ 太田新田より勢州東平賀村西角江築渡シ、帆
引新田より東平賀村江築渡、勢州今嶋村迄新
川通御立、万寿新田悪水落圦水脇ニ相成候
様ニ奉願上候御事
❽ 南之郷村附砂并深谷部谷先、大山田谷先、
右三ヶ所常水より深壱間川堀奉願上候御事
❾ 多度谷并肱江谷先之儀、大鳥居村・今嶋村
境江谷替被仰付被下候様奉願上候御事
�深谷部谷二ヶ所之儀、砂留奉願上候御事
�上之輪東角川形直クニ御繰込奉願上候御事
�大嶋村前葭生場御切欠奉願上候御事
��加路戸川通水先浜地蔵江押付、桑名川通水
先押江水行指支候間、福井新田・長地新田
之間刎猿尾奉願上候御事
��浜地蔵東海口其外川々海口ニ置留申候大寄
砂・葭生等御取払、海口開候様奉願上候御
事

また、「濃州勢州川々御普請之儀願出候場所抜
書」（836）から、本阿弥輪中（青木次郎九郎御代
官所、川崎平右衛門支配所）、高須輪中（青木次
郎九郎御代官所、川崎平右衛門支配所、尾張殿領、
松平中務大輔領分、青木九十郎知行所）、太田輪
中（青木次郎九郎御代官所、松平中務大輔領分、
戸田采女正領分）が絵図を添えて、ほぼ同内容の
願書を提出していたことが判明する（「ほ」）。願
書原本は確認できないものの、絵図は紙背に「タ
ほ」と朱書の書込がある6279（図Ⅱ- 2）が該当
すると考えられる。以下、「抜書」から普請出願
箇所を番号を付けて引用し、該当すると思われる
箇所には絵図にも番号を付けた。

① 猿尾壱ヶ所（勢州加路戸川通福井新田・長
地新田ノ間）
②堀割壱ヶ所（桑名川通十万山）
③ 新川堀割壱ヶ所（同川通深谷部村下より上ノ
輪新田出張之所）
④ 砂留弐ヶ所（深谷部村之内深谷部沢・御砂
沢馳出シ）
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⑤ 川浚三ヶ所（南之郷附洲、深谷部谷先、大
山田谷先）
⑥ 川替壱ヶ所（多度谷・肱江谷両谷落先大鳥
居村・今嶋村境江）
⑦ 川替壱ヶ所（勢州東平賀村西南より今嶋村迄
新川を堀、太田新田より東平賀村迄香取川〆
切、帆引新田より西平賀村東江〆切、伊尾川
之水新川江落候積）
　 是ハ青木次郎九郎御代官所・川崎平右衛門
支配所村々より願
⑧ 水分ケ堤壱ヶ所（油嶋新田より松之木村北角
築切、木曽川・伊尾川之水分ケ候積リ）
⑨猿尾先継弐ヶ所（勢州金廻村・油嶋新田東）
⑩石堰壱ヶ所（木曽川より佐屋川江之枝川）
⑪ 新堤壱ヶ所（八神村より十町野村江築切、木
曽川之水不残佐屋川江落候積リ）
⑫ 喰違堰築切壱ヶ所（安八郡大藪村・勝村之
間有来喰違堰両側本堤同様築切、大榑川江
水落不申積リ）
⑬ 〆切壱ヶ所（木曽川通駒塚村・加賀野井村
之間）
⑭猿尾壱ヶ所（木曽川石田村地内）
⑮ 川替壱ヶ所（桑名郡中須村より大鳥居村迄）
　 是ハ高須輪中尾張殿・松平中務大輔領分・
青木九十郎知行所村々より別段ニ相願之、但
御料村々ハ相願不申候
⑯ 川浚壱ヶ所（香取川通太田新田より中須村迄）
　右同断
⑰ 悪水落圦下ケ壱ヶ所（香取川通太田新田下
ニ而〆切、下一色村ニ而〆切、太田輪中悪
水抜圦七郷輪中堤ヘ出候積リ）
　是ハ太田輪中より相願申候

この普請出願箇所は高須・本阿弥・金廻輪中川
分け願書と多くが重なり、そこに太田輪中の要望
が加わった形となっている。
見分後の 6月には、高須輪中・本阿弥輪中・金
廻輪中・太田輪中の惣代11ヶ村の庄屋が「一紙連
判」して再願書を提出することになる20。そこで
は伊尾川の常水がここ30年で 3尺余上昇したこと
の弊害を踏まえて、改めて以下の「川替川堀御取
払御築切谷替新猿尾」を要求し「川々之水相分リ
申候」ことを願った。

㋐ 駒塚村与西加賀野井村之間川御築留奉願上
候御事
㋑ 八神村与拾町野村之間御築留被為仰付、木
曽川之水佐屋川江順流仕候様ニ奉願上候、
右御築留被下置候得者石田村ニ新猿尾被為
仰付、佐屋川江水はね込候様奉願上候御事
㋒ 神明津村与藤かせ村之間川御築留奉願上候
御事
㋓ 大藪村与勝村与之間御築留、長良川之水成
戸川江引落申様奉願上候御事
㋔ 金廻村刎猿尾先継并油嶋村東ニ刎猿尾奉願
上候御事
㋕ 油嶋新田与長嶋輪中松木村之角江御築切被
為仰付、長良川之水相分リ申候様奉願上候
御事
㋖ 香取川太田新田より東平賀村江御築切、帆引
新田より東平賀村東角江御築切、二川を一川
ニ被為仰付、七郷輪中ニ新川御立被下、夫
より南之郷村より大鳥居村下江川押出申様被成
下候得者、万寿新田数艘之圦場満水之節持
堪宜罷成、猶亦少々之出水ニ而者高須輪中・
本阿弥輪中・金廻輪中共ニ圦口閉不申、悪
水落シ申候得者決而水損相遁申候御事
㋗ 香取川筋御築切被為仰付、太田輪中之山水
悪水共ニ福永村之所ニ而落申様奉願上候御
事
㋘ 多度谷・肱江谷両谷之儀大鳥居村江谷替被
為仰付被下置候様奉願上候御事
㋙ 深谷部沢押出シ御堀割土砂川方江押出シ不
申候様砂留奉願上候御事
㋚ 上之輪村内ニ新川被為仰付、海口江水道近
ク罷成申様奉願上候御事
㋛ 大山田沢福嶋村北東之角御操

（繰）

込川方江石砂
押出不申候様築流被為仰付、押出候石砂御
取払被下置候様奉願上候御事
㋜ 桑名東通草生附砂御取払、水行宜罷成申様
奉願上候御事
㋝ 加路戸川末ニ三百間程之築流被為仰付、伊
尾川之水加路戸川之水ニ被押不申候様奉願
上候御事
㋞ 海面附砂横まくら迄川々之水相分リ汐差引
水道相極リ申候様御勘弁奉願上候御事

以上の 4輪中の要求内容をまとめると、第一が
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「川分ケ」である。流域東部の村々が出願してい
た佐屋川への分水（❸❹⑩⑪⑭㋑㋒）、逆川の締
切（❶⑬㋐）、喰違堰が築造されている大榑川流
頭部の締切（❷⑫㋓）、油島地先での木曽川と伊
尾川の分離（❺❻⑧⑨㋔㋕）などであり、これら
は木曽川の水勢を抑制し、長良川・伊尾川の逆水
防止、水位低下を図るものである。第二が七郷輪
中の新川掘割である。これは太田新田・帆

ほびき

引新田
から東平賀村までの締切、東平賀村から今島村ま
での掘割により、二手に分かれる伊尾川を一筋に
して新川に水を通すと同時に高須輪中の悪水落圦
先を確保するものである（❼⑦㋖）。第三が、深
谷部沢・御砂沢の砂留（�④㋙）、多

た ど

度谷・肱
ひじ え

江
谷の谷替（❾⑥㋘）、谷先の浚渫と大山田沢先の
築流（❽⑤㋛）などの土石流対策である。第四が
桑名川の流下促進策である。桑名川通の取払や掘
割（��②㋜）、上

か み の わ

之輪新田出張りに新川（�③㋚）、
横枕対策（㋞）および加

か ろ と

路戸川通水先が桑名川通
水先を押さえるを防ぐための福井新田・長

ながじ

地新田
間の刎猿尾設置（�①㋝）などからなる。このほ
か、太田新田より中須村までの川浚（⑯）と中須
村から大鳥居村までの川替（⑮）、太田輪中の悪
水対策（⑰㋗）が示されている。
絵図6279（図Ⅱ- 2）をみると、伊尾川と木曽

川の合流地点、七郷輪中周辺は貼紙に描かれてお
り、貼紙下は油島・松之木間を締め切るだけの案
となっている。見比べてみると大規模な川替・谷
替策を構想していたことが視覚的に伝わってく
る。ただし、ここで注意すべきは、油島・松之木
間の締切とともに七郷輪中に新川を掘り割り伊尾
川を直線的に桑名川へ流下させる大胆な提案をし
ているにもかかわらず、出願者に七郷輪中が入っ
ていないことである。七郷輪中を構成する上

かみのごう

之郷
村・福永村・古

こしき

敷村・東平賀村・西平賀村は宝暦
3年 7月、江戸見分役人・多良奉行所・笠松郡代
所に宛てて、「新川」となれば往古より住み慣れ
た土地を立ち退くことになり「千万迷惑」と訴え
ており（975）、新川案は七郷輪中の合意を得たも
のではなかったのである21。

⑶　七郷輪中川分け・猿尾流作場普請願い
それでは七郷輪中はどのような普請意見書を提
出していたのか。宝暦 3年 5月、七郷輪中の上之
郷村・福永村・古敷村・東平賀村・西平賀村は見

分に際して次のような出願をしていた（813、堤
方 2 ･01-13- 2 ）。
一つには木曽川の常水は八神村・拾町野村間の
常水堰で佐屋川へ流し、長良川の常水は油島・松
之木間の常水堰で加路戸川へ流し、伊尾・牧田両
川は桑名川へ通して加路戸川へ常水を落とさない
ようにする「川通三筋ニ御分ケ」により、桑名川
筋を古来のとおり「水深」にすることである。先
年野方を押し崩し川幅を広げたことで桑名川は遠
浅となり、河床が高く水行に支障が生じていたた
め、伊尾・牧田両川の水を桑名川へ「別段」に流
せば水勢も付き土砂も自ずから海口へ流れ出すと
している。
もう一つは桑名川通の猿尾・流作場普請である。
高須より桑名湊までの川幅が広いところは野方附
洲を築廻して流作場とし、川幅が狭い所に準じて
常水を通せば川通も「水深」になり、また川通の
両側数ヶ所に新たに猿尾を設置すれば自ずと水勢
が付き寄洲などは付かないようになるとする。そ
して満水時に持ち堪えることができるよう堤通の
年々の修復を要望した。
ここには、総じて「川巾広キ所」と「川筋直ク
成所」には寄洲が付き、川床が高くなるとの考え
があった。すなわち、濃州・勢州の川々は他国と
は違い勾配が小さく水流が緩いため海口への水引
取が遅く、直線的な川（「直成川」）では置洲が付
き遠浅になる。一方で「川通曲り候所」には附洲
がなく、猿尾先はいずれも「水深」である。した
がって川幅が広い所は流作場に懸廻して所々に猿
尾を設ければ水勢も付き川通の水行も改善する、
という環境認識に基づいていた。
なお、絵図6275（図Ⅱ- 3）は描かれている内
容から、このときの付属絵図の可能性がある。参
考のため掲載する。
七郷輪中の願書は三川の川分けを必要とする点
については高須・本阿弥・金廻・太田輪中の願書
と一致するが、桑名川の流下障害に対する認識と
対策については相反する内容となっている。
その後、 5ヶ村は宝暦 3年 7月に「伊勢国桑名
郡七郷輪中五ヶ村圦数書上帳」（957-い）と絵図
（957-あ、図Ⅱ- 4）を提出した。書上帳は上之郷
村および福永村の用水圦・悪水圦、古敷村・東平
賀村・西平賀村立会圦、 5ヶ村自普請圦について、
その規模と設置年を書き上げ、絵図には各集落の
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家数や土地反別、堤の間数が書き込まれている。

⑷　桑名藩領17ヶ村惣代普請願い
桑名川通に関しては松平下総守領分（桑名藩領）
の今島村・南

みなみのごう

之郷村・上之輪新田が勢州桑名郡拾
七ヶ村惣代となって願書 1冊と絵図 2枚を提出し
ていた。願書と絵図の原本は確認できていないた
め、「濃州勢州川々御普請之儀願出候場所抜書」
（836）から普請出願箇所を引用する（「に」）。

猿 尾三ヶ所　内四拾間壱ヶ所・三拾間壱ヶ所・
五拾間壱ヶ所（海口猟師町より赤須賀新田迄）
杭出長三拾間（同所上御城下東）
築 流堤長六百間余（大山田沢より十万山葭生之
所迄）
同長三百間余（大山田沢、但右之堤東側）
築 廻堤長八百間程（上之輪新田下葭生之場、
但川上下深谷部村下川幅百三拾間有之、右
准シ築出し候積リ）
猿尾長拾五間壱ヶ所（下深谷部村前）
築廻シ堤長弐百五拾間程（下深谷部村下草場）
猿 尾三ヶ所　内弐拾五間壱ヶ所・拾五間壱ヶ
所・弐拾間壱ヶ所（今嶋村前）
堤繰出壱ヶ所（今嶋村堤外本高内之所）
猿尾長弐拾五間（大鳥居村水当ノ所）
築 廻シ堤六百五拾間（南之郷村前草場、但下
深谷部村下川幅百三拾間有之、右准シ築出
積リ）

この要望は三つにまとめられるであろう。北か
ら順に、南之郷村から上之輪新田までの築廻堤・
猿尾、大山田沢からの築流堤、城下・海口の猿尾
や杭出、である
「抜書」ではどうしても効果や意図するところ
が不鮮明であるが、それを補ってくれるのが松平
下総守家来沢井貞右衛門・金沢伝右衛門による 7
月の存寄書（979）である。これは「先達而桑名
領村々より御願申上候趣」に基づき、その内容を
補足する記述となっている。
そこではまず村方より願い出た「南之郷村より
上之輪新田迄堤外築流堤」について、この場所は
50余年前の取払普請により川幅が広くなり水行も
改善したが、その後年々と南之郷村前より土砂が
堆積し近年は小舟も自由に通航しがたいほどに常

水が通らなくなっている。「川上之道理」はわか
らないが、川幅を広げて「宜筋」であるならばこ
のような難渋にはならない道理である。したがっ
て、村方が「川幅狭ク相成候ハヽ水勢強、土砂押
流、水行附可申道理を以相願候趣」は「無拠筋」
であるとする。
次に村方が願い出た「大山田沢六百間築流堤」
については、常水が沢より川南へ「傾急」に城下
船場前に引き落ち、とりわけ出水時の水勢が強い
ため、城下や浜筋が難渋していたことから、「堤
ニテ只今迄之川瀬を留切、十万山之所ニ而川瀬附
替り候様被為仰付候ハヽ永水腐仕間敷候」とする。
最後に、海口に横枕と呼ぶ大洲ができて年々巨
大化し、そのうえ水勢の強い加路戸川が桑名川先
を押さえるため「加路戸川桑名川押不申候様御普
請」を願い出た件については、ここを「濃州より之
大河一体水落甚不宜根元」とみて、「川通水行開
候様」に普請がなれば「川筋一体之御為」、また
領分においても「甚難有御儀」とする。
七郷輪中願書・桑名藩領願書からは、築廻堤・
猿尾などで桑名川通の川幅を狭めて水勢を付ける
ことを伊勢側が求めていたことが判明する。しか
し、それは桑名川通の浚渫・掘割を求める高須・
本阿弥・金廻・太田輪中（美濃側）の願書とは相
容れない内容であり、そのため 4輪中は障りを申
し立てることになる。

⑸　高須・本阿弥・金廻・太田輪中の障り申立
宝暦 3年 7月、高須輪中の御料惣代・尾州御領
惣代・高須御領惣代、本阿弥輪中御料惣代、金廻
輪中御料惣代、太田輪中高須領惣代の14ヶ村の庄
屋が連署し、「桑名御領村々」より出願の「勢州
之内南之郷村より川下桑名海口迄之内所々猿尾出シ
築流等」について障りを申し立て、次のような措
置を願った（96222）。
そこでは、土砂が堆積し草野が繁殖する桑名川
で常水の水筋が留まるような猿尾築流などの「御
容赦」を願い、川幅を狭め挟み立てれば川底が掘
れるという風聞に対しては、川幅が広いと満水時
に開きがよく、川下に障害がなければ出水・常水
時とも川幅が広い方がよいとする。また、新川を
掘り割るならば川下の川幅が広い方が水の引取も
よく、濃州の深刻な「水所」も立ち直り、濃州数
万石の水損も遁れることができると主張する。こ
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れにくわえて海面附寄の葭植立についても停止を
求めた。
さらに同年 8月に、上記の惣代に太田輪中の御
料惣代・大垣領惣代が加わる形で20名以上の庄屋
が連署して、普請願い（4485、堤方 2 ･01-13-11）
と障り申立（984、堤方 2 ･01-13-10）を提出した23。
普請願い（4485）によると、この経緯は次のとお
りである。
桑名藩領村々の出願に対して「相障り御願」を
申し上げたことにより、輪中の者は召し出され吟
味となった。その節、口上にて「濃州水所古来江
立帰水損遁申儀者川替谷替御築切ニ而川々水相分
り申様ニ被成下候様」願ったところ「新川之儀者
古田相潰、人家へも相掛り候ニ付、容易難相叶と
被思召候段」仰せ聞かされた。そのため帰村後、
村々で相談したところ「七郷輪中より南之郷・上之
輪新田迄川替被仰付不被下置候而者濃州水損相止
不申、水損村々不残亡所ニ罷成迷惑奉存候」とな
り、今回の出願に及んだという。
普請願いでは、 4輪中が主眼とした七郷輪中を
掘り割る新川について「七郷輪中・南之郷村共中
通リニ大鳥居村之所ヘ新川御立被下置候様ニ奉願
候、左候得者人家江相掛不申候」との案を示した。
つづけて、木曽川と伊尾川の「水分ケ」、肱江谷
先の大鳥居村内より今島村北への谷替、太田輪中
水落の改善を願い、その効果として「川替谷替并
谷先堀上ケ築切ニ而川々水相分リ申様」にすれば
「直川ニ罷成、海口迄水道近ク相成申候ニ付常水
三尺余も低ク罷成、水損決而相止」ことを主張す
る。
障り申立では、桑名藩領村々の「海口せはめ申
候築流御願」に再度反対し、近年の桑名川の土砂
堆積は深谷部沢・大山田沢の土石流が原因である
とする。そして「五拾壱年以前御取払被仰付候場
所」であるので「少シ之築流打出シニ而茂御無用
ニ御願申候所」ではあるものの、濃州よりも新川
等を願い出ているので、川方へ出張らないよう野
方上にて300間以内ならば築流も障りではないと
の妥協案を示した。そのうえで今回の出願は年々
の水害により美濃半国が水損のため亡所のように
なったゆえのことであり、伊勢の障り村々はわず
かであるので、「願之通ニ新川御立被下置候様ニ
奉願上候」と念を押している。
高須・本阿弥・金廻・太田の 4輪中の普請願い・

障り申立は、伊勢の七郷輪中や桑名藩領の動向、
幕府方の新川は「容易難相叶」との見解を受けて、
重ねて三川分流と新川掘割、桑名川の河道整備を
訴えたものであった24。
50余年前の元禄15（1702）年、高須・本阿弥・
福束輪中72ヶ村が、連年の水害原因が下流域の新
田開発と護岸施設にあるとして、伊勢桑名郡の
村々を訴えたことを契機に、元禄16（1703）年か
ら宝永 2（1705）年にかけて大規模な取払普請が
実施され、水行の障害となるものが徹底的に除去
された。美濃側の要望は、この元禄・宝永の取払
普請以来の政策に基づいている。
一方の伊勢側は、三川分流を必要としている点
では同じでも、桑名川通に関しては護岸工事によ
り川幅を狭めることで水勢を付けることを意図し
ていた。それは 4輪中にとっては「濃州水損所村々
五拾年以前御取払前同様ニ罷成」（4485）ことで
あり、容認できるものではなかった。

⑹　平賀新田堤修復・川瀬違い願い
上記ほか七郷輪中では、上之郷村の平蔵が願主
となって宝暦 3年 5 月に堤修復を願い出ていた
（810）。輪中北西の西平賀新田の堤は享保13（1728）
年の洪水により大破したまま自普請もできずにい
たところ、江戸役人の見分を契機に堤の修復を願
い出たものであった。また、当時新田は川向の濃
州下
しもざかい

境村堤に懸廻となっていたため、後々の修復
費用を考慮して、河道を付け替え（「川瀬違イ」）、
七郷輪中東平賀村・西平賀村の堤通に懸廻とする
ことを同時に願った。「桑名郡西平賀新田墨引絵
図」（6434、図Ⅱ- 5）はこのときの絵図と思われる。

⑺　長島藩の存寄書
下流域に関わる意見書としては、 7月 9日付で
増山対馬守（長島藩）役人の市川官兵衛・位田六
郎兵衛が存寄書を提出していた（982、981）。
存寄書は「西川筋」（伊尾川、桑名川）と「東
之川」（木曽川、加路戸川）に分けて記述している。
「西川筋」については、まず木曽川と伊尾川を分
流するための油島下猿尾より松之木村堤への築切
と、それに付随して松之木村より左右の川筋へ猿
尾・蛇籠などの設置をあげる。ただし、帆引新田
辺りより七郷輪中・南之郷村田所を掘り抜き新川
を設ける案については、水行が直線的になると評
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価しながらも（「水行直ニ相成宜相見」）、古田を
潰すことになるため築切を提案したと補足してい
た。次に出洲対策として両岸より猿尾などの設置、
土石流対策として深谷部沢・小

（ママ）

山田沢の切抜と水
先の囲いを求めていた。
「東之川」については、次のようにまとめられる。
一つには篠

しのばし

橋・善太山の護岸工事である。篠橋よ
り善太山へ杭にて打切、篠橋出杭の根元を石籠で
補強、善太山を石土にて地揚することを求めてい
た。もう一つは筏川・和泉川への流下促進である。
五
ごみょう

明新田上に杭を逆さに30間ほど打つことで木曽
川の水を筏川へ流し、善太山・五明新田の間にあ
る洲を堀抜することで善太山と長島堤の間へ流れ
ていた水を善太山・五明間から和泉川へ通し、善
太山下に積籠50間の猿尾出し、加路戸川肩に30間
ほどの杭打を設けることで、加路戸川へ流れてい
た水を和泉川へ流下させることを意図していた。
そのうえで、葭

よ し が す

ヶ須輪中南端の福井新田下に100
間の杭打を設けて加路戸川の水を直接海口へ落と
し込み、加路戸川の水が桑名川の水先（「西川之
末海口落入候所」）を押さえるのを抑制しようと
した。また、横枕については掘抜をせずに現在ま
で海へ流れている場所の水行を改善することを提
案している。
加路戸川の水が桑名川海口を横から押さえる問
題への対策は、高須・本阿弥・金廻・太田輪中、
桑名藩領村々の願書でも提示されていたことであ
る。これは、加路戸川（木曽川）と桑名川（伊尾
川）の分離を試みるものであり、三川分流策の一
つとして位置づけられよう。
長島藩の存寄書は、木曽川と伊尾川の分流を必
須とする認識を共有化しつつ、分流して増水する
であろう木曽川下流への対策、すなわち筏川・和
泉川への流下を促進して加路戸川の水勢を抑制
し、桑名川海口での滞留抑止を視野に入れたもの
となっている。
なお、長島藩領の村々は 5月付で「普請御願之
儀無御座候」と回答していた（811）。その後、「長
嶋領村々江当り障り之儀」について問い合わせが
あったようで、 8月に長島領庄屋惣代は、長島は
ようやく堤一重にて凌いでいるため大山田沢下の
堤継足・石堰（桑名藩領17ヶ村惣代普請願いにあっ
た大山田沢からの築流堤のこと）については勘弁
を願い出ていた（982）。 
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木曽三川流域の歴史・環境・技術─』（名古
屋大学附属図書館、2001年）、12頁、執筆は
秋山晶則。
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8　前掲『岐阜県治水史』上、473 ～ 480頁。
9　前掲『木曽三川流域誌』、314頁。
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女子大学地域文化研究』31、2014年）、同「木
曽三川治水史の諸問題Ⅲ─宝暦治水の実像追
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32、2015年）。
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掲載している（上巻478 ～ 480頁）。『岐阜県
治水史資料綱文』一（岐阜県、1942年）は
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大野郡上秋村外三ヶ村までである。
12　安藤萬壽男『輪中─その形成と推移』（大明
堂、1988年）、175頁。

13　『安八町史　史料編』（安八町、1975年）。
14　秋山晶則「高木家文書の古地図Ⅱ」（『古地図
文化ぎふ』14、2014年）、 5 頁。

15　このとき笠松役所に提出した絵図の一部が堤
方 2 ･75- 1 と思われる。

16　『岐阜県治水史』上、444 ～ 464頁。
17　林は同じ 7 月にもう 1 通「存寄之趣」を申
達していた（5029）。尾州立田輪中の村々か
ら出願がなかったため、その点を補足したも
のである。立田輪中は佐屋川と木曽川に挟ま
れ、南端の船

せんどうひら

頭平村に設けた数艘の圦から輪
中の悪水を木曽川へ排水していた。しかし、
美濃の川々の河床上昇が進み、圦先へも砂が
馳せ溜まり、常水時でも悪水が落ちかね、水
腐により百姓が困窮する状態が続いていた。
林は石田・拾町野前での佐屋川への分水、福
原新田下・梶島下での水分猿尾などがなされ
れば立田輪中の水落までも改善すると述べて
いる。

18　「濃州勢州川々御普請之儀願出候場所抜書」
（836）に高須・本阿弥輪中が万寿新田地内に
「圦伏込弐艘」を出願していたことが記録さ
れている（「へ」）。これは不足分の圦 2 艘の
復元を意味していると思われる。

19　東高木家治水文書225- 1 - 7 （名古屋大学附
属図書館所蔵）。『川とともに生きてきたⅢ』
（名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開
発室、2004年、執筆は秋山晶則）の17番に
写真が、前掲・秋山晶則「東高木家文書から
みた「宝暦治水」」の70頁に翻刻が載る。

20　東高木家治水文書119- 1 。
21　小牧近世文書研究会・服部正彦『七郷輪中　
宝暦治水前夜』（服部正彦、2011年）が村側
に残った願書下書を掲載する。

22　）『平田町史　史料編』（平田町、1984年）
が翻刻を掲載する（ 2 -113号文書）。ただし、
数ヶ所間違いがみられる。

23　障り申立は23庄屋、普請願いは高須領日下
丸村庄屋宇右衛門の名前がなく22庄屋が署
名している。なお両通は『海津町史　史料編
一』（海津町、1969年）が翻刻を掲載する（ 1・

2 号文書）。
24　丸山幸太郞は 4 輪中惣代の 7 月願書と 8 月
願書・障り申立について、7 月願書では「恐
縮がちな表現で申上している」のに対し、 8
月願書では「大胆な水行普請要望をしてい
る」ことから、「これは明らかに、水行奉行
所が、幕府方の目論む水行普請方針の内容を、
願書の内容に盛り込むように指導し、笠松郡
代へ提出させたことを示している」と論じる
（前掲・丸山「木曽三川治水史の諸問題Ⅲ」、
142 ～ 143頁）。しかし、一連の資料からそ
のような解釈を導くことはできない。

 （続く）
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図Ⅰ- 1 　坪内伊豆守・坪内権之助・坪内宇右衛門濃州知行所木曽川通絵図　E- 3 -⑴-6270

図Ⅰ- 3 　〔加賀野井村普請願絵図〕E-3-⑴-1451-92図Ⅰ- 2 　濃州中嶋郡三柳村墨引絵図　E-3-⑴-773-う
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図Ⅰ- 4 　川々御普請所墨引絵図　E-3-⑴-6332

図Ⅰ- 6 　川通絵図　E-3-⑴-6273

図Ⅰ- 5 　川々御普請所絵図　E-3-⑴-6333
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図Ⅰ- 7 　〔者結村普請願絵図〕E-3-⑴-954 図Ⅰ- 7 　付箋下

図Ⅰ- 8 　〔楡俣村・大藪村普請願絵図〕E-3-⑴-6328 図Ⅰ- 9 　〔森部輪中普請願絵図〕E-3-⑴-6411



― 23 ―

図Ⅰ-10　川通絵図　E-3-⑴-805-い

図Ⅰ-10　貼紙下
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図Ⅰ-11　〔伊尾川水除普請願絵図〕E-3-⑴-6404 図Ⅰ-12　〔中須村普請願絵図〕E-3-⑴-945-い
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図Ⅱ- 1 　貼紙下 図Ⅱ- 1 　〔高須輪中絵図〕E-3-⑴-6369
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図Ⅱ- 2 　貼紙下

図Ⅱ- 2 　〔本阿弥・高須・太田輪中普請願絵図〕E-3-⑴-6279
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図Ⅱ- 3 　〔桑名川通普請願絵図〕E-3-⑴-6275 図Ⅱ- 4 　〔七郷輪中絵図〕E-3-⑴-957-あ

図Ⅱ- 5 　桑名郡西平賀新田墨引絵図　E-3-⑴-6434 図Ⅱ- 5 　貼紙下


