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近世における河川濯甑と入会慣行（ I ) 
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むすび

近世は歴史時代における最大の開拓時代である。この開拓は新田開発と新村

形成の二つを軸とするものであるが，いずれも稲作生産を主目的としており，
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「石高制」に表現されるように，政治的支配の基礎として幕藩制社会を支えた

ものである。このため領主の主要な財政対策として新田開発が積極的に進めら

れたが，それは用水開発の難易から地域性を示すことになった。

さて，洪積台地が広く分布する播州、｜平野では，河谷の沖積平野の水田化が古

くからみられるのに対し，例えば印南野台地における溜池を水源とする近世の

新田開発や明治の淡山疎水による開田にみるべきものがあるにしても，本格的

な洪積台地の開発は第 2次世界大戦後のダム開発まで待たなければならなかっ

Tこ。

本研究対象は，加東台地・東条｝｜｜から取水する現在の兵庫県東条町「ーの井

堰」掛りの長貞水利組合の地域である。このーの井堰は，古くから東条川上流

の河谷平野を濯j慨しているのであるが，井堰上流部に鴨川ダム（国営東条川農

業水利事業，昭和2239年）と大川瀬ダム（国営東播用水農業水利事業：加古

川水系の支川に建設する川代ダム・大川瀬ダム・呑吐ダムのダム群で年間約

9,800万トンの水量の農業用水－生活用水を供給する）が開発されて，そのダ

ム直下流に位置するところから二度の水利権交渉を経験することになった。現

在，ーの井堰は，大川瀬ダム開発の関連で，井堰の改修とともに水利秩序再編

の歴史的転換に直面している。

折しも，我々はーの井堰の水利史料を求めて探訪中に，東条町長貞集落の今
みおのさん

村寿氏所蔵の近世の井堰用木山 （三尾山）をめぐる膨大な山論史料を発掘する
しりあL

ことができた。それはーの井堰の構築材料及び三尾山入会慣行をめぐる貞守・

長井両村と少分谷村との約200年にわたる地域的対抗関係の歴史である。なお，

この井堰構築材料に視点をおいた研究は，近世の濯減水利慣行や用水対策に関

する既往の一連の研究をみても，ほとんどみられない。

そこで我々は，将来に生かし得るこの近世における河川濯瓶と入会慣行につ

いてアプローチするに当り，次のような作業仮説を設定した。河川潅甑の要で

ある井堰普請は，領主支配のパターン（分割・一円）による助成の相違によっ

て，井堰山（入会権）をめぐる競合関係の度合が規定される。また，井堰構築

材料をめぐって，近世を通じて水利権が入会権に対して優位であるにしても，

近世中期以降からの井堰用材の木材・薪の商品価値の上昇による入会権の価値

が高まるために，水利権と入会権の競合がより激化するものではないか。

では，このような作業仮説のもとに，以下，全体を三部に分けて検証するこ

とにしよう。
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第 I部ーの井堰の展開と井堰用木山

1. 加古川流域の河川；甚漉とーの井堰

① 加古川流域の港湾の地域的特徴とーの井堰（図 1参照）

加古川は，兵庫県氷上郡青垣町の遠阪峠付近を源流とする佐治川（加古川本

流）と，兵庫県多紀郡篠山町の篠山盆地に発する篠山川が氷上郡山南町南部で

合流し，その後多くの支流を集めながら東播磨地域を流れ下り，播磨灘にそそ

ぐ1級河川である。

その幹線流路延長は約96km，流域I面積は約1,728km2，兵庫県下最大の河川

である。

本研究の対象となるーの井堰は，この加古川の支流東条川の中上流部に位置

している。東条川は，多紀郡今田町の山聞を源流とし，加東郡東条町の中央部

を通り，小野市喜多町て、加古川本流に合流しており，その流長は全支流中最も

長い約40km，流域面積は篠山川 美嚢川につぐ約157km2である I）。

加古川流域は，中国山地と瀬戸内海とにはさまれた地域で，年間平均降水量

は上流域で約1,900mm，中－下流域で約1,200mmと地域差がみられ，とくに

中 下流域では，気候的にも夏乾冬乾地域と一致している。

また，加古川流域の地形は，中－下流域において，洪積台地（台地・河岸段

丘）の発達が著しい点にその特徴がある。中流域では，加古川の両岸に広がる

加東－加西台地，下流域では左岸に広がる印南野台地がそれである。

以上の自然的環境に加え，水利に不便な台地・河岸段丘面をあえて新田開発

に挑んだ歴史的環境，慣行水利権2）などの社会的環境が影響して，加古川流域

においては，濯i既形態に地域的差異が顕著にみられるのである。それは，上流

域では氾濫原での河川護甑が中心であるのに対し，中流域では多くを占める台

地・河岸段丘面での溜池濯j既が中心となっており，また下流域で、は広大な氾濫

原での河川潅甑と台地上での溜池湛瓶がそれぞれに中心であるとし、う両面を持

っていることにある。そして，中－下流域においては，溜池に依存する台地・

河岸段丘面や小河川掛りの耕地では常に用水不足が問題となっていることもそ

の特徴としてあげられる。

このような濯甑状況の中，加古川流域では，加古川本流及び大規模支流に井
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堰を設置しての濯概は，比較的優位であるといえる。ただし，本流とはL、え約

10年に 1度は異常渇水にみまわれ，用水不足をきたすこともあり，本流及び大

規模支流においても，古い慣行水利権を有し，しかも多くの井堰が連続する場

合には，取水堰が少しでも上流に位置していることが重要となるのである。

これは，近世におし、ても同じであることから，本研究対象のーの井堰は，溜

池濯j慨が卓越し3），用水不足が深刻な加古川中流域にあって，流量の比較的多

L、東条J11から引水し，しかもすぐ上流に用水不足の原因となる関係井堰がない

ことから，井堰を維持する限り，極めて恵まれた用水事情にあったといえる。

② 近世加古川流域の井堰と井堰山

近世におけるーの井堰の維持管理上， その井堰普請に使用する用材のほとん

どすべてを提供した井堰（用木） 山の存在は 非常に大きな意義があった。本

稿では，その存在意義を明らかにすることを最大の目的にしているのである

が，その考察は 2項以降に具体的に述べるとして，ここでは，加古川流域にお

いての井堰（用木）山の分布を概観し，ーの井堰の井堰（用木）山の位置づけ

を行いたい。

井堰（用木）山というのは，井堰普請に必要な用材（杭木・枠木・土芝・下

柴・藤縄など）を供給するために特別に設置された山のことで，その起源を近

世初頭の封建領主の水利政策に求めることができる4）と考えられるが，井堰そ

のものが中世にも存在していた可能性があるものもあり，その設立事情を明言

することは今のところできない。

図 lは，加古川流域における近世の井堰の分布図であるが，東条川を除く他

の支流の井堰については 井堰（用木）山に関連する井堰がないために除外し，

本流及び東条川に関する井堰の分布をみたものである。

これにより説明すると，上流域にあたる佐治川の①見田井①貫和井めには，

井堰山がそれぞれの井堰に設定されていたのに対し，中・下流域に関しては，

①三ヶ村井⑬ーの井以外には井堰山を確認することはできない。上流域と中－

下流域との聞にこのような違いがおこる理由はいまのところわからないが，興

味深い現象といえよ う。

では，中 －下流域で井堰山を持たない井堰は，どのようにして普請用材を確

保していたのであろうか。

まず，中流域の山間部に位置する井堰の場合（④津万井⑫葛井）は，領主の
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記号の説明

① 見回芥

② 買和弁

③ 三ヶ村井

④ 漆万弁

⑤ 高田弁弁

⑥ 幻の福田弁

（む 軍原弁

⑥ 河台頭首工（I白新部弁）

(fl旧寺弁

⑩ 寺井

a~ 六ヶ井

(l°j) E井

⑬ OJ勢

；ゆ 亀の弁

ゆ 五ヶ弁（理加古川大唖）

ゆ 上部井（向上）

.~忌
図 1 加古川流域における井堰の分布図
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助成が比較的多く得られた近世中期までは，木組堰または沈枠石詰堰で，松等

の用木を多く使用し，その用木はほとんど領主の助成金により購入していた。

しかし，中期以降領主の助成が低下するとともに用材不足をおこし井郷村々

の村山や入会山から伐り出すものの間に合わない状態であった。そのため，洪

水や老朽化による流失の少ない石積堰や亀甲型石堰に改修せざるを得なくなっ

たのである6）。

次に，中・下流域の平野部の井堰の場合は，井堰所付近に山がないこともあ

って，井堰そのものに木をあまり使用せず，川原の石を詰めた蛇龍堰や土芝を

詰めた土俵堰などが中心であった。川原の石は比較的得やすいが，土芝につい

ては，井堰所付近が他村領であることが多く，⑨⑪の寺井堰のようにその確保

をめぐり，運上林の新設や新田開発などとの競合関係が生じ，他村と紛争とな

ることも多く，土芝取場の範囲が指定され狭小化することもみられた7）。ただ

し下流域の場合は，姫路藩15万石の一円支配地域であり，井堰所付近の村々

の領主と井郷村々の領主が同じであったため，姫路藩による調整が積極的に行

われ，紛争の発生はみられなかった。さらに，⑬五ヶ井の場合，沈枠土俵詰井

堰に使用する枠木・杭木・俵がすべて領主から毎年支給され，その助成は財政

難が著しくなった近世後期においても低下せず，大変厚い領主の保護を受けて

いた8）。これに対し，中流域は，複数領主による分割支配地域で，井堰所付近

の村々ばかりではなく，井郷村々までも異なる領主の支配下にあった井堰が大

部分であった。そのため，普請用材をめぐる他村との調整がとりにくく，領主

からの助成も得にくいのが一般的傾向であった。

そして，上に記したように，分割支配地域が一円支配地域に比べて助成面や

調整面で不利な傾向があったことは 中流域の山間部においてもいえることで

あり，このように中流域においては，ーの井堰のように，しっかりとした井堰

（用木）山を所持している井堰は，普請面においては大変恵まれていたといえ

るのである。それだけに，この井堰（用木）山を失うことは，井郷村々の死活

問題にも発展するものであった。

注

1) 近畿地方建設局姫路工事事務所編 『加古川』 1970年

2) 加古川本流や支流からの井堰による新規引水は，先行する慣行水利権の制約からそ

の実現した例は少なL、。
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3) 『中東条村誌』（昭和32年 中東条村誌編纂委員会）によれば昭和30年頃の｜日中東条

村 （昭和30年3月に上東条村と中東条村が合併し現在の東条町となった）の井堰掛り

はわずか14.6%であったのに対し，溜池掛りは83.3%もあった。

4) 『黒田庄町史』 （黒田圧町昭和47年 p.157）には，黒田庄三ヶ村井堰の弁堰山の

成立について，池田輝政（関ヶ原の合戦後姫路に入府し，約17年間， 3代目光政が鳥

取へ転封するまで播磨一国は池田氏の支配下にあった）の用水事業との関連が述べら

れている。

5) 貫和井堰は，昭和11年に油利 小野 ・朝阪の 3井堰を統合したもので，この旧 3井

堰はそれぞれに井堰山を所持していた。

6) 葛井堰については，文化10年「葛井再建堰立願書控」（明治31年写 古家区長文書），

津万井堰については，金田宗太郎「津万郷弁堰と庄屋忠左衛門翁」 （昭和46年）によ

る。

7) 富田孝博氏所蔵の寺井堰関係の諸文書による。

8) 五ヶ井堰の用材への助成は「定渡り」 と呼ばれ，その額は，明暦 3年（1657）「五

ヶ井来由記」（加古川市史 第 5巻 pp.393～400），宝暦 7年 （1757）「井寝所井＝水

掛高書上帳」（加古川市史 第5巻 p.420），安永 9年 （1780）「五ヶ井普請古来定法

弁書」（加古川市史 第 5巻 p.423），文政元年 (1818）「五ヶ井並びに大野間組村々

普請銀請取」（加古川市史編纂室蔵荒木本家文書）においでほぼ一定であった。

2. ーの井堰の展開をめぐる村落社会

①弁堰の成立

井堰の起源を直接示す史料は残ってし、ないために， はっきりと した成立の時

期を知ることはできない。しかし，井郷である貞守村 ・長井村が成立した時期

は早 く，『加東郡誌』I）によれば，貞守村は昔昆室村と呼ばれ，応永年間（1394

～1427）に貞守村と改称されたとある。また 文書の上で両村の名が登場する

最も古い時期は，慶長 6年（1601) 11月3日である。この史料は，「池田輝政

知行目録」の内「福田半介知行目録」2）で，これには次のような記載がある。

一高七百弐拾七石八斗五升

一高参百参拾九石四斗

さたもり村

長井村

これによると，池田輝政の有名な「二割打出し検地」 の結果，石高が正保郷

帳（正保 3年）の貞守村589石 2斗 3升 l合，長井村274石 8斗 5合よりも割高

になってはいるが，慶長 6年にすでにこれだけの村高を持っていることから判

断して，両村が近世以前に成立していた村で、あることは確かであろう （図 2）。
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ところが，村が成立しているからといって井堰が近世以前にあったとは必ず

しもいえなL、。そこで，井堰に関しての文書を見てみると，これに関する最も

古い文書は，延宝6年（1678)2月の「三尾山争論内済絵図J3）である。

これは，延宝の検地に際し，ーの井堰の井堰用木山である「三尾山井林」の

所属をめぐり，少分谷村と貞守村との聞で発生した争論が内済（示談）した時

に作成された絵図て、あるが この中にーの井堰が描かれている。しかしこれ

よりも古い記録はなく，はっきりとした成立伝承も残されていないことから，

これ以上の井堰起源の探究は，現在のところ不可能である。

図2 少分谷 貞守・長井ーの水利と井堰用木山
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② 井郷2ヶ村の；韮灘状況

ーの井堰は，少分谷村（現在の加東郡東条町少分谷）の境内から取水し，貞

守・長井両村（現在両村は合併し加東郡東条町長貞という）の水田約51町歩，

井堰掛り高700石余を濯瓶しており，現在もその面積は大きく変わらない。

井郷両村の潅j既状況を整理した表 1をもとにして，両村の濯j飯の特徴を述べ

ると，以下の 5点になる。

<i> 両村の合計水田高に占めるーの井掛りの割合は63.5%とかなり高い。

<2> 両村ともに村高に占める水田高の割合が高い。これは高い水田率であ

ることを示している。

く3) ーの井掛り高は貞守村の方が多 く，約6割を占めている。

く4) 長井村の水田高に占めるーのう月二掛り高の割合は約85%で，貞守村の

54%に比べ高く， ーの井堰への依存度は自村内の割合の上からは長井村

の方が高い。

く5) 御普請御入用井郷負担割（以後「御入用割」と呼ぶ）及び井料米割は，

貞守村 4に対し長井村 3の割合で これはーの井掛り高の割合にほぼ等

しい。また，貞守村内の三草藩領と古河藩領の割合は，村高を基準とし

てはっきりと分けられている。

以上 5点をさらに深く考察すると，第 lに， ＜t＞く2）からは，両村は溜池濯減

率の大変高い地域4）にあるにもかかわらず，井堰濯j既率が非常に高く，そのう

え高い水田率を占めている。このことから周辺の村々に比べ，かなり用水が豊

かであることが窺える。特に井堰の位置する少分谷村は溜池濯統率100%の村

で，近年，圃場整備を実施するまでは，番水による厳しい用水管理を強要され

ており，対照的な用水事情であったといえる。このことが，井堰をめぐって井

郷両村との間で紛争が頻発した一因で、あると考えられる（図 2参照）。

第 2に， ＜3＞く4）からは井郷両村の関係を推察することができる。長井村は自

村内の井掛り率が非常に高いにも拘らず，井溝の下流に位置し，地理的に不利

な状況にある。そのうえ， 上流に位置する貞守村の井掛り高が長井村よりも多

いために， 一層用水面で不利な立場にある。このような場合，もし長井村のー

の井堰からの引水時期が歴史的に早ければ，貞守村の取水を制限できるのだ

が，史料上村の成立の後先を確認できないことや，聞き取り調査でも長井村の

水利権は貞守村よりもかなり弱L、ことから，井郷両村での貞守村の立場は非常
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表 1 貞守・長井両村の濯液状況とーの井堰（文化8年 3月12日）

三貞守草藩村領 古河藩村領
貞守

姫路藩領長井村 Z口>. Z十

石 石

674.066 144.401 
村高 石 石

(2ケ村の割合） 石 362.198 1 180.665 
818.467 

(69.3%) 

田 反別 27町 1反9畝26歩 4町8反9畝29歩 32町9畝25歩
高
池

石高
石 石 石

掛 403.634 
り （田高に占める割合）

353.868 49. 766 

分 (46.0%) (14.8%) (36.5%") 

回
反別 29町 1反2畝27歩 22町4反9畝28歩 51町6反 2畝25歩

高
石高 石 石 石

井
掛

（昨占める「
415.037 286 701.037 

り 井掛り局すべて （”。） (85.2) (63.5) 分 に占める割合 59.2 40.8 100 

御普請御入用 石 石

井郷負担割 3.294 0. 706 3石 7石

井料米害lj 4石

反別 56町 3反2畝23歩 27町3反 9畝27歩 83町 7反2畝20歩
田
品

石高
石 石 石

i込0 
335. 766 1,104.671 

Z十 （村高に占める割合）
768.905 

(93.9%") (92.7%) (93.6%) 

反 別 7町8畝24歩 5町6反 1畝21歩 12町 7反15歩
畑
高

石高
石 石 石

メ口込
75.994 

E十 （村高に占める割合）
49.562 26.432 

(6.1%) (7.3%) (6.4%) 

注両村とも井掛り分はすべてーの井掛りである。
資料 文化8年「三尾山論所地改一件控J（今村寿氏所蔵）の中の地改役人への報告の覚により作

成

に有利であることがわかる。

第 3に，く5）について，毎年の修復のために領主から支給される井料米割及

び御普請時の御入用割の制度は，両村が幕府直領であった享保 6年（1721）以
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前にすでに成立していた。このことから，この割当の「定法」は，おそらく享

保 6年以前の井掛り高を基準としたものと考えられる。

なお，貞守村内の 2所領の井料米割及び御入用割の制度ができたのは，おそ

らく寛保 2年（1742）に幕府直領の大部分が三草藩領になったときであると思

われる。この段階で双方の村高を基準として分担され，その後残りの幕府直領

が古河藩となっても，その制度が引き継がれたものと考えられる。

③ 領主支配の変遷と井堰管理

井郷両村の領主の変遺を表 2に整理してみた。これによると，両村の領主が

めまぐるしく変化しており，分割支配地域である加古川中流域の特徴が典型的

にあらわれた地域て、あったことがわかる（図 3参照）。

もう少し詳細にみてみると，両村は，寛保 2年（1742），貞守村の大半が加

東郡三草に本拠を持つ譜代の小藩三草藩（1万石）丹羽氏領になるまでは，ほ

ぼ同ーの領主の支配を受けていたことがわかる。その後，寛延 2年（1749),

長井村が譜代の名門姫路藩（15万石）酒井氏の支配下にはいり，その14年後の

宝暦13年（1763），貞守村の一部がこれまた譜代の名門古河藩（7万石）土井

氏の支配を受けることになった。そして，これ以後は，両村の領主支配関係の

変動は廃藩までなかった。以上から，両村は江戸時代前半は同一支配，後半は

分割支配であったと大きくまとめることができる。

しかし，江戸時代の後半に分割支配になったとはいえ， ーの井堰を通じての

両村の結びつきは深く，そのために明治22年の上東条村の成立に際して，両村

は合併し，長貞とし、う大字を編成するに至ったのである。

表 2 井郷両村の領主の変遷

年｜慶長5元和3正徳2 享保2 享保6 寛保2 寛延2宝暦10 宝暦13
次 IOGooJ 0611J (1112J (1111l (1121J (1142) (1149) (116ol (1763) 

明治4 明治9 明治22
(1871) (1876) (1889) 

貞

守
欄
ハ
伯

ω〉



12 

目三時（丹羽氏）

美 図小問（一柳田

昌旗本八木領

皿一橘領
園幕府直領

図惣名三草山

図不明

図3 江戸時代文化期の所領配置図（兵庫県加東郡東条町付近）

（新修加東郡誌及び地方文書より作成）

ところで， 三草藩 ・姫路藩・古河藩の 3領主に分割された江戸時代後半にお

いて， ーの井堰の維持管理についての領主間の関係はどうであったので、あろう

台、。

3領主の内ーの井堰の維持管理に最も大きな役割を果たしたのは三草藩であ

った。 三草藩が重要な役割を果たすことになった理由には，次の 2つのことが

考えられる。

第 1は， 3領主の中で最も早くに所領を得たことである。第 2は， 三草藩の
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本拠地が井堰に最も近く管理がしやすレことである。これについては，古河藩

の本拠は下総国にあり，大坂の平野に出張所があったとはし、え，かなり遠方で

あった。また，姫路警は同じ播州に本拠を持ち，加東郡内に分散する所領の管

理は上滝野村の大庄屋阿江氏に任せてし、たが，そこも三草藩の本拠地三草に比

べれば遠方であった。

したがって，井堰替や井溝普請において領主が助成する御普請に際しては，

両村が提出する「御普請下目論見帳」をもとに三草藩役人がまず見分を行い，

その後その御入用総額を 3領主役人で相談する手順を取っていたようである。

また，井堰用木山である「三尾山井林」からの用木の伐り出しゃ井堰の堰立工

事には，三草藩の役人が立会った。さ らに，井堰所が他領の少分谷村にあった

ため，そこを享保13年（1728）以降支配している棚倉藩松平氏（本拠地陸奥国，

後に上野国館林へ移封）の美嚢郡三木役所へ，井堰普請の屈を出す役割も三草

藩が果たしていた5）。このように，通常の井堰の維持管理に関しては，三草藩

の果たした役割は大変に大きいものがあった。

ところが，井堰の件で争論となった場合や慣行にない事態が発生した場合に

は，3領主がそれぞれの役人を出張させ，その対応を協議した。この場合，領

主聞の力関係の差があらわれている。特に，古河藩土井氏や姫路藩酒井氏は，

老中を何度も経験したことのある譜代の名門であるため，その政治力を発揮す

る傾向がみられ，譜代とはし、え 1万石の小藩三草藩の役人が表に出て活躍する

ことはまずなかった6）。

注

1) 『加東郡誌』大正12年加東郡教育会 p.163 

2) 鳥取県立博物館蔵加古川市史第5巻 p.5 所収

3) 東条町貞守今村寿氏所蔵。

4) 兵庫県農地整備課調査（昭和57年度）の東条町の溜池濯減率は約81%で，近世にお

いてもこれと大きく変わらないと考えられる。

5) 今村寿氏所蔵文化6年「三尾山論所地改一件留」の中の井郷両村より地改役人へ

の返答内容による。

6) 今村寿氏所蔵寛政12年から文化12年までの「三尾山争論」の経過を記した貞守村

の庄屋日記から窺える。
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3. 井堰の維持管理と井堰用木山

① 井堰の繕造と三尾山弁林

ーの井堰は，明治22年（1889）に木組堰から石積堰， 大正 4年（1915）に石

積堰上部一面を コンクリートで覆うコンクリート堰 平成 3年（1991）に現在

の全面コンクリート堰へ改修されたが，江戸時代は木組堰であった。そして，

延宝 6年（1678)2月の「三尾山争論内済絵図Jには「誤認立会木井関」との

記載があり，かなり古くから木組堰であったことは確かで‘ある。

その木組堰の構造は，枕木（敷木ともいう，長3尺末口 2尺），才年木（長

l間半～3間末口 l尺～1尺 5寸）牛木（長 3間～3間半末口1～2尺）を

使って基礎を組み立て，その表面に若干細いならし木（並木ともいう，長2間

末口 2～3寸）を約600～1,000本並べ，そのすき聞を下柴で塞ぎ，土芝を入れ

て漏水を防ぐものであった。そ して， その規模は時期により多少異なるが， 川

幅22～24間，高さ （敷木からなら し木の端まで） 9尺 5寸～2間半，法幅 6～8

間というものであった。

なお，この木組堰に使用する用木はすべて松丸太で，これを調達するため

に，井堰のすぐ南の少分谷村領及び貞守村領の「三尾山井林」が用木山として

設定されていた。特に，少分谷村領三尾山井林については，その支配権をめぐ

って，少分谷村と井郷両村との間で延宝6年を最初として以後 2回合計 3回の

争論が発生している。

このように，明治22年に石積堰に改修されるまでの木組壌の期聞は，この

「三尾山井林」とーの井堰とは，切っても切れない関係にあったのである。こ

の関係を示す史料の一つに，元文 3年（1738）に貞守村が姫路藩御預地御役所

へ提出した「播磨国加東郡貞守村御普請御改帳」1) （以後この文書を「貞守村

御普請御改帳」と呼ぶ）がある。

これには，井堰用木山について，次のような記載がある。

一三尾山弁堰林壱ヶ所

是ノ、井堰用木山ニ御座候，井堰破損仕候節ハ遺申候，御入用御普請之

節ハ，材木持運人足賃銀，関立申賃銀前々より御公儀様より被下来候

これによると，井堰の堰替や修繕のための用木は，すべてこの井堰用木山か

ら調達し，御普請時の領主からの助成は，用木持運び人足や堰立人足賃にほぼ
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限られていたことがわかる。

②井堰普請の「定法」

文化 5年（1808) 12月「三尾山争論口書之写」2）によると，井堰普請の「定

法」は次の く史料〉の通りである。

く史料〉

ー右貞守村長井村両村用木井堰之儀者，東条川筋ニ而堰立，字市之堰と申より

引取来候，此川幅廿四問弁堰之幅八開高サ弐間余，悉用木ニ而堰上，大難井

堰ニ而毎年繕普請ニ至まで両村百姓共之自カェ難叶，往古より井堰修覆料と

して御公儀より年々御米七石宛被下置，当時御私領ニ相成候而茂，御地頭よ

り往古之通り年々御米七石宛被下置，右井堰廿一ヶ年目堰替御普請被仰付

来候，右御普請之節，用木千四百八拾本下柴七百八拾束土芝百五拾坪人足

凡壱万人余相懸り，七ヶ年目毎ェ上堰仕替，右廿一ヶ年之間両度仕替候，

此用木千弐百本下柴千五百六拾束土芝三百坪人足凡壱万人余相懸り，其外

年々小破損繕ひ等ニ而，凡七尺廻り迄之用木廿壱ヶ年之間ニ都合三千本余下

柴合弐千五百東余土芝五百坪余人足合凡弐万八千人余相懸り候義二御座候

処，右用木井下柴土芝者字三尾山井林ニ而伐採，右三尾山と申ハ御公儀様永

代修覆之手当ニ被仰付，則御検地帳面ニ茂定有之，人足之儀者其年々御地頭

より扶持米井賃銀共被下置候（下略）

この く史料〉は，訴訟文書であるため，すべてが真実であるとは限らない。

以下他の史料も含め総合的に検討し，普請の「定法」をく史料〉の記載順に従

って明らかにしたいと思う。

く1>毎年の領主からの助成につし、て

く史料〉には，「往古より井堰の修復料として，幕府より毎年御米 7石ずつい

ただき，現在のように私領となっても領主より昔と変わらず年々 7石ずついた

だいている」とある。この毎年の繕普請用に支給される井料米 7石について

は，元文3年の「貞守村御普請御改帳」に，「毎年修覆領として四石貞守村三

石長井村，往古より被下置候」とあるうえ，明治 5年（1872）の「貞守村明細

帳」3）にも同様の記載があることから，廃藩までの「定法Jであったことは確

かである。
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<2> 御普請の周期及び用材量・人足数について

く史料〉には，「この井堰は領主の援助を受けて，用木1,480本下柴780東土芝

150坪人足約 1万人を使って， 21年目毎にすべて堰替え（これを以後「皆堰替」

と呼ぶ），その間 7年目毎に 2度井堰表面のならし木を替える上堰替（基礎と

なる枕木・才年木－牛木はそのままにして，表面のならし木及び下柴・土芝を

替えること）を行うことになっており，毎年の小破分を含めると， 一周期21年

間に使用する用材・人足は，合計約 7尺廻りまでの用木3,000本余，下柴2,500

束余，土芝500坪余，人足約 2万8,000人余にもなる。また，この用材について

は，延宝 7年の検地帳に記載され，幕府より永久に井堰修復の手当山として与

えられている三尾山井林から調達し，人足については，領主より扶持米（高

100石に付50人に与えられる人足米）・賃銀（高100石に付100人を超えた人足分

について支給される賃銀や大工－木挽などへの賃銀）が支給されることになっ

ている」とあるが，これらについては，すべてが「定法」とし、うわけではなか

っTこ。

まず，「定法Jと認めることができるものについて述べると，井堰用材は井

堰用木山の三尾山井林から調達し，人足については，領主の助成を得ることが

先の元文3年「貞守村御普請御改帳」や各「御普請仕様帳」などで明らかであ

り，廃藩まで続く「定法」である。ただし少分谷村領三尾山井林については，

その支配権が長井 貞守両村にあるかどうかについては，少分谷村との間で認

識の相違があり，紛争を発生させている。しかし，広い意味で三尾山井林が井

堰の手当山であることは確かなことである。

また，御入用の人足数についても，まずは「定法」といってもまちがし、ない。

次に，必ずしも「定法」であるとは認められないものについて，④御普請の

周期⑤必要な用材量の 2つに分けて以下に述べることにする。

④御普請の周期

く史料〉の中では， 21年目に皆堰替，その聞に 2度 7年目毎に上堰替を行う

ことを昔からの「定法」であるとしているが，元文3年の「貞守村御普請御改

帳」には，「大破之節ハ右材木御入用ニ而組立申候大堰ェ而御座候」とあり，また，

御普請の経過をまとめた表 3にも 享保18年（1733）までは洪水で大破した時

に御普請となっている。

このことから考えて，もともとは大破した時にのみ御普請となる定めであっ
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表3 ー の井堰御普請の経過

普 領 主 支 配

年次 西暦 間
御普請の契機 史料の出典

隔 貞守 長井

正徳21712 年大洪水にて流失
（石原新幕十領郎代官）

駿河田中藩 rm 車産問？守甲キ柵車E普品制量改

9 （内藤氏）
享保 61721 破損 ，， 幕領

日 （石原姫新路十郎代官）
享保141729 洪水で上堰破損 姫路議頑地 藩T員地

6 （榊原氏） （榊原氏） （今村寿氏所蔵）
享保181733 7大皆堰洪水替ですべて流失

，， ，， 

元文 51740 上堰替（定法？） ，， ，， 

7 
延享 41747 上堰替 （ か ） 三草藩 幕領 幕領

8 
宝麿 51755 皆堰替（ か ） ，， ，， 姫路藩 文化6年

（酒井氏） 「三尾山論所地改
8 一件留」の中の地

宝麿131763 上堰替（ 。 ） ，， 古河藩 // 改役人に貞守長
7 （土井氏） 井両村が差出した

明和 71770 上堰替（ 。 ） // ，， ，，〆 過去の普請記録の
5 写し。

安永 41775 皆寝替（ 。 ） // ，， 必y （今村寿氏所蔵）
9 

天明 41784 上堰替（ ヶ ） ，， ，， ，， 

7 
寛政31791 上堰替（ か ） ，， ，， // 

7 
寛政101798 皆堰替 （ 。 ） ，， // ，， 

文化61806 8仮皆堰替（三尾山程中）
19 tこより

，， ，， // 向上の史料中

文政 81825 皆堰替（定法） ，， // ’F 文久 2年
6 

両村井立堰普会一伏之井堰箆天保 21831 上堰替（ か ） ，， ，， ，， 

6 替水却並rj所路御 越請人樋足入
天保 81837 上堰替（ 。 ） // ，， ’z 

7 辻控（」今村寿氏所蔵）
弘化元 1844 皆堰替 （ 。 ） ，， ，， // 

6 
嘉永 31850 上堰替（ か ） ，， ，， ，， 

6 
安政31856 上堰替 （ 。 ） ，， ，， ，， 各「御普請下目論見

6 帳」及び「仕様帳」

文久 21862 皆堰替（ // ) ，， ，， // （今村寿氏所蔵）
7 

明治81875 上堰替（ グ ） 飾磨県 飾磨県
11 

明治191886 皆堰替（ 。 ） 呉庫県 兵庫県
3 （ 村寿氏所蔵）

明治221889 石堰に改修 ，， // 

たも の が ， い つ の 間にか21年を一 周期 とする「定法」に変化したものであると

思われる。

それでは，いつ頃にこのような「定法」が成立したのであろうか。表 3の文

化 6年以降の堰替については，大破する前に定期的に行う「定法」 であったこ
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とは史料上明らかである引が，享保18年から寛政10年までの堰替については，

I皆堰替」「上堰替」とし、う記載になっているけれども，これは文化6年の「三

尾山論所地改一件留」5）の中の記述をもとにしたもので，原史料が存在するわ

けではなし、。よって，この期間の御普請が， 21年及び 7年毎の周期で行われる

「定法」であったかどうかは確かではなし、。

また，明和9年（1772）の貞守村の「明細帳」6）には，「大破之御普請出来仕

候節者，御入用ヲ以御公儀様より被為成下来リ候j とあり，明和9年頃において

は，大破の時に御普請になることが記されている。

さらに，御普請の周期の「定法」が初めて史料にあらわれるのが，寛政12年

(1800) 3月に始まる「三尾山争論」の訴状の中である。

以上のことを総合して考えると，「定法」が成立した時期は，寛政12年の「三

尾山争論」に際し，貞守・長井両村が三尾山井林における入会権の正当性を強

化するために「定法」を主張した時であると推察できる。

では，なぜこのようなありもしない「定法」をこの争論に際し主張でき，し

かもこれが以後「定法」として守られていったのであろうか。

それは，表3の普請間隔により説明することができょ う。正徳 2年から寛政

10年までの聞の御普請が「定法」ではないにせよ，その御普請の間隔が平均す

れば約 7年になることから，木組堰の表面のならし木が朽ちて破損するまでの

期聞が約 7年で，基礎の枕木・才年木－牛木が朽ちて流失する危険があるのが

約21年と考えられる。つまり，松木の朽損する寿命を経験的に知り，その周期

を「定法」として主張しても，不都合が生じなかったわけである。

また，領主側の態度にもその原因があったと考えられる。文化12年に争論が

結着して以後の領主の助成は，大破するのを待たずに，「定法J~こ従った井堰

替に対し与えられていることが，史料上明らかである。

このことから考えて，領主にとって，朽損により井堰が完全に流失しての

ち，多額の助成をその都度与えるよりは，完全に流失してしまう以前に上堰替

を定期的に行った方が，支給額が少なくてすみ，しかも，濯瓶期の急、な流失に

よる年貢収入商での損失を未然、に防げることからも，争論に際し領主側もその

主張に賛同したものと思われる。

＠必要な用材量

く史料〉では，皆堰替及び上堰替に必要な用材量も「定法」であると主張し
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ているが，これについても「定法」とは認めにくい。

寛政12年から文化12年までの聞の「三尾山争論」の中で，両村は用材量につ

いて必ずしも毎回この用材量を必要とするのではなく，その時々の井堰所の堰

床の状態により多少過不足があるとも述べではし、るが，あくまで基準となった

のはく史料〉にあげた量であると主張しているのである。

両村がこの用材量を示す基準とした堰替は，寛政10年の皆堰替御普請であっ

たが，これと元文 3年との必要用材量を表4により比較してみよう。

この表によると，普請の規模は若干異なるが，用木・下柴 ・土芝の量にかな

りの差があることがわかる。特に井堰の表面に使用するならし木の本数が大き

く異なり，寛政10年は元文 3年の約1.6倍にもなっており，用木数の合計の差

は，ほぼこのならし木の差といえる。これに対し，下柴は1.3倍，土芝は1.2倍

表4 ーノ井堰皆堰替に必要な材料

よそ空 元文3年（1738) 寛政10年（1798)

普請の規模 川幅22間法幅6間高4間 川幅24間法幅8間高 2間

枕 木 22本（長3尺末口 2尺） 24本（長3尺 末 口 2尺）

ーノ才年木 22本（長 l間半末日 1尺） 24本（長 1間半～2間末口 1尺5寸）

必
二ノ才年木 24本（長 2間 末 ロ i尺） 24本（長2間～2間半末口 1尺5寸）

要 三ノ才年木 26本（長2間 末 ロ 1尺） 24本（長2間半～3間末口 1尺5寸）
用
木 ーノ牛木 36本（長3間末口 2尺）

す 二 ノ牛木 45本（長3間末口 2尺）
牛木合計 牛木合計

" 180本 128本（長3間半元廻ち 5～4尺）
て 三ノ牛 木 99本（長3問末口 l尺）
松
木 ならし木 660本（長2間 末 口 2寸） 1,080本（長2間 末 口 3)

但し井溝普請等の必要

i口込 言十 934本 1,304本 用木数を合計すると

1,480本

下 柴 600束 780束

土 芝 132坪 156坪

元文3年御預地御役所（姫路藩） 文化6年「三尾山論所地改一件留」

史料の出典 宛「播磨国加東郡貞守村御普請御 の中で，地改役人に提出した寛政10

改帳」（今村寿氏所蔵） 年の覚（今村寿氏所蔵）
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と多少は多いが，用木数ほどの差はない。このことから，仮に普請規模の差が

用材量の差を生じさせていたとしても，用木数の差はあまりにも大きいことが

わかる。

そこで，もう少しこの用木数の差に絞って考察してみると，合計本数1,480

本が史料上で最初に登場するのは，宝暦11年（1761）に発生した「三尾山争論」

に際してである。この争論て＼少分谷村の主張に反論して，貞守－長井両村が

大坂町奉行所に翌年の正月に提出した「乍恐返答書」7）の中に，必要用木数を

1,480本と明記している。おそらく，寛政12年から文化12年までの争論におい

て，必要用木数1,480本を「定法」として主張した理由は，宝麿12年の主張と

異なれば，証拠としての価値が低下すると考えたからであろうと推察できる。

このように，本数の主張がし、ずれも「三尾山争論」に関連して行われている

ことから，かなりの誇張分が含まれていることが十分に考えられる。

特に，このく史料〉が関係する寛政12年から文化12年までの争論では，相手

方の少分谷村は，「寛政10年の皆堰替の時に，井郷両村は残木を売却した」と

激しく主張し，それを証明するために，井堰の解体を上訴している。そして，

文化 5年に井堰の一部が流失したことを機に検分が行われ，このときの流失し

なかった残木は，堰長12間 5尺5寸で513本であった。 Jll幅が24間であるので，

これを 2倍しても 1,000本余でとても両村の主張する本数には届かなかったの

である。しかしこの用木数の相違に対し，両村は「流失した部分は水勢が強

く流失しやすいので本数を増している」と主張し，必要用木数が「定法」であ

ることを貫こうとするのであった8）。

結局は，用木数については結着しなかったのであるが，我々は，この宝暦期

及び寛政～文化期の争論の一連の経過並びに元文 3年の「貞守村御普請御改帳j

などから判断して，この井堰に必要な用木数は約1000本（ただし立木数では

なく材木数）であり，両村が主張する1480本のうち400本余りは両村の自家用

木として持ち帰ったか，或いは売却したものと推察する。

したがって，井郷両村の主張する皆堰替の用木数については，「定法」であ

るとは認めることはできない。

また，上堰替に必要な用木数についても，表 5に示したように，享保14年

(1729）と文化 6年（1806）とではかなり異なっており，この差の原因には皆

堰替と同様，「三尾山争論」が関係しているものと思われる。よって，上堰替

の場合も，必要用木数について「定法」とは認めることはできない。
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表 5 ーの井堰上堰替に必要な材料の年次比較

戸てT 享保14年（1729) 文化6年（1806)

普請の規模 川幅22間法幅 6間高 3問 川幅24開法幅 8間高 1丈 5寸

660本（長 2間末口 3寸）
1,080本 （長2間末ロ 3寸）

必要用木 内牛 木 44本
すべてならし木

ならし木 616本

下 止耳ヒミ二 600束 780束

土 芝 132坪 150坪

文化6年三尾山争論地改役人に提出 文化6年「三尾山論所地改一件留」

史料の出典 した証拠書類の控（今村寿氏所蔵） の中で地改役人に提出した覚

（今村寿氏所蔵）

以上，用木数について，皆堰替及び上堰替の「定法」は認められなかったが，

下柴・土芝の量についても，〈史料〉の主張は同じ争論に際してのものである

ことから，「定法」とは認め難く，もう少し少量であったと考えられる。

ところが，文化12年に「三尾山争論」が終って以後の「御普請下目論見帳」

や「御普請仕様帳」には，各々に「定法」であるかのように，「ならし木千八

拾本」などの記載がある。これは， おそらく 御普請の周期と同じく，争論を機

会に「定法」扱いされたか，或いは「定法Jまではいかなくとも用木数の目安

とされた可能性を示すものである。

③領主助成の推移と井堰用木山の必要性

御普請時の領主の助成は，材料は井堰用木山から調達できるため，主に人足

についてであった。この人足の助成方法及び l人当りの手当については，両村

ともに幕府直領支配が長かったために，私領となってからも，幕府直領時代の

「定法」がその基準となっており，多少の変更はあったが，大きく変わること

はなかった。

その概要を表 6によりみてみると，享保14年（1729）までは，高100石に付

100人を村役とし，それ以上の人足については扶持米人足として手当が支給さ

れ，享保18年以後は高100石に付50人を村役， 50人を扶持米人足として 1人玄

米 7合 5勺，それ以上の人足は賃米人足として 1人玄米 l升 7合 5勺が支給さ
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表 6 ーの井堰御普請時の御入用の推移

御入用総額
年次 普請の種類 備 考

御入用銀 御入用人足

享保6
不明 。 銀人3数貫は2不85明匁

(1721) 

享保14
上堰替 。 4,834人

人足の内1,181人村役分
(1729) （高100石に付100人）

享保18
皆寝替 。 12,014人 人足の0内石にに村付役5分を含む

(1733) （高10 0人）

人足藩の10領内0石貞にに村守付役村5分分0を含む文政8
皆堰替 l貫735匁 2分 11,162人 5分

三草 の村役
(1825) は高 人御。%入

用に対する手当は10

天保 2
上堰替 1賞393匁 5分 5厘 7,776人 7分 3厘 向上(1831) 

天保B
上堰替 l貫769匁 6分 4,824人 3分 同上(1837) 

人足の0領内石に貞に村守付役村1分を0村御含%役む入弘化ー 三 藩 分の
(1844フじ） 皆堰替 1貫758匁 1分 8,729人 3分 8厘 は高草10 00人

用に対する手当は10

嘉永 3
上寝替 l貫339匁 9分 5厘 4,080人 3分 向上(1850) 

安（18政56~ 上堰替 1貫758匁 7分 8,729人 4分 同上

文（18久62~ 皆堰替 l貫758匁 7分 8,729人4分 向上

明治8 飾磨県への普請下目論見

(1875) 上堰替 52円 帳では105円50銭 8毛の
援助を求めている

注 1. 御入用総額は井堰普請分とこれと同時に行う井溝等の普請分を合計したものである。その
内井堰普誇分は全体の御入用銀分で60%，御入用人足分で80%以上を占めている。

2. 御入用銀の内容は，大工ー木挽賃銀や堰所が他村少分谷村にあるために支払う用木置場代。
田畑路荒代などの雑費で，材木代も少し含まれる。しかし材木の大部分は井堰用木山より調
達する。

3. 御入用人足の内容は，井寝用木山から材木を伐り出し持運ぶ人足と井堰の組立人足が大部
分を占めている。

資料・今村寿氏所蔵文書より作成
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れたのである。

しかし宝暦13年 （1763）に古河藩土井氏が貞守村の一部を支配するように

なって，その「定法」が多少変化した。三草藩領貞守村及び姫路藩領長井村の

賃米人足の手当米は， 1人 1升 7合 5勺で変わらなかったが，古河藩領貞守村

は， 1人 7合 5勺しか与えられなくなった9）。

また，その後幕末になり領主財政が苦しくなったために，弘化元年 （1844)

より三草藩領貞守村では，高100石に付100人が村役となり， 50人の扶持米人足

分が削減され，さらに嘉永 4年（1850）から安政 3年 （1856）の聞に賃米人足

への支給が賃米から賃銀 1人 1匁3分に変更された。しかし，支給方法等の変

更はあったが，人足 1人当りの手当が大きく減少することはなかったといえ

る10）。

次に，御入用人足の総数及びその他の雑費に対する御入用銀の支給額に変化

はあったで‘あろうか。

これを表6でみてみると 次の 4点のことがわかる。

<1> 皆堰替の御入用は，享保18年は人足分のみで，その総数12,014人に対

し，幕末の弘化元年は御入用人足8,729人余と少ない。しかし，御入用銀

1貫758匁 l分があることから，この分を仮に享保18年の賃米人足（1人

1升 7合 5勺米価 1万39匁6分 7厘） 11）に換算すると， 2,607人となり，

合計11,336人となる。したがって，両者にそれほどの差はなく，弘化元

年は享保18年の約94%の助成を受けている。また，文政8年の助成は，

弘化元年よりも少し高く，文久 2年は弘化元年とほぼ同じであるので，

近世中期以降の助成は，ほとんど変わらなかったといえる。

く2) 上堰替の御入用は，享保14年は人足分のみの御入用でその総数4,834人

であったが，幕末の天保 8年・嘉永 3年も人足は4,000人台でほぼ同じで

ある。後者には御入用銀分の助成もあるので，前者よりむしろ高い助成

を受けている。また，天保 2年－安政 3年は，上堰替であるにもかかわ

らず，人足分の助成がかなり厚い。普請費がわかる記録が表に示した分

しかないために，断定はできないが，上堰替の助成も大きく低下したと

は考えられず，むしろ高まる傾向がみられなくもなし、。

く3) 三草藩貞守村の御入用に対する手当は100%支給されており，黒田庄三

ヶ村井堰のように御入用に対する手当率が低下するようなことはなかっ

Tこ12）。
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<4) 明治 8年の上堰替の助成は，要求額の約半分しか得られなかった。要

求額が廃藩により急、に増えたとは考えられないので，藩政時代の助成が

大変厚いものであったことが，このことから逆に窺える。このときは御

入用の不足分を村の有力地主から借用しようやく堰替を行うことがで

きたのであった13）。

以上から， ーの井堰に対する領主の助成にはあまり変化がなく，廃藩まで、か

なり厚い助成を受けてし、たことがわかる。加古川中流域の井堰は井郷が分割支

配されている関係で， 一般的に領主の助成が得にくく，特に近世後期になり領

主財政が窮乏するとともに，大幅に助成費が低下する傾向がみられる 14）。この

ような中で，このーの井堰の場合は，分割支配であるにもかかわらず，廃藩ま

で厚い助成を得たのであった。このように厚い助成が得られた理由には，分割

支配されているとはいえ御普請時の領主聞の負担割の制度が確立していたこ

と，井掛り高の最も高い貞守村の大部分を支配する領主が地元に本拠をもっ三

草藩であったこと，文化年間以降特に定期的な堰替普請となったため領主にと

って支出計画がたてやすかったこと，などが考えられるが，その理由の lつ

に，井堰普請用材のほとんどすべてが井堰用木山で調達できるため，領主の助

成を人足分に限ることができ 他の井堰に比べ助成総額が少な くてすんだとい

う事実を指摘できょう。

ところが，廃藩とともに，人足分の助成が急減したことと，林野の地租改正

事業の影響で，明治13年に少分谷村領三尾山井林における権利を少分谷村に

500円で売却した15）ことによって，木組堰としての堰立が困難となり，明治22

年，ついに石積堰に改修したのである。このことは， ーの井堰にとって「領主

の人足助成」及び「井堰用木山」の存在する意味がし、かに大きかったかを示す

ものである。

j主

!) 今村寿氏所蔵。

2) 今村寿氏所蔵，「三尾山争論」に際し井郷両村が大坂町奉行所に提出した論述書。

3） 同 1)

4) 今村寿氏所蔵の数点の「御普請下目論見帳」の中に「旧例之通廿一ヶ年目皆堰替」

や「旧例之通七ヶ年目並木替」等の記載がある。
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5） 同 1)

6) 脇坂俊夫 『三草藩村明細帳』 昭和47年 p.88 

7) 同 1)

8) 今村寿氏所蔵の寛政12年から文化12年までの貞守村庄屋の日記 「三尾山争論一件

控」による。

9) 今村寿氏所蔵，文化6年 「三尾山論所地改一件留」の中の井郷両村より地改役人

への返答内容による。

10) 安政 3年冬の加西郡吉野村付近の米相場は， l石80匁である（『加西吉野文書』加

西市教育委員会 p. 113）ことから，賃米 1升 7合5勺を賃銀に換算すると銀1.4匁

となり， 安政3年の 「御普請仕様帳」 の賃銀1.3匁と大き くかわらない。

11) 『加西吉野文書』

12) 加古川の本流佐治川と篠山川の合流する直下にある黒田庄三ヶ 村井堰は，石原－

田高・船町の 3ヶ村を井郷とした約千石を濯i慨した井堰て‘あるが，この井郷は，一

橋領・ 三草藩領 幕府直領に分割支配されており，その助成費は寛政年間以降それ

以前の約30%台に低下した。しかも，半分が幕府直領である田高村への助成は，助

成予定額である御入用額に対し， 実際に支給された手当額は約30%と少ないもので

あった（田高区長文書の中の数点の「御普請出来形帳j及び「仕様帳」の分析によ

る）。

13) 今村寿氏所蔵，明治 8年「井堰並木替人足賃金割渡帳」。

14) 同12）のほか， 第 1章の注 6）参照。

15) 少分谷岡田一成氏所蔵，明治13年「為取替約定書」。

（白井義彦兵庫教育大学教授文博理博

片岡正光兵庫県立小野高等学校修士（学校教育学）
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