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宝暦元年の地震について（その 2) 

一一新潟県の災害史の研究，各論（ 2 ）一一

丸山岩

日次

まえがき

I 既往の地震

1. 越後・佐渡の地震

2. 頚城地方の地震

IT 宝暦元年の地震

1. 地震の概要

2. 頚城郡の藩－幕領の被害

1) 高田藩

2) 幕領

3. 地域別被災状況

1) 高田－直江津地区

（以上第266号掲載）

2) 震源地より西方へ

(1) 桑取谷 (2) 名立谷 (3) 能生谷

以西

（以下次号掲載予定）

3) 震源地より南方へ

(1) 関川上流 (2) 信濃

4) 震源地より東方へ

( 1) 頚城郡東部 (2) 古志・三島・蒲原・

岩船郡

5) とりまとめ
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2) 震源地より西方へ

(1) 桑取谷

震源地に近い高田町より西方の越中に通じる北陸道沿いの地域であって，東

から西へ越中との国境にかけて，桑取－名立・能生・早川・西海・根知・ J 11西

の西浜七谷といわれる谷々があるし，高田より国境までに，高田札ノ辻 ・大豆

中屋敷 ・長浜・有間川・名立・能生・梶屋敷・糸魚川－青海・歌・外波・市振

の宿駅があって1ベ歌と外波の間にある 「親不知難所」がよく知られている。

現在の行政区画でみると，東から西へ上越市・名立町・能生町・糸魚川市・青

海町となっている。これらの谷々を流れる河川の中で，信濃に水源をもっ河川

は姫川だけであって，他は越後に水源をもっ小河川である。

こうした地域において，桑取谷とその周辺地域に大きな被害がでている。

越後大地震記録15)'

（郷津） （虫生） （追立） （間）

（前略） －西浜がうず・む志ゆ ・おつ立・有馬川山ぬけ，名立の泊り不
（桑取）

残海之中江二十丁余っき出シ，人馬皆ながら埋死申候，其外くわどり谷之
（吉尾）

内・西よしを村ーヶ村不残埋死，東よしを・西よしを村江っき出シ大破ニ

も無之，加賀様江戸御往来相止み，中セン道御通り，江戸より御見分上下

五，六人御出，盆後より御普請有之，十月まで御出来， 二万両の御物入之

沙汰に有之候，右村方凡人モ七・八百人死し，すでに一村に二，三人程ヅ

ツ残り申くらへ御座候，（後略）

ここでは文章の前後のつながりの関係上，名立の泊り云々という名立谷の被

害を省略しないで抄出しているが，名立谷の被害は次の（2）の項で述べるこ

とにしている。このように桑取谷と名立谷はともに西浜の浜々谷々の中で大き

な被害を受けているのであって，ここでは次の資料と合わせて，桑取谷の被害

状況をみようとするものである。

越後頚城郡誌稿16)

郡内山崩破壊ノ内，別シテ西浜谷々浜方トモ大震ニテ居田村（朱印地）有

間）｜｜宿ノ間甚敷，桑取谷ニテハ中桑取村地内ヨリ所々山崩ニテ桑取川所々

水潮ヲナシ，夫レガ一度ニ押流シ，有間川駅橋場ニ出テ築キ往還駅内トモ

河卜ナリ，為之五十八人ノ災死アリ（当時人員二百七十人ノ村方ト云），
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其惨櫓タル景況ノ、駅内大震ノ為メ全潰，内五軒ハ山崩ノ下ニナリ，又海中

大岩石破砕シテ四五丁土砂ヲ押上岩下トナム或ハ山々崩壊海中江七八町

モ押出シ，長浜駅トノ間字長走ノ難場モ山壊シ海中へ押出シ，往来為メニ

自由ナラス（此後浜往還ヲ廃シ山往還卜ナル），然シテ長浜駅ハ左程ノコ

トナシト難モ，虫生村ニテハ人家十五軒山崩ノ下ニナリ，六十一人圧死（当

時百人ノ村ト云フ）， 三十人他出，二人ハ海稼ニテ幸ト助ル。外牛六匹・

舟十四綬山下ニナル。岩戸村家数十四軒，内六軒山崩レ埋リ，八軒潰レ，

人数百一人ノ処二十三人山下ニナル。牛七匹・船九綬モ同シク埋リ掘リ出

シモナラサルヨシ（此西浜有間川ヨリ鳥ヶ頚迄ハ高田城主榊原家ノ領地），

（後略）

ここでは西浜地区というように，地域的に被害状況をみているが，領有関係

からみると，有間）｜｜から鳥ヶ頭までは高田藩領とあり，これより西方の名立崩

れの名立小泊村は幕領となっている。このように頚城郡では幕領も高田藩領も，

ともに大きな被害を受けており，領有別の被害は後に考察する。

次に桑取谷の被害にもどることにして，まず浜方すなわち海岸沿いの被害を

みる。直江津の西方の居田村から，西へ岩戸・郷津・虫生・長浜・有間川と村

が続いているようであるが，被害は「居田村有間川宿ノ間甚敷」となっている。

抄出資料による被害は次のように要約される。被害の中の分母は総数，分子

は被害数である。

村 家屋（軒） 死者 其他の被害（埋）

潰 埋 （埋） 牛 （匹） 船 （綬）

虫生 15 61/100 6 14 

岩戸 8/14 6/14 23/101 7 9 

有間川 58/270 

この中の有間川の被害は，後述するように桑取川の出水とも関係があるとみ

られる。このほか，被害の記事には人家が「山崩ノ下ニナル」，あるいは牛と

船が「山下ニナル」などとし、う被害形態は，ほかの地域でもみられることであ

るが，大きな山崩れによる被害であって，この地震による被害の大きな特徴と

なっている。このような海岸線近くで発生した大山崩れの崩落土砂は，海岸線

から 4～5町あるいは 7～8町の沖合にまで押し出している。
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次に北陸道の往還の被害である。海岸沿いの往還と有間川のような宿駅が大

きな被害を受けている。加賀の前田侯は江戸との往来に中山道を利用するよう

になっている。

次に谷々の被害，ここでは桑取谷の沿岸の被害をみる。北流する桑取川の中

流右岸にある東吉尾村で発生した大山崩れの崩落土砂が下流対岸の西吉尾村を

埋めて，「西よしを村ーケ村不残埋死」とあるほか，「中桑取村地内ヨリ所々山

崩ニテ桑取川所々水潮ヲナシ」云々とあって，中桑取村では複数の山崩れが発

生しているようであって，中桑取村とその下流の状況については，「有馬川村

ヨリ 二十丁上中桑取村ヨリ 山腹十丁程抜押出ス 仮之水湛元ノ川尻山ニ成

故村中へ水一度ニ押出宿中川成有馬川通山ニ成ル」17)とあるように，中

桑取村と有間川村との位置関係や中桑取村の山崩れの規模が述べられている。

この資料によると，中桑取村の山崩れによ って，下流の有間川の宿場が川になっ

たり，街道が山になったようにもみられるが，前述の「有馬川山ぬけ」とある

ように，有間川村でも山崩れが発生して，河口の堰き止めによる宿場や街道の

湛水や埋没による被害が大きかったものと考えられ，上流の東吉尾村や中桑取

村の山崩れ発生時の水と土砂の流出による被害は，有間川村では地元で発生し

た山崩れによる被害に比べて小さかったものと思われる。これに対して上流の

東吉尾村にあっては，下流の山崩れは村の被害には無関係であり，中桑取村に

とっては上流の東吉尾村の山崩れによる被害は少しはあったものと思われる。

これらに比べて有間川村における上流における山崩れの被害は，相対的に大き

くなっていたものと思われる。

このように谷々すなわち河川流域に発生した山崩れは，崩落土砂が河川を堰

き止めて，その上流の水位を上昇させて，集落の土砂による埋没，あるいは湛

水としづ豪雨による洪水時にみられる現象と類似した被害現象が，この年の地

震時の山崩れによって発生している。

次に示す被害状況が桑取谷で発生した現象を物語っている。桑取谷31ケ村中

の前記4ヶ村の被害を， 31ケ村の被害と対照したのが表 318）である。ただし

この31ケ村の中には，前述の浜通りの村の記事の中で激害地と述べた居田・郷

津 虫生の 3ケ村は入っていないが，有関川村に接する長浜村は含まれており，

その被害は家数70軒中皆潰30軒，半潰12車干，人口407人中死傷者多しとなって

いる。次に桑取谷31ケ村中に占める 4ケ村の被害の比率をみる。 4ケ村に占め

る人口の比率は580/3,743= 15%，家屋の比率は86/601=14%になっている。
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表 3 桑取谷 31ヶ村の被害とその中の激害 4ヶ村の被害 （中頚城郡誌）

激害 4 ヶ村 31ヶ村

東育尾 西吉尾 中桑取 有問川 言「 言｜

人的 総人口 45 153 98 284 580 3.743 

被害 死 者 28 28 45 101 109 

（人） 怪我人 3 10 13 19 

総 数 9 22 16 39 86 601 

家屋
皆 i貴 1 1 143 

被害
背I食後流失 15 15 19 

（戸）
i荒 失 30 30 34 

山崩れの下 7 5 9 21 30 

半 j貴 1 5 6 102 

次に被害の比率をみると，死者は101/109= 93%，怪我人は13/19=68%とあっ

て，前述の15%という人口比率に比べて，死者・怪我人の比率はきわめて高い

ものになっている。家屋被害の比率をみると，倒壊家屋は1/143= 1 %，半潰

家屋は6/102=6%とあって， 14%の家屋に対して低い比率になっており，こ

れが地震時の振動による一般的な被害である。これに対して皆潰後流失家屋は

15/19 = 79%，流失家屋は30/34= 88%，山崩れの下は21/30=70%となってい

る。これらは地震によ って発生した山崩れの崩落土砂によって埋没したもの（山

崩れの下），あるいは山崩れ発生時の崩落土砂の流失，または崩落土砂による

河川の堰き止めによる湛水が一挙に流出して，家屋を流失させたとみられる洪

水による被害（皆潰後流失あるいは流失）は，いずれも70%以上となっており，

14%としづ家屋の比率に比べて，きわめて高い値を示している。このように，

この東吉尾・西吉尾・中桑取 有間川の 4ケ村は，前記31ケ村中に占める人口

比率に比べて死傷者が多くでている。家屋被害も皆潰あるいは半潰とし、う被害

は少ないが，地震による山崩れによって，土砂の崩落時あるいは河川を堰き止

めた崩落土砂の欠潰による洪水とし、うように，直接の原因は地震による山崩れ

であっても，土砂と水による被害という点においては，洪水被害と共通点がみ

られる。

桑取谷の被害を要約する。

① 桑取谷は前述の「郡内山崩破壊ノ内，別シテ西浜谷々浜方トモ大震ニシ
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テ」とし、う記事のあてはまる谷である。まず浜方についてみると，東から西に

郷津－虫生・追立・有間川に山崩れが発生して，大きな被害がでている。たと

えば虫生村では15軒が山崩れの下になり，人口100人中61人が死亡している。

② 桑取谷の谷の方でも大きな被害がでている。前掲表3にみられるように，

桑取谷31ケ村の中の東吉尾・西吉尾・中桑取・有間川の 4ケ村の被害の占める

割合をみると，死者－怪我人の人的被害と，家屋被害中の皆潰後流失，流失お

よび山崩れの下が高い比率を示している。これは山崩れの下というような土砂

による被害のほかに，崩落土砂による河川の堰き止めと，その欠壊による水の

害というように，土砂と水の両者の害と L、う洪水時の被害と共通の現象がみら

れた。

③ こうした被害，とくに浜方の海岸沿いの地域の山崩れによって，海岸沿

いの村と北陸道の往還が大きな被害を受けて，その復旧に多額の経費が必要に

なっている。この点は次に述べる名立谷にあっても同様であった。

(2) 名立谷 （とくに名立崩れ）

a. 名立谷の被害

名立谷は西浜七谷の東からみて，桑取谷の西に位置しており，名立川が北流

して日本海に注ぐ細長い谷である。現在の行政区画では名立町になっており，

ここで日本海に面する名立小泊村において，新潟県の災害史上から無視できな

い名立崩れといわれる大山崩れが発生してし、る。この山崩れによって，人も家

屋も田畑もほぼ壊滅した一つの半農半漁の村の被害ということのほかに，村が

回復してゆくのに長い年数を要しているので，その経過をたどることにも関心

がもたれたのである。このほか，名立谷の村々の中で大きな被害がでたのは，

海岸沿いの名立小泊村だけでなく，名立川流域の村の中でも大きな被害がでた

村があって，この点は前述の桑取谷と共通している。

まず，名立谷の被害からみてゆく。

古記録集成19)

名立谷小田島より平谷村迄後辺高山一面に抜崩れ，東蒲生田村の下岸迄突

付しにより川水湛へて一時に海をなし，依て小田島村人家残らず潰れて男

女即死三十八人怪我人尚多し，亦平谷村民家皆潰れ半潰れて無難の家更に

なし，殊に寺三ケ寺抜底に消滅す，亦東蒲生田村の内字足崩にても後なる

高峯崩れて人家皆潰れ即死怪我人数多く，池田村も後なる山嶺切れ落漸く
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家数五軒残り外悉く 土中に消もす，此外村々震動の為に皆潰れ半潰れ或は

人馬の即死怪我人数得るにし、とまなし，（後略）

これによると，名立川中流左岸の小田島村から平谷村にかけての背後の山が

一面に崩れて，右岸にある東蒲生田村の下岸まで押出して堆積して，河水を湛

水させてから欠潰流出して，小田島村・平谷村に大きな被害がでている。対岸

の東蒲生田村の村落の中にも背後の山が崩れて，大きな被害がでている地域が

ある。そのほか，これらの村々より下流の右岸にある池田村にあっても，背後

の山嶺が崩れて多くの家が土中に埋っている。このように，名立川の谷にあっ

ても，大きな山崩れが発生して，大きな被害がでている点は，前述の桑取谷と

共通している。

b. 名立崩れ

名立小泊村の海岸沿いに発生した名立崩れをみる。まず，「越後国頚城郡高

田領往還破損所絵図」20）においては，「名立崩れ発生後250年の歴史を踏まえ」，

絵巻とともに，記載された内容の一部が紹介されている。絵巻には西は筒石村

（＊能生町）から東は居田村（＊上越市）までの区聞が画かれているので，前

項（1）の桑取谷からここに述べる名立谷が含まれており，海岸沿いの激害地

がそっくり含まれている。しかし幕領の名立崩れの名立小泊村の部分をみる

と，絵図では空白になっており，「此間ニ御領名立小泊之宿有此地震之節

小泊山下ニ成海江突出シ 人死彩敷クコレアリ由」とし、う記事が残されている

とし、う。絵図の他の部分をみると，海岸線沿いの山崩れの海水中にあるとみら

れる崩落土砂の先端部が画かれている部分がみられる点が興味深し、。しかし

海岸線の村々と海岸線を通っている北陸道の被害を示すものとして，文字で残

された資料と併せてみると，村々の被害を理解するための有力な資料になるで

あろう。

次に名立町史21）によって山崩れ発生後の一連の動きをみる。寛延4年（1751)

4月26日午前 2時に発生した大地震によって，名立小泊村地内に大山崩れが発

生した。村の圧屋右八は当日村の西方にある梶屋敷村（＊糸魚川市）に出張し

ていたので、あるが，すぐに帰宅して彼を中心とする精力的な復興作業が始めら

れることになった。村の生き残りの13軒の家長たちから庄屋あてに扶食米拝借

の嘆願書がだされている。大震災直後の混乱の中で，右八は 5月には早くも荒

井（＊新井市）の代官所へ，北陸道の復旧や，名立小泊村の屋敷地の整地など
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とともに，漁船の建造費や農具代の貸付けを願いでた。庄屋右八が名立小泊村

の存続のために，領主である幕府の援助を引きだすとともに，村人たちに的確

な指針を示したことや，村人たちも非常事態の中でよく右八に従って，村の復

旧に努めている。居田村（＊上越市）から名立までの北陸道の復旧工事に，幕

府が2,000両もの大金を出したとし、う記録が残されている。これが災害直後の

村の動きの概要である。右八の動きが適切だったと思われるが，前述の復旧工

事に2,000両を必要としたことは，この区間の被害の大きさを示している。被

害状況は本項（2）と前項（1）で述べられている。

次に名立小泊村の庄屋右入からの代官所への注進状などの資料によ って，具

体的な被害の考察に入るのが順序であるが，この大山崩れの考察に欠かせない

資料があるので，次に抄出する。

名立崩れ22)

越後国糸魚川と直江津との聞に名立とし、う駅あり。上名立，下名立と二つ

に分かれ，家数も多く，家建も大いにして，北辺にて繁昌の所なり。上下

ともに南に山を負いて，北海に臨みたる地なり。然るに，今年より三十七

年以前に，上名立のうしろの山二つにわかれて海中に崩れ入札 一駅の人

馬鶏犬ことごとく海底に投入す。其われたる山の跡，今にも草木無く，真

白にして壁のごとく立てり。余も此度下名立にー宿して，所の人に其有り

し事どもを尋ぬるに，皆々舌をふるわしていえるは，「名立の駅は海辺の

事なれば，総じて漁猟を家業とするに，其夜は風静にして天気殊によろし

くありしかば，一駅の者ども夕暮より船を催して，鱈，蝶の類を釣に出で

たり。僚の類は沖遠くて釣ることなれば，名立を離るる事入里も十里も出

でて，皆々釣り居たるに，ふと地方の空を顧れば，名立の方角と見えて，

一面に赤くなり，彩敷火事と見ゆ。皆々大いに驚き『すわや我家の焼うせ

ぬらん。一刻も早く帰るベし』というより，各我ーと舟を早めて家に帰り

たるに，陸には何のかわりたることもなし。『此近きあたりに火事ありし

ゃ』と問えど，さらに其事なしとし、う。みなみなあやしみながら，まずま

ず目出たしなどいいつつ，囲炉裏の側に茶などのみで居たりしに，時刻は

ようよう夜半過ぐる頃なりしが，いずくともなく只一つ大なる鉄砲を打ち

たるごとく音聞こえしに，其跡はいかなりしや，しるものなし。其時うし

ろの山二つにわれて，海に沈みしとぞおもわる。上名立の家は一軒も残ら
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ず，老少男女，牛馬鶏犬までも海中のみくずとなりしに，其中に只一人，

ある家の女房，木の枝にかかりながら波の上に浮みて命たすかりぬ。あり

しこと共，皆此女の物語にて，鉄砲のごとき音せしまでは覚え居しが，其

跡は只夢中のごとくにて，海に沈みし事もしらざりしとぞ。誠に不思議な

るは，初の火事のごとく赤くみえしことなり。それゆえに，一駅の者ども

残らず帰り集まりて死失せし也。もし此事無くば，男子たる者は大かた釣

りに出でたりしことなれば，活残るべきに， 一つ所に集めて後，崩れたり

しは，誠に因果とやいうべき。あわれなること也」と語れり。（後略）

これは震災から37年後に現地を訪れた南籍の見聞記であって，「強いて其事

の虚実を正さず」云々とあることから，後述の名立小泊村の圧屋の山崩れの役

所への注進の文書のような資料とはし、ささか性格を異にするものであるが，村

の自然や村人の生活についての名文といわれる記述は，重要な資料になってい

ることは確かである。たとえば地形については，「上下ともに南に山を負いて，

北海に臨みたる地なり」とあって，背後の山が海岸に迫っていることを簡潔に

示しているし「其われたる山の跡，今にも草木なく，真白にして壁のごとく

立てり」とし寸崩壊面の上部の急斜面に関する記述は，植生の侵入の遅れた地

域だったのて、あろう。

このほか名立崩れについては23)

（前略） 亦浜名立小泊村ー在所皆潰れ，殊に当村たるや北越の名を上

げたる鳥ヶ首に連続したる高峯村落の後南をたち，北は海原に臨みて只々

往来を跨くのみ，山嶺は一面岩石を重たる如く懸る高峯一時に山崩れて海

中へ突出し無暫なるかな一村の男女老若鳥獣とも数丈々の岩石の下に悉く
ふびん

消滅する事不便なり

北は海原に臨みて云々からは，山が海岸に迫っていることが示されており，

南騎の文章と共通している。

次に山崩れの規模をみる。月橋正樹24）によると，断層面の幅は今日でも 1.5

km以上の跡が明らかにみられるが，資料では長さ 15～16町程，その高さは70

～80丈程とあるが， 5万分の 1地形図で、みると，160m くらいで50余丈となる

が，あるいは斜面の長さをいったものであろうか。海岸からの断層面への距離
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と海中への突出距離をみると，今日断層最高点から海岸線に直線的に測ると，

400 m （約3町半）の距離になるが，当時「山奥二三丁所々より四五丁放崩」

と報告しているのは，海岸までの抜土が多かったであろうから，大体正しいと

思われるが，海中に突出した匝離については， 30町ほどあるいは「海中へ五町，

十町あるいは二十四五町築出」しとあって，非常に遠距離と思われるが，これ

は濁水がi張り流物の浮動していた距離と考えられるとし、う。

中村慶三郎25）によると，この山崩れを5万分の 1地形図の高田西部でみると，

北陸線名立駅の背後に大きな崖がある。しかし実感として現地の断崖上に立っ

てみなければ，この山崩れのスケールはわからない。崩壊地域の延長は 1km 

に近く，断崖の最高点は海面から約160mに達しその前方に高さ約80mの

段（土地の人はこれをタナとよぶ）があって，多少山側へ傾斜している。この

段は崩落した山体の一部が取り残されたものである。断崖の脚部は浅いクボ地

をなしその高度は海面と大差はなく，その前方に小高い所があって，駅のプ

ラットフォームはこの崩土の堆積地の表面を均して造られており，また村落中

央部の崩土上には地震塚が建てられており，嘉永年間にはこの塚で震災横死者

の百年祭が営まれた。この地域は第三系の灰爪層から成り，ケツ岩が主である

が砂岩もあり，とくに礁岩の存在が目立つ。磯岩が断崖の中央に中腹に沿って，

厚さは数mに近く，径30～50cmの大きな円磯が多く含まれており，これが

粗粒の砂で固められていて，崩壊時に大礁が転落したことは，この災害をいっ

そう悲惨なものにしたかもしれないとし寸。筆者も断崖上から山崩れ跡地をみ

て，そのスケールの大きさに驚いたことが記憶に残っている。

このほかに，山崩れの直接の資料ではないが，小泊村地内の北陸道往還の実

測長17町38問中，今回の大地震でその中の11町48聞が， 「大石岩等にて如山に

罷成候」26）とある。この路面の大岩石の記事は，前述の中村慶三郎のいう断崖

の中腹に沿って，厚さが数 m 近い大径の円礁を含む磯岩の存在と合わせてみ

ると，この中腹にあった礁岩層が，海岸沿いの北陸道の往還上にまで崩落して，

山のようになっていたとみられ，この山崩れは土砂の崩れだけでなく，岩石を

含む崩れて、もあったことは，中村のいうように，このときの被害を一層大きな

ものにしたので、あろう。

名立崩れの規模については，その後の綱木亮介27)の研究によると，崩壊の幅

はほぼ 1km，奥行き約300mであって，土木研究所の地形復元による鳥敵国

からの崩壊土量は9.0× 106m3と試算されている。これは前述の資料からの幅
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1,500 m，奥行き300m と推定される規模に比べると，幅は 3分の 2となって

いるが，それでも面積にして30ha，崩壊土量900万 m3とし、う規模の山崩れは

決して小さなものではない。綱本28）は名立崩れについて，わが国の有数の地す

べり地帯において，大地震の際に一般的な地すべりが大被害を及ぼしたので怯

なく，このような突発的な大崩壊が悲惨な災害をもたらしたとし寸事実は，さ

まざまな示唆に富んでいるのではなかろうかと述べている。

次に崩落土砂によって埋れた状況をみる。名立崩れのような海岸沿いの大山

崩れの発生時には，家屋・寺などの建物は崩落土砂に埋まるか，あるいは海中

まで運ばれるであろう。被害はそれだけでなく，南難のいう「老少男女，牛馬鶏

犬」も同じような被害を受けたで、あろうし家財道具と食料のほかに，農家な

らば農具，漁家ならば漁船や漁網のような漁具の被害も同様だったのであろう。

こうした被害の一つの例が現名立町の宗龍寺の鐘である。寺は後述の「是者

山抜築埋寺形相見へ不申候」となっており，この寺院の本堂の入口に党鐘が下

げられており，この地震のときの大山崩れを物語る唯一の遺物といわれ，無銘

ではあるが，戦時中の金属回収にも供出を免れた貴重なものである。この鐘は

明治初年名立町の漁師により海中より発見されて，宗龍寺に納められたもので，

上部の乳と呼ばれる部分や鐘面が当時の惨状を物語ってレるようで興味深いと

いう 29）。この大山崩れの規模からみて，多くの建物や器物が海中まで運ばれて

埋れていることは確かである。

このように名立崩れによって，名立小泊村の人・家屋・田畑などが壊滅的な

打撃を受けている。これは橘南籍の名立崩れという名文で知られているほかに，

新砂防誌上30）では崩壊シリーズの一環として紹介されているし地すベり誌上

では前述のように名立崩れの250周年ということで，それぞれの学会誌上で紹

介されているような山崩れであって，災害史上からみて新潟県規模ではもちろ

んのこと，全国的規模でみても，大山崩れの歴史に残る崩れであった。

以上に名立崩れの山崩れの状況をみてきた。次に死者や家屋などの被害をみ

るために，月橋正樹31）の資料中から，次の二つを抄出する。最初の資料は地震

翌日の 4月27日付の村の庄屋からの代官所あての注進書である。

乍恐以書付御注進申上候

名立小泊村

諏訪因幡守様御検地
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御水帳一冊是者山抜築埋紛失仕候

名立新田

諏訪因幡守様御検地

ー 御水帳一冊是者右同断

一 御公儀より御渡被置候御高札都合七枚山抜築埋申し候

名立小泊村名立新田

一 古来より去午年迄御渡被成候御割符御年貢皆済目録弁御年貢全納御通

イ庄屋方御座候誌書物不残山崩築埋紛失仕候

一 名立小泊組合筒石村，筒石新回，大泊村，藤崎，百川村，此五ケ村戊

年より去ル己年迄八ヶ年分御年貢皆済目録井本年ノ御割符同年御年貢全

納御通イ御用ニ付小泊村正屋方預置申候処此度大変山崩築埋紛失仕候

御陣屋ーケ所山抜築埋家形相見へ不申候

同蔵 ーケ所同断半築埋ニ相成候

名立小泊村惣家数九十一軒

内

八十一軒是者山抜築埋家形相見不申候

四軒是者本潰家

三車干 是者半潰家

三軒不難家

〆
同村人数五百二十五人

死人男女四百六人此内死骸三十人程相見へ申し候

此外他所ノ所へ罷出候もの如何御座候哉難計奉存候

同 村 禅 宗 宗 龍寺

ー 寺 ーケ寺是者山抜築埋寺形相見へ不申候

同村浄土真宗浄福寺，正光寺

寺二ケ寺是者右同断半潰

社家 一軒是者右同断築埋家形相見へ不申候

自身葬祭社人一人相果申候

宮 ーケ所是者右同断宮形相見へ不申候

堂 ーケ所是者右同断

土蔵四ツ是者右同断



死女馬十匹是者山抜築埋申候

内八匹ハ宿役馬
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御役猟船 去午ノ暮帳面書上候通不残山抜築埋船形相見へ不申候

外

名立小泊村綴多家一軒築埋申候

積多人数男女十六人相果申候

（中略）

四月二十七日

富永喜右衛門様

御役所

次の報告は 5月に入ってからのものである。

差上申一札之事

小泊村庄匡右八

名立小泊村此度大変にて大破仕候儀先達以書付御注進申上候処当村匡敷

井田畑損地之分委細相改小前帳相認、早速指上候旨被仰渡承知奉畏候，尤大

破仕候分相改候も村方にて地方の儀存知候者不残此度山崩築埋相果申候漸

〆相残リ候人数男女百人程有之候得共右之内四十人程ノ、他所江奉公ニ罷出

候，此外六十人程之内当村浄土真宗二ケ寺人数十五人程相残四十五人此内

七人程ハ此度山抜にて築被出今以半死半生鉢にて罷在候，相残男女三十八

人之内年寄子供漸〆作場等江罷出候者男女七八人ニ御座候，殊に相残りの

者共も無田にて地方の儀一向存知不申候私儀は御用に付梶屋敷御陣屋止罷

出命無難ニ罷在候得共親市郎吉秋中相果其後庄屋治役相勤間もなき故地所

の儀委細は難相知候其上諸帳面は不残山抜築埋紛失仕候田畑共ニ無難の分

も字場所等相改早速は書上申候御事難成何を申上候も拙者一人ものに被成

至極迷惑奉存候伺卒以速相改書付差上可申候、只今命無難にて罷在候もの

小泊村地内ニは小屋懸等仕候場所も無御座候ニ付大町村村立裏ニ少々の小

屋をかけ罷在候得共当日を送り候儀難成飢死候鉢に御座候何卒御慈悲に相

残人数命取続候様御救奉願上候 以上

未五月

名立小泊村庄屋右八
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田畑共ニ仕付盛りに相成候得共団方は苗等無御座畑方少々宛種もの仕付

ものも地震にて入立生の所も 場所も無之田方大町村地所入交相残り少々

御座候得共作場に出候もの漸〆男女七八人に候得ば仲々仕付候事難成候相

残罷在候もの共も少々O前の地方に仕付致兼候義ニ御座候得は相果しもの

の分以仲々O場所も仕付も相成らし（以下抹消）

一 北陸道往還

名立小泊村地内大町村地境より高田様地境迄二十二三丁程の場北西は

海辺東南高山続ニ御座候処山奥二三丁所々より四五町程崩抜海中へ五丁十

丁或は二十四五丁築出OC80道路はC8CC8vこでも往来御用相勤候義

相成らじと存右申上候

被害は御水帳年貢皆済目録の「山抜築埋紛失仕候」に始って，多岐にわたっ

ている報告と考察の中から，次の項目を取りだしてみる。

まず建物関係をみると，

民家

寺

社家

被多

総数

埋没

本j賞

半潰

無難

埋没

半潰

埋没

埋没

91軒

81 

4 

3 

3 

1ケ寺

2 

l軒

埋没家屋は民家91軒中81軒，外に寺 1ケ寺，社家1車干，被多l車干がし、ずれも「家

形 （あるいは寺形など）相見不申候」とあって合計84軒である。この寺の埋没

とあるのは，既述の明治年聞に鐘が海中から回収された宗龍寺のことである。

次に死者数をみると，
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表 4 名立小泊村の被害（月橋正樹）

Hi 日リ 総数A 被害B
被害ネBIA

備 考
（%） 

理会 l支 91 81 89 

本 I、車Jct 今 4 4 

家屋 （軒） 半 1貴 ,, 3 3 

不 難 今 3 3 

’， 91 

死者（人） 人 数 525 406 77 死者の中で遺体の

f主 店、門1 北陸道 17制J36 間 11 mr 48 間 67 収容されたのは 30

1i 打 人ほど

A刷
附 61.5 49.0 79 

田
畑 28.9 25.6 88 

本籍人口 525人中

一般住民 374 

寺方 5 

社家

緩多 16 

言十 406 

このほかに，他村からきていて死亡した人数はわからない。

生存者の内訳については，いくつかの資料による考察の結果，およそ次のよ

うな人数が示されている。

－.§.埋没した家の生存者 9人

全半潰したが埋没しない家の生存者 70人程

他行免災の生存者 40人程

計 120人程

家とともに埋没して助かった人は半死半生の病体であったとし、う。

海岸沿いの北陸道往還の名立崩れによる被害については，小泊村地内の往還

の大部分が被害を受けたことはすでに述べている。

次に田畑の被害である。天和 3年 （1683）の検地水帳と宝暦元年 （1751）の

年貢割付の資料をまとめ，既述の名立小泊村の民家の被害・死者－往還道の被
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害とともにまとめたのが表 4である。なお，天和検地から宝暦元年までの聞に，

洪水などによる永荒地の発生もあったと思われるが，資料を知らないので無視

している。

死者と家屋被害との関係をみると，まず他行免災の生存者の40人は，出稼ぎ

や奉公あるいは庄屋の右八のように梶屋敷に出張していて，震災時に村にし、な

かった人たちて、あるから，山崩れの被害に関係なく，全村91軒にほぼ 2軒にl

人はいたのであろう。

次に山崩れの被害のなかった家をみる。本潰家4軒，半潰家 3軒とあって，

全半潰したが埋没しない家の生存者が70人程とあるので， 1軒平均10人の家族

構成が維持されている点が，次の山崩れで埋没した家と大きく異なる。

山崩れて、埋没した家をみると， 81軒の家にあって，ほぼ 2軒に1人の他行免

災者と， 9人すなわち 9軒に 1人が 1度埋没した家から救出されているが，半

死半生の病体であった。このように生存者はきわめて少なかった。視点を変え

て死者の方からみると，山崩れによって406人以上の死者がでて，「死骸30人程

相見へ申し候」とあるように，残りの376人ほどの人たちが，今日の言葉でい

う行方不明になっていることは，この名立崩れとしづ大山崩れの大きな特徴で

あって，家屋・田畑などの被害のほかに，家族構成まで破壊された点が，従来

の地震災害と大きく異なる点であって，名立小泊村の大被害とともに，復旧が

遅々として進まない原因にもなっていることは，次に述べるとおりである。

月橋正樹32）はこの点について，海中から上った 9人と出稼ぎしていた40人ほ

どで伺軒の家ができたかはわからないが，災害後に地元からだされた救済出願

には25軒分が請求されている。これは出稼者の帰来や跡目相続者を見越してい

るのであろうが，実際問題として出稼者だとて，家も田畑もない所へ帰ってき

ても仕方がないし他所の親類などがきて跡目相続する者も，前に所有してい

た財産が相当あり，また確実に相続できるとしても，手のつけようのない荒涼

の土地へ急いできても仕様がない。況や貧困の家の跡目相続は迷惑の至りとも

考えられる。したがって災害後の戸数の増加率は小さく，その年の扶食米代13

両 l分を受取った者は13戸とみるべきで，庄屋の分を含めて14戸となっている。

御役所でもなるべく他出者を帰村させようとしたもののようで，「所々正出稼

に出候者或ハ奉公ニ罷出候者ヲ呼寄セ小泊村取立候様被為仰渡云々」と当時の

文書にもあるが，帰村して家を復興することは至難の事であった。次に親類知

己からの跡目相続のための庄屋－御役所への願書の中で少し変った事例をみる
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と，今町の住人の又三郎からの願書であるが，小泊村の久右衛門宅は震災で家

内残らず横死したが，自分の娘みよは孫を連れて久右衛門宅に泊ったのに，二

人とも不思議に命が助かった。そこで家内相談の結果，俸の彦右衛門と嫁みよ

と孫娘とも小泊村ヘヲ｜っ越させて相続させたし、と，久右衛門の親類と連判で願

いでている。これは震災の翌 2年4月付の願書であるとし、う。この相続のとき

に，惣百姓にも願いでていることは，使用地積と深い関係があると考えられる。

すなわち屋敷や田畑が荒廃して不足している所へ人間ばかり引越してゆくこと

は，生き残りの者まで生活が不安になるわけであって，復活された家について

は，最初は災害前の地坪が得られたが，その後はそれが行われなくなったのは

やむをえないことであろう。

ここで現在の名立町単位の農業の動きをみる。名立町は名立川流域を占めて

おり，海岸沿いに名立小泊村・名立大町の 2ケ村がある。名立町の田畑の変化

をみるとお）( 1町は0.9912ha), 

回 畑 計

天和 3 (1683) （町） 105 242 347 

平成 6 (1994) (ha) 382.8 185.4 568.2 

となって，天和検地のときは田畑の比率は 3: 7であったから，現在ではその

比率は逆転していることになる。名立谷の人々は江戸時代を通じて用水路を

掘って，新田開発を進めて水田中心の農業を進めてきた。そして広い畑で稗や

粟などの自給作物を栽培するとともに，これらに次ぐ栽培面積があったのは大

豆と小豆であって，名立谷の人たちにとっては，米に次ぐ商品作物であるとと

もに，大豆は自家用の味噌の原料としても重要であったとしづ。

天和検地時の名立小泊村の田の面積は 4町4反8畝余，畑の面積は9町4反

3畝余であって，この時期は現名立町のほぼ 3 : 7に近い比率を示している。

当時の名立小泊村にあっても，現名立町地域で、行われた新田開発の進行，自給

作物としての雑穀の栽培，商品作物としてまた自家用としての大豆の栽培など

は，当時の名立小泊村でも行われていたことであったろう。この村で他地域と

大きく異なることは，他地域でも山崩れの被害があったが，ここでは特別に大

きい名立崩れという大山崩れによって，壊滅的な被害を受けたことである。

次に漁業との関係をみる。名立小泊村は名立谷30ケ村（＊現名立町）の中で，

名立大町村とともに海岸沿いにあったので，漁業との関係は深かったものと思

われる。「名立の駅は海辺の事なれば，惣じて漁猟を家業とするに」という南
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重苦の記述にもみられるように，農業とともに漁業が大きな比重を占めていたも

のと思われる。震災によって漁船 ・漁具が大きな被害を受けて，操業不能になっ

ている。

震災後に村から漁船 5般の築造費として207両 2分の下附の申請がなされて

おり，元来小泊村は往古から漁業を第一の職業としてきたが，今度の大山崩れ

で13般の漁船と漁具が一品残らず埋り果ててしまったが，生存者の中に船乗り

もいるので，右の金子を下し置かれて船や漁具があって，漁さえできるならば，

生き残りの人数の生活ができて，小泊一村が復興できる訳であるから，御手当

を願いたい。もしこれがなければ住民は皆離散して，小泊一村は跡形もなくな

るだろうと述べている刊。このような漁業の再建策は，生存者の中に漁民がし、

るならば，漁船と漁具があれば可能であるが，この両者が山崩れで、全部が埋っ

ていた。このことは漁民にとっては，田畑が完全に荒廃するとともに，一切の

農具を失った農民と全く同様だったので、あろう。

以上に近世以降の名立小泊村と名立川流域を含む現名立町の農業の動きをみ

てきた。次に名立小泊村の震災後の田畑の本途高と戸数の推移を対照したのが

図 1であって，一つの傾向らしいものがうかがわれる。資料は月橋正樹35）によっ

ている。

まず戸数の動きをみると，震災によって91軒から14軒と大きく落ちこんでお

り，それから半世紀後の文化 5年（1808）になっても46軒であって，震災前の

半分に達している程度であり，さらに半世紀後の慶応元年（1865）になっても，

52軒と文化年聞からの増加は小さく，戸数が震災前の水準に達するのは， 20世

紀に入ってからのことであって，昭和10年（1935）に104軒となっている。

次に本途米の石高の動きをみる。震災によって32石余から 4石余に急減して

おり，半世紀後の享和元年（1801）になっても， 14石余と震災前の半分にもなっ

ていないしさらに半世紀経過した安政 6年（1859）になっても， 22石余と震

災前の70%程度である。

地震による田畑の荒廃状況については，山崩れの状況から推測されることを，

すでに述べているが，当時の資料には次のように述べられている36）。岩石・砂

礁に埋もれたためと，河流に削りとられて失地となったもので，風化作用の進

行とともに，徐々に整地されていったもののようで，宝暦13年（1763）の文書

に，「家立近所田跡ニ白砂交ル場有之候処其節急ニハ難起返，年々岩等風雨ニ

テこなれ草等生へ候ヘパ村方の者の内少々ヅツ手入等仕候」とし、う震災12年後
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図 1 名立小泊村の震災後の石高と戸数の推移（月橋正樹による）

の記述にみられるように，岩石が露出して，その風化を期待しているようにみ

られることが注目され，田畑の復旧の遅いことが示されている。

以上の戸数と石高の動きを図 1によって対照してみる。石高には明治期以降

(1868～）の資料がないので，明治期以前に限定してみることにする。震災前

は91戸で32.2石とあって， 1戸当り 0.35石であった。震災によって14戸で4.2石

と， l戸当り 0.30石になっており，その後1810年ころまでは，戸数も石高も徐

徐に大きくなっており， 46戸で14石すなわち 1戸平均0.30石であって，平均値

は大きくなっていない。 1820年以降になると，図から49戸で22石と 1戸当り

0.4石以上で震災前の状態にもどっている。これは営々として進められた新田

開発の成果として重要なことであったが，農民の生活のためには稗や粟あるい

は大豆と小豆のような自給作物や商品作物のための畑も必要であって，大山崩

れで荒廃地化した田と畑の復旧のためには長い年月が必要であって，このため

に住民が長年月にわたって苦労したことは，このような地震の被害の大きな特

徴の一つであった。

次に宿駅の被害をみる37)。北陸道の名立駅の宿役は名立崩れの発生前は，名

立小泊村が名立大町村と協力して勤めていたが，震災によって小泊村が壊滅状

態になったために，荒井代官所から「小泊持笠で、き候まで，大町村において宿

役相勤めよ」と命じられ，名立大町村では「是非無く」勤めていたのであるが，

小泊村がしだいに復旧して，戸数も増加してきたということで，大町村では安
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永 5年（1776）にそのと きの支配代官所の川浦御役所へ小泊村へ 3分の 1の宿

役を勤めるように命じて欲しいと願いでている。これに対して小泊村は地震後

26年たち，家数も30軒にまで回復したが，漁業や農作業で手いっぱL、で，まだ

宿役を勤められるほどには回復していない。大町村の方は火災で貧弱になった

とはいえ，家数が130軒余りもあり，これまで宿役を勤めてきたので、あるから，

小泊村が立ち直るまで，時節を待つように大町村に命じていただきたいと返答

している。これに対して川浦代官所では「大町村，小泊村の儀は一村同様の村

方にて，彼是出入に及び候ては難渋の節もこれ有るべく候」と筒石村と藤崎村，
あっか1にん

能生町の三人の庄屋を暖人（仲裁者）として，次のような条件で和解させて

いる。すなわち大町村も火災続きで大変だが，小泊村はまだ人数が少なく，特

別に人足が必要なときは小泊村からも出すことにして，これまでどおり大町村

で宿役を全部勤めることとして，小泊村は大町村に，「属奈詰（分担金）とし

て金子拾両」を毎年支払うことになった。小泊村は宿役を勤めるまでに回復し

ていなかったが，毎年10両を大町村に支払うことができるほど，経済力をつけ

てきている。名立小泊村が震災前のように，宿役の3分の 1を再び勤めるよう

になったのは，幕末期の慶応3年（1867）の正月からのことであって，戸数も

50戸余になっていたとし、う。この資料は震災25年後の小泊村の回復の状況をよ

く示している。戸数は震災直後の14戸に比べて 2倍になってはいるものの，震

災前の91戸に比べて 3分の lにも達していないことは，戸数の回復が遅々とし

て進まないことを示している。

以上の記述から名立谷の被害を要約する。

① 名立谷では海岸沿いの名立小泊村に発生した名立崩れといわれる大山崩

れがよく知られているが，名立川沿岸にも山崩れが発生している。たとえば中

流左岸の小田島村から平谷村にかけての背後の山が崩れて，右岸まで押し出し

て堆積するなどして，多くの家屋被害と死者がでていることは，前述の桑取谷

と共通している。しかし家屋被害と死者は桑取谷より少ないようである。

② 名立崩れ

海岸沿いの名立小泊村に名立崩れといわれる大山崩れが発生している。これ

は新潟県の災害史上からも重要であり，全国的にみても大山崩れとして紹介さ

れている。

a 山崩れの規模をみると，幅はほぼ 1km，奥行きは約300mであって，崩

壊土量はほぼ900万 m 3と推定されており，小泊村は壊滅的な被害を受けている。
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b 被害をみると，小泊村の民家91軒中81軒が埋没，地震による全潰 ・半

潰合わせて 7軒の被害があり，被害のなかった家は 3軒だけであった。 525人

の村民中406人の死者がでている。田畑も合わせて90石余の中で， 74石余の損

耗がでている。

c. 田畑の復旧をみる。小泊村は半農半漁の村であったが，山崩れによっ

て荒廃した田畑の復旧は，容易なことではなかった。漁業からみても，一切の

漁船と漁具が山崩れで埋もれてしまって，生、活の基盤が失われたことは，農業

と同様だったので、あろう。

d. 村の復旧はこうしたことで遅々として進まず，前掲図 1にみられるよ

うに，地震から l世紀後の幕末期になって，石高は震災前のほぼ70%になって

いるが，戸数は半分ほどに止っており，戸数と石高は大きくみて並行して増加

しているようにみられる。このことは石高を食料の自給能力の尺度とみるなら

ば，戸数すなわち人口の増加のためには，人口に比例して石高すなわち水田と

生活のための畑の田畑が並行して増加してゆくことの必要性を示唆しているよ

うに思われる。漁業の復旧は農業のそれよりし、くらか先行していたものと思わ

れるが，これが人口の復旧につながったとは考えにくし、。

e 北陸道の往還が海岸沿いの名立小泊村地内を通っており，これが名立

崩れによ って大きな被害を受けている。

f 宿場の復旧をみる。震災から25年後の安永 5年（1776）に大町村から

村の火災被害を理由として，震災前のよ うに小泊村の名立宿の業務の分担の要

望があったが， 小泊村では拒否している。しかしこのときに毎年協力金を支

払うようにしたことは，村の経済のある程度の復活をうかがわせる。

(3) 能生谷以西

現名立町から西に海岸沿いに能生町・糸魚川市・ 青海町と続いている。名立

町に近い能生町東部の被害状況については，「仙納徳合の両村も人家大体半潰

と怪我人多し」38）とあって，死者と全潰家屋の記事はないが，ある程度の負傷

者と半潰家屋がでたようである。

これより西方の糸魚川市は，「名立山崩の寛延の大地震の時，糸魚川町にて

は破損家屋一，二軒のみにて他は炎（＊災か）害なし」39）とあって，被害家屋

は少なくなっている。

長願寺過去簿制作西頚城郡青海町）
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四月十一日大風吹テ，家ヲ多く損ス。同二十五日夜，大地震ス。高田六千

戸皆潰ル。尋デ火災四ケ所ヨリ発ス。人数一千三百五十七人死ス。此時清

順師実家，直江生蓮寺モ潰レテ後，火災ニ擢ル。寺院モ多ク損ス。時之鐘

落チテ，地中ニ入ル蔓四尺ナリ。今町ニテハ家皆潰レ，死人四百六十三人，

大地ワレテ水ヲ吹クコトJIIノ如、ン。名立村ハ戸数百戸余潰ノレ。死人五百二

十四人。牛馬残ラズ死ス。但シ地震ノ為ニ，後ノ山抜ヶ出テ海ニ入ル。其

外村々在々多ク潰ル。死人モマタ数知レズ。右ハ四月二十五日ノ夜ナリ。

夫レヨリ五月二十日迄，地ヨリヨリ震フテ，山抜モ所々ニアリ。恐ルベシ

恐ルベ、ン。カカル不定ノ人界ナレパ，早ク定住ノ極楽ヲ願フベ、ン。

これは富山県に接する西頚城郡青海町の寺院の資料である。高田－今町・名立

村の被害の記事はあるが，それより西方の能生町以西の被害の記事はみられない。

富山県気象災異誌、41)

4月25日，北陸，大地震あり，此地震にて高田町大部分破壊焼失多数あり。

人の死傷あり出雲崎及相崎等の海には高波起り地震により破壊したる家屋

は悉く洗い去りたり。

北陸が大地震で高田町などの被害はでているが，富山県などの被害の記事は

みられない。

以上のことを要約する。

① 能生谷においては，徳合村・仙納村 （＊能生町）の両村では，半潰家屋

と怪我人は多かったが，全潰家匡と死者は少なかったようである。

② それより西方の青海町や富山県においては，管見の範囲内では被害はみ

られない。

③ 西浜七谷を東から西に通してみると，桑取谷・名立谷では，浜と谷にと

もに大きな被害がでているが，それより西方の能生町・糸魚川市内では被害は

小さく，さらに西方の青海町あるいは富山県ではさらに小さくなっている。こ

のように震源地から遠ざかるにしたがって被害は小さくなっている。

（元新潟大学農学部教授農学博士）
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