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利根川流域の集落に関する諸問題

中田栄一

はしがき

昭和41年夏以来，九学会連合の利根川流域総合研究に参加し，その集落に

ついて調べる機会を得た。

上越国境の丹後山（1,809m）に源を発し，関東平野を貫流して銚子で太平洋

に注ぐ利根川は，幹線流路 322km, 流域面積は本邦第一の 16,680km2，吾妻

川，鳥川，渡良瀬JI［，鬼怒川，小貝川など数多くの支流を集め，関東構造盆

地の中心部で史上幾多の乱流と河道変遷をみながら今日に至り，関東地方の

産業，社会，文化の重要な地理的基盤を形成してきている。その水は現在，

農業用水，工業用水，発電，都市用水などに広く利用され，その河道は古く

は水運にも利用された。しかしその河道の変遷からも想像されるように，古

来屡々，洪水が流域の集落を襲い，その住民は利根川の水と絶えず闘わねば

ならなかった。流域の開発も集落の盛衰も利根川の流れに関連し，その水と

の闘いのもとに行なわれてきたといえるであろう。

利根川流域の集落に関してはすでに，本会の菊地利夫，岡本兼佳，大井武，

松尾俊郎，佐藤甚次郎の諸氏や磯崎優氏らの多くの研究があるが，本稿では
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以上の先輩諸氏による成果を基礎に，利根川の利用の上に著しい変化をみた

明治以後今日にいたる閣の集落の変貌を中心に，利根川とその流域集落に関

する諸々の問題点について考察してみたいと思う。なお九学会連合の総合研

究は所属各学会の緊密な連繋のもとに現在なお続行中であり，本調査もした

がって未完である。九学会連合の研究目標からすれば，このような集落の人

文地理学的，あるいは歴史地理学的究明が他学会の研究にし、かに関連し，融

合するかが問題となるが，ここでは一応，今までの調査結果を整理し，本流

域を中心とするその概観を行ない，村落や都市についての問題点を考えるに

とどめることにしたい。

I. 利根川の変貌

利根川流域は山地部約40%，平地部約60%で，平地部の占める割合の高い

点で特色がある。源流より渋川付近にいたる聞は山間地を流れ，その流路は

ほとんど変わらないが，谷幅が漸次広くなり，前橋付近で関東平野の北西隅

に流れ出て河床の傾斜が緩くなるとともに乱流がはじまる。中流部一帯に見

られる自然堤防や河跡湖はかつての激しい流路変遷の跡を示し，赤麻，石川，

印旗，霞ヶ浦などの遊水池や湖沼は洪水調節の役割を果たしてきた。流出す

る尼大な土砂は河床を高め，流域各所に排水不良地を現出した。また下流地

帯は常陸風土記のいわゆる 「香取海」であったところであり，手賀沼， 印洛

沼，霞ヶ浦，北浦などは香取海の入江であったが，河JI［の堆積作用と人工的

陸化によって低湿水団地帯と化し，今日の下利根平野が出来上がった。

関東構造盆地の運動によって，銚子では O.Olmの隆起，江戸崎 ・土浦にか

けては沈降地域となっており，かかる構造盆地運動が荒川，利根川をして中

流において乱流せしめる基礎を作っている（I)。中流部における流路の変遷に

ついてはすでに明らかにされているように，かつて川俣付近から会ノ川を通

って東南流し，加須市付近から今の古利根川筋を流れ，春日部市から吉川で

荒川を合し，隅田川で東京湾に注いでいた利根川は，徳川氏の江戸入府後，

関東郡代伊奈氏の手によって約60年の歳月を費して河道の付け替えが行なわ

れ，承応 3年（1654）以降今日の流路をとるようになったのである。元和 7年

(1621）に新川通が聞きくされて，川はかつての渡良瀬Jllからその下流の太白

川に流下することとなり，同時に赤堀川を掘って鬼怒川の支川であった広川
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図I 利根川流域要図
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にも水を流したが，その後寛永2年（1625），承応 3年， および文化 3年（180が）

に赤堀川の拡張工事が行なわれ，利根川は現在の流路をとることになった（2）。

以上のような利根川河道の付け替えは，まず江戸の水害を除き，葛飾平野

を江戸の穀倉とし，流末を香取海の低湿地に向けて陸化を進めたうえ耕地を

開発，さらに利根川水系を江戸城の第一線防禦線として東北地方の雄藩に備

え，またそれまで房総半島の荒海を廻って航行していた航路を，銚子から利

根川を遡行し，関宿からかつての太白川に通じて掘られた新川を通って江戸

川を下り，容易に江戸に達するよう にする，などのためにとられた方策であ

った。このような伊奈氏によるいわゆる関東流治水法によって河道が付け替

えられた後，近世中期頃から紀州藩土井沢為永の方策によって紀州流が採ら

れ，河道を真直ぐにして堤を堅牢かっ高大に築き，遊水地の湖沼や流作地を

水間とし，下流の低湿地を水田化した。しかしこのために新しい河道の流域

一帯は，河床の上昇に伴い，屡々水害をうけることになった。

利根川流域の年降水量は大体 l,200mmから l,700mmくらc＇，とくに 8,9月

の台風期に多い。洪水は80%以上が台風によるものであり，とく に台風によ

って前線が刺激された場合に起こりやすい。 江戸時代の洪水として天明6年
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(1786）の大洪水が有名で，権現堂堤の破堤によって水は江戸戸にまで及ん店。

天明 3年の浅間山噴火による降灰が， 利根川の河床を高めた結果であるとい

われてL、る。 明治43年の洪水も著名で，山王堂，中之条，権現堂などの破堤

で氾濫面積は18万町歩に達した。昭和に入ってからは昭和10年 9月，そして

昭和22年 9月15日のカスリン台風による洪水がある。とくにカスリン台風に

よる洪水の時は栗橋水位標は 9.17mに達し，埼玉県北埼玉郡大利根村地先で

右岸堤 338mの破堤をみ，水は東京東部に達し，耕地冠水面積 80,000町歩，

東京で死者6名，負傷者 3名，行方不明 1；名，浸水は 103,872戸に達した’ヘ

明治に入り，内務省は明治 8年以降32年までに低水工事を行なった。これ

は主に水運のために施行し，ファン ・ドールンやムルデノレなどのオランダの

技術者によって指導された。当時は鉄道がL、まだ発達せず，内陸の輸送はほ

とんど河川によって行なわれ，利根川は淀川に次いで物資輸送路として重要

な役割を果たしていたのであった。しかしその工事中，明治18年，23年， 29

年等の洪水があり，明治33年度より高水防禦工事に転換した。そしてその後

は洪水のたびに計画高水流量は改定され，改修計爾は増補された。かくて全

川にわたり掘削，淡潔をし，堤防の嵩上げを行ない，一部に引堤し河状の整

正を行なった。 以上のような明治以後の数次にわたる治水工事によって， 利

根川はその相貌を全面的に変えるにいたった。すなわち曲流は直流に改めら

れ，川幅は拡げられ，堤防は高大となり，渡良瀬遊水池l主調節池化され，本

川， 支川の上流には多くの多目的ダムが構築された。

利根川は古くから農業用水に広く利用されてきており，古く は慶長？年

(1604）に伊奈備前守忠次によって築造された備前渠をはじめとし，万治 3年

(l 660）以降伊奈忠克によって閉さくされた葛西用水，享保 13年 （1728）井沢

弥兵衛によって聞かれた見沼代用水， あるいは古海から引水して邑楽郡下流

を濯殺するために天保 10年（1839）名主白石弥五左衛門によって言ト画され着

工された利根加用水など，その他左岸右岸に幾多の用水路が聞かれて，流域

の農村を潤してきた。第二次大戦後にL、たり，利殿特定地域総合開発計画の

もとに新しい用水が聞かれて，農業用水のみならず工業用水，都市用水にも

利用されている。

また，利根川の利用に関して重要な意義をもつものに水運がある。河道の

付け替えは利根川の経済的価値をいちじるしく高めることになった。鎌倉に
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幕府が置かれていた頃は鎌倉が政治の中心であり，交通系はL、わゆる鎌倉街

道によ って鎌倉に集中していたが，江戸開府以後は交通系は一変し，五街道

をはじめとする江戸中心の諸街道が整備されて宿駅伝馬の制が定められ，利

根川，江戸川，荒川などの諸河川の水運が聞かれた。奥羽地方からの廻米を

安全に行なうためにも，房総沖の荒海を避けて利根川新水系の利用が要求さ

れ，銚子で川船に積み換えて潮来出島を経て関宿に至り，それより江戸川を

通り，小名木川の運河を経て江戸の本所 ・1奈川へと運ばれた。内陸水路網は

利根川本流 江戸川を幹線とし， 烏川，渡良瀬川， 巴波川，鬼怒川，小貝

川， 霞ヶ浦などを支線とし，さらに｜円河道や前記の用水までもが利用され，

江戸の人口増大とともにさかんに輸送された。輸送物資の大宗は天領からの

年貢米などを中心とする江戸への廻米であり，利根川上流，秩父盆地，関東

山地などの物産，さらに信州，越後方面からも積み出された。利板川下流か

らは魚、や魚油も運ばれたが，その帰り荷の主なものは肥料や塩であった。船

（主主に高瀬船が用いられたが，上流の浅いところや水の潤れた時には小型の

鮮舟が使われた。普通は貨客混載だが，とくに客を主とするものは行船，成

田船，屋方船と呼ばれるものであった。大型の高瀬船すなわち元船の可航水

路（土，水量と流路の傾斜による水勢によ って変化するが，遡行終点は上流の

五料．山王堂，平塚，中瀬等であり，水の少ない冬季は下流に終点をもち，

載貨数量も夏は多く冬lよ少なかった＇4）。 かくて本流，支流の沿岸には，物資

集散の中心として多 くの河岸場の発生をみることとなった。その開設は江戸

廻米や諸城下町の物資輸送のためであり， 常に領主の保護のもとに設けられ

た。その場所は，主要街道との交叉点や二河川の合流点などが多く，河岸場

にはいくつかの川船問屋ができた。そして通行船舶の取締りに要所に関所が

設けられたが，とくに全船舶が必ず経由する関宿が重視され，元栗橋lこは船

改番所が置かれた。

利尿川の水運は明治に入ってからもつづL、たが，明治23年には利根運河が

聞かれ，東京への高瀬船はこの運河を利用し，関宿経由の船は見られなくな

った。従米の高瀬船に加えて新しく外輪蒸気船が登場し，流域と東京間；こ運

航した。しかし明治16年に高崎線，同18年に東北線， 同31年に常磐線，同34

年には成田線，同30年lこは総武線，そして昭和 6年には東武鉄道が開通し，

さらに道路が整備されてトラックやパス網が発達すると利恨川の水運は急速
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に衰え，河岸も衰微し，問屋も没落して，昭和10年頃になると川には船はほ

とんどみられなくなった。

利根川には架橋されていなかったが，少数の船橋と多くの渡船があって，

対岸交通に利用されていた。しかし第二次大戦後にいたり，急速に永久橋の

架設が進み，渡船は廃止されたところが多く，現在ではところどころにみら

れる程度である。したがって対岸交通は主にこの永久橋を利用して行なわ

れ，京浜地区の都市化，工業化の影響は，鉄道やこの永久橋を通る道路の沿

線にみられる。

2. 利根川流域の集落とその変貌

利根川流域では両毛地方を中心として古墳時代の遺跡が広く分布し，古い

時代からの居住地域の形成を偲ぶことができるが，中 ・下流の低湿地は概し

て開発がおくれ，江戸時代に入ってようやく干拓が進み，村落が展開するこ

とになった。諸々の用水の開さくも進み水田が聞かれていったが，たえず水

害に悩まねばならなかった。したがって，沿岸の古くからの農業集落は比較

的高燥な自然堤防がえらばれてその上に設けられ，中 ・下流部では沼地の干

拓や湿田の改良に多くの努力が捧げられてきている。現在も幸子東南から杉

戸方面にかけての後背湿地では低位生産性の掘上げ白地域がみられ，排水に

よる土地改良が進められている。古利根 ・江戸両川の河間低地においてはそ

の集落は，連続的集村は広大な自然堤上に，列村は微弱な吹上州iこ，散村（工

島状微高地の地域にあることが報告〆5）されている。天正～寛永の頃に聞かれ

たといわれる下利根沿岸の十六島新田も，16の川中島（自然堤防〉の上に設け

られたものであった。低湿地が干拓され耕地化されるとともに，各方面から

入植移住が行なわれて村落がつくられた。下利根平野では常陸の国の人々が

進出し開拓して村落を建設した。布鎌新田や印路沼の逆デノレタの埜原新田は

常陸国の新利根川沿岸の人々であったし，十六島新国は常陸国の江戸崎一潮

来の人々であった「6）。中流部の北川辺領でも新田村は周辺の自然堤防上の古

村からそれぞれ微高地を求めて聞かれている。古利根 ・江戸両川の河間デル

タでは，河川氾濫に備え，えらぶべき微高地がない場合は自然堤の高まりに

さらに盛土加工してまで宅地を設けた（7）。板倉 ・明和 ・北川辺などをはじめ

とする中流から下流へかけての沿岸の村々や，渡良瀬 ・鬼怒 ・小貝下流の沿
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岸の古い農家には，いわゆる水塚が随所にみられ，信濃川下流の水倉，淀川

下流の段倉，多摩川下流の倉屋と似た景観を呈している。しかし、河川改修工

事が進められ，沼地の干柘，低湿地の土地改良，法j使用水の整備などが行な

われて，流域の村落は大きく変貌してきている。

利根川流域における都市は江戸との関連のもとに成立し成長してきた。近

世においては城下町も江戸と地方を結ぶ街道や水路沿いの交通利便の土地

に，また江戸防衛を考慮して営まれている。しかし概して，水戸（徳川氏），

宇都宮（奥平氏〕，館林 （榊原氏）などの北関東の大藩の城下町を除き，他は小

藩や天領が多く，それだけに小城下町が多く発達したゆ）。沼田，厩橋（前橋），

足利，伊勢崎，佐野， 忍（行田），古河，野田， 関宿， 岩槻，佐倉，土浦な

ど。また市場町としては，柏，加須，桐生，倉賀野，渋川，下仁田など，宿

場町としては熊谷，守谷，竜ヶ崎，玉村などがある。これらの都市には県庁

所在地として発展しているもの，古くからの伝統工業の中心地として存続し

ているもの，鉄道の沿線で東京の巨大化の影響により急激な都市化が進み，

東京の衛星都市として発展しているものなど，さまざまであるが，中には以

上の条件から外れて停滞しているものもある。

利根川流域の集落で利根川の利用の変化に伴ってもっともいちじるしい変

貌を示したものに河岸場がある。河川の改修工事と高大な堤防の構築によっ

て，も っとも繁栄した河岸の部分は堤外へ移転せざるをえなくなった。加え

て陸上交通の発達に伴う水運の衰退は，かつて交通集落として発達した河岸

場の機能を奪い去ってしまった。関宿は政治的経済的中心の城下町から，付

近の農村の中心集落よりもさびれたー田舎町に衰微し，境，宝珠花，布川な

どは鉄道の沿線から外れ，ノミスによってのみ鉄道沿線の都市と結ばれる一田

舎町に，そして山王堂， 川俣，大越，中田，金江津，野木崎，飯積，赤岩な

どは，わずかのノイス連絡をもっ農村の中心集落に，あるいはたんなる農業集

落に変わった。取手，架橋，木下，神崎などは鉄道の沿線にあるだけに，そ

れなりの都市的機能をもって生き延びたが，利根川を背にし鉄道の釈に向か

つて発達し，集落形態も変わってしまった。かつて繁昌した川船問屋も姿を

消し，あるいは移転し，~るいは職業を変えた。しかし流域の河岸場集落を

訪ねると，ところによっては，かつての旅寵屋や町並の面影を集落のどこか

に残し，往時の繁栄ぶりを偲ばせるものもある。
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以上のような利根川の変貌に伴う流域の集落や地域社会の変容につき，と

くに変化の激しかった明治以後の 2' 3の主要問題点について，以下検討し

てみたいと思う。

3. 中流部における湖沼の干拓

渡良瀬川の合流点から鬼怒川の合流点にいたる中利殿の左岸；こかつては大

小の沼地があった。これらの沼地はまず飯沼が享保から天保にかけて干拓さ

れ，大山沼は大正15年に，釈迦沼も大正15年に，長井戸沼lよ大正13年に，鵠

戸沼は昭和30年，そしてーノ谷沼は昭和29年にそれぞれ干拓が行なわれて水

回となり，現在は菅生沼を残すのみとなっている。境から下流の利根川の流

路は，往古は以上の沼沢の水を集め広河となって東流する毛野河（鬼怒川）の

支川であって，それより繭沼の一大沼沢地に入り，さらに東流，藤城河岸付

近で手下水すなわち予賀沼を合わせ，もって毛野河に注いでいたのであっ

た（9＇。しかるに赤堀川が利根本流となるにおよび河床の上昇をみ， とくに天

明 3年 7月の浅間山噴火による降灰（中利線地方には3す余も降ったという （10，）で

いっそう河床の上昇をみたため，これらの沼地の排水はさらに困難となっ

た。元来これらの沼は思JI［と鬼怒川の河閣の排水の水溜ともいうべきもの

で，見怒川や利根本流への排水が阻まれているため，豪雨の際は排水はし、っ

そう困難となり，その周辺は水害に悩まされた。これらの沼のうちまず最初

に開発に着4 手されたのは飯沼であった。

飯沼は真壁台地と猿島台地との閣の低湿なやつ田地帯で，仁連川が潤して

いる末端にある排水だまりであった。古くは飯瀦とも書かれ広江ともし、って

鬼怒川に注いでいたが，砂村（水海道）辺で砂に堰かれて沼となった。飯沼辺

の村民は古くから藻草，草，まこもなどを刈り取って肥料とし，また漁場に

用いていたが，近世前半では留沼とされた。寛文 ？年（1669），地方村民が開

拓を請願したが許されなかった。享保 9年（l724），当時の新田開発奨励の気

運のうちにあって，徳川の家臣井沢惣兵衛為永は紀州流治水築堤技術によっ

て飯沼落し堀を設け，利尿川に排水，同13年東仁連川を掘って鬼怒川に排水

した。享保13年の検地帳は，水田 1,896町余，高 14,383石，村数31，民家800

戸，人数 5,000口を算している（11）。しかし利根川の河床の上昇とともに排水

は困難となり，逆流によって屡々水害を起こした。とくに享保16年の大洪水
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により仁連川上流の水を長井戸沼に排水しようとしたが，長井戸沼縁辺から

反対されて果たさなかった。享保14年，西仁連川を設け排水したが，その後

も飯沼新田で（主水害が絶えなかった。文化文政にいたり代官岸本武大夫父子

は第2の工事を起こし水害による戸口減少を喰い止めるべく懸命の努力を

重ね，越後国出雲崎にまで出張して入百姓を募り，移転費用をもち， 1人 5反

歩を配当し，時に農具牛馬まで給与した。かくて 18年後には増加 197戸 l,333

人となった。

しかしその後も利根川河床の上昇がし、ちじるしく，j甚水，逆流による冠水

害は絶えず，年貢未進も嵩んで村も亡所になろうとした。天保年聞に二宮尊

徳が幕府から派遣されたが，その仕法について地元との折合いがつかず果た

さなかった。さらに慶応 3年にいたり逆水防止の請願も出されたが，時機熟

さずそのままとなった。明治 31年 3月 「飯沼反町水除水害予防組合」がで

き，県の認可を得，同 8月神田山地先に堤防と自動式鉄扉間門が予算 39,654

円40銭を もって着工され， 同 33年に竣工した。 しかしその後も逆水は絶え

ず，移住する者も相次いだ。大正 7年，飯沼村各掛村は「飯沼耕地整理組合」

を設け，同 B年にいたり局部的に水害は免れることとなった。昭和 8年，飯

沼川沿岸農業水利改良事業が起工され， 320馬力の排水機場を設け，西仁連

川を改修，さらに昭和24年から東仁連川改修工事も着工され菅生沼に排水す

る工事が進められた結果，菅生沼tよ遊水池として残されることになった。

鵡戸沼については嘉永 3, 4年にかけ関宿藩の家臣船橋随庵が利根川に排

水路を聞きくしたが，その後も水害は絶えなかった。昭和20年にいたり排水

機場が設けられたが，同 22年の洪水で堤防決潰， 23年より着工し 30年に完

成，自然排水路，用水路と 4ヵ所の機場が設けられた。

長井戸沼は小山付近から南部の野水を集めている長さ 6km，幅 lkm，面積

340ha，集水面積 9,700haの沼であり，この開発計画はすでに近世末において

みられた。この沼の縁辺村であった久能村では 「享保 8年より宝暦2年迄30

ヶ年間田畑水腐にて引高がされて収穫の反高は田6町3反2畝余，畑42町 3反

7畝余で水腐高が田37町P反8畝余，畑27町8畝余」＇ 12）であった。長井戸沼は

下は境町より上は猿島郡の北端に及び，旧 l町 6ヵ村を含み，大正はじめに

872町余を 973人および国で持っていた。沼地原野が半ばを占め，漁業採藻

のほか不生産地であった。かつて境町ほか 6ヵ村悪水路t入樋水利組合の樋管
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によって排水してきたが，利根の水位が高くなったので水害が起こったので

あった。そこでその縁辺の土地 319町余所有者 407人は大正 2年 3月に，南

北 2,400間， 東西 200乃至 600閣の測量調査を県に申請，同 5年に耕地整理

組合を組織して干拓事業を起こし， 同 13年に竣工した。沼の南に揚水機場

を設け，利根川に排水するもので， 自然排水路の延長 22km，沼地排水路の

幹線 3kmであり，排水の結果 9l9haの耕地ができた。干拓前は縁辺の農村で

は畑が多く，麦や陸稲を作り，わずかの谷田を含め l戸当りせいぜい 6反程

度，沼での鯉，鮒などを釣やふくろ網でとる漁業を兼ね，さらに日雇や出稼

で補い，境町の商家などと比較し生活程度にもいちじるしい格差があった。

干拓後には組合加入者は平均して 8反程度の水田を得，新開地は良回となっ

図 2 北川辺村近傍図（1 50,000) 
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て二毛作にも適することとなって収穫は倍増した。稲尾部落ではかつて33戸

であった戸数は現在60戸（うち商店を兼ねるもの 5戸）に増大したが，これは耕

地面積の増加に伴いその後の分家によるものであるといわれる。以前畑であ

ったと ころに植林された場合もあり，それが最近工場敷地に利用されている

ものもある。またかつての陸稲や麦にかわり疏菜栽培がはじめられたところ

もある。しかし竣工後も中央の約 lOOhaは湿田であったので，昭和38年以来

機場をさらに強化する計画が進められている。

境町の南東にあったーノ谷沼は，地元の要望により排水機場を設け，昭和

29年に干拓されて約 75町歩の水田を得た。縁辺の金岡， j甫向，染谷， ーノ

谷，百戸，新田戸などの部落の有志 250名で土地改良組合を組織し，既耕の

水図面積や希望反別を勘案して組合費を徴収した。干拓前は田畑併せ 1戸当

り約 1町 2,3反の農家が多かったが，水田面積は少なかった。干拓後は 1戸

当り多くて 1町，少なくて 2反ぐらいの水田を得た。平均して水田が 3反程

度多くなり，稲のほかに畑はかつての麦作や煙草から競菜栽培に転じ，整理

された耕地は機械の導入を容易にし，農家の生活程度はL、ちじるしく向上し

た。

大山沼も揚水機場を設け大正15年 8月に竣工，360haの耕地を造成，釈迦

沼も同じく揚水場を設け大正15年 8月に竣工し， 428haの耕地を得，縁辺農

村の水田面積が増加した。

4. 洪水と村落

近世における利根川の瀬替は江戸や武州平野の水害を防ぐに役立ったが，

新しい河道の流域は河身の勾配を失って（13）頻々と水害をうけることとなっ

た。瀬替が行なわれた近世前半には比較的少なかったが，後半にいたり河床

が高まるとともに洪水は頻繁に沿岸を襲いはじめた。享保 13年（1728），寛

保 2年（1742），宝暦 7年（1757），天明 3年（1783），同 6年，弘化 3年 （1846) 

など史上に残る大洪水が目立っている。

利根川本流と渡良瀬川に挟まれ，四囲の堤防は延長約2万mに達するとい

われる埼玉県北埼玉郡北川辺村では，縁辺部の飯積，小野袋，伊賀袋や中央

の柳生新田からも土師器を出土して，古墳時代前期においてすでに居住地域

となっていたことを示している。面積 20.96km2,1,465世帯 7,788人（昭和40年）
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の農村であり，全戸数の 7割程度が農家である。総耕地面積 1,147町歩，うち

田 775町，畑 372町であるが，大正10年には田 600町，畑 620町で畑の方が

多かった。村の中央部にあった沼沢地が排水され，土地改良が行なわれ，さ

らに昭和30年頃から畑の陸田への転換が行なわれた。一般に周辺の自然堤防

が畑となっており，中央部に水田が広がっている。古くは北方郷太田庄の中

にあり，延徳2年（1490）石川信濃守源吉が陣屋を構えて32,000余石を領した

といわれ，その後古河領に属した。明治維新に入り；埼玉県の所管となり，明

治 22年には麦倉，飯積，柳生，小野袋など西部の地区は利島村に， 柏戸，

向古河P 駒場，本郷，栄，伊賀袋などは川辺村となった。そして昭和30年4

月，両者ーか合して北川辺村が設けられた。

村の西端に遍照寺山と呼ばれている 26.2mの砂丘が認められるが，この山

より東方へ扇状に低くなり，中央の柳生新田から三軒付近では最低の14mに

なる。南部は比較的高く，利根川沿いの細間，土部、本郷付近は自然堤防に

当た りほぼ16m前後であるが昭和32年 8月に埋め立てられた越中沼は後背湿

地の最深部であったと推察される。集落は一般に利根川や渡良瀬川に沿う自

然堤防上に密集して設けられているが，新田村の開設にあたっては，これら

の古村より中央部の低湿地の中のlb1自然堤防の微高地を求めて開妬が行なわ

れたと考えられる。利根 ・渡良瀬両河川は一貫工事として幾度か改修が行な

われ，破堤による水害の防除には成功したが，堤内における湛水害について

はその防除は困難をきわめた。以上のような皿状の地形である北川辺では，

一度湛水すれば渡良瀬川の水位の低下を待たねば排水できなかった。しかも

年々高まる河床は湛水時聞を漸増し，その被害を増大した。

水害が北川辺を襲いはじめたのは寛永元年（1624）が最初であり，新川が利

根本流となってからであった。洪水によって流入した土砂のために耕地を失

い，飯積の北高野ではついに17戸が富士山麓へ逃避したとも伝えられる。堤

防の決演は利根本流，渡良瀬川，それに西部の合ノ川にもみられ，北川辺は

四周からの洪水に悩んど。天明以降昭和 22年までの 212年間に実に 81回の

水害を蒙ったといわれており，明治に入コてからも 3年から43年までの40年

聞に13回，すなわち 3年に一度の割合で水害をうけてし、る。弘化元年以来 3

年述続で水害に襲われたが，弘化 2年には全村床上床下浸水し，弘化 3年に

は浸水余すところなくその惨害の多大なること名状すべからざる有線であっ
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た<14.'0 昭和22年 ？月の洪水の時には向古河の渡良瀬川の堤防が約 200mにわ

たって決潰し，全村は一夜の中に濁水の渦と化し，死亡？，床上浸水 1.473,

流失全填110，半壊327，牛馬被害623，水稲全滅661町歩，同じく陸稲87町，

大豆102町，そして桑園108町が 3分の l枯死し，教育は15日間中止されると

いう大被害を蒙った。

洪水の激しかった北川辺では全戸の l6.6%，農家戸数の 22.6%(1956年4月）

が水塚をも っており，中央部に位置して冠水の頻度も高く湛水期間の長かっ

た柳生新田においては，総戸数の43.2%が所有している（15）。一般に土盛の高

さは 2～ 5m程度，水塚建物は 6坪が普通で2階建が多い。平時には米倉を

兼ね，周りに棒や榎を植えて洪水による崩壊を防いでいる。納屋の軒などに

は今も避難用のアゲ舟を吊している家がみられる。以前は畳の敷いてある家

は少なく，ウ スベリを敷くものが多く，壁も荒壁がほとんどであった。

洪水に対して地域住民の聞で古くから水害予防組合が村の男子で組織され

ており，組合長は村長であった。耕地の所有面積によって l番から 3番まで

に分け，大体 1.5町以上は 1番組. 1.5町～5反ぐらいまでは 2番組，それ以

下 （主に小作）は 3番組であった。かつて利島村は5区に， 川辺村は4区に分

かれていたが， 1：番組は各区で30人程度で，各区それぞれ堤防を部分的に分

担した。増水して洪水の怖れがあるとまず l番組が出て見張りをし，漏水が

あると土俵を積んで竹でとめた。いよいよ危くなると 2番組が出動して水防

作業に当たり，いっぽうでは収穫可能なものは急いで片付けた。 3番組出動

となるといよいよ全村挙げての体制で， ここまでくると危険度は最高であっ

た。水害の怖れが去ると， 2番組以下が水防具を水塚に片付けた。隣接の群

馬県域で利根川が決潰すると低い北川辺にも水がくる怖れがあるので，時に

は迄々応援にかけつけたこともあった。このように流域各町村の組合聞の協

力もあったのである。河川改修の進まぬ明治43年以前には 1番組出動は毎年

のようにあり．多い時は年に 4,5回， 2番組は l,2年に 1回程度の出動であ

った。もちろん出動はすべて無償奉仕で，地主階級の 1番組出動の回数はも

っとも多いことになる。昭和22年 9月の大水害の際のこの組合の活躍はめざ

ましかった。しかしその後は改修工事も進んで出動の機会もほとんどなくな

り，農地改革後は階層格差も縮まって 1番から 3番の区別もなくなって，今

は消防団がその任に当たることになっている。農地改革前における村の大地
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主は麦倉の K家（今はない）で 150町程度の所有であった。村の農家でこの K

家の小作を多少とも行なっている家がかなりあった。 利根川対岸の大越でも

N家 ・l家などの大地主があって，北川辺の土地を有っていた。水害のあと

で土地を抵当にして金を借り，ついに返せなくなってとりあげられたもので

あった。

北川辺のこのような水害は，河川改修工事の進捗と排水機場の設置によっ

て免れることができることになった。明治29年の大洪水を転機として改修工

事が急速に進められた。その後に起こった洪水によ って幾度も計画高水量が

改められたが，昭和22年以後，同年の洪水の毎秒 17,000H を勘案しで渡良瀬

川の築士是と利根川の引堤が行なわれた。

しかし洪水の怖れは去っても皿状の地形である北川辺では，依然湛水害の

怖れは去らなかった。明治43年に利根川改修工事が着工され，破堤による水

害が根本的に除去されようとするにおよび，川辺村民は湛水害の防除に100年

の大計をたてるべく，単独または普通水利組合においてその具体化に活発な

動きをみせるにいたった。しかし土地が川辺村より高い利島村ではその必要

性をさほど痛感せず，利根 ・渡良瀬両川の改修工事により地区周囲の安全が

確立されぬ限り（当時は堤防の拡築はL、まだ半ばにも達していなかった），堤内の

画期的改善を企図することは愚であるとして反対，いっぽうの川辺村では利

島村からの水の流下を拒否して対立した。そこで大地主K氏が両者の間；こは

いって調停を行なった結果，大正5年に協定をみた。かくて大正6年に本郷

樋管改良工事が竣工，大正？年には犬走堀の開さくが竣工，さらに北川辺領

耕地整理組合が誕生し，高低両地の利害相反でそれに伴う経費負担の点で延

引したが，大正11年10月に排水機場の設置をみた。しかしその後も湛水害が

あり，幾度も機場の増設や更新を行なって排水能力の増大を行ない，昭和37

年に竣工した。

以上のような河川改修工事や排水機場の設置，排水溝の開さくにより，北

川辺では水害や湛水害の怖れも去って，経済はいちじるしく好転した。土地

は改良され， 水田は増え， 農業生産は増大した。米の生産高も大正5年の

5, 109石は， 途中水害湛水害による減収を除き， 上昇の一路をたどり，昭和

30年には 19,396石となり，反収は大正 5年の86升から昭和30年の 278升へと

上昇した。以前には稲刈りに際し舟を使用し，水中の稲を百｜っかけて刈りと
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ったこともあったが，今は機械化が進み，大型トラクターが20台近く導入さ

れた。農家経済は安定し，生活程度も向上，教育面では進学率の急速な上昇

をみた。そして水塚は もはや新しく設けられることもなく，軒先に吊された

アゲ舟もほこりにまみれ，朽ちるにまかされている。

5. 河岸集落の変貌

利根川利用の推移に関連していちじるしい変貌をみた流域の集落のうちに

は，水運の衰退に伴って変貌をとげた河岸集落がある。もともと水運によっ

て発生したものだけに，川船問屋や旅寵屋，商店などからなる都市的機能を

もっ交通集落であり，水運の衰退はまさに致命的なものであった。江戸時代

における河岸場や水道に関してはすでに成果が出されているので，ここでは

明治以降，水運の衰退に伴う河岸集落の変貌をいくつかの事例によ って述べ

てみたい。

対岸に関宿の城下町をもち，江戸川への分岐点に位置し，陸上では岩井に

至る銚子街道，下妻に至る那珂湊街道， 仁連より結城に至る奥州裏街道（結

城街道）などの交通の要衝として発展した境（現在は茨城県猿島郡境町）は，天

明 5年 （1785）の戸数355，役人16（内往還ならびに河岸問屋2，浜手問屋 4，雑穀

問屋 7，他 3），百姓 38，船持 59，馬持 28，舟乗小場日雇156，医者 ・職人 ・座

頭27，高瀬船持 59（内問屋17），茶屋 21，渡守 9，人敷 1,851（男 1,064，女787)

の河岸集溶であった（16）。宝永 3年（1706〕には300戸であったから，戸数も漸

増していたようである。河岸問屋の 2軒のうち 1軒は青木屋で大口の荷物

を，他の 1軒は小松原屋で小口の荷物をそれぞれ取り扱っていた。下り商品

（江戸へ輸送されたもの）は疏菜類をはじめとし， fニ（まこ，穀類，林産物など，

それに真綿，綿糸，麻などの工産物の原料品，加工品など多く，その出荷地

は境町周辺の農村，結城，下妻，栃木，真岡，そして遠くは福島，会津，米

沢， 最上などにも及んでいた＇17，，。明和以後屡々洪水に遭．って戸数の減少を

み， 50年間に約2割の減少をみたが，近世末 500戸に達し，明治に入り郡政

の中心となって増加の一路をたどった。明治末年には887戸， 4,958人の町で，

農業90，工業77，商業597，その他123戸であった（1が。

明治に入り回潜問屋は小松原家のみ残り，他に岡田（ムサシヤ），日の屋，

石津などの河岸ができた。各河岸は60～70mぐらい離れて設けられ，小松原
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河岸は現在の堤内 100m くらい先にあり，河岸まで町並が続いていた。明治

末年頃には旅館も 4軒，大きな家としては回潜店，肥料商（周辺の農村へ供給〕

穀屋，糸屋（後背地に機業地があったので），料理屋兼遊女屋，箱屋（料理屋兼茶

屋）などであり， このほか商店が多く，その商圏は大体境周辺 20～25km程

度の範囲であった。荷物は東北方面から薪炭類，栃木方面からの麻製品や結

城紬など， 地元からは麦， 雑穀類などが出荷され， 東京からは荒物， 日用

品，肥料，高級衣料などが運ばれた。明治10年頃から利根川には蒸気船が航

行しはじめ，内国汽船の外輪蒸気通運丸は貨客を輸送し， 1日2回，日の屋

河岸に着岸した。両固まで約 7時間， 運賃は27銭，古川幾郎経営の古川丸と

競争した。しかし利根運河の開通によって河岸に着く船は激減した。そして

大正のはじめには改修工事によって河岸はすべて移転せざるをえなくなり，

高大な堤防が築かれた。利根川の舟運は昭和10年頃までみられたが，昭和 7

年には小松原家も トラック運送業に転業，ムサシヤも酒屋に転業した。現在

は鉄道の沿線より離れ，パス網により古河，杉戸，岩井などと結ばれ，付近

農村の中心集落であるが，特に目立った産業もなく，人口は漸減の状態であ

る。

今は加須市の一部となっている利根川べりの大越も，かつては河岸場とし

て繁栄した集落であった。明治 27, 8年頃は 4,200人程度の人口をもっ，こ

の辺では行田に次ぐ集落であった。 川船問屋は 3軒あり，黒田河岸，荒木河

岸，川I入河岸として繁栄した。流山のみりん，銚子の酒や魚などが運ばれて

来，馬車に積み替えて行田，M巣，桶川，熊谷などへ運んだ。料亭は11軒，

その他穀屋，肥料屋，雑貨屋，菓子屋などがあった。今は堤内になっている

河岸付近には 5' 60軒の家があり， 商店も多かったが， 多くは半農であっ

た。周辺は養蚕地帯で大越はまゅの集散地であり ，屡々市がたって20名を越

えるまゅの仲買商が住み，大地主の ｜家もこのまゆや蚕種商で産をなしたも

のであった。また加須，羽生を中心として盛んであった青縞もさかんに織ら

れ，足袋屋とともにそれぞれ10軒程度もあった。明治以降大正にいたる改修

工事により，高い堤防が構築され，土地約 130町が堤内となったため，河岸

場の家はすべて堤外に移転を余儀なくされ現在の大越の中心集落を形成し

た。昭和に入り舟運の衰退とともに川船問屋は農家となり，料亭経営者はサ

ラリ ーマンに転業，商店経営者もまたサラリーマン；こ転身した。人口も滅っ
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図 4 昭和38年頃の木下町付近（現在は駅前と六軒の聞は町並が続いてL、るJ

て一農業集落になった現在の大越には，かつての河岸場としての繁栄を語る

ものは何一つ見当たらない。

竹袋より利根に木を下したことからその名が 出たといわれる木下河岸 （現
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在は千葉県印矯郡印西町木下）は，『利根川図志」によるとはじめはわずか10軒

であったが，寛文の頃から行舟（木下茶船）が設けられてよりその繁栄がはじ

まり，三社詣り（香取 ・鹿島 ・息栖）と銚子浦の遊覧客によって賑わったといわ

れ，これは明治34年の成回線開通まで続いた。 30mの台地の末端が背後に迫

り，利板川の堤防に沿うて成田に至る街道に面し町並が続土台地と町並の

聞を成田線が走っている。 木下の町並は東に延びて目抜通りとなり，木下駅

前を過ぎて間もなく六軒にいたる。六軒は木下町で現在，商業活動の最も盛

んな地区である。布佐に向かう街道に面し商店が並び，利根川堤防との聞に

子賀沼の排水路となっている手賀沼落堀（東端は内）｜｜とも呼ばれ，六軒近くで弁天

堀と六軒堀の 2つに分かれる）がある。この堀は木下駅の北で再び合するが，第

二次大戦後，手賀沼沿岸の洪水防止と干J石の目的をもってここに排水機場が

設けられ，昭和31年に竣工した。 この排水機場ができるまでは手賀沼落堀は

木下集落の北を流れ，その東端付近で玖樋が設けられて利尿川に結ばれてい

た。機場設置後は，機場付近よりかつての玖樋に至る閣の堀は不要となり，

最近埋め立てられた。 「利根川図志』に掲載されてし、る木下河岸の図ではこ

の堀に橋が架けられ，現在の堤防の内側にあたるところに河岸が設けられて

旅寵屋や茶店が並んでいた。河岸に並ぶたくさんの船は三社詣りの行舟であ

る。背後の川船問屋は寛文年中設立の「惣兵衛Jで，現在もこの位置にある

Y家（当主は東京で開業医）である。

木下のこのような繁栄の基盤には，利根川流域から陸路江戸への最短距離

にあるという地理的位置の良さがある。木下河岸から今の木下駅の南を通

り，大森，鎌谷，行徳、を経て江戸にいたる。水運で利根川を遡行して木下ま

で運ばれた貨物は陸揚げされ，陸路を小荷駄で江戸へ運ばれた。魚も多量に
ア£ま

運ばれて俗に生街道とも呼ばれた。三社詣りの基点としても，この点はなは

だ使利であったと考えられる。また印騒沼の渡しを通り佐倉に至る陸路も重

要であったようである。明和 ？年（1772）の戸数 193，人口 708，宝暦10年に

は200戸600人であった。そして茶船20艇，小船12艇であったが＇19），この茶船

の多いところに木下の特色があった。かくて寛政元年（1789）ごろには年平

均4,200綬の舟が出入した匂）といわれる。

明治に入り， Y家でも 70トンくらいの外輪蒸気を購入して銚子一東京聞を

運航させた。明治 41年に は 木下河岸の乗客 3,892（うち降客 2,866），貨物は
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12,237個（うち到着 7,763）であった（211。壬申戸籍に載ってし、る当時の木下河岸

を含む竹袋村の戸数は314であるが， うち農業はl06，船乗20，旅寵10，水菓

子職12，日雇稼18が主で，商店や加工業などがその他を占めている。三社詣

りは成田鉄1萱の開通で、衰退したが，舟運は昭和のはじめまで続けられてい

た。しかし，河岸集落としての機能を大きく変えたのは，明治42年の利根川

改修工事による堤防の構築であった。河岸には10軒程度の旅寵屋，料亭，飲

食店などがあり，内川の橋を越え，成田街道に面して問屋や旅館，商店や船

頭の住家などがたち並んでいた。改修工事によりこの河岸の部分が移転を余

儀なくされ，大正のはじめには 「利根川図志Jの図にみられる「かべなしゃ」

「三角屋Jなどの旅館も転業し，駅付近へ移転した。

六軒にあった大森河岸ば古くは木下河岸ほどでないにしても，やはり小さ

な河岸としての機能をもち，河岸近くには回漕店や船頭の住家もたち並んで

いた。この河岸の機能としては，いっぽ うにおいて手賀沼落堀を通じ手賀沼

の水運に関連してL、たようである。手賀沼沿岸の村々からは米，材木，薪な

どが小さなサッパ舟で六軒へ運ばれてきた。 明治34年に成田鉄道が敷設され

ると木下駅の設置場所が問題となり， 当初は井ノ内 （現在の木下駅より成田寄

り約 1kmくらいのところで， 木下河岸にもっ とも近いところ）に設置の予定であっ

たが，地元民の 「汽車の火の粉がとんで危険だJとか， 「木下が衰微する」と

かの理由による反対にあい，木下集落と六軒集落の閣の桑畑の中に設けられ

た。そしてこの桑畑の中を両部落から木下駅へ通 じる道路に面し，木下河岸

からの移転者や六軒からの移転者などが移り住み，やがて木下と六軒とが連

続して町並を形成するようになり，現在の駅前の目抜通りができ上がった。

河岸廃止後の木下集落の衰微はし、ちじるしく，やがて背後の農村地帯を通り

佐倉，白井，船橋，中山などと木下駅を結ぶノ、ス路線がコースの関係で六軒

集落を通るようになってからは，商店街の主力はむしろ六軒に移・〉てしまっ

た。

この｛也の河岸集落も，多かれ少なかれ似たコースをたどったよ うである。

中仙道に沿う本庄宿の外港として，また中請河岸（積替地点）として繁栄した

山王堂は伊勢崎銘仙の機屋部落として特色をもつようになった＇221。また『利
おおぽり

根川図志』に記載されている小堀（取手町小堀）河岸は船頭部落として知られ

ていたが，現在は通勤者と出稼者の集落に変わってしまった。
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むすび

以上，利根川流域における集落を概観し，そのさまざまの問題点について

考察してきたが，その地理学的問題点の基本はやはり，集落住民の 7水との

闘いJ，「水の利用Jという ことであろう。毎年のように襲う洪水との闘い，

沼地や湿地を干指し，湿田を改良することによって生活の基盤を築いてきた

のである。、河にへばりつくようにして形成された河岸集落札度重なる洪水

に襲われ，あるいは流され，あるいは破壊されたが，水が去ると再び修理さ

れ，建て直されて河岸の生活が続けられた。何もかもすべて利根川とその水

に依存する生活であった。

明治以後のわが国における政治経済の動きと科学技術の進歩は「この水と

の闘し、」と「水の利用Jを大きく変えた。頻々として水害や湛水害に悩まさ

れ続けた干拓地や湿田地域では，大正以後の排水機場の設置と河川改修工事

によってその悩みから解放されることになった。そして新しい泌）玩月j;J（の整

備とあいまって耕地は増加し，農業生産は増大した。しかしいっ：云う，江戸

の発達に関連して関八州の動脈としてさかんに利用された水道は，陸上交通

の発達によって衰微し，河岸集落の変貌を惹き起こした。

最近にいたり利根川の水はまた新しい利用に供されることになった。すな

わち都市用水と工業用水であり ，その利用は東京から京葉工業地帯；こまで広

がりつつある。そして利根川流域の集落を現在変貌せしめつつある今までに

ない新しい大きな力は，東京の巨大化と京浜工業地帯の過密化の著しい影響

である。 この新しい波は鉄道幹線に沿い，あるいは幹線道路：こ沿って急速に

進み，沿線の都市や村落を大きく変貌せしめつつある。

利綾川流域の集落に関しては，このような最近の新しい変貌に関するもの

を含め，以上のほかまだ多くの問題があると考えられる。これらについては

また別の機会：こゆずりたい。

（立教大学教綬）

【注】

( 1 ) 多国文男「自然環境の変貌」（昭39)

(2) 利根川河道の変遷については，前掲「自然環境の変貌」，栗原良輔「利根川治

水史」（昭18），磯崎優 「利尿川の水運」（「地理学」 7巻 1号），河野通博「利根

川の水運」（現代地理講座りなどを参照されたい。
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( 3) 「関東地方災害年表」（利根川荒川洪水予報連絡会昭39)

( 4) 磯崎優「利根川の水運」（「地理学」 7巻 1～3号）

( 5) 岡本兼佳「関東低地における散村の成立と微地形ー古利根 ・江戸両川の河間

低地において J （「人文地理」 7巻 3号），「関東低地散村地域の自然的構造と

居住機構」（「地理学評論」 27巻 3号）

( 6 ) 菊地利夫「利根川下流地帯の開発」（「人類科学」 20号九学会連合）

( 7) 岡本前掲論文（「人文地理」）

( 8) 山鹿誠次「関東地方の地方都市」（「日本地誌ゼミナーノレ」皿）

( 9 ) 栗原良輔「利根川治水史」（昭18)

(l 0) 今井隆助「猿島の郷土史」（昭40)

(l l) 今井前掲書

(12) 今井前掲書

(13) 大体旧利根川の河道である現在の江戸川の河身の勾配が 1里で2尺の落差が

あるに対し，栗橋より下流の現伝の利根川におL、てはその稽差が10里で僅かに

1尺にもみたぬとL、う。（「北川辺領土地改良史」による〉

(14) 北川辺史談会編「北JI／辺史の研究」第 l巻（昭35)

(15) 佐藤益次郎「利根川流域の水塚について」（「新地理」 ll巻 1号）

(16) 前掲「猿島の郷土史」

( 17) 田畑勉「河川運輸による江戸地廻り経済の展開」（「史苑」 26巻 l号）

(18) 境町沿革小誌編纂会「境町沿革小誌」（明44)

(l 9) 岩瀬和博「近世利根川水速における木下河岸」（「房総地理」 18号）

(20) 地方史研究協議会編「日本産業史大系一関東地方篇」

(21) 「千葉県印洛郡誌」後篇（大 2)

(22) 拙稿「機業圏の地理的基底」（「史苑」 21巻2号）

［＞本稿は昭和43年10月発行「歴史地理学紀要10」に発表されたものを，編集委員な

らびに筆者の御諒解の下に掲載したものである。（水利科学研究所）
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