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埼玉平野の近代治水整備
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1. はじめに

埼玉県は，今さら言う必要もないが海無し県である。河川を通じて行なわれ

るその排水は，他都県を流下したのち海に放出される。河川は，利根川(流域

面積 16，840 km2)，その派川の江戸川，荒川 (2，940 km2) ，そして中川

(811km2，うち埼玉県752km2)，綾瀬川 (176km2，うち埼玉県136km2) であ

る。なかでも古利根川 (182km2)・元荒川 (209km2) などの埼玉平野東部低

地部の洪水は，中川に落ちる。中川を通じて東京都内を流下したのち東京湾に

流出(放出)される(図 1)。中川が埼玉平野の洪水処理にとって実に重要な

役割を持っており，ここの整備は埼玉県にとって死活問題といってよい。埼玉

県にとってその整備は，長年の課題であった。本論では，中川およびその支川

である古利根川・元荒川の整備を中心に，近代の埼玉平野の治水整備について

述べていく。

さて，埼玉平野は近世になって本格的な開発が進められたが，近世での開発

4吊
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(科学技術庁資源局『中川流域低湿地の地形分類と土地利用.1， 1961年，による)

図 1 埼玉平野河道概況図

注)中川放水路(新中JII)は工事中であり，芝川放水路(新芝川)，綾瀬川放
水路，三郷放水路は築造されていない。

水利科学 No.346 20日
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のピークは 2 回あった。第一次が元和 (1615~23) から正保 (1644~47) にか

けての近世前期であり，第二次が近世中期の享保年間 (1716~35) である。前

期を指導したのが，代々関東郡代を継いだ伊奈氏で，その特徴は用水源として

溜井(ため池)を整備したことである。その代表的な溜井として，見沼，高

沼，黒沼がある。

溜井を中心とした整備は，延宝年間 (1673~80) 頃になると限界に達し，新

たな開発が求められてきた。用水源を新たに利根川に求めて見沼代用水路を開

削し，また排水路を整備しi留井を開墾して水田化したのが第二次の整備であ

る。その指導を行なったのが井淳弥惣兵衛為永であり，見沼溜井など埼玉平野

の多くの溜井が水田となった。また埼玉平野の排水を受け持つ中川・綾瀬川が

整備された。

当時，古利根川の下流である中川は，亀有で堰き止められ溜井(亀有溜井)

となっていた。古利根川は 猿ヶ又で直角近く曲流し江戸川に洪水を流下させ

ていた。井淳は，亀有溜井を撤去し排水河川として整備しその河道に古利根

川を流下させた。その代替として 江戸川に流入していた古利根川河道下流部

を上下流で締め切って小合溜井としたのである(図 2)。東京都内で、の排水河

川中川の誕生であり，中川は古利根川下流部の東京都内河道を指していた。ま

た綾瀬川でも蛇行区間を直線化し排水路として整備した。

井淳によって整備された治水秩序を基本にして近代を迎えたのである。当然

ながら，当時の技術水準の制約の下に整備されていた。

II. 近代前期の埼玉平野の治水課題

1783 (天明 3)年の浅間山大噴火による火山灰が流入し利根川さらに江戸

川の河道は著しい上昇をみた。この結果，両川に排出する河川|は排水不良とな

り，埼玉平野では広く湛水被害が生じた。近代になって1899(明治32)年，農

地整備のための耕地整理法が公布されたが，そのためには悪水排除のため排水

路，さらに河川の整備が必要となる。河川改修が強く求められたのである。

1919 (大正 8)年の知事訓示は， r本県ハ全固有数ノ水害地ニシテ，災害ノ

二大基幹タル利根川ノ改修 未タ其ノ全功ヲ終ハルニ至ラス。荒川|ノ改修ノ如

キニ至リテハ，前途尚甚タ遠シJ1)と述べている。利根川・荒川改修が大きな

課題であったことが分かるが，これらの改修が進むと埼玉平野内河川の整備が

水利科学 NO.346 2015 
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図2 東京都東部沖積低地における 1730(享保15)年以降の近世河道概況

(出典。橋本直子 f耕地開発と景観の自然学』古今書院 2010年，に付加)
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問題となってくる。平地部の河川状況について. I本県平坦部ニ於ケル河川及

用水路ハ組織整正ナラズ。加フルニ河状荒廃シ，排水能力微弱ニシテ累年湛水

ノ害アリ。一面マタ，用水ノ不足ニ苦ムモノ少カラズjと認識していた2)。

埼玉県にとって治水問題は緊要な政策課題で、あった。先ず，当時の平野内河

川の代表的な治水課題についてみていこう。

1. 溜井と治水

おおおとし

大落古利根川，元荒川は埼玉平野の排水に対して重要な河道であったが，

河道を利用して用水源となる溜井が造られていた。亀有i留井は井淳により廃止

されたが，古利根川には琵琶溜井，松伏溜井があった。また元荒川には，末田

須賀溜井と瓦曾根溜井があった。これらは井淳の登場以前に設置されていた

が?可道を横断する締切堤(堰)によって築かれていた。これらの溜井は洪水

を流す河道が貯水池となり また用水路にもなっていたのである。

たとえば古利根川をみると その上流端は青毛堀川が合流する直上流である

が，青毛堀川合流点から古利根堰までの約24kmは葛西用水路として利用され

た(図 3)。青毛堀川を合流したのち約12kmの聞で備前堀川，姫宮落川，隼

人堀川，古隅田川などを合流させるが，これらからの落水が古利根川河道に流
おおおとし

入し葛西用水の水源となっていたのである。支川が合流する区間は大落と

呼ばれていた。

葛西用水は，松伏i留井から取水され，逆川(鷺後用水路)により元荒川に導

水されて瓦曾根溜井で貯留された。青毛堀川合流点上流の河道は，利根川から

取水する葛西用水路として利用され，合流点からそう遠くない上流部に琵琶

(溜井)堰があり，ここで、多量の濯j既用水が取水された。

河道内での溜井の存在は 洪水の流下にとって支障となっていた。締切堤

(堰)の構造を少しみよう。元荒川にある末田須賀溜井は13kmにもわたって

いたが，右岸・左岸に洗堰を設置した堤防で締切られていた。洗堰(竹洗流)

は，竹を材料とした蛇龍や土俵を積み上げて造られていた。この洗堰の高さを

巡り，上流・下流とで厳しい地域対立が生じていた。氾濫を恐れる上流側にと

って洪水位は低くあって欲しい，このため当然ながら堰を低くしようとする。

一方，溜井が用水源となっている下流側は，貯溜量を多くするため高い堰を造

ろうとする。

長く対立が続いたのち1750(寛延 3)年，右岸側は石で造った固定堰である

水利科学 No.346 2015 
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申間同時一築堤

圃園田田園田河111

一一一一主婆用水路

図3 大落古利根川(葛西用水)見沼代用水路概略図

水利科学 NO.346 2015 
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大正 S年堰枠改造以前の

瓦曽根溜井現状図

8.~ ..縄開

車
小
林

図 4 1919 (大正8)年堰枠改造以前の瓦曾根溜井状況図

(出典:r元荒川土地改良区誌j元荒川土地改良区 1991年)

石堰としその高さを定めた石の定杭が設置された。この石堰は 1871 (明治

4)年に廃され，代わりに開閉扉式の木造堰枠が設置された。堰枠とは，固定

堰ではなく何門かの開閉扉(ゲート)を もっ可動堰のことである。出水のとき

は扉(ゲー ト)を聞いて洪水流下を図ったのである。

瓦曾根溜井は，固定堰である石堰(それまでの竹洗流を1664(寛文4)年，

石堰とする) と士入樋 (堤体の中にある樋門)でもって流水のコン トロールをし

水利科学 NO.346 2015 
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図5 庄内古川の江戸川との合
流地点の変遷
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た(図 4)。松伏溜井の堰は松伏増林堰である

が，はじめは竹洗流であった。だが，井淳によ

り木造の堰枠(門樋，水門)に変更された。し

かし出水のとき，たびたび破壊されていた。下

流の中川整備とも合わせ，井j畢は排水にも意を

注いだが技術的な限界があったのである3)。

2. 庄内古川の江戸川への合流

幸手領・庄内領・松伏領・二郷半領の排水を

受け持つ河川として庄内古川がある。庄内古川

は江戸川に合流するが，その合流地点は元々，

松伏領金杉であった。だが近世後期，次第に下

流に付け替えられた(図 5)。最初は. 1730 

(享保15)年，井j畢弥惣兵衛により江戸川の曲

流部(今上~平方新田)の直線化とともに二郷

半領加藤地点で、の合流に整備された。

その後. 1783 (天明 3)年浅間山大噴火を契

機に利根川そして江戸川河床が上昇した。合流

地点の河床が上昇したら，スムーズに合流させ

るためには下流で合流させねばならない。 1789

(寛政初)年には三輪野江. 1800 (寛政12)年

には丹後(現三郷市). 1839 (天保10)年には大

膳(三郷市). 1845 (弘化 2)年には一本木(三

郷市)からの合流と，矢継ぎ早に下流に移して

いる。それでも排水条件は良くならなかった。

排水不良地帯は拡がっていったのである。

3. 川口玖樋をめぐる羽生領と幸手領の対立

羽生領の排水は，権現堂川に合流する島川を

通じて行なわれていた(図 6)。権現堂川は利

根川の派川で，栗橋で赤堀川と分派していた。

浅間山大噴火後，権現堂川のi可床が上昇し，羽
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図6 羽生領島川概況図

生領の排水状況は悪化していった。この状況で羽生領は新たな対策を求めて，

権現堂堤下流部の幸手領と厳しく対立しながら それまで上流の北大桑にあっ

た島川逆流樋門を1833(天保 4)年， 下流の八甫地点に移した。八甫から上流

地域への利根川逆流の侵入を防ぐためである。

一方，羽生領には利根川から取水する葛西用水が流れていた。この用水は，

入樋をもっ水路で権現堂堤の中を通っていた。 1841(天保12)年，権現堂堤の

中に新たな玖樋を設置して葛西用水への新水路の設置に成功した(図 7)。こ

の水路を通じて羽生領の湛水を排除しようとしたのである。葛西用水は， 川口

地点で二つの玖樋 (川口玖樋)でもって権現堂堤下流に流下することとなっ

た。

この後. 1875 (明治 8)年，島川が合流する区域の権現堂川で約1，300mの

堤防(行幸堤)が築かれ この堤防下に島川への逆流樋門が設置された。これ

により島川への利根川洪水の逆流は遮断された。しかし羽生領の内水排除は利

根川水位が下がるまで権現堂川からは行なえず， 川口玖樋を通じて葛西用水に

行なうこととなる。

だが出水時，この玖樋の開聞を巡って上下流で激しい車L棟がしばしば生じ

た。上流部は湛水を避けるため坑樋を開放し洪水を一時も早く流下させようと

水利科学 NO.346 2015 
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図 7 近世末期の川口士入周辺概略図

する，一方，下流部はそれを避けようとして閉鎖を求めた。

1897 (明治30)年9月，この開聞を巡って警官隊も出動する大混乱が生じ

た。玖樋開閉の権限は下流部がもっていたが，下流部で古利根川(葛西用水

路)堤防が危険になったとして玖樋を閉めようとした。これに反対した上流部

は，玖樋地点に鋤・鍬をもった2，000人が集まり激しく抵抗したのである。樋

門を開けるかどうか，地域の存亡がかかっていた。

これら以外でも，小支川にある堰の開聞を巡って至るところで対立が生じて

いた。

m. 大正から昭和初頭の中川および綾瀬川改修事業

埼玉平野低地部からの排水には， 中川，綾瀬川の流下能力増大を図らねばな

らない。中川改修は，利根川改修事業の一環として1916(大正 5)年度，国直

轄事業として着工された。綾瀬川は 埼玉県 ・東京府の共同事業として21年の

水利科学 No.346 2015 
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着工となった。

それに先だち埼玉県は， 1906 (明治39)年度から日年度にかけて粕壁(春日

部市)から東京府砂村(現江東区)までの古利根川・中川を，自らの凌諜船でも

って波諜した。しかしその疎通能力を大きく増大させるためには，東京府下流

の河道整備が必須である。だが，埼玉県のみで行なうことはできない。このた

め， 11年度には庄内古川を加えた改修事業を政府・帝国議会に請願した。さら

に，庄内古川の放流先を江戸川から中川筋に変更することを要望したのであ

る。

1. 圏直轄による中川改修事業

中川直轄改修は，江戸川改修と密接なつながりがあった。 1910(明治43)年

の大水害後，利根川改修計画は全面的に改訂されたが，その一環として江戸川

改修が行なわれることとなった。江戸川改修となれば，庄内古川の合流をどう

するのかが重要な課題となる。当初，内務省は江戸川河道内にしっかりした瀬

(背)割堤を築いて処理しようとしたが，地元の庄内古川悪水路普通水利組合

から，古利根川に流下させるよう強い要求があった。この意向を受け，政府は

江戸川から分離して古利根川に流下させる方針をとったのである。

そのためには古利根川，そして下流の東京府内の中川を整備しなくてはなら

ない。内務省は，庄内古川を合流させる地点(埼玉県松伏領村下赤岩)までを

新たに中川とし 1916(大正 5)年度から改修事業に着工したのである。さら

に，下赤岩の上流は，中川改修事業の付帯工事(庄内古川外三悪水路付帯工

事)として水利組合に代わって着工した。

中川改修では，国直轄事業対象区間は東京府奥戸村(現葛飾区)上平井を下

流端とし，下赤岩(現松伏町)まで、の25kmであった。計画対象流量は，元荒

川が合流する直後の吉川で264m3/sであった。上平井より下流は， 1911 (明

治44)年に着工となった荒川放水路事業の中で改修された。

中川改修の工事内容は凌諜が中心であるが，大きく蛇行していた埼玉県潮止

村(現三郷市)の潮止・六つ木間，および吉川町の増森・中島区間でショート

カットされ，それぞれ捷水路として潮止新水路，古川新水路が整備された。他

の区間はおおよそ当時の水路を利用し 既存の堤防をもとに計画高水位上 2

m，もしくはそれ以上の高さの堤防を築くものであった。竣功したのは1929

(昭和 4)年10月であり，翌30年 1月5日東京府と埼玉県に引き渡された(図

水利科学 No.346 20日
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8)。

ところで，中川改修計画はその途中

で変更をみた。埼玉県は.1919 (大正

8)年度から 10か年計画による古利根

川 ・元荒川の改修を県会で可決した

が，その前提となる中川改修計画の規

模拡張を固に要望し認められたのであ

る4)。この結果， 川幅が拡げられるこ

ととなった。

i だが 刈多目して下関

府との聞で車L牒が生じた。中川改修に

よる疎通能力の増大をもとにして，初

めて古利根川 ・元荒川などの埼玉県下

の河川改修が行なわれる。埼玉県にと

っては，下流の東京府内中川の改修は

絶対必要な条件であり，固による改修

は待ちに待ったものであった。一方，

東京府はその管轄内にある上平井から

水元までの区間において，中川へ流出

する区域は少ない。埼玉県下の河川改

修により増大する洪水流下を引き受け

るのは，イ可のメリッ トもない。

東京府は，中川改修のうち江戸川改

修による庄内古川付替によって生じた

洪水量の増大は自らも負担するとし

た。しかし，埼玉県による古利根川 ・

元荒川河川改修によって生じる増加洪

水量に対する改修工事(中川拡張工

事)についての負担を拒否したのであ

jる。中川拡張工事によって新たに生じ

る東京府の負担金は22万6，000円であ

った。府は埼玉県で負担をすることを
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図9 大場川付替構想、概略図
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金町駅

(出典:~三郷市史』第七巻，三郷市. 1997年)

要求したが，交渉の結果，その4分の3を埼玉県が負担することで決着となった

のである。

一方，内務省の計画では，大きく蛇行している潮止・六つ木聞の曲流部を南

埼玉郡潮止村でショートカットするものであったが その直下流の東京府水元

村(現足立区)でも同様に曲流していた。埼玉県は，潮止村ではなく水元村で、

のショートカットを強く希望した。埼玉県は，二郷半領の排水河川である大場

川の流下にとって水元村でのショートカットは必要と主張したのである。内務

省は，府が了解しそれによる増額を県が負担するとしたら見直すとの対応を示
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した。だが，府は認めようとはしなかった。このため1919(大正 8)年，埼玉

県は潮止でのショートカット計画を了解したのである。それまで県会では，府

との折衝はどうなっているのかと議員からしばしば質問が行なわれた。

さらにこの後，中川をショートカットするのではなく，水元村での大場川の

みの排水路開削(約2，500m) を東京府に要求した(図 9)。だが，水元村は反

対した。また，開削に対する大場川流域(二郷半領)内での紛争などの粁余曲

折があり，結局は開削は行なわれず，それまでの河道を整備することとなっ

た5)。

2. 庄内古川付帯工事

庄内古川付帯工事についてみると その区間は下赤岩から上流に向かつて北

埼玉郡大桑村(現加須市))11口まで、の35kmであった。計画は，下赤岩より開

削路でもって中)11と庄内古川とつなげ，権現堂川，さらに島川をつなげるもの

だ、った(図 8)。これにより，庄内古川にとって，それまで流域外であった羽

生領，島中領，五震村の排水(悪水)も引き受けることとなった。

権現堂川は，利根川改修事業により流入口・流出口とも堤防で締め切られ廃

川となる計画であった。そうなると島川を通じて権現堂川に排水していた羽生

領，さらに島中領，五震村は流出先を失うこととなる。そのため権現堂川の右

岸堤である権現堂堤を上宇和田で開削し庄内古川へ流出先を変えたのであ

る。

この内務省の方針に対し 庄内古川悪水路普通水利組合6)は強く反対した。

近世以来，庄内古川は江戸川へスムーズに排出できず， しばしば水害を被って

いた。そのこともあり，流域外の洪水を新たに引き受けるのに強く抵抗したの

である。

内務省は，技術陣のトップである技監・沖野忠雄たちを埼玉県に派遣して説

得した。結局は，開削する権現堂堤区域に権現堂堰を設置して対応することと

なった。下流部が満水で上流からの洪水を受け入れることができない場合は，

この堰を閉鎖して流入を防ぐためである(写真 1)。

この付帯工事での大規模なものは，大川戸(松伏町)から下赤岩に至る

3，718mの新水路(松伏新水路)の開削と，権現堂川と庄内古川とをつなぐ工事

であった。さらに蓮沼地先で小規模なショートカットが行なわれた。それ以外

では波諜が主たる工事であった。一方，松伏新水路開削により松伏溜井より取
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写真 1 2007年12月の権現堂堰

注)右から l門目と 2門自の上部に朽ちはてた鉄扉の一部が見られる。
長い間，使用されなかったと推定される。

水していた新田用水・二郷半用水が，新水路により遮断されてしまった。その

代わりとして，江戸川に新たに樋管を設置して導水することとなった。

庄内古川付帯事業の竣功は 1929 (昭和 4)年11月であった。この工事の成

果について，地元は， I我国河川改修工事ノ施行セラレタルモノノ 数多シト難

モ，斯クノ如ク効果顕著ナルモノ他ニ其比類ヲ見ザルナ リ」と， きわめて多大

であったと評価している7)。

ところで，庄内古川工事は付帯工事として行なわれたが，元来の管理者は庄

内古川悪水路普通水利組合，島中領悪水路普通水利組合，羽生領悪水路普通水

利組合，五震村悪水路普通水利組合である。水利組合とは水利組合法に基づき

設置されたものだが，国によって行なわれた工事に対して負担金も支払ってい

た。付帯工事費全体額は約220万円であり，国庫補助金120万円，埼玉県負担金

約2.5万円，水利組合連合の負担金は約97万円であった。事業終了後の 1930

(昭和 5)年 1月，水利組合に管理は引き渡された。だがその直後の同年 7月

1日，埼玉県の管理となった。

3. 綾瀬川改修事業

綾瀬川|は，国直轄の荒川放水路事業に関わる東京府綾瀬村小菅地点より下流

区間は，中川と同様に放水路事業の中で整備された。一方，その上流は中川と

水利科学 No.346 2015 



52 

は別方式，つまり東京府と埼玉県の共同事業として行なわれた。だが，中川と

同様に埼玉県と東京府の間で車L離が生じた。

綾瀬川は，埼玉県下で伝右川・毛長堀などが流入するが， I河積狭小ニシテ

河床一般ニ隆起シ河身ノ屈曲特ニ甚シキ」状況であり 8) その改修は埼玉県に

とって切実なものであった。しかし中川と同様 東京府にとっては然程ではな

く，改修は埼玉県の洪水を引き受けるとの被害者意識をもっていた。

埼玉県は， 1920 (大正 9)年度から 6か年継続事業として進めようとした。

北足立郡原市町瓦茸(現上尾市)までの約35.7kmが改修区間であったが，東

京府との協議が整わなかった。東京府は小菅から上流の府管内約6.3kmにつ

いて，幅20間 (36m)ないし25聞の運河g)として整備する方針であり，それ以

上の改修の費用負担はしないと主張したのである。結局は，掘削渡深は東京府

の委託により埼玉県が行なったが，その費用約 8万1，000円は埼玉県が負担し

た。

綾瀬川改修事業は， 1921 (大正10)年度から始まり 30(昭和 5)年に竣功し

た。河道拡幅， r:如来，ショートカットが行なわれた。農業取水堰については下

流の妙見堰は撤去され，その上流の大橋堰(さいたま市)に統合された。大橋

堰は鉄筋コンクリート構造となった。下流部の計画対象流量は69m3/sであっ

た。

4 花畑運河開削

治水目的ではなく水運のための運河として 中川と綾瀬川聞に817間

(1，485m)の花畑運河が東京府により開削された。それまで中川舟運は，下流

部で小名木川あるいは竪川を迂回して隅田川に入っていたが，この運河を通じ

て綾瀬川を流下しこれを下って隅田川に入るものである。距離にして約 4里

(20km)の短縮となる。川幅は干潮時， 66尺 8寸 (20m)で， 1927 (昭和 2)

年から31年の工事により竣工した。

N. 十三河川改修事業

1. 十三河川改修事業着工

排水河川・中川の誕生は，埼玉県にとって長年の懸案であった。利根川・江
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図10 埼玉県による十三河川改修事業の対象河川

(出典:W新編埼玉県史通史編6.1埼玉県. 1989年)

戸川の逆流を完全に遮断し古利根川の溜井とも関係を切った排水路の完成で

ある。これにより古利根川との新たな合流点では 江戸川との以前の合流点と

比べ，出水時において水位が 2m以上下がり，排水に大きく寄与した10)。そ

して中川改修と一体となって，あるいは中川改修を前提として埼玉平野河川の

改修が進められたのである。埼玉平野にとって，近世前期と中期に続く第三次

の開発といってよい。

十三河川とは，大落古利根川，青毛堀，備前堀，姫宮堀，隼人堀，元荒川，

綾瀬川，福川，新河岸川，芝川，忍川，星川，野通川である(図10)。事業着

工の方針は. 1916 (大正 5)年からの調査に基づき，翌17年の通常県会で初め

て知事により説明された。この説明では，大落古利根川は18年度から24年度ま

で，元荒川は19年度から22年度まで等となっている。排水路としての河道整

備，河道内の堰の撤去，あるいは可動壊への変更を行なおうとするものだっ

た11)。具体的計画は. 1914 (大正3)年. 17年の出水をもとに検討され. 17年の

水位に対してlOcm以上低下させようとするものだった。

その目的は，水害除去のための排水能力の確保 i雇j段用水の補給，さらに工

作物によって途絶えている舟運路の整備であった。費用負担については，古利

根川，元荒川，綾瀬川，福川，新河岸)11. 芝川は全額県費負担，その他河川は
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表 1 十三河川事業計画年度

改
新河岸

福川川を 元荒 改修前。 大落
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川星
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年
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ム
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九 四ノ、

円
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か十 六人 二八

年継続 和昭

星空
か i

最終計画と年継玄室ど 和玉年昭三) 年四
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九

四 。
九

九 円七 九 九

九 。 四 四
J¥ 七 七

七

(出典:r新編埼玉県史通史編 6.1

埼玉県， 1989年)

(最終計画及び予算額は議会史に

基づき整理されているが，予算の

繰り延べなどがあり，実際の工事

終了年は遅くなっている)
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これらの支派川であり.2分の lが県費負担，

残りは水利組合等の関係公共団体が負担する

ものだ、った。なお， 目的として舟運路の整備

が入っているが，堰の改築には，閑門を設置

して対応することが計画された12)。

1917 (大正6)年通常県会で，大落古利根

川とその支川が18年度から，翌日年通常県会

で元荒川とその支川が19年度からの10か年継

続事業などとして議決された(表1)。そして

19年，中川の改修方針が東京府と協議が整っ

たことにより大落古利根川改修の起工式が行

なわれ，十三河川改修事業に着工したのであ

る。この議決に基づく綾瀬川の事業着工につ

いては，先にみた通りである。

また，荒川支川芝川の改修も 1921(大正

10)年度から埼玉県により開始された。芝川

は見沼田圃をその流域に含み，埼玉平野南部

の排水にとって重要な河川であった。

2 古利根川

支川も含めて古利根川改修が竣功したのは

1934 (昭和9)年である。築堤. i変諜などに

より河道が整備された。松伏i留井にあった増

林堰は全面的に改築され，川底が低くされて

ストニー式鉄製の巻き揚げ扉をもっ近代的可

動堰が設置された。疎通能力を大きくし，堰

の操作を容易としたのである。この堰は，こ

れ以降，古利根堰と呼ばれるようになった。

また支川にある用水堰について，排水に支障

があるものは努めて撤去された。これによ

り，排水河川としての能力を高めたのであ

る。
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図11 十三河川改修以前の元荒川流域用排水系統図

(出典:r元荒川改修事業概要J埼玉県耕地課， 1934年，を整理，修正)
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図12 十三河川改修計画概要図

(出典:r元荒川改修事業概要J前出，を整理，修正)
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なお，古利根川と元荒川を結ぶ水路として逆川がある。利根川からの取水を

古利根川の松伏溜井から元荒川の瓦曾根溜井に導水するものだが，洪水のとき

は地形に従って元荒川から古利根川へ流下する。これを防ぐために1924(大正

13)年，元荒川合流点直上流の逆川に逆流防止門樋が設置された。

3. 元荒川

改修区間は，吹上村(現鴻巣市)の榎戸堰から中川合流点まで、の約64km

で，狭窄部の拡幅，屈曲部の改良，河床掘削，堰の統合などが行なわれた(図

11，図12)。

栢間赤堀川，野通川が合流する柴山地点より下流をみよう。ここには，二つ

の大きな堰があり，その上流河道は溜井となっていた。末田須賀堰と瓦曾根堰

であるが，これらの改築が行なわれた。末田須賀堰は， 1871 (明治 4)年に右

岸側の石堰が木造の堰枠に改造されていたが， 1903年の出水で流出したため，

05年に10門の水門を備えたレンガ造りの堰枠となった。一方，右岸側は固定堰

である竹洗流となっていたが，改修事業のなかで巻き揚げ式鉄製扉7門をもっ

鉄筋コンクリート製の堰に改造され 出水に対処することとなったのであ

る13)。

瓦曾根堰は，石堰，松玖が撤去され，石堰の下流約90m地点にストニ一式

鉄製の巻き揚げ扉をもっ水門10門を備えた幅30m余の近代的な可動堰に改造

された。

柴山から上流をみると，上星川の改修延長は8，672m 野通川は4，136mで

ある。見沼代用水路(上星川と共用)に合流する忍川などの小河川|は，用水路

の水位が高く排水不良となっていた。このため，小河川の付替が行なわれた。

忍川は，忍城下を通り星川(見沼代用水路)に流入していたが，上忍川と下

忍川の境から新川を開削し清水落の一部を利用して元荒川に合流させた。開削

流路は9，925mである。また長野落 (2，737m) ，関根落 (529m)は改修して野

通川に流入させた。関根落は見沼代用水路を伏越で渡ることになった。

また農業用取水堰の撤去 統合(合口)も行なわれた。新忍川合流点下流近

くの元荒川には宮地堰，笠原堰，小竹堰があったが，宮地堰に合口された。ま

た野通川の幸弁寺堰など多くの取水堰が撤去された。さらに，榎戸堰，三ツ木

堰など残された堰は，開聞が容易にできる近代的な堰へと改造された。なお宮

地堰は近年改築され，代わって少し上流の位置に安養寺堰が築造されている。
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一方，用水路が新たに造られ福川から導水されることになった。酒巻導水路

であり，従来からあった北河原用水取水口のさらに下流，つまり福川の最下流

部で取水された。その取水量であるが， r葛西用水史通史編.1 14)では毎秒320立

法尺 (8.8m3fs )としている。このうち 100立法尺は見沼代用水路へ送水，

120立法尺は元荒川農業用水への補給，残りの100立法尺は舟運用として元荒川

へ送水とされている。だが，今日の取水量は毎秒120立法尺 (3.333m3f s)で

あることから，構想として毎秒320立法尺取水があったが，実際には元荒川農

業用水への補給のみが取水されることとなったと判断される。酒巻導水路から

取水する農業用水路として新たに玉野用水路が設置されたが，ここの水利権は

2.452 m3f sであり，残りは新忍川に流れていく。

元荒川改修事業が完了したのは1937(昭和12)年度であった。

ところで，酒巻導水路による福川の取水についてであるが，慣行水利権とし

ての位置付けである。 1896(明治29)年に河川法が成立しその施行規程で

「行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ施行ノ際ニ現存スルモノハ河川法若

ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看倣ス」と述べ，従来か

らの権利は許可を受けたるものとして取り扱われた。この規程にもとづき，従

来から行なわれていた水利用は，慣行水利権と整理されたのである。つまり慣

行水利権は，河川法が施行される以前から使用していた水利用の権利である。

それにも関わらず，大正の終わりから昭和前期に行なわれた酒巻導水路の水使

用が，なぜ慣行水利権と位置付けられたのかはよく分からない。

4. 国庫補助

県と水利組合等の関係公共団体が負担する県営事業として1919(大正 8)年

度から開始された十三河川改修であったが， 24年度から用排水幹線改良事業費

補助として県費に対し農商務省から補助が与えられることとなった。この補助

は， 23年農商務省による「用排水幹線補助要項」にもとづくものであった。

この要項は，当然のことながら用排水の面から農地を整備することを目的と

するものである。その社会背景として， 1918 (大正 7)年に全国で米騒動が起

こり増産の要請が高まっていた。一方， 21年内閣に第二次臨時治水調査会が設

置され， 10 (明治43)年に決議された第一期治水計画の見直しが行なわれた。

ここで新たな河川改修の方針が定められたが，大河川を対象とした国直轄事業

が中心であった。だが，河川改修の効果をあげるには農業水利の改良を合わせ

水利科学 NO.346 2015 



松浦埼玉平野の近代治水整備 59 

て行なう必要があるとして， I農業水利ノ改良ニ関スル実施方法ヲ確立シ治水

ノ効果ヲ定カラシメンコトヲ望ム」との「農業水利改良ニ関スル件Jが決議さ

れた15)。

これを受けて農商務省は「用排水幹線補助要項」を定め， 500町歩以上の府

県営用排水幹線または用排水設備の改良に対して 2分の l以内の補助を行なう

用排水幹線改良事業を開始したのである。十三河川改修は，農業サイドからは

用排水幹線改良事業と呼ばれている。つまり 低地部の土地利用としては水田

が前提であった。

ところで，用排水幹線改良事業は中小河川を対象とすることが多い。中小河

川改修を巡って，河川法所管の内務省と用排水幹線改良事業を進める農商務省

との聞で激しい権限争いが生じた。内務省は 用排水幹線改良事業は河川事業

であるから内務省に移管するよう要求したのである。 1925(大正14)年の行政

調査会， 27 (昭和 2)年の行政審議会で取り上げられ審議されたが，結局は28

年， I農林省16)が将来用排水幹線改良事業に対し補助を与へんとする場合にお

いては，施行河川及び準用河川に関する限り内務省に合議すること」との協議

でもって両省聞の権限争いは収まった。

この用排水幹線改良事業について『埼玉の土地改良』は，この事業が全国的

にもっとも盛んに行なわれたのは埼玉県で， 1923 (大正12)年から41(昭和

16)年の累計をみると，受益地区数，面積，事業費とも全国 I位であったと述

べている 17)。埼玉県下で広くこの事業が行なわれたことが分かる。

V. 中川・綾瀬川・芝川三川総合改修増補計画

1938 (昭和13)年6月， 9月の大降雨で，埼玉平野は大きな水害を受けた。

利根川・荒川・江戸川などの大河川の洪水が氾濫することはなかったが，内水

によって被害を受けたのである。内水排除のためには 埼玉平野から東京府に

流下する中川，綾瀬川の排水能力を高めなくてはならない。一方，東京府でも

大きな被害を受けていた。ここに，これら河川について新たな改修計画が樹立

されたのである。

府県にまたがるこれら2河川の計画について，府県の委託にもとづき計画策

定を行なったのは内務省東京土木出張所である。計画対象流量は，既定の1.54 

倍に改訂され，中川は吉川地点で264m3fsから415m3f sとされた。
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)11 

図13 戦前の埼玉県-東京府境界付近河道計画概要

ーーーーー 埼玉県・東京府
境界線

園田園田 河道

ーーーー 放水路案

注) (綾瀬川放水路)(三郷放水路)(新芝}II)は戦後の計画であるが，今日完

成している。

その計画は，芝川も含めた中川 ・綾瀬川 ・芝川三川総合改修増補計画であ

る。芝川を含めて計画されたのだが，これら 3河川を放水路で、つなぐという構

想、の下で計画された(図13)。この構想は 舟運の利便も大きな目的であった。

先ず芝川について，埼玉県鳩ヶ谷町地先から足立区五兵衛地先の綾瀬川まで

10，713m (埼玉県下3，913m，設計川幅46m)の放水路(芝川運河)を開削し

84m3/ sを分流させる。だが，綾瀬川の疎通能力は小さい。このため，綾瀬川

から中川へも4，000mの放水路(旧綾瀬川放水路，取入口は伝右川合流点直上

流で放水口は大場川合流点直下流)を開削して106m3/sのうち78m3
/ sを分流

させる。綾瀬川下流部は伝右川 毛長川などを合流して 112m3/sとなる。

中川は，綾瀬川からの洪水78m3
/ sも合わせて493m3

/ sとなるが，葛飾区高砂

から江戸川区今井に至る8.184mの放水路開削が計画された。旧江戸川下流部

につなぐもので，この新放水路に280m3/sを流し，残り 213m3
/ sを既往河道

に流そうとの計画である 18)。これら引11の施行は，東京府と埼玉県でそれぞれ

の区間を分担して行なおうとの方針であった。

埼玉県は，国庫補助を得て芝川放水路に1939(昭和14)年度から着工し， 43 
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年度までに1，350mの掘削を行なった。だが，戦争のため中止となった。旧綾

瀬川放水路は着工されなかった。一方東京府は中川新放水路事業に38年度に

着工し，用地買収，水路開削が行なわれたが.44年をもって中止となった。

VI. 戦後の中川水系総合開発計画

戦後，社会経済が大混乱しているなかの1947(昭和22)年9月，キャサリン

台風での利根川決壊による洪水氾濫で埼玉県東部そして東京都下町は大惨状と

なった。その後，東京都は中川新放水路工事について国庫補助を得，第一期と

して49年度から 4か年事業として再開した。その計画対象流量は120m3js 19) 

で，中川本川に250m3
j s流下させるものだ、った。放水路の直上流で、は370m3js 

であって，戦前の計画対象流量493m3jsに比べて小さく計画された。事業は

財政上の制約などもあり，竣功したのは62年度であった。

一方，埼玉県では戦前の綾瀬川・芝川の放水路計画は白紙となり，新たな計

画立案を策定する必要があった。 1950(昭和25)年7月にも大きな湛水被害に

見舞われたが. 51年度に中川水系調査事務所を設置し同年度から60年度に至

る10か年計画として中川水系総合開発計画調査(当初計画390万円，うち国庫

補助50万円)に着手した。当初は治水が中心であったが. 57年度からは利根特

定地域総合開発計画の一環として利水調査も開始された。

中川流域には，湛水がなかなか吐けないことにより広く湿田が拡がってい

た。治水計画は，土地改良による湿地の乾田化，それによる農業生産増強を大

きな目的としていた。また都市的地域の排水も課題となっていた。湛水をスム

ーズに排除するためには，河床の掘削，川幅の拡大など河道の整理が必要であ

る。さらに，自然流下が困難な地域ではポンプ排水によって強制的に排除しな

くてはならない。

1954 (昭和29)年中川水系調査事務所により. I中川本川改修計画案JI元荒

川改良計画案」が策定された。その計画は，農業生産増強のため可能な限度ま

で流下能力を増大させることを基本としている。だが，すべてを河道に流下さ

せるものではなく，一部の地域に水害のしわょせが来ないよう，さらに下流部

に洪水が集中することがないよう，ある程度，流域に湛水させるものだっ

た20)。これによる計画対象流量および流量配分は図14に示す。

元荒川が合流した直後の吉川地点で計画流量500m3
j sとしたが，戦前の三
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江戸川 i 

中川上流

550→ 

綾瀬川
155 → 350→ 

図14 埼玉県による 1954年当時の中川水系計画流量配分図(単位 m3j s) 

川総合改修増補計画415m3
jsに比べ， 85 m3/s増大させている。そして東京都

に入ると550m3
j sとし，中川放水路(新)11)に350m3

j s，中川本川に200m3j s 

流下させる計画であった。中川本川下流は綾瀬川を合わせて350m3j sとされ

た。当時，東京都で、は計画流量120m3jsで放水路事業が行なわれていた。埼玉

県の計画はこれに比べて230m3
j sも大きいが，河床掘削，河道拡幅，低水護

岸の整備で可能と主張した。つまり吉川地点の計画流量550m3
j sは埼玉県の

希望の数字であった。だが，これをベースにして古利根川，元荒川など支川の

流量配分を行なった。

これらの計画の具体的内容の興味ある点をみていこう。

洪水位の低下，また洪水のスムーズな流下のため，古利根川・元荒川にある

溜井を本)11から分離しようとした。古利根川には松伏溜井があったが，その上

流で中川に流下させる古利根放水路が計画された。また元荒川にある瓦曾根溜

井，末田須賀溜井でも溜井と分離し，大きく迂回する新たな河道(放水路)を

計画した。

元荒川では，ほぼ熊谷扇状地の末端付近をぐるりと回つで流下する新たな放

水路(大里)11)を開削し荒川に放流することを計画した。それまで星川・忍

川に流れて元荒川を流下していた洪水を荒川に流す計画としたのである。これ

により，中川流域面積は35km2減少することとなる。

大場川合流点より下流部の中川では，洪水継続時聞が極めて長いので，逆水

防止樋門とともにポンフ

権現堂堰上流の五霞村，島中領，羽生領なと~130km2は掘り上げ田もある低
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図15 瓦曾根溜井用水分離状況図

(出典:r葛西用水史通史編j葛西用水土地改良区。 1992年)

位湿団地帯であるが，その乾田化を目標として河床低下を図る。権現堂堰は，

その下流の改修とともにその高さを切り下げる。

四. 戦後の改修事業

中川水系総合開発調査をベースにし 1957 (昭和32)年度から国庫補助を得

て改修事業が開始された。 しかし東京都中川下流部でどれほど流下能力が可能

か，埼玉県のみで定めることはできない。東京都の間で折衝が行なわれたが，

埼玉県は吉川地点計画流量480m3/sに対応する計画を進め21) 56年度元荒川，

翌57年度から中川上流で改修事業を開始した。

瓦曾根j留井，末田須賀i留井を迂回する放水路計画は実行されなかったが，瓦

曾根i留井では用排水分離工事が行なわれた。 1961年から66年にかけての工事

で，瓦曾根溜井が元荒川本川から切り離されたのである。元荒川一面にあった

堰も撤去され，逆)11は元荒川を伏越させて溜井に導水された。瓦曾根i留井の水

源は，逆川によって導水した古利根川 (葛西用水)とともに元荒川であった
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が，この工事で，古利根川(葛西用水)のみとなったのである(図15)。また

末田須賀堰でも67年，旧堰がモーター巻き揚げ式に改造された。

熊谷扇状地末端を回る大里川構想は実現しなかったが，水資源開発公団

(現・独立行政法人水資源機構)によって1963年から実施された利根導水路事

業にこの構想の一部が取り込まれた。忍川合流点における元荒川計画流量105

m3fsのうち25m3f sについて 武蔵水路を通じて流下させホ。ンプで荒川に放

水させたのである。後年， 50 m3fsに増大された。

中川上流では，上宇和田の権現堂堰直上流から江戸川に合流する l，020mの

放水路(幸手放水路)工事が1957年度から68年度にわたり行なわれた。権現堂

堰上流の島川の排水を良くするためである。計画流量は20m3fsであるが，そ

の全流量の排水可能なポンプが設置された22)。また古利根川でも，古利根堰で

ドック式樋管増設工事が行なわれた。

一方，戦前中止となっていた芝川放水路事業が1952(昭和27)年再開され

た。だが，この計画と一体となっている綾瀬川放水路の着工の目途がたってな

いこともあり，また舟運の役割の減退もあって足立区を通そうとする放水路計

画は大きく変更された。 90度近く河道法線は曲げられ，ほぼ東京都の境界沿い

の山王入落を通って川口市領家で荒川に放水させる計画となったのである。そ

の長さは6，450mであったが，綾瀬川さらに中川と連絡させようとの構想は挫

折したのである。荒川と連結する放水路(新芝)11)が竣工したのは65年であ

る。

古川

晶一マ

E
N 事11tf1/l1

400-. 

ぷLJ三i←一一
l直轄 区間

s*.刷I I 160ー..... I 60ー+

長| 手代的
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600ー +

，p 111 

図16 1963 (昭和38)年度以降総体計画による流量配分図(単位・ m3/s)

(出典 『利根川百年史J建設省関東地方建設局， 1987年)
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三容量聖水路

図18 江戸川・中川・綾瀬川開放水路計画

(出典:r利根川百年史』前出)

1. 圏直轄編入と改修事業

この間，特に1958(昭和33)年 9月の狩野川台風により埼玉県・東京都は大

きな被害を受けた。このこともあり. 61年度に都県にまたがる中川・綾瀬川区

域が国直轄区域に編入された。中川は，新放水路と旧中川が分流する東京都葛

水利科学 No.346 20日



66 

飾区高砂から古利根川が合流する埼玉県松伏町岩平までの2l.3km，綾瀬川は

花畑川が合流する直上流の東京都足立区内匠橋から埼玉県越谷市の東武鉄道橋

までの8.9kmである。埼玉県から強く要望されたが，国により都県一体的に

整備しなければ治水事業は進まない，との判断があったのだろう。

固による新たな改修計画が， 1963 (昭和38)年に策定された。その方針は，

58年9月および61年6月洪水を基本に，年超過確率1f50 (平均的に， 50年に I回

生じる)2日雨量292mmを対象にして，流域の一部で湛水を許容させるもの

であった。計画対象流量は図16にみるが，基準点吉川で800m3f sとされた。

これは戦前の改修増補計画の約l.9倍にあたる。綾瀬川は谷古宇で160m3f sと

されたが，このうち100m3f sは綾瀬川放水路により中川に分流する計画であ

った。この分流を受けて中)11は900m3f sとなり，中川新放水路(新中)11)に

400m3f s，旧中川に500m3f sずつ分流する計画となった。

だが，中川下流での河道拡幅は家屋が密集していて困難で、あるため，埼玉県

三郷市で中川と江戸川とを結び，中川洪水200m3f sを江戸川に流出させる三

郷放水路を築造する計画に変更された(図17)0 1965 (昭和40)年のことであ

るが， 69年にはこの放水路および、綾瀬川放水路が都市計画決定された。なお，

綾瀬川放水路は旧来のルートから東京外郭環状線国道298号線のルートを併用

することとなり，上流に変更された(図18)。

三郷放水路は， 1971 (昭和46)年に用地買収を開始し96年竣工となったが，

江戸川に分流させるため計画流量全量の放水可能なポンプ(排水能力200

m3fs)が設置された。綾瀬川放水路は79年に着工，ポンプ場も含めて99年に

竣功した。中川との合流地点には，全量を放水可能な排水ポンプ(排水能力

100 m3f s)が設置された。

戦後の計画で注目されることは，大型の排水ポンプが設置され機械力によっ

て強制排水する方針が導入されたことである。これら以外でも，多くのポンプ

が設置されていった。この背景には 高度経済成長時代に都市化が著しく進展

し土地利用が水田から住宅・商業・工業地に変貌したことがある。

vm. おわりに

埼玉県下の現在の中川が誕生したのは， 1917 (大正 6)年から29(昭和 4)

年にかけての改修事業によってである。それ以前の島川・権現堂川・庄内古
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川，さらに下流部では古利根川をつなげたもので，この改修によって上流羽生

領から下流二郷半領に至る排水専用の中川が誕生したのである。この改修をも

とにして古利根川・元荒川の整備が進められた。近世前期，近世中期に続く第

三次の埼玉平野整備と評価してよいだろう。

この改修をもとにその後の河道改修が進められたが，埼玉県にとっての宿命

は，埼玉平野東部の排水を受け持つ中JII・綾瀬川が東京都(府)を流下するこ

とであった。河川管理を行なう行政主体が異なるため，東京都(府)での流下

能力の拡大は容易なことではなかった。その後1961年，都県にまたがる区間

が，国直轄管理となり，国によって改修事業は進められた。その一環として，

中川・綾瀬川間，さらに中川・江戸川聞に放水路が計画され築造された。

戦後，高度経済成長時代を迎えると，土地利用は都市的利用に変貌していっ

た。これに合わせ計画対象流量も増大していったが i可道改修のみでは対処で

きないとしてポンフ。排水が大きな役割を占めている。さらに，中川・綾瀬川で

は流域に調整地(池)・貯留池などの設置による河道への流出量の抑制，ある

いは浸水予想区域図の公表などとの総合治水対策が1983(昭和58)年に計画策

定され，今日，進められている。

それに先だち埼玉県は， 1958年大水害を被った芝川で，その上流域にある見

沼田圃農地の都市化を抑制する方針を明らかにした。都市化による水害の増

大，そして芝川への流出量増大を抑えるためであるが，その後65年に，この方

針は「見沼田圃農地転用方針(三原則)Jとして実施されている。

ところで，今日でも河道内を貯留池(溜井)とする大規模な堰が中川水系に

は見られる。古利根川の古利根堰，元荒川の末田須賀堰である。これらの堰の

その後についてみると，古利根堰は1979年から始まった葛西下流地区地盤沈下

対策事業で改築された。従来の位置から上流約70mの地点に，銅製開閉扉3

門をもっ幅約70mの可動堰が新築された。合わせて，元荒川!とは分離されて

いた瓦曾根堰，逆JIIも改築された。この事業が完成したのは98年である。また

末田須賀堰は，水資源開発公団の工事として従来の位置の約40m上流に， 4門

(狭い 1門は土砂吐)の可動堰が新たに設置された。

i主

1) I知事訓示Jr埼玉県史料叢書1O(上)明治大正期知事事務引継書二.1p.318，埼玉

県教育委員会編， 20例年
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2) 11919年知事更迭引継書類Jr埼玉県史料叢書10(上)明治大正期知事事務引継書

二jpp. 153~ 155. 前出

3) 井淳の指導により，またそれ以降，埼玉平野中小河川の堰の改良(堰枠整備)が

行なわれた。元荒川上流部の状況は表2で分かる。宮地堰で行なわれなかったの

は，関係村々が多く，堰の構造などがまとまらなかったためと考えられる。

表 2 近世の元荒川上流の用水堰

用水堰名
模様替以前の用水堰

模様替後の用水堰 組合村
用水堰の構造 i前水時の措置 模様替年

榎戸堰 蛇篭締切・洗堰 洗堰取払 享保15年
関枠長さ 4間・

8村
横3間・高さ 5尺

蛇箆締切・悪水吐樋
悪水吐樋より

関枠長さ 3間・横

三ツ木堰 長さ 8間・横 1間・
流下

(享保17年) 4問・高さ 5尺 l 14村

高さ 5尺 す

宮地堰
蛇寵締切・洗堰幅 8

洗堰取払 模様替せず 25村
間

(蛇篇締切)洗堰幅4
関枠長さ 4間・横

笠原堰 (洗堰取払) 寛政5年 5間 11村
間

高さ 6尺5寸

(蛇箆締切)洗堰幅4
関枠長さ 4間・横

栢間堰 (洗堰取払) 寛政5年 5間 I村
間

(高さ未記入)

注1.羽生市教育委員会収蔵「栗原新吉家文書JNo.327 ["元荒川通堰々 仕来覚J(天保15年10

月)より作成。

2 表注の記載文字は原資料記載に従った。( )内の記入は間接の言及，また他の資料より

補った事項を示す。

3.宮地堰は模様替されないが，用水取り入れの玖樋は長さ 6間・横 2間・高さ 6尺である。

(出典:黒須茂「近世初期の元荒川上流部河況Jr利根川文化研究j24.利根川文化研究会，

2003年)

4) これにより計画対象流量がどれほど増加したのかは分からない。結果として吉川

地点で264m3/sとなった。

5) r三郷市史』第七巻通史編II. pp. 507~558. 三郷市. 1997年

5) 水利組合は，内務省所管の水利組合法に基づき設置される。農林省所管の「耕地

整理法」により耕地整理組合がi墓瓶排水事業を行なうが，その維持管理は市長村

または普通水利組合が行なう。

7) r庄内古川・島中領・羽生領・五霞村 悪水路改修工事概要』庄内古川悪水路普通

水利組合外三ケ組合連合. 1928年
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8) r中川水系E 人文.1p.396，埼玉県， 1993年

9) r中川水系E 人文.1p.396，前出。なお東京府資料「大正一四年七月内務部長事

務引継書」では，計画川幅は12聞ないし13問，計画の主目的は洪水排除，次に水

運としている。 (r都市資料集成第7巻.1pp. 164~ 170，東京都公文書館， 2008年)

10) r庄内古川-島中領-羽生領・五霞村 悪水路改修工事概要』前出

11) 1919年の知事更迭引継書類には次のように述べられている。

「改修ニヨリテ河川|ノ排水能力ヲ充分ナラシメ 洪水ノ害ヲ除去スルト共ニ濯瓶用

水補給ノ方法ヲ講ジ，且ツ従来堰其ノ他ノ工作物ニヨリテ杜絶セル舟運ノ便ヲ開

カンコトヲ期セリ」

(r埼玉県史料叢書1O(上)明治大正期知事事務引継書二.1pp. 152~ 155，前出)

12) 舟運用の関門は，実際には新河岸川などを除いてほとんど設置されなかった。

13) r元荒川土地改良区誌』元荒川土地改良区 1989年

14) r葛西用水史 通史編.1p.585，葛西用水路土地改良区， 1992年

15) 西川喬『治水長期計画の歴史.1pp. 38~42，水利科学研究所， 1969年

16) 農務省は1925(大正14)年，農林省と商工省に分割された。

17) r埼玉の土地改良.1p.122，埼玉県土地改良事業団連合会， 1977年

18) r利根川百年史.1p. 1，061，建設省関東地方建設局， 1987年

19) r江戸川区史』第二巻， pp. 1， 036~1 ， 037，東京都江戸川区， 1976年

20) おおよそ遊水量は3分のl程度，遊水日数は2分のl程度となる。

21) 従来の埼玉県の計画は500m3
j sであったので20m3

j s少ないが，その上流で江戸川

への放水路(幸手放水路)を計画していた。その計画流量は20m3
j sで，これを考

慮すると以前の計画と同じ規模となる。

22) 幸手放水路は，その後， 1991年から99年の工事で増強され50m3j sが計画対象流量

となっている。ポンプ能力も同様に50m3jsとなっている。

(原稿受付2015年4月13日，原稿受理2015年6月29日)
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