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論文

北海道江差町の厚沢部川河口域における飛砂害史

真坂一彦*• I• 三J:千代蔵2

北海道江差町における柳崎集落の飛砂害史について整理し．既往の郷土史について考証した。現在見られる砂坂海岸林は．

かつて柳崎集落があった場所に造成されたものだが，柳崎は明治初期の海岸林の濫伐に端を発する飛砂害で厚沢部川対岸に集

団移転したとされる。しかし，幕末の探検家松浦武四郎が記録した光景は樹木のない海浜草地であった。柳崎の海浜部である

浜中は古くから馬の放牧地として使われ．多数の馬が飼育されていた。近隣では過放牧による草地の荒廃事例が複数あった。

これらの事実から，飛砂の発生は海岸林の濫伐ではなく，過放牧が原因と推察された。飛砂は冬季に学童の通学を脅かし．ま

た春は水田に堆積した砂の除去に子供たちが駆り出された。もともと冬季に河口閉塞が生じやすい厚沢部川河口は，氾濫防止

のため江戸時代から水戸切りと呼ばれる新河口（水戸口）の開削が行われていたが，おそらく海岸林が成林するとともに飛砂

が鎮まったことで，水戸口の開削頻度が減った。水戸切り，水戸口はどの史料にもなく，高齢者からの聞き取り調査で明らか

になった。

キーワード：砂坂海岸林，飛砂害，郷土史，過放牧，厚沢部川

Kazuhiko Masaka, *・1 Chiyozo Mikami2 (2017) History of Sand Drift Disaster at the Estuary of Assabu River in Esashi, 

Hokkaido, Japan. J Jpn For Soc 99: 61-69 Sunasaka coastal forest was established at the place where once Yanagisaki Village had 

existed. People in Y anagisaki had been forced to move to the opposite side of Assabu River because of a sand drift disaster. The disaster 

was considered to be caused by overcutting of the natural coastal forest early in the Meiji period. But Takeshiro Matsuura, the explorer in 

the late Edo period, recorded that the coast was mainly covered by herbaceous plants with no trees. Hamanaka, the foreshore of 

Y anagisaki, had long been used as pasture and many horses had been kept there. There were some cases of denudation caused by 

overgrazing around Hamanaka. These facts imply that the occ111Tence of the sand move was caused by overgrazing rather than 

overcutting. Blown sand during winter had threatened the students on the way to school, and many children had had to attend the work in 

spring to remove the accumulated sand from the paddy fields. Because the mouth of Assabu River tends to close during winter, a bypass 

channel has had to be excavated annually since the Edo period to prevent overflow. But the frequency decreased with the calming down 

of the sand move, presumably because of the establishment of the costal forest. We could not find information about the excavation in 

any historical records, but it become clear by conducting interviews with elderly. 

Key words: Sunasaka coastal forest, sand drift disaster, local history, overgrazing, Assabu River 

I. はじめに

北海道渡島半島にある江差町には． 日本海にそそぐ厚沢

部川の河口域北側に，北海道でもっとも古いクロマツ海岸

林が広がっている。このクロマツ海岸林は，明治以降に発

生するようになった飛砂を抑えるため昭和時代の前半に造

成されたもので (8). 地名をとって砂坂海岸林と呼ばれ

る。厳密にいえば，この海岸林は国有地と町有地の二つに

またがり．国有地が砂坂海岸林で，隣り合う町有地の方を

柳崎海岸林と呼ぶが．一般には砂坂海岸林と一括りにされ

る。柳崎海岸林とは．明治初頭まで．ここに柳崎集落が

あったことに由来する。厚沢部川のほとりにあった柳崎集

落は，飛砂だけでなく．厚沢部川の洪水によっても集団移

転を余像なくされた歴史を持つ。

H本の海浜地域では．太平洋戦争後， しばらく飛砂に苦

しめられてきた地域が多い (1, 2. 30)。飛砂は家屋や

田畑を容赦なく埋め， ときに川を埋めて一帯に洪水を引き

起こした (28, 36, 41, 42)。飛砂を抑えるための砂防

造林の試みは．早いところではすでに 16世紀後期から始

まっている (41)。しかし砂丘地では，植えた苗木が砂に

埋没したり，苗木が風で吹き飛ばされたりなどしてなかな

か活着せず (2. 36), さらには報われない作業に宰領者

＊連絡先筆者 (Correspondingauthor) E-mail: masaka-kazuhiko@hro.orJp 

は地元住民から駕詈雑言を浴びせられたり (14), 予算の

無駄遣いと陰口を叩かれたりしたこともあった (J)。日

本各地にあるほとんどのクロマツ海岸林は，そうした困難

を乗り越えてつくられたものであり (JO, 31), 江差の

砂坂海岸林もその例外ではない (18, 29)。

本州では，飛砂が発生するようになった原因として，お

もに金属の製錬 (13)や薪炭製造 (II) による過度の山

林伐採砂鉄採取のための鉄穴流しなどが指摘されている

(31, 33)。荒廃した山地の侵食によって，あるいは廃士

によって多量の士砂が川を下って海にそそぎ，沿岸漂砂と

なって砂浜に打ち上げられた。砂浜に打ち上げられた砂は

冬季の季節風によって内陸に吹き飛ばされ，砂丘が発達し

た。対照的に，北海道は明治の開拓以前，内陸の山林はほ

ぽ原生的な状態が保たれていたと考えられるが，道南地

域とくに沿岸部を中心にハゲ山が広がっていた (12,

39)。おもにニシンメ粕製造のための燃料として伐られた

のである。明治以降入植が始まると各地で伐採が進み

(12, 39), 伐る木がなくなると放置されていた根株まで

掘り起こされたり (I), 火を放たれるなどしてハゲ山が

ますます広がった (12, 32)。『江差町史第九巻』 (6)

には，飛砂が発生するようになったのは，やはりメ粕製造

のために海岸林の木々が伐られ，ニシンの群来がなくなっ

1北海道立総合研究機構林業試験場 〒079--0198 北海道美唄市光珠内町東山 (Higashiyama,Koshunai, Bibai, Hokkaido 079--0198, Japan) 
2北海道江差町柳崎町280(280 Yanagisaki, Esashi, Hokkaido 043--0021, Japan) 
(2016年9月8日受付， 2017年2月28日受理）
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てイワシ漁に代わっても濫伐が続いたことが原因と説明さ

れている。

ところが， 『柳崎町郷土史どんば』(44; 以下， 『どん

ばj)によると，砂坂海岸林の前に広がる浜は砂浜のため，

もともとニシンの群来が来るようなところではなく ，地引

網によるイワシ漁を行っていた。柳崎集落におけるイワシ

漁の始まりは不明だが，江差とその周辺地域のニシン漁が

17世紀後期から最盛期を迎えるため，イワシ漁も同様で

あろう 。ただし，イワシもメ粕製造に供されたようであ

る。たとえば明治初頭，襟裳の百人浜に入植した人々が，

冬季の暖房用燃料に必要とした薪は膨大で， 50~80戸の

集落によって大正時代には荒野と化した (1)。函館営林

局桧山営林署 (1974)によると，飛砂の発生は明治初期の

海岸林の濫伐に端を発するという 。しかし柳崎集落の最初

の集団移転は 1869~1871(明治 2~4)年であるため，海

岸林の消失と飛砂の発生を結び付けるには，百人浜の事例

を踏まえると時間（年数）差がない。また濫伐が 17世紀

後期から始まったとしても逆に長すぎる。しかもメ粕を製

造していた漁村は北海道各地にあるため，厚沢部川河口域

で飛砂害が発生した原因をメ粕造りに求めるには無理があ

る。柳崎集落の飛砂害史については，飛砂が始まった要因

やそれ以前の様子は， まだ十分に整理されているとはいえ

ない状況といえる。

さらに柳崎集落の集団移転の背景についても検証しなく

てはならない。なぜならば，砂坂海岸林の造成に携わった

檜山営林署（現檜山森林管理署）は飛砂によって集団移

転したと説明しているものの (9)' その一方で『どんばj

では， 1859(安政 6)年に発生した厚沢部川の氾濫と説明

しているのである。

この混乱をもたらしている厚沢部川の氾濫も，飛砂との

関係で再検討が必要だろう 。1859(安政 6)年に発生した

背景は詳細が不明だが， 1970(昭和 45)年 1月について

は詳細な記録が残っている (44)。このとき，台風並みに

発達した低気圧がもたらした暖気と大雨によって結氷して

いた厚沢部川が解氷し，折り重なる流氷によって河口が堰

止まり，溢れた水が柳崎集落を襲った。流氷が河口から掃

き出されなかったということは，河口の水深が浅かったこ

とが大きな原因と推察される。かつて日本海側の河川で

は，冬季の波浪や飛砂によって河口閉塞することがしばし

ばあった (16, 28, 36)。渡島半島の日本海側は，タバ

風と呼ばれる冬季の強い季節風が吹きつける上，厚沢部川

河口域は飛砂が甚だしい土地だった。1970(昭和 45)年 l

月の氾濫も，河口閉塞 していたか，それに近い状態のため

に流氷が海に押し流されなかった可能性が高い。柳崎集落

の飛砂害史は，飛砂そのものだけでなく，飛砂に影響を受

けていると考えられる厚沢部川の河口動態も併せて整理す

る必要がある。

そこで本研究では江差町柳崎における飛砂害史の再評価

のため， 1)砂丘荒廃地が出現する以前の状況， 2)砂丘荒

廃地が出現した原因 3)住人の生活環境を取り巻く飛砂

害の状況そして 4)厚沢部川の河口動態と飛砂の関係に

ついて明らかにすることを目的とする。そのため，江差町

史をはじめ，周辺自治体の町史や郷土史，記録史料，民話

を調査し， また江差を訪れた菅江真澄や松浦武四郎が記し

た紀行文や図絵などにも焦点を当て，江戸時代後期からの

柳崎周辺の景観と生活環境の復元を試みた。柳崎集落は二

度集団移転しており，その間対岸の土場集落と合併した

り，集落名が変更されたり ，厚沢部川の河道切り替えが行

われたりするなど，経歴を追跡することが難しい。そのた

め，予め柳崎集落の所在地を軸に柳崎の歴史について整理

する。また柳崎集落は厚沢部川を挟んで対岸の土場集落と

密接なかかわりがあったことから，土場も併せて対象とす

る。飛砂害の状況については，柳崎および近隣の水掘の高

齢者を中心に聞き取り調査を行った。災害は，同じ条件が

揃えば繰り返される可能性が高い。災害は地域の歴史の特

性ともいえ，再び同じ災害を繰り返さないためにも，過去

の災害の発生原因と実態，そして住民の対応を明らかにし

なくてはならない (15, 34)。

IL柳 崎 略 史

柳崎集落についてのもっとも古い記録は， 『夏原律太郎

戸長記録 (1880(明治 13))』（以下，『夏原記録J)に「延

宝年中漸ク ー村ノ形ヲナス」とある（注 1)。延宝とは

1673~ 1681年の期間の元号である。 しかし，1741(寛保

元）年 7月 19日（新暦 8月29日），渡島大島の火山噴火

に起因する大津波，いわゆる寛保津波によって全滅した。

寛保津波は，低地ならば海岸線から 1~2kmも内陸深く

まで侵入し，遡上高は 34mを超えた地点もあったと推定

されている (19)。なお， 『夏原記録」では 200年前と記

されているが（図ー1), 17世紀後期にこの地を製った巨大
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図ー1. 「夏原戸長記録」における寛保津波の記述

江差郷土賓科館所蔵。許可を得て真坂撮影。
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津波はない。これは本記録が口伝を記述したものであろう

から，誤差として考えるのが妥当だろう。『夏原記録』に

は，「大地浪ノタメー村沈滅シ，其節海水暴張スルニ随ヒ，

一夜二海岸江砂山ヲ為スタリト云フ。其後一旦荒野トナ

リ」と記述されている。松前藩の財政はニシンメ粕だけで

なく，ヒバにも大きく依存していた。厚沢部川は上流から

ヒバ材の流送が行われており，河口近くに貯木場を設ける

必要があったことから，ほどなく新たな集落が形成され

た。宝暦年間 (1751~1764年）に作成されたと推定され

ている『松前桧山屏風』（注 2) には，その当時の，集材

をはじめとして人々の様々な生業の様子が描かれている

（図ー2)。この屏風絵の作成年代は寛保津波より 10~20年

後と考えられる。

図ー3に，本論文に登場する主要な地名等 (2016年現在）

について示す。また， 1920(大正 9)年， 1946(昭和 21)

年地理調査所発行の 5万分の 1地形図，および2008(平

成20)年国土地理院発行の 5万分の 1地形図を用いて，

図ー4に柳崎集落の変遷を示す。また柳崎の歴史に関連す

る年表を表—l に示す。

図一4(a)には，浜中（図ー4(a)のP地点）と鍼川のあいだ

に，図ー4(b), (c)には見られない南北に延びる道路が描か

れている（図ー4(a)のR)。これは久遠街道と呼ばれる道で，

1886 (明治 19)年，北海道庁の青江秀理事官が桧山を調

査して取りまとめた『青江理事官諮問回答書』（図ー5;以

下，『青江回答書』）にも描かれている。この道は，江差と

乙部・熊石を結ぶ街道として自然な位置に付けられている

が，砂丘荒廃地が出現するとともに廃道になったと考えら

れる。明治初頭集団移転する前の柳崎集落は図ー4(b)の

A地点にあり，そして B地点に移転した (44)。『どんば』

には，『北海道地名大辞典』 (40)からの引用で，洪水に

よって「住民は川口北岸の士場部落に移転 (48~49p)」

と説明されている。ところが，引用元にはそのような記述

はないうえ，土場は河道切り替え前も後も南岸に位置する

表—1. 柳椅略史

西暦（年） 年号

1673-81延宝年間

1741 寛保元年

1751-64宝暦年間

1789 寛政元年

1846 弘化3年

主な出来事

柳崎集落が形成される。

渡島大島の噴火にともなう寛保津波によって全滅。

『松前桧山屏風』の作成。

菅江真澄，江差を訪れる。

松浦武四郎，第2回蝦夷地探検で江差を訪れる。

1859 安政6年 厚沢部川の氾濫で被災する。これを機に，慶応年

間に蛇行する本流を切替え新川とする。 1B河道は

古川と呼ぶ（図—4(a) 中の Q 地点）。

1868-69明治元-2年箱館戦争で士場が戦場になる。

1869-71明治 2-4年柳崎集落が集団移転，土場集落と合併（図ー4(b)

中の A地点→B地点）。

明治末期 浜中（図—4(a) 中の P 地点）に牛を放牧したこと

によって砂丘荒廃地が拡大。

1970 昭和 45年 厚沢部川結氷期に台湾坊主がもたらした暖気と大

雨により洪水が発生，翌年，再び集団移転（図—4

(b) 中の B 地点→図—4(c) 中の C 地点）。

参照：『江差町史第九巻』 (6), 『H本近世生活絵引j(17)' 『柳崎町郷

土史どんば』 (44)。

（切り替え前は文献 (23, 25, 35), 切り替え後は『夏原

記録』参照）。『北海道地名大辞典』における「柳崎」と「土

場」の項は，江差町史編集委貝の 1人だった宮下正司（故

人）が分担執筆したのだが，その宮下が執筆した『江差風

土記』 (27) にも「北岸の土場に移転し」と記述されてい

るため，『どんば』では，誤記載のまま『北海道地名大辞

典』と『江差風土記』を取り違えたと推察される。ここで，

二つの疑問が生じる。一つは集団移転の時期である。集団

移転は氾濫があった 1859(安政 6)年から 10年後のこと

であり，その間の厚沢部川河道の切り替えを待って移転し

たとしても，二度手間になり，費用や労力の面であまりに

負担が大きすぎる。そしてもう一つは移転先の疑問であ

る。土場集落は厚沢部川によって流送される木材の貯木場

で，河岸に位置するため（図ー2), やはり洪水を受けやす

い立地である。そのため移転が洪水対策とは考え難い。こ

れらを考えると水害を避けるための集団移転という説明に

は無理がある。しかも，移転前の柳崎集落の戸籍図には学

校予定地も示されており (44), 当時，厚沢部川切り替え

後も A地点から移動するつもりはなかったと推察される。

傍証ではあるものの，『江差百話』 (7) に収録された民話

「狐捕りの五平爺さん」には，集落が砂で埋まり，川の南

岸に移住したことが記されている。じつは，『どんば』に

も，「明治のはじめから砂丘の移動が始まった (313~

314p)」と説明がある。集団移転は，厚沢部川氾濫ではな

く飛砂害に起囚する可能性がきわめて高い。

B地点にある土場集落は，渡し場，および厚沢部川上流

から流送されるヒバ材・ブナ材の貯木場として発展した集

落であり，「どんば」と通称された。松浦武四郎著『竹四

朗廻浦日記 (1856(安政 3))』(25, 以下，『廻浦日記』）

の眺望図に記されている「トバ」の地名が土場集落にあた

る（図一6)。そして土場集落には「凡三十五六軒も住す」

とある。 1859(安政6)年，柳崎が土場を加えて柳崎村と

称したのは (40), 集団移転による合併ではなく行政区分

の変更であり，その後 1869~1871(明治 2~4)年になっ

て，新川北岸（表ー1参照）の柳崎集落が飛砂に追われて

南岸の土場集落に移転して，ようやく実質的に 2集落が合

併したということである。

移転には箱館戦争も影響していると推察される。集団移

転する前年 (1868(明治元））の旧暦 11月，松前藩主徳廣

が土場村に駐留し，松前藩軍が旧幕府軍を迎え撃つべく土

場村より上流にある館城に籠っていた。しかし館城陥落と

ともに乙部よりさらに北の熊石に逃れ，そこから冬の海

路，津軽に敗走することになる。その前後，旧幕府軍の開

陽丸が江差沖で難破して制海権を失ったことで，翌 1869

（明治 2)年4月，乙部に新政府軍の上陸を許した。旧幕

府軍は乙部にて防戦するものの寡兵のため退却，原沢部川

を渡河して士場村に布陣した。そこへ新政府軍の軍艦4~

5隻による艦砲射撃を受けてさらに江差へ退却した

(5, 21, 22)。そして幾度かの戦闘を経て翌 5月，箱館

の五稜郭が開城して終戦を迎えた。このように土場村は箱

館戦争において戦場の一つだったのである。また館城築城

（エ期は旧暦で 1868(慶応 4)年 9月2日～同（明治元）
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図ー2. 『松前桧山屏風J(左半分）

函館市中央図書館所蔵。
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図ー3.本論文に登場する主要な地名等 (2016年現在）

年 10月26日）でも土場は資材集積所となり，輸送のため

近在の村々からは人足として 3,502人，馬 220頭が徴用さ

れ，それも 家業を棄てての労働力の総てという大業だった

(5)。働き手の多くが徴用され， しかも溜主が駐留してい

ただけでなく ，銃砲弾も飛び交うこともあったため，たと

えこの時期に飛砂害が発生していたとしても集団移転は難

しかっただろう 。

1906 (明治 39)年，柳崎を含む周辺 6村がさらに合併

して泊村となり，柳崎は大字とされた。柳崎とい う名は，

集落以上の大きな行政区分にな ってしまったため，図ー4

(b)の地形図においては，集落名に通称の土場が使われた

と推察される。柳崎出身の松村隆 (1926(昭和元）年生ま

れ）によると，現地では土場ではなく柳崎と呼ばれ，彼の

戸籍も柳崎と記載されているという 。1955(昭和 30)年，

泊村は江差町と合併し，地図の表記で柳崎に戻った。

1970 (昭和 45)年 1月31日，台風並みに発達した低気

圧がもたらした暖気によって，厳冬期に関わらず大雨が降

り， 23時頃に厚沢部川が氾濫して柳崎集落が被災した。

これによ って高台への集団移転が計画された (B地点から

C地点へ）。移転は 1970(昭和 45)年から 1976(昭和 51)

年にかけて行われ，現在に至る。

III. 砂丘荒廃地が出現する以前の状況

砂丘荒廃地が出現する直前の光景を，幕末の探検家松浦

武四郎が記述している。武四郎が江差を訪れたのは，29

歳 2回目の北海道探検のときで， 1846(弘化3)年であ

る。このときの見聞を，前出の 『廻浦日記』のほか， 『再

航蝦夷日誌 (1850(嘉永 3)年）』(24)として出版してい

る。『再航蝦夷日誌』には，土場から厚沢部川を渡ってか

らのシトノ山までの道のりを，「野道。樹木ー株もなし。

沙路。香附子多 し。凡六七丁も行て少しの砂坂有」と記述

している。香附子とはハマスゲのことだがハマスゲは北

海道には自生しないので見間違いだろう。少なくとも ，砂

地に海浜草本が生えているだけの土地だったことは分か

る。つまり，江戸末期，厚沢部川右岸側に砂丘荒廃地と呼
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至江差

図一4. 地形図から見る柳崎・ 土場集落の位置に関する歴史的変遷

(a), 1920 (大正 9)年発行： (b). 1946 (昭和 21)年発行： (c), 2008 (平成 20)年発行。A, 明治初期における躾団移転以前の柳崎躾落の所在地： B, 集

団移転後の柳崎 （土場）集落の所在地 ：C, 現在の柳崎集落の所在地： P. 浜中： Q, 古川 ：R, 久遠街道 ：s. シトノ 山 （栃山）：T, 馬窪野； U, 川裾神社：

V, 水戸口。(b)図右上の枠内には「廻浦日記」を参照にして推定した旧河道の位i社を描いた。(a),(b)は地理調査所発行， (c)は国土地理院発行の地図を使用。
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図ー5. 『青江理事官諮問回答書』に添付されている厚沢部川下流の地形を描いた図絵

函館市中央図書館所蔵。
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べるような土地はなく，カシワやイタヤカエデなど，北海

道における海岸林の主要構成種であるような樹木がほとん

どない海浜草地だったと推察される。このような景観は，

明治にな ってもしばらく続いたようで，図ー4(a)には，久

遠街道の周辺は砂地ではなく，茅地の地図記号が広がる。

実際は，茅 というよりはハマニンニクやハマナスなどが広

がる光景だったろう 。

なお，檜山営林署 (1981)によると，現在の柳崎八幡神

社境内にある樹林が荒廃前の林相を残していると説明され

ているが， 籠者の 1人，三上は，祖父から神社境内の木々

は 1869~1871 (明治 2~4)年に植栽したと聞かされてい

る。つまり ，柳崎集落が飛砂に追われて移転した際に神社

も移され，そのときに植栽されたということである。

IV. 明治初頭に砂丘荒廃地が出現した原因

「江差百話」の「狐捕りの五平爺さん」には，次のよう

に物語の舞台が紹介されている。「大嵐がやってきて，海

岸線に連なっていた砂山が崩れ，五平爺さんの住んでいた

小さな村落も埋め尽くされてしまったので，川の南岸に

引っ越してきた」。ここで注目するのは，「海岸線に連なっ

ていた砂山」である。『青江回答書Jにも，汀線に沿って

丘陵地が描かれているのが見て取れる （図ー5)。この丘陵

地を 「どんば』では「裔山」と呼んでいる。r松前桧山屏

風Jの左側，厚沢部川の右岸側にも明瞭な丘陵地が描かれ

ている（図ー2)。なお，絵図を読み解く際には，モチーフ

によって省略したり ，大小の書き分けをしたりないもの

を追加 したり，描かれてあるべきものがない場合もあるこ

とに注意 しなくてはならない (38)。このことを念頭にお

いて現在の地形と照らし合わせれば，この丘陵地は厚沢部

川から 1km以上北にある海岸段丘のシ トノ山（図ー4(b)

の S地点）と考えられなくもない。しかし，これをシト

ノ山と考えるには次に示すような理由によって無理があ

る。屏風左側の金雲の切れ間，丘陵を背後にし，満開の桜

を前にした社殿が描かれている （図ー2)。桜の樹冠は厚沢

図-6.「竹四朗廻浦日記」に掲載された厚沢部川流域の様子

（上），「松坂上よ り眺望」：（下）．「元山頂上より見分写取の図」。北海道大学附属図沓館所蔵。許可を得て真坂扱影。
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部川に重なることから，社殿は川沿いにあっただろうし，

社殿のすぐ背後に丘陵が描かれているということは，シト

ノ山までの草地を省略しているとは考え難い。また，図ー4

(b)からは，海岸線に沿って砂丘が連なり，その南端が厚

沢部川に近接していたことが分かる。そして厚沢部川の旧

河道は A地点を取り囲むように流れていた（図ー4(b)右上

の囲い部分，および図ー6を参照）。この図ー4(b)の地図は

昭和 21年発行で，大正 6年に行われた測量を基にしてい

る。この砂丘が高山の残骸だとすると，『松前桧山屏風』

の構図とも離齢しない（河口の位置については VI.で議論

する）。これらのことから，「狐捕りの五平爺さん」に記述

される「海岸線に連なっていた砂山」は「高山」であると

推察される。

ただし，「廻浦日記』に描かれる「松坂上より眺望」の

図には高山とおぽしき丘陵地は見当たらない（図一6)。「高

山」は地元住人にはランドマークとして目立った存在だっ

たかもしれないが，余所者の遠目には目立たない微高地

だったのかもしれない。「狐捕りの五平爺さん」によると，

この「高山」が崩れたのは大嵐によるらしいがそれはあ

くまで誘因に過ぎない。木が生えていなくても，地表が草

本植生などに覆われていれば砂丘が簡単に崩れることはな

いためである (36, 42)。素因として，地表を覆う草本

植生が失われていたことが疑われる。

この地域では，馬や牛の過放牧による荒廃地の出現がた

びたび起きている。昭和初期，厚沢部川南岸の川原から伏

木戸までの海岸段丘上の，馬窪野（図ー4(b)のT地点）と

呼ばれた土地より海側の一帯において，ここを放牧場とし

て使ったところ 15~20年で完全に緑を失い，荒野と化し

た (44)。この場所は現在も緑化のためクロマツなどの植

栽が続いている。また，『夏原記録』には，「柳崎以南字馬

窪野二於テ東西八T.南北十丁程，荒茫ノ原野アリ，半ニ

ハ砂漠アリ」という記述がある。菅江真澄も旧暦6月 1日

に馬窪野を通った際，「みどり色の夏草もいっこうに見え

ず」と『蝦夷喧僻辮 (1789(寛政元））』 (35) に記し，こ

こより南の田沢という集落で描いた「小山権現」には，鳥

居と祠が描かれているものの，周辺には樹木が見当たら

ず，土地の彩色が緑であるなかに灰色の斑点が散在する。

馬窪野から田沢までのあいだにある田沢野は牧野として利

用されており (4). 真澄が歩いた当時一帯はすでに荒

廃が進んでいたと推察される。加えて，広大な砂漠の出現

をもたらした明治後期の砂丘荒廃の原因が牛の放牧だった

(6, 7)。これらの事例を踏まえれば，明治初頭の柳崎の

集団移転の原因となった飛砂の発生も，過放牧が一つの可

能性としてあげられる。

『江差町史第五巻』における畜産関係の項目を見ると，

幕末の 1866(慶応 2)年，柳崎を含む江差在郷九ヵ村にお

いて牡馬が 591頭飼育されており，柳崎の浜中も古くから

の牧野として著名だった。『夏原記録』には明治初期，柳

崎だけで馬が95頭飼われていたと記されている。当時

仔馬が生まれて離乳期が過ぎると，明け三歳まで山野に放

し飼いにされ，成馬として使用されるようになると，仕事

の暇な期間のみ放牧された。たとえばサラブレッドの放牧

地でも過放牧が指摘されることがあり (26), サラブレッ

ドについては 2頭/haを超える状態が過放牧とされる

(20)。この値を参照すると，柳崎で飼われていた 95頭を

過放牧にならないようにするには最低でも 42.5 haの放

牧地を必要とした。幕末，放牧地だった浜中（図ー4(a)の

p地点）の草地を，砂坂までの久遠街道沿いと範囲を広げ

て考えてもせいぜい 20~30ha程度だろうし， しかもエサ

としては，現代の放牧地における牧草と比較して質的にも

量的にも劣っていただろう。また II.で館城築城に触れた

が，動員された馬が待機中は浜中に預けられたはずであ

る。明治初頭の飛砂の発生原因は，馬の過放牧による砂丘

地荒廃と考えられる。

V. 住人の生活環境を取り巻く砂丘荒廃地の様子

砂丘荒廃地の後背では，冬季間，北西からの季節風（タ

バ風）によって砂が雪上を滑るように飛び，飛砂が砂丘地

の後方 7kmにも及び，一冬過ぎると浜中道路（国道）の

沿線田畑は砂に覆われ，雪解けとともに砂を運び出すこと

がひと苦労だった (6)。砂坂海岸林造成 50周年記念式典

(1985 (昭和 60)年 5月29日）において江差土地改良区

理事長（当時）の佐藤政雄は，講演のなかで次のような思

い出に触れている。「秋から初春にかけて（中略）柳崎・

五厘沢から通学する学童たちは，要所に設けられた囲いで

一時の休憩をとり，或いは腰に荒縄を付け数珠つなぎに

なって水堀まで登校したものであります」，「砂が水田に滞

留しそのままでは田起こしもできませんので馬車やトロッ

コで砂を捨てるのが春先の風物詩でもありました」。

水堀在住の鈴木清吉 (1930(昭和 5)年生まれ）による

と国道は水田より 1.5mほど高かったが，冬季間に堆

積した砂は国道と同じ高さまでになった。また，厚沢部川

支流の鍼川が砂で埋まることもあった。数珠つなぎで学校

に通うのは小学4年生くらいまでで，吹雪がひどいときは

親が付き添った。松村によると，先述の要所に設けられた

囲いというのは，父兄がお金を出し合って設置した垣根の

待避所で，大きさとしては幅が 1間ほどだった。柳崎から

水堀の学校までの道には待避所はなく，五厘沢から通って

くる子供たちのため，シトノ山の麓から水堀のあいだに 3

カ所，シトノ山の上に 1カ所あった（著者の 1人，三上）。

柳崎から水堀に通う際は，海風を避けるために国道から風

下側に降り，背の高い順に横に並んで歩いた。松村による

と，冬季間，子供たちは布を顔に巻き付け， 目だけを出す

ような恰好で歩いた。防寒着はマント様のもので，学校か

ら帰るとポケットの中が砂だらけだった。冬が明けると，

田圃の砂除けのために学校を休んだ同級生が多かった。砂

は木製の車輪が付いた一輪車で運んだが（三上），家によっ

てはレールを敷いてトロッコを使った（奈良直治， 1933(昭

和 8)年生まれ，水堀在住）。砂除けは昭和 30年頃まで

あった。

乙部町在住の中川慎一郎 (1938(昭和 13)年生まれ）

によると，中学 1年生 (13歳）か 2年生 (14歳）の頃

冬に馬椙に乗って乙部から江差に行った。その際馬楢の

手綱を握る馬子から，国道上の積雪は砂層と雪層が交互に
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交じって堅く，当時のブルドーザーでは馬力が足りず除雪

できなかったため，冬はバスが通らないという話を聞いて

いる。このブルドーザーは進駐軍払い下げのものだったよ

うだ（奈良）。

檜山森林管理署が2004年に作成したパンフレット，『砂

坂海岸林』に記された沿革によると， 1934(昭和 9)年，

砂丘 26haを国有林に編入し，飛砂防備保安林に指定，

1935 (昭和 10)年頃から試験的に植栽が始まり， 1938(昭

和 13)年に中川久美雄によって海岸林造成事業が立案計

画された。そして 1940(昭和 15)年から本格的な造成事

業が始まり， 1960(昭和 35)年までに 20haを造成した。

最終的に， 1963(昭和 38)年に目標面積の 70haを達成し

た。造成は順調に進んだわけではなく，上磯町立浜分小学

校が作成した聞き書き資料『砂坂海岸林造成のあゆみ』

(18) によると（「 」内は原文のまま引用），本格的な造

成事業が始まった頃，砂坂海岸林は営林署職貝が出張を嫌

う場所で，海岸林造成事業所勤務になることは「島流し」

と同じと思われ， さらには活着率が悪い状況を見た付近住

民は「気違い沙汰」と思っていた。水戸や能代に倣った l

万本/ha植えの密植にはナンセンスの声もささやかれ，砂

坂のバラック小屋で自炊している様子を奇人扱いされた

(29)。そして，中川の離任後に赴任した佐川久八に対し

ては，「だんなさん，木うえるのどうしたもんだかね。お

金いくらかかるの」と皮肉を浴びせた (18)。佐川が採用

されて翌年のことである。実際 1938(昭和 13)年秋に

植栽したときは，一冬で堆砂垣が埋まって植栽木がすべて

枯死した (29)。そして 1939(昭和 14)年 7月の豪雨で

は，造成地一帯が水没してしまった (18)。それでも戦時

中も造成は進められ，クロマツが成林し始めるとともに飛

砂が収まり，現在に至る。 1952(昭和 27)年生まれの小

笠原明彦は，飛砂害は記憶にないと語っており，彼のほ

か，鈴木，奈良に加え，水堀の室井常雄 (1941 (昭和 16)

年生まれ），小笠原路昭 (1944(昭和 19)年生まれ）らは，

1950~ 1951 (昭和 25~26)年頃には飛砂が収まったとい

う実感を持っている。

VI. 厚沢部川の河口閉塞

厚沢部川下流は，自然条件下では汀線直前で大きく蛇行

して汀線に沿って南下し，現在の柳崎の南にある伏木戸付

近で海に河口をひらく（図ー4(a), (b))。伏木戸には川の

神である瀬織津姫を祀る川裾神社 (1717(享保 2)年建立；

u地点）があり，宮下は，これは伏木戸が河口付近にある

ことを示す証左と考えている (27)。

岩屋 (1998)によると， 日本海側の河口閉塞は冬季に発

生することが多い (16)。冬季は強い季節風と波浪が相乗

して河口に砂を運び，著しく砂が堆積する。渇水期に当た

る冬季の河川流量は概して乏しく，渇水時の流水は，堆積

した砂を突破するに足る掃流力がない。松村によると，

昔，厚沢部川河口近くは長靴で渡れるほど水深が浅くなっ

たそうで，遡上してきた鮭を川に入って捕まえた。河口閉

塞によって洪水が発生しないよう，青年団が人足として

40~50人ほどで「みどぎり」を行い，「みどぐち」と呼ば

れる新河口を開削した（図ー4(c)のV地点参照）。「みどぎ

り」と「みどぐち」は，それぞれ「水戸切り」と「水戸口」

と考えてよいだろう。このような作業は，松村が彼の父か

ら聞いた話では，江戸時代から毎年続いてきた。冬季間に

吹き荒れる北西風によって河口は 500mも移動した（松

村）。厚沢部川河口の幅が土場の辺りの川幅に比べて狭く

なっている様子は『松前桧山屏風』にも見て取れる（図ー2)

(23)。また，『廻浦H記』には，汀線付近での厚沢部川が

南方に蛇行せず，河口が伏木戸よりもずっと北に開いてい

る様子が描かれている（図-6)。松村の父が語ったように，

江戸時代から水戸切りが行われていたことは確実だろう。

太井子 (1974)によると，北海道における主要河川の河

口位置は沿岸漂砂の流れによって決まり，沿岸漂砂が動く

方向は風速 5m/s以上の卓越風に影響を受ける (37)。原

沢部川の河口周辺域ではほぼ北西からの風が卓越してお

り，そのため，ほぽ南北方向にのびる汀線にひらく厚沢部

川は，汀線直前で大きく南に蛇行するようになる。とくに

飛砂が著しかった時代には，水戸切りによって開削された

河口が本来の河口位置に戻るまで， きわめて短期間だった

と予想される。実際，松村の父は毎年水戸切りをしていた

というが現在の柳崎の高齢者たちは，太平洋戦争後，水

戸切りの間隔は 15年くらいだったと記憶している。厚沢

部川は北海道が管轄しているため，函館建設管理部治水課

に河口掘削の件で問い合わせたところ資料は残っていない

というが，柳崎の高齢者らは，本研究で聞き取り調査を行

う数年前に重機で掘削している様子を目撃している。

Google Earthで確認すると， 2006~2010(平成 18~22)年

のあいだに新河口が開削されたことが分かる (2016年6

月 10日確認）。

VII. 考 察

江差町の厚沢部川河口域における砂丘荒廃地の出現は，

過放牧による草地の衰退が原因であり，また明治初期にお

ける柳崎集落の集団移転の理由も，厚沢部川の氾濫を受け

てのことではなく，飛砂によるものと推定された。砂丘荒

廃地の出現は，明治初期と明治後期の二度にわたり，最初

は馬の過放牧によって部分的に出現し，そして最後の牛の

放牧が決定打となって広大な砂漠が現れたものと考えられ

る。砂丘地が荒廃したことで飛砂が発生するようになり，

鶴ヶ池というツルが飛来した池まで埋まってしまった

(7)。明治後期の過放牧は，酪農を夢見た滝沢新蔵という

者が牛を放牧したことに起因することが分かっている

(7)。畜産関係の史料を見ると，放牧地は，最初は浜中，

続いて浜の牧場（神社裏・川原から伏木戸までの海岸段

丘）， トヨハシリ（注 3)へと変遷した (6)。これは，放

牧によって草地が荒廃していった時系列と符合する。過放

牧は柳崎に限った事例ではなく，えりも町百人浜における

襟裳砂漠の出現にも関わった。百人浜では， 1880~1883

（明治 13~16)年にかけて繰り返し発生した蜆害に加え，

太平洋戦争後，多数の綿羊が放たれて荒廃地が拡大した

(43)。

砂坂に限らず，海岸林を濫伐したことで飛砂が発生する
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囚に過ぎない。道外において，クロマツ林の濫伐によって

飛砂害が発生した背景には，肥料や燃料に供するための落

ち葉掻きなどによって林床の落葉落枝などが持ち去られ．

もともと地表面が砂地だったことを指摘できる。本来，白

砂青松とは，まさにこの様なクロマツ林のこ と を 指 す

(31)。また，クロマツ林よりも海側の砂丘に生えるハマ

ナスを根こそぎ採った結果，砂丘が崩れ，後背のクロマッ

林が砂に埋没したこともある (42)。つまり砂丘の荒廃は，

砂の移動を抑える地表面の植生が失われることによって

進む。

一般に，広大な海浜砂丘の発達は大きな河川の河口付近

に見られる。これは．河川が土砂の主要供給源となってい

るため (33) であり．今ある砂坂海岸林が造られた砂丘

荒廃地の砂も厚沢部川から供給されたものだろう。砂丘荒

廃地が広がることで飛砂によって家屋や田畑が埋まり．そ

して住民の往来に支障をきたした。とくに学童が冬季の通

学時に危険に曝され，春には田畑で砂除けの作業にも駆り

出された。さらには．厚沢部川の河口がもともと閉塞しや

すいところに多量の飛砂が加わったことで，氾濫の危険が

ますます高まり，河川沿いの住民は水戸口を開削する労を

たびたび強いられた。現在水戸切りについて触れた史料

は見つかっておらず，今回，高齢者らの記憶をたどること

で初めてその存在と実態を明るみにすることができた。

東日本大震災の後，災害史がひときわ注目されることに

なった。災害は稀にしか発生せず，生き残った被災者はそ

の経験を次に生かすことができず，社会も被災経験者を時

とともに失うことになる (3)。現在．柳崎以外でも．か

つて住民を苦しめた飛砂害はほほなくなったが．飛砂害を

抑えるために造成された海岸林を保全してゆくうえで，地

域特有の飛砂害の発生原因を理解し，記憶を継承してゆく

必要がある。

本研究の一部は一般社団法人三菱財団の研究助成によって行われ

た。本研究の着想は，江差町歴まち裔店街協同組合との縁を取り

持って頂いた道総研林試の上出昌伸氏（現胆振東部森林室）に負う

ところが大きい。また同組合の室谷元男理事長には水堀の高齢者を

紹介して頂いた。乙部町の中川慎一郎氏は．筆頭著者に初めて砂坂

での飛砂の経験談を語ってくれた。北海道大学附属図書館および江

差町郷士資料館には史料の撮影・使用許可を頂いた。函館市中央図

書館にはデジタルアーカイヴ資料の使用許可を頂いた。檜山森林管

理署には砂坂海岸林に関する史料の提供を頂いた。江差町図書館に

は史料の検索で御協力を頂いた。以上の関係者各位に深謝いたしま

す。

注 記

（注 1) 『夏原記録』では寛保津波後に「一村の形をなす」と説明さ

れているが，延宝は寛保より古い時代である。柳崎には 1681

（延宝 9)年創立の八幡神社があり，少なくとも延宝年間に村が

あったことは確実である。

（注 2) 『松前桧山屏風』は『江差檜山屏風』とも呼ばれ，『（乾）「上

ノ国材木流之図」』と『（坤）「江指浜鰊之図」』からなる，それ

ぞれ 6折 l双の 4尺屏風絵である。前者が左双，後者が右双と

なる。本論文で参照する屏風は左双である。『上ノ国材木流之

図』は『檜山上場之図Jとも呼ばれる (17)。図絵では左岸が

土場で，右岸は浜小屋になり (23), これは柳崎ではない。

（注 3) トヨハシリは伏木戸から厚沢部町堺までの約 30haの土地で，

「豊歩り」が当てられる (44)。
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