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義

英

孝

彦

信

清

和

文

原

谷

下

本

岸

荒

竹

山

目次

1. はしがき一一 問題の提起一一

2. 藩政時代における治水思想の変遷と「疎導要書」について

3. 佐賀平野の自然条件と災害について

4. 佐賀藩政時代の開発と成富兵庫について

5. 佐賀平野北部河川形状の特異性について

6. 佐賀平野の治水構造(I）一一本川

7. 佐賀平野の治水構造（2) 大和三角地帯一一－

8. 佐賀平野の治水構造（3) 金立短冊地帯一一－

9. まとめ

10. あとがき

1. はしがき 問題の提起一一一

佐賀県吉野ケ里遺跡は弥生時代から古墳時代にかけての我国古代史の空白を埋める

ものとして，大きな注目を集めているが，この佐賀県には我国治水史にとっては吉野

ケ里にも劣らぬ貴重な治水遺構が佐賀平野の一角に残されている。

17世紀初頭は我国歴史上最大の農業生産力（耕地面積・石高）増大の時期であった

が，この飛躍的な増加の基礎となったのは多くの戦国大名・近世大名等によって施工

された治水・土木エ事であった。此等の貴重な治水遺構はその後の開発により殆ど消

滅し，具体的な治水工法を復元する事は不可能に近い。しかし佐賀平野北部の河川・

用水路は最近まで藩政期の面影を残し，遺繕の解明が辛うじて可能な唯一の場所だっ

たと言える。
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その上，藩政期初頭に治水を行った佐賀藩土成富兵庫の治水事業を始めとする当時

の佐賀藩の治水は戦国時代以降の治水技術を総括した当時における最高水準を示して

いた様に思われる。その意味でこの遺構を探る事は我国治水史の解明に重要な資料を

提供するものと信じている。

然るに成富兵庫の治水について書かれた多くの著書は佐賀平野下流部と筑後川につ

いてのみ触れられ，成富兵庫が苦心したと思われる佐賀平野北部と平野を貫流する

「宝の川である嘉瀬川」（疎導要書）については小出博の一連の著書を除いて殆ど触れ

られていない。例えば［佐賀平野における農業水利事業の沿革Jllでは成富兵庫時代

の治水事業について次の様に述べている。「以上の記述（註：疎導要書）よりみて，

この時代の佐賀平野の治水事業については，

①筑後川の平野内部への氾濫を防止すること一一千栗土居の構築。

②佐賀東部平野内部の内水排除 新川の掘削或いは改修。

① その他河川末端における排水能力の増強ー←河川の屈曲部のショートカットに

よる洪水排除時間の短縮等が主要な工事であった。」

と述べ，その他の地域では此等の様な治水の大事業は見当らないとも言っている。嘉

瀬川については「佐賀城下に近い嘉瀬川については，河川を改修堤防を厳重にする。

そして本藩側をより強固にし，大洪水の場合は対岸の小域藩側が弱体のため早く溢水

するような設計がなされていた」と述べるに止まっている。そして有名な石井樋につ

いては治水の項では触れられていないのが印象的である。

以上の様に農業水利関係を主とする類書の大半が嘉瀬川の治水について述べる事が

少ない大きな原因の一つは此等の著者達が拠り所とした「疎導要書」に記述が殆どな

いためかと思われる。

疎導要書は佐賀藩士南部長恒（1791～1859）の手になるもので， 1834年3巻が脱稿

された。彼は肥前国の60数河川や肥後の国の 4河川を調査し成富兵庫や加藤清正の水

利 河川事業について詳しく書き記したとある36）。

藩政時代の水利・河川事業についての記録が少ない事もあり，藩政時代特に成富兵

庫の事蹟に関する著述には必ずといってし、L、位疎導要書が参照－引用されてL、る。

然し成富兵庫の死後200年経って書かれた疎導要書の著者南部長恒が生きた時代は

後述の如く成富兵庫の時代と治水思想ー治水工法に基本的な相違が生じていた。この

ためか南部長恒は佐賀平野北部に展開された成富兵庫の治水遺構について殆ど触れて

いないのが特徴的である。

筆者の一人岸原は佐賀県が発行予定の「佐賀県林業史」の分担執筆を依頼され，藩

政時代の佐賀平野治水史に関する文献の収集・整理に当たる事になった。その過程で

佐賀平野治水の核心とも云うべき成富兵庫の治水事業について，既往の多くの著書・

論文に疑問を抱くに至った。その第ーは嘗て岸原が報告した2）嘉瀬川と祇園川に挟ま
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れた地域の治水事業を始めとする多くの成富兵庫の具体的な治水に関する記述が殆ど

無い事であり，第二にその評価は別として嘗て嘉瀬川の重要な治水施設であった水害

防備林に全く触れられていない事である。

更に成富兵庫と言えば「石井樋」と言われる如く著名な石井樋の意義が了解出来な

かった事である。嘉瀬川には石井樋を始めとして多くの井樋（用水路の取水口）があ

るが，何故石井樋だけを堅固に築造する必要があったのか，換言すれば第 4図でわか

る様に何故破堤の危険性が最も高い地点に取水口を設ける必要があったのか類書の説

明では到底理解出来なかったのである。結局「疎導要書J等類書に捉われず，幸い残

されている成富兵庫の治水遺構を直接探る事にし，小出の著書－河川改修図などの地

図類土地台帳等を基に共著者であり卒業研究の学生であった竹下・山本両君と 2ヵ

年にわたり測量などの現地調査を行うと共に，古老への聞き込み等も行った。

本論は岸原の前著と両君の卒業論文の一部を岸原・荒谷が取り纏めたものである。

本論では先ず藩政時代初期まで日本の治水工法の主流を占めていた所謂関東流的治

水工法と「疎導要書」の治水思想、との異同について検討し， 次いで成富兵庫の治水遺

構に関する我々の調査報告を述べる事にする。勿論我々の調査は時間的・経済的－能

力的な制約もあり，調査範囲は東は巨勢Jllから西は祇園川lに至る範囲の，それも自然

堤防地帯から上流部の佐賀平野北部に過ぎず，成富兵庫の治水遺構のほんの一部につ

いて行っただけのものである。今後さらに調査・検討を続ける予定であり，御指導・

御意見を頂ければ幸いである。

2. 藩政時代における治水思想、の変遷と「疎導要書」について

我国は敗戦直後の昭和20年から度々大水害に襲われた。この昭和20年代の水害の激

化を通じて，治水の在り方更には治水に対する水害防備林の評価について激しい論争

が行われた。このため総理府資源調査会では治水と水害防備林について各地で調査を

行った。

その一環として当時佐賀県土木部で立案中であった河川改修計画との関連の下で砂

治 寛両専門員が，昭和20,24, 28年と連続的に水害に見舞われ，成富兵庫の造成に

なると伝えられる水害防備林が存在する嘉瀬川を，昭和30年に調査され，報告書3）が

作成された。

この報告書で砂治委員は嘉瀬川の水害防備林は「往時に於いては水防の目的を果た

したものと思われるが，現在の流域，河川の状況よりすれば，通水断面の過小，流線

の欠陥等があって全面的に改修を必要とするに至ったものとみる事が出来る」と述べ

水害防備林の欠点として，例えば遊水地内の樹林は「1：流水のない所に樹林を設ける

事は遊水機能を減少させるから良くないことは明らかである。 2流水のある所では流

亡した場合には河川に大なる被害を与え，流亡しない様な場合には流水の疎通を妨
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げ，強すぎて却って被害を他に及ぼす事があるJとして嘉瀬川の高水敷にある水害防

備林に否定的な評価を下している。

これに対して寛委員は全く反対の評価を下している。同氏は先ず治水の意義につい

て「治水とは上流では流水を止め，中流では緩め，下流では速やかに流す事にある」

とし，従って「この中流部の流水を緩める役には堤外地の樹木又は竹林が最も適して

し、るから河川改修に積極的に植樹利用すべきものと思われる」と述べている。更に「嘉

瀬川の水害防備林はまさに其の目的を達しており流石に成富兵庫氏が苦心して植えら

れただけに立派なものである。」と肯定的な評価を下しているのが注目される。

砂治委員も水害防備林が「強すぎて却って被害を他に及ぼす」と破堤防止の機能を

認めて居り，両者の評価の基本的な相違は通水断面即ち洪水の疎通をどう評価するか

にかかっていると言えよう。以上の論議は堤外の高水敷に存在する水害防備林に関す

るもので，堤防上に存在する樹林についてもそれぞれ両委員の意見が述べられてい

る。此等の論議を通じて言える事は，先ず第ーに両氏の治水に対する考え方の基本的

な相違であり，それは洪水の疎通に対する視点の相違として現われている。この基本

的な対立は法政時代の昔から現在に至るまで姿を変え形を変えて続いている古くて新

しい問題である。

第二に治水思想－治水工法に対する見解が，水害防備林特に水除林の評価により洪

水疎通問題を通じて判断出来るという事である。

幕府令違集・地方書・農書等の中で自らの治水思想、を断片的にも述べたものは殆ど

ない。然、し水除林に対する見解はしばしば述べられおり，治水思想、の変遷を調べるの

に極めて有効である様に恩われる。

この様な観点から嘗て岸原は藩政時代における治水思想、の変遷を調べ，徳川幕府の

治水方針が1600年代の後半から既に変容を遂げていたとした2）。これは通説と異なり

享保 7年（1722年）井沢弥惣兵衛が徳川吉宗に紀州から招かれる以前の事になる。

安土桃山時代から近世初期にかけての大土木事業時代の治水工法の代表的な流派

は関東流と称せられる。

関東流は菊地4）によれば関東郡代の伊奈家を中心とする土木技術で，その源流は武

田信玄に始まる甲州流にあり，天正18年（1590年）から約200年間，この技術は幕府

の定法として諸国に起任する代官によって全国的に普及させられた。この関東流の特

徴について玉城等5）は次の様に述べている。「関東流の特徴は上流で河道を付け替え，

水源地帯からの洪水を他の川に移し 本流の河道を蛇行（川瀬はー里四十八曲がり）

させる事によって，洪水を滞留させながら流下させる点にある。また中流に乗越堤や

控え堤，沿岸に流作場を設け，湖沼を利用して遊水地にした。これ等の方法で下流の

洪水調節を行い耕地の保全や城下町などの保護や防備を図った」。要するにこの種の

工法は洪水を平野全体で受け止めるソフトな洪水滞留工法で，滞留の方法として河川
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の蛇行や水除林及び堤外遊水地，それに霞堤や乗越堤を利用した堤内遊水地並びにこ

れ等の機能を強化する水害防備林が用いられた。

この種の工法について当時の文書から具体的な方法について 2,3引用してみよう。

まず当時の農書として名高い「百姓伝記J61によれば，河幅を広くとり，堤防は二

重に築き，その問に流れ田（流作場）を作る事により，平水路の固定と高水敷の利用

を奨めた。即ち「大河の堤をば二重っきたるがよし。河のはばをひろく取て，流れ田

地と云て二重堤のうちに田を畠をかまえ，万一の時は二つめの堤にて大水をふせぎ流

れ団地をすっべし。たとえ堤を二筋つかずとも河のはば広くとりて，つねには作毛を

仕付よ。水はつぼみて流るる時ふかくなり，水勢つよく，広がりて流るる時は水勢よ

わし」と述べている。また「河除（河川工事）は堤防を切らさない為の備えである。

平常でも川の曲がり目は水が当たり危険なので）｜｜除をする必要がある。河除には色々

の方法があるが，牛枠等の工作物の外に柳 竹－芝更には水草を植えよと」と堤防に

洪水が直接衝突するのを防ぐ為に工作物や樹木 草木類の利用を奨めてL、る。また河

川敷の安定のためにも「川中に空き地があれば，柳・小竹・芝・ちがや・かるかや

すすき 葦を植えて，大水の時に土地を流さない様にせよ」と書いているが，幕府も

寛政元年（1789年）の御代官申渡7）の中で次の様に令達している。 「！｜｜々 の堤で竹

木萱すすき－葦等が良く成育している所は別であるが，そうでない所は川表の水

際と中段とに二重に柳を植えるか挿木して，その聞に小笹を植えよ。柳は年々刈取り

株から若芽が沢山出る様に手入れをし株から枝が多く出る様になれば水際と中段と

を隔年毎に刈り取れJと命じている。この外幾つかの地方書・農書が河原 水際の水

除林・流作場などに肯定的な評価をしている2）。

当時の治水が洪水を遊滞させ，静かに氾濫させる方法をとっていた事は河川工事に

霞堤・乗越堤が多く用いられた事2）からも明らかである。乗越堤については，元禄2

年（1689年）に出版され藩政時代の地方官必須の技術書と言われた「地方竹馬集」8)

の中で著者平岡道敬は「中位の洪水を防ぐために地面の低い方の堤防を高く築いては

ならなL、。何故なら満水の時地面の高い方に水が溢れて大部分の回畑が損害を受ける

からで，地面の低い方に洗堰（乗越堤）を築くべきである。洗堰とは満水の時に地面

の低い方に水が行き，堤防の上を乗り越える様に築くものである。若し地面の低い方

に田畑が多くある場合には其方の堤防を大きく丈夫に築き，地面の高い方を洗堰にし

なければならない」と述べている。この洗堰について真壁9）は「堤防の裏・表にある

葦・かや・森・大薮等を常に荒らさぬ様に気をつけて保護する。また常に水の当る所

では水を越させてはならなし、。洗堰の幅は広くして何箇所でも設ける方が良L、」と述

べ，前述の百姓伝記も「大水の時に野越しをさせる所（乗越堤のある所）にはちかや・

すすき等を植えて土が洗われぬ様にせよ」と書いている。これ等の記述から当時の

治水に乗越堤が多用された事，また霞堤に関する記述が殆ど無い事から，当時の地方
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書－農書が対象とした地域が扇状地帯てなく自然堤防地帯より下流であった事が分か

る。

然し可能であれば洪水は一刻も早く海に排水し，湛水害を避けたい要請が時代と共

に強くなっていった。この要望を反映したものが，洪水は一滴も外に漏らさず出来る

だけ早く海に排水する工法で，その 1つが紀州流と称せられる治水工法である。紀州

流の源流は畿内を中心として発達した上方流と言われ，その初代は井沢弥惣兵衛とさ

れている。彼は吉宗が将軍となって 7年後1722年に和歌山藩から幕府の新田開発奉行

として召し出され，以後彼の土木技術が紀州流として全国に広まった九

「紀州流の特徴は関東流の蛇行した川形を直線状に固定し，乗越堤や二重堤は取り

払い，強固な築堤法と水制工によって，谷口から川口まで初めて連続堤に作り替えた

点にある。また沿岸の遊水地や溜井などは干拓し，流作地も本田化した。この流派は

江戸時代中期頃から展開した」九

この工法は現在の河道改修方式に対応する考え方で，洪水の全量を河道により一刻

も早く海に流し出す，言わばハ ド的な工法で，従って洪水の疎通を妨げるもの，例

えば河川の蛇行や水除林等は一切排除するのが大きな特徴である。

例えば河川の通水断面を確保するために平岡道敬8）は「地方竹馬集」（1689年）で

次の様に述べている。

「1. 中州之有川は必両の堤へ水当りて気味悪し，）｜｜中に竹木なども之有は上ミの

支へになり，早々伐取てよし，中小i'Iなどをも連々と減る様成心入肝要也。

1. i霞ば川上より一升の水来る時，堤根又は川中杯に竹木以下之有ば必下へは九合

ならでは通不故，残り一合の水必上に支えに成，両方の堤へ水当り切口出る，心得

可。」

と中州や川中の木・竹類が通水断面を狭め，ひいては破堤の原因になると主張してい

る。徳川幕府も先程の令達とは逆に寛文6年（1666年）の有名な「山川錠J!OIでは川

筋・川原に田畑を作ったり，竹木を仕立てる事は川面を狭めるので禁止した。更に貞

享 4年（1687年）には川筋にある竹木は勿論茨類に至るまで掘り捨てる事を命じ11),

享保11年（1726年）の関八州川筋への御触書12）では，竹木は言うに及ばず水草の根ま

で掘り取る様に御代官・領主・地頭 寺社方に至る迄念入りに申し付けるなど年と共

に厳しくなっている。

この様な治水工法の変化について幕府勘定奉行所の役人であった真壁9）は「普請の

仕方を考えてみるに古来は左程大破しなかったとみえて，損地も現在程は広くなかっ

た様である。享保の始め宝永の頃（18世紀初頭）より普請も丈夫になり，新田開発に

伴って水路等も丈夫になると共に，河川が直行させられたので，次第に水勢が強くな

り，今になっては止める事も出来ない様になり，更に普請を丈夫にしなければならな

くなった。
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川瀬は一里四十八曲と云って曲って（蛇行して）いるのが良い様である。昔は川除

堤は少出水を防ぐために作られ，大水の時は乗り越す様に作ったものである。近年は

大水を堤防内だけに閉じ込めて，川の中だけを通すので水勢が強くなり，稀に乗り越

す様な所は大きく地を掘り，土砂がおびただしく流れ出し，普は五町歩の損害で済ん

だ所が十町歩も二十町歩も損害が出る嫌になった。また堤防が切れず川の中ばかり大

水が流れるので，関東では江戸表－震が浦 銚子あたり迄水難が及ぶ様になった。」

と述べている。

以上の様に藩政時代には治水思想、 工法が相対立し妥協の余地は無かった様に思わ

れる。然し最近では大熊13）が超過洪水に関連して「河川の中で破堤氾濫したら困る様

な重要地点は徹底して守ると共に，それ以外の地減ではある段階以上の洪水に対して

は，積極的に各地に遊水 氾濫させ，被害を可能な限り分散・公平化する必要があ

り」と述べている様に両思想の発展的統ーが図られる気運にあると言えよう。

南部長恒が「疎導要書」！＋）を書いたのは天保5年（1834年）であり，当時の治水思

想、の主流は紀州流であった。

彼は成富兵庫の水利事業について多くの事例を調査して書き記しているが，前述の

如く治水事業については一般的－抽象的な記述が多い。

彼は川の通水断面について「降雨の時，上流からの水量が多く土井筋一杯に流れ下

っている様な時に中州または左右両岸に木 ・竹が生えていると，流下出来る水は 8,

9分位で，残りの 1,2分は必ず上流で支えなければならないので，その水で左右の土

井筋が決潰する事になり，団地の障りになる事を承知して木の枝葉を切り除き，中州

も取り払わねばならなL、」と平岡道敬8）と全く同じ事を述べている。更に川形にっし、

ては，「惣じて江は曲がるを貴び， Jllは直なるを貴ぶと云うのが普請の第ーの心得で

ある。」とし，その理由としては「川は直なるを貴ぶと云うのは，若し曲った所があ

ると曲った1iに水が強く当たり土井（堤防）が耐えきれなくなるので，荒篇を仕掛け

る等色々の工事が必要になるからである。川筋を真直ぐにすれば，大水の時洪水が早

く引き，その上普請の手入れも少なくてすみ，都合が良いので普からこの様に云い伝

えられている」としている。

以上の如く河川直行・通水断面の確保ー水除林の否定等典型的な紀州流的発想であ

る事が分かる。

日野等15）によれば成富兵庫の治水の特徴は

「勿体ないと思われる遊水地，不経済に曹、う程曲がりくねった河川堤防，こうして

“水を遊ばせ”“水を自ら適かせた”」

とあるが，この成富兵庫と南部長恒との治水思想の相異は明らかである。

「疎導要書」が藩政時代の記録であり，特に肥前国の農業水利に関する貴重な文献

である事に相違ないが，少なくとも成富兵庫の治水についての記述には問題があり，
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参考－引用には慎重な配慮が必要である事が分かる。

3. 佐賀平野の自然条件と災害について

佐賀県は北部九州に位置し，福岡県と長崎県とに挟まれた面積2,400平方 kmの小

さな県である。県は第 1図に示す如く有明海に面した旧佐賀藩と玄界灘に面する旧唐

津藩とに大J]ljされる。前者は筑後川・城原川・嘉瀬川などが，後者は松浦川の形成し

た沖積平野が中心である。また佐賀県は地形・地質上からは図の様に天山 背振地

帯，松浦－杵島丘陵地帯，多良岳地帯それに佐賀平野地帯に分けられる。佐賀平野を

貨流する嘉瀬川の上流域は深層風化した花崩岩からなる天山・背振地帯であり，佐賀

平野の土獲分析の結果によれば石英が多量に含まれており 16），佐賀平野は主として嘉

瀬川の沖積作用により形成された事が分かる。上流域からの土砂流出が激しいため

に，嘉瀬川とその支流祇園川は扇状地が形成され，最近まで天井川化が著しかった。

第 2図に嘉瀬川の河床縦断面図を示したが，砂利採取や頭首工それに上流のダム・砂

防 ー治山工事等の影響てー僅か13年間に河床が最大2.8m も低下している。逆に言えば

それだけ土砂流出が激しかった事を物語っている。扇状地帯・自然堤防地帯の下流部

に位置する三角州 干潟の前進速度は有明海の影響もあり，和名抄（935）以降年平

均10mにも達している 17)。このため平野下流部には低平地が広がり，最大 6mに達

する有明海の干満差の影響と共に深刻な内水問題を引き起こしてきた。

また古くからの開発，特に海面干拓による平野の拡大は相対的に獲概域に対する集

水域の面積比率を減少させ，山地集水域の水源酒養機能が日本有数の良好さを有す

る18）にも拘らず干害の増加をもたらしてきた。

佐賀県災異誌目）から水害の記録を整理すると，記録が詳しくなる1750年以降では毎

年 1回の割合で水害が発生している。

この肥前国特に佐賀藩の水害の特徴は田畑が「水下」すなわち冠水害を受けると共

に，土砂埋没による「砂下」と塩水の冠水による「汐下」被害がそれぞれ「水下」の

面積の約5分の 1以上に達している事である。「砂下」の害について言えば，特に扇

状地帯の破堤は大災害につながっている。例えば昭和28年には第 2図に示した扇状地

の末端部に位置する石井樋の下流が破堤した。この時佐賀県農業試験場により堆積土

砂の調査が行われた20)0 それによれば，破堤直下の約1,500m の範囲に57万トンの粗

砂が堆積し，農耕不能で排土が必要であった。これに対して土砂堆積の最下流の約 5

kmの範囲では客土効果により農耕上プラスと判断された。この調査結果は今後の洪

水対策に多くの示唆を与えている。佐賀平野における水害発生の時期について小出21)

は「明治以降の水害についてみると，台風による水害が多く，梅雨前線豪雨で特徴づ

けられる有明海沿岸（筑後川 矢部川など）の一般的な降雨特性地帯の中で，嘉瀬川

流域すなわち背振山地はやや特異な降雨特性地帯と見る事が出来そうだという事であ
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る。」と述べている。藩政時代の水害記録でも佐賀平野地帯の水害は梅雨に起因する

もの 9回に対して，台風期の発生回数は31固になり，小出の指摘は藩政時代にも当て

はまる事が分かる。一方佐賀県南西部に位置する鹿島地方の藩政時代の季節別水害発

生回数は，それぞれ15回， 20固とやや台風期に水害が多いが，梅雨期にも相当発生

し，佐賀平野部とその性格が異なっている。また筑後川下流域に梅雨期に水害が多い

事は，昔から農民が恐れた洪水“半夏至水（ハゲミズ）”17）が侮雨末期の豪雨を指す

事からも明らかである。この様な洪水発生の地域性は，小出の指摘の如く降雨特性に

起因するが，田中22）と中倉23）はこの豪雨の地域性がその地核の地形と密接な関係があ

る事を，県内ならびに西日本の資料を用いて証明している。それによると嘉瀬川の集

水域は台風型豪雨が，平野部は梅雨期型豪雨が卓越し，佐賀平野は台風期には上流部

からの洪水による河川氾濫型の，梅雨期には平野に降り続く内水停滞型の両者の水害

を受け易い特異な地域と言える。

4. 佐賀藩政時代の開発と成富兵庫について

佐賀平野は太古は麓や荻が生え茂る広漠たる沼沢・干潟の地であった。然しその後

の開発により吉野ヶ里遺跡で分かる様に古代日本の開発先進地帯であった。その先進

性はその後も続き，欽明天皇の25年 （554年）に佐賀平野北部に淀姫神社 （第 4図：

川上川右岸）や長岡神社・物部神社が作られ，開発が相当進んでいた事が分かると「佐

賀県干拓史j17）は述べている。大化の改新 （645年）以後条里制が施行されたが，最近

までその遺構が平野北部の小城郡・佐賀郡・神埼郡など平野北部一帯に残っていた。

奈良時代になると国府 －国分僧寺－ 国分尼寺 国分惣社などが第4図の尼寺付近に

設置された事から，この地方が肥前国の中心であった事が分かる。荘園時代に平野内

部の荒地の開発が進み，開墾適地の減少のため，早くも海面干拓に着手するに至っ

た17）。鎌倉時代末の正応 5年 （1292年）頃には慶長年間 （1600年代）の耕地の約 7割

が既に開発されていた。これ等の記録から分かる様に佐賀平野北部は古くから日本の

第 1表肥前国石高の経年変化表

西（年暦） 年号
石高

期（年間） 
石高増加量

（石石高／年増） 出（文献番号典） （万石） （石）

1613 慶長18年 48.01 慶長絵図 (24) 

1644 正保元年 56.69 30 86747 2891 正保絵図 (24) 

1701 元禄14年 57.23 56 5402 96 元禄絵図 (24) 

1712 正徳、 2年 67.14 10 99153 9915 和漢三才図会 （24)

1830 天保元年 70.65 116 35100 303 天保絵図 (25) 

1873 明治 6年 69.14 43 減少 減少 宮内省 (25) 
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開発先進地帯であり，その中心は嘉瀬川に面した尼寺周辺であった。第 1表に肥前国

石高の経年変化を示した。年平均石高増に 2つのピークが認められる。 1つは1600年

代初めから中期にかけての時期で，成富兵庫を中心とする藩政時代初期の開発期であ

り，全国の趨勢と一致している。次のピークは1700年代の初期で海面干拓の時代であ

り，このピークは全国的には認められなし、2）。

一方においては，この様な耕地の拡大は肥料株など草本の，また人口の増加は燃

料としての薪炭材の需要増大を招き山地荒廃の原因ともなった。これは特に海面干拓

の進む1700年代から激しくなった模様で，安永元年（1772年）には伐木・山地の開拓

禁止の令違が藩から出されている26）。

更に「疎導要書」の中で南部長恒は「草刈り場で毎年春に山焼きをするために，御

領内（佐嘉・小城・神崎郡）の山々はハゲ山ばかりであるが， 一筋隔てた筑前・唐津

藩の山は穆蒼たる森林である」！＋）C:嘆いている。然し成富兵庫は嘉瀬川流域の開発に

対する弱L、体質についての認識を持っていたようである。この点につレて「嘉瀬川農

業水利史」27）は「成富茂安をはじめ藩当局も嘉瀬川の水源保護に留意して，朝鮮の役

後彼の地の帰化陶工6～7名が金立山麓で陶磁器製造に従事していたが，薪材として

山林を乱伐するため，これ等を慶長の末，伊万里市の大川内や有田に移住させた程で

ある。」と述べている。

第 2表に成富兵庫の年表を記した。兵庫は龍造寺隆信の鑓頭17人の 1人，成富甲斐

守信種の次男として永禄 3年（1560年）に生まれた。彼の生誕は我国河川工事の鴨矢

とも言うべき信玄堤築造の18年後であり，桶狭間の戦いで織田信長が勝利を収め織豊

時代の幕開けともなった年であった。

年表でも分かる様に彼の青年時代から壮年期にかけて我国の著名な築堤工事の大半

が施工され，築堤と共に用水路の開削，新田開発等飛躍的な生産力増大の時期であっ

た。更に重要な事は彼がこの時期に加藤清正と共に天草 朝鮮等に出陣し或いは名護

屋域の設計・熊本築城の応援等，終始清正と行動を共にしている事である。加藤清正

は肥後菊地川にて我国最初の乗越堤を築造し，御船川では轡塘と称する霞堤を設ける

等2B），当時最高の河川工事を行った武将の 1人である。

彼は単に乗越堤を作るだけでなく「堤防から溢流した水を野放しにすることは危険

を伴うので，その水の処置について巧妙な方法を講じている。即ち堤防の内外に竹・

樹木を植え，堤防を越える洪水はこれらの樹木に妨げられて勢を殺され静かに氾濫す

ることになる。かくして堤防もこわれず浸冠水した耕地にも大きな被害を与えす．にす

ませた」29）。また40歳代からは当時の文化・技術の中格であった江戸駿府 名古屋

などで幕府の築城や土木工事の応援を行った。

この様に当時の最先端をL、く土木事業に参加し，技術を十分習得した後に兵庫は慶

長年間に嘉瀬川の，寛永年聞に筑後川 多布施川・市の江川等佐賀平野における治水・
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第 2表成富兵庫治水関係年表

時代 年号 西暦 日本の主な治水工事 成富兵庫関係

戦 天文11年 1542年 武田信玄・信玄堤築造
国

永禄 3年 1560年 桶狭間の戦い 兵庫生誕
時代

天正 4年 1576年 信長安土城築城 17歳で従軍

天正 8年 1580年 佐々成政常願寺川築堤 馬廻り奉行に抜擢

安
天正13年 1585年 豊臣政権樹立 鳥栖方面国鏡警備

土 天正17年 1589年 清正肥後の国河川改修開始 清正と共に天草平定

桃
天正19年 1591年 清正と共に名護屋城設計

山 文禄 3年 1594年 伏見城完成・太閤堤築造

代時 文禄 4年 1595年 徳川利根川 渡良瀬川築堤

慶長 2年 1597年 前田利嘉家字左治川堤防・ 朝鮮焼より陶工 7名招聴・有
加藤明馬殿堤築造 回の起源

慶長 6年 1602年 熊本築城の応援

慶長8年 1603年 加藤清正－石造堤防築造 塩田造成開始
江戸の土木工事応援

慶長 9年 1604年 淀堤築造・森氏吉井川築堤

慶長10年 1605年 徳川家康安倍川築堤
江 慶長12年 1607年 駿府域再建の奉行

p 慶長13年 1608年 伊清達政宗船北上川瀬替－ 佐賀域築城開始
正御川等築堤

時 慶長14年 1609年 徳川義直御囲堤築造 嘉清瀬川名改修古
代

正と 屋城築城

元和 l年 1615年 大坂左門殿川に万丈堤築造 多布施川工事造開始
市の江水道成

寛永 1年 1624年 千粟堤防築造

寛永 2年 1625年 西芦刈水道築造

寛永11年 1634年 兵庫死亡

文献番号 (28) (15) 

利水事業に着手する事になる。

最も著名な兵庫の治水事業としては一般には筑後川の千粟堤防の築造が挙げられて

いる。これについて「明治以前日本土木史」28）は次の様に述べている。

「千葉堤防とは，佐賀県三養基郡北茂安村より下流，南茂安村坂口に至る筑後川右

岸堤防にして，寛永年中佐賀藩家老成富兵庫助茂安が，筑後川の氾濫を憂ひて築造し

たものなり。堤防の太さは高さ四間，馬踏二間，表裏二割勾配，川表犬走九間，川裏

三間，堤敷合計三十聞の広さとなし，川表には竹を植え，川裏には杉を植付け，以て
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水防の用に備へたり。爾来三百余年，巨杉天に軍基ゆるに至り，明治の中葉，佐賀県庁

舎其他の建築用材としてこの千粟土居の杉材を伐採し，且つ古木を払下げたれども，

今尚多数堤上に存せり。該堤防は迂曲せる筑後川の流路に遠ざけ，略々直線に築造し

たるが故，高水敷に広大なる遊水地を与えたる事注目に値す。」

「嘉瀬川農業水利史」27）によれば，この事業の完成により，地元民は彼の徳を讃えて

南・北茂安村の地名を付して後世に伝えた。また南部長恒は（兵庫が植栽した）杉や

竹は大堤防の護岸には不適当で，流水に抵抗が少なく根張りの密な笹が適当であると

竹杉の植付けを批判したとある。

千栗堤防の築造と共に兵庫の著名な事業として「石井樋」（第3図参照）がある。「明

治以前日本土木史」28）によれば「多布施川及び石井樋の築造は，慶長年間佐賀藩の重

臣成富兵庫助茂安の施行に係り，春日村多布施川呑口に於ける構造は，左岸寄りに用

水を引きて石造井樋を築設し，其内部に観音像を彫刻せり。又本川筋に堰を設けて之

に戸立をなし，除水を放流せしむ。石造払樋（石井樋）の上流には，兵庫荒箆・遷宮

荒寵及び象の鼻の水制jを築設して流心を堰（野越）に向はしめ，以て用水路に土砂の

流入を防止せり。」とある。石井樋より取水された多布施川の水は濯瓶並びに城下町

の上水道として用いられた。現在この用水による受益面積は約6,000町歩に達してい

るIJ。この外兵庫による潅瀬水路の築設は数多くあり，主なものでも嘉瀬川からの市

の江水路（市の江JI!）と芦刈水路・城原川の横落水路－田手川の蛤水路－寒水川の蓑

原水道・牛津川の羽佐間水道等県下全般に及んでいる。この様に多布施川の開削を始

めとして東と西芦刈水路・市の江水道等の基幹的水路網が徳川初期に開削・整備され

た事により，嘉瀬川により潅瓶される水田の面積は約9,000町歩におよび，その米の

生産高は22万石に達していたI)。これ等の水道の中で，本論に関係ある水路について

若干紹介する（第3図参照）。

市の江水道（市の江JIJ)は「嘉瀬川がようやく佐賀平野部に入ろうとする川上あた

りから嘉瀬川右岸の平野の北部一帯に穫概するために作られたもので，元和年間の開

削といい，平野の北部一帯は平野内で比較的標高が高くかっ大きな河川がないため開

発が遅れ，当時は荒野のまま放置されていたが，成富兵庫はこの開発に当って当時の

尼寺村付近に井堰を設け水路を掘削して用水の確保をはかると共に住民には 2～3町

歩の土地を分けて開拓させたと言われる。その水路の延長は約2,600閉，濯瀬面積は

1,250ヘクターノレに及んでし、る」1)。

また「芦刈水道は1620年代後半に成富兵庫によって川上川より取水される様になっ

たと言われているが，藩政期にこの水道によって用水を確保していた地域は1,178町，

米高は8,738石で小城藩領の32%であった。元禄期頃に川上川の河幅の 3分の 1を芦

刈水道用とし，その取水口の河幅を19間四方に定めた。取水口付近の工事は佐賀藩と

小城藩で協議する事になっていたが，度々両藩の聞に争いが起こった」30）とある。
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最後に成富兵庫を始めとする藩政時代の佑賀藩の治水について書方通れたものを紹介

し，後述する我々の調査結果と対比する事にしたい。例えば「佐賀平野における農業

水利事業の沿革jtlは

「佐賀平野特に佐賀本藩の領土に大被害をもたらす河川は筑後川 嘉瀬川 城原川

等である。治水の前提は領土全体を守るにこした事はなL、が，万ーの場合でも佐賀城

下を水禍から守ると言う考え方にもとずいて治水計画は策定されたものと考えられ

る。即ち外郭的工事として筑後川の洪水は千栗土居を改造して此処で筑後川の洪水の

流入を一応阻止する。万一の破堤或いは城原川等の氾濫被害はその後方の新設改修し

た巨勢川の線で防止する二重の防水壁を構築する考えであったろうと思われる。また

佐賀城下に近い嘉瀬川については河川を改修堤防を厳重にする。そして本藩側をより

強固にし，大洪水の場合には対岸の小城支藩側が弱体のため早く溢水するような設計

がされている。また，予想される大洪水の場合移行部（大和町川上付近 第4図尼寺

の北西部）で溢流する場合が多いのであるが，このような氾濫水と佐賀北部山地の洪

水の城下に流下する事を防止するため，市の江川筋の防水堤を築造し，これ等溢流水

及び氾濫水を東方に迂回させ巨勢川に流下せしめる。巨勢川を流下出来ない程度の洪

水の場合は巨勢川の上流地帯に遊水地帯（金立町沖田付近：第8図参照）を設けた模

様の如く見受けられる。」と述べている。本川の場合について日野等凶はもう少し具

体的に述べている。すなわち「川上川両岸の堤防を見較べても，西側の堤防は一重で

あるのに，東側は内外二重の堤防とし，そのうえ西側の堤防より高く頑丈に構築して

し、る。これでは万一堤防が決潰するような場合，西側が決壊し東側は安全というよう

になって，何だかこれは不公平ではと思うであろうが，然、し四百年前の人々はそうは

思わなかったと考えられる。藩政の中心となる佐賀城下を，皐舷や水害から護ること

は，藩政の機能確保のため，当然の処置だと心得ていたようである。」と記し，「嘉瀬

川農業水利史J27）は「ところで市の江川や巨勢川の築堤に関しても，成富茂安が嘉瀬

川の護岸工事や多布施川の石井樋の工法と同じく，佐嘉城下の防災第一主義の基本的

観念が窺われる。

即ち市の江川及び巨勢川の右岸堤防はその左岸よりも高く且つ笹を密植してこれを

強化していることは今尚その面影を留め，また伝承によれば，洪水時に土俵を以て左

岸を強化する事を禁じたと言う。このことを極論すれば，要するに前記河川の左岸周

辺の犠牲において佐嘉城下の防災を計るもので，とくに沖団地区（第8図参照）は洪

水時の遊水地帯に利用したようである。」と述べ，何れの著書も成富兵庫の治水の本

藩第一主義，城下町の保全優先主義を力説している様である。

確かに行政・経済の中心である佐賀城下町が破堤・氾濫したら困る様な重要地点で

あり，徹底して守る必要があった事は否定出来ないが，後述の如く兵庫の治水が被害

を可能な限り分散公平化させた事に関する記述が見当らないのは，調査の不備・不



14 

見識の誘りを免れないであろう。

5. 佐賀平野北部河川形状の特異性について

佐賀平野の中枢部を南北に貫流する嘉瀬川は南部長恒によれば藩政時代から国一番

の宝の川であった。即ち「是を作る所の団地凡八，九千町，米穀の出来る所既に二十

万石は，人命を繋く事凡十五，六万人也，誠に御国第一の賓川と云ふベし。」14）と述

べているが，その重要性は今日に至るまて、変わっていなL、。佐賀県内の河川で筑後川・

嘉瀬川・松浦川 六角川が国の管理する一級河川であるが，この中で嘉瀬川は流域

面積（368平方 km）で第二位，河川長（29.5km）で第三位であるが，第 1図でも分

かる様に下流部の平野面積（濯湖面積1.1万ヘクターノレ）が最も広く，県庁所在地で

ある佐賀市を始め流域の人口も多い。背振山地から流下してきた嘉瀬川は佐賀市の真

北で平野部に入る。第3図は佐賀市を中心とした佐賀平野部の河川の分布を示してい

る。

嘉瀬川は上流から石井樋地点までは川上川と呼ばれるが，）｜｜上川が直流すれば多布

施川筋に沿って南下し藩政時代の城下町佐賀を直撃する事は図からも明らかである。

これ迄述べた事を整理して嘉瀬川の治水上の特性をまとめると次の様になる。

1：嘉瀬川の集水域は隆起した準平原であるが，侵食が復活し，地質が深層風化した

花崩岩類である事にもより土砂流出が激しく扇状地を形成し，最近に至るまで天井

川化を続けてきた。扇状地部での破堤は昭和28年水害時の如く土砂の洗掘 堆積に

より壊滅的な被害を与える。

2：嘉瀬川（）｜｜上Jillが直流すれば，佐賀の城下町を直撃し，大災害になる可能性が

高い。米倉31)は扇状地河川である嘉瀬川の河道変遷について触れ，嘗ては現在の巨

勢）｜｜が本川であった時代がありその後佐賀江，鎌倉時代には八回江，戦国時代には

本圧江が本流であったと述べ，近世以降現嘉瀬Jllが本流となったが，これは成富兵

庫が佐賀城下を洪水より守るために現嘉瀬川を放水路的な本流としたためであると

述べている。

3 平野部上流の嘉瀬川両岸は肥前回府の時代より開発の先進地帯であり，藩政時代

においても， 17Uえ支藩領である本川右岸地帯でも安易な湛水は許されなかった。

4：嘉瀬川は干満の差が 5～6メートノレに達する有明海に注いでいる。満潮時になれ

ば洪水の流下は妨げられ破堤の原因となる。この点について「嘉瀬川農業水利

史」27）は昭和47年巨勢川堤防決潰に関連して「堤防の決潰は有明海に於ける満潮の

最高潮位と時間的に密接な関係があり，ピーク到達30分～60分前後が最も危険であ

ることは，昭和24年 8月17日のジュディス台風による嘉瀬川右岸堤防の決潰及び昭

和28年 6月26日の左岸堤防の決潰が如実にこれを物語っている。Jと述べている通

りである。
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第 1図佐賀県地勢図
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以上の様な嘉瀬川の特性を考慮に入れながら成富兵庫の治水について検討を加える

前に，まず佐賀平野北部の河川の特異な分布形状から問題点を探る事にする。

第3図からその特異点を整理すると

l：川上川は石井樋地点で嘉瀬川本川と多布施川に分流するが，嘉瀬川は約何度の急

角度で曲げられ西南に流下する。この曲がり方は蛇行の様な白然のものでなく明ら

かに人工が加えられたものである。第 2図の昭和38年当時における嘉瀬川の河床縦

断図より石井樋は扇状地の末端に位置している事がわかる。

2 この曲流した嘉瀬川は祇園川と合流するや否や再び自然の地形に従って南下す
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る。この合流点は第 2図に示した如く，自然堤防地帯とデルタとの境界線上にあ

り，左岸側の徳永川と市の江川との合流点もデノレタの上端に当っている。この様に

丙合流点は同じ地形上の位置にあると共に両合流点より北の河川I.水路群は全てこ

の合流点に集約されている事から，合流点が満潮時に潮の直接的な影響が及ぶ限界

的な立地上に意識的に築造された可能性が極めて高L、。

3 嘉瀬川本川の川幅は上流ほど広く，且つ変化が著し く，下流部はほぼ一定の幅で

狭いと言う形状の特異性がある。

この点につレて小出321は「高水敷つまり堤防と堤防の聞の川幅は全体として下流

ほど狭く，上流ほど広L、。特に祇園川が西側から注ぎ込むところで嘉瀬川は急にし

ぼられ，それから下流はlOOmくらいの殆ど一定した川幅て、流れている。そしてこ

の合流点から上流では狭いところでlOOm，広いところでは450mの幅で膨らんだ

り縮んだり，まるでわれわれのもつ河川の常識を笑ってでもいるかのようである。

一一ーだから川幅膨絡は主として東側の堤防のカーブによ って起るわけである。川幅

が広くなったり狭くなったりする部分は遊水地だといわれている。 それにして

も平野の出口で， しかも佐賀市を一呑みしかねない真北に遊水地をつくるという考

え方はどういうところから来たのであろうか」と疑問を呈している。

4 多布施川は城下町の西端をかすめる形で本庄江と結ばれるかの如くである。

5：本川右岸部の拡大図が第 4図である。上流山地より流下する 6つの河川は西芦刈

水路で切断され，下流の平野に南下する河川は 1つも存在しない。
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第3図 佐賀平野河川図

｜有明海｜

山玉川は繋がっているかに見えるが後述の如く 巧妙に寸断されている。

6：第 4図で，西芦刈水路より下流では 河川の合流形態が相似形を呈している。特

に祇園川と平川－山玉川と東平川・東平川と西平川に挟まれた地域は請堤の存在ま

で同様な形態で，竹下33）はこの地帯を大和三角地帯と名づけた。

7：第8図に本川左岸部の拡大図を示したが河川・水路が直角に曲げられ，いずれも

平野を東西に流れている。竹下33）はこの地帯を金立短冊地帯と名づけた。

以上の様に佐賀平野北部の河川は或いは本川の如く川幅－川状に特異性が認めら

れ，或いは河川群の配置に特異性がある等，極めて特異な性格を有している様に見受
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第4図大和地区河川状況図
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しかもこれ等の河川は成富兵庫が改修・掘削を行った人工的な河川群て、あり，その

卓抜な着想に基づくものと思われる。

6. 佐賀平野の治水構造（1）一一本川トー

(I) 堤外遊水地について

藩政時代の面影を残していると言われた昭和30年代の嘉瀬川上流部は典型的な複断
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面を呈しており，平水路に沿った内土居（前堤）を竹林が保護していた34）。

小出聞が言う様に川幅の変化は左岸の本土居（本堤）のカーブ守によって起っている

事は第4図からも明らかである。

川幅の変化は第4図の上流から佐保部落迄の区間で，その下流は川幅に殆ど変化な

く直線的に南西流し，祇園川との合流点に達する。これより下流約 2kmの区間も川

幅に変化なく直線的に南下するが，この区間の川幅は最も狭くなっている。

「嘉瀬川水系工事実施基本計画参考資料J＂＇によれば，下流部においても 一部を除い

て計画洪水量2,200m3/sは通水出来るとしてし、る。河床勾配・断面積などに拘わらず

流速を同書の上 中部の平均値3.2m と一定に仮定し相対的な通水能力を比較してみ

ると，本川と祇園Jllとの合流点下流の相対的な狭窄部とその上流直線部の標準断面と

の通水量の差は約400m3/secになる。即ち昭和24年水害当時以上の洪水になると本川

と祇園川との合流点付近て、洪水が疎通出来なくなり，破堤の危険性が生じる。これと

同様の現象は佐保部落の上・下流でも生じ口、る。

下流程洪水疎通能力が減少する嘉瀬川での対策として考えられる事は，上流から佐

保部落迄の区間では広大な面積の堤外遊水地を用いる事であり，それ以上の洪水に対

しては洪水を溢流させる事であろう。

昭和20年代に佐賀県土木部により作成された「嘉瀬川改修工事計画平面図」には改

修前の縦断面図も記入されており，左右両岸の堤防高を知る事が出来る。第4図に左

右両岸の堤防高差を記したが，最大は本川右岸の平田部落周辺の2.8mである。流速

を一定と仮定しているため， J盆流量は断面積に比例し溢流量は平田部落，次いで佐保

部落周辺の乗越堤が多く，左岸では殆と I益流しなし、。

此等の乗越堤の位置は第 4図で分かる様に右岸では河幅の広い部分か，堤高差が少

ない位置に存在しているが，左岸の乗越堤は堤外遊水地の下流て、断面が急に狭小にな

る地点に位置し，益水し易く且つ遊水地の F流であるため緩やかに謹流する様に計画

されている。

昭和20年， 24年の破堤は平田の乗越堤で起っている。本来乗越堤は溢流に対して保

護さるべきであり 9），破堤は起らない筈であるが，現実には破堤が起っている点につ

いて検討を加える必要がある。昭和28年には平田部落の対岸狭窄部周辺が破堤し大災

害になった事は前述の通りである。平田部落の古老の言によれば，昭和20年と24年と

の破堤の経験により土嚢を高く積み水防に努めたため対岸が決潰したと話している。

この破堤について小出21)は次の様に述べている。「昭和28年350mに及ふ、大破堤を起

した箇所も昭和16,7年頃までクスとスギの大木が林のように立ち，その聞にハゼが

植えてあった。クスとスギは戦時中に伐採した。そして堤防の水表嘉瀬川沿いに竹林

帯が連続していたが，その一部を伐採して無林地ができていた。地元はこの無林地に

不安をいだいていたが，ここから流入した洪水は水害防備林を失った裸の堤防に激突



20 

して350m に及んで破堤したということである。」

山地から駆け下った洪水流は多量の土砂と共に直進するが，本川は石井樋地点で急

角度で曲げられるため，洪水流は石井樋並びにその直下流の堤防に激突する事にな

る。その水勢を内土居内外の竹林と遊水地内の水が和らげるのである。更に第4図の

堤外遊水地を見ると各所に請堤（横堤）が存在しているが，この請堤と水害防備林が

遊水地内の水の移動を妨げ，遊水地の“水をもって水を制する”働きを強化していた。

本川を曲流させたために本川左岸の堤防は破堤の危険に曝される危険性が高くなっ

た。特に最大の弱線部は石井樋周辺である事は図から明らかである。このため成富兵

庫は対岸に最大の乗越堤を築造したものと思われる。破堤部と同様に対岸平田乗越堤

周辺も水害防備林を無くしていた事が昭和20,24年に溢流て、なく破堤を起した原因で

はないかと思われる。昭和28年には右岸に土嚢を積んで乗越堤の機能を失わしめた事

と破堤部の水害防備林の消失が相侠って左岸の破堤が生じたものであろう。

以上述べた如く，本川の左岸特に石井樋から佐保に至る区間の左岸は洪水に対して

弱体であり，二重堤・遊水地・水害防備林或いは堤防の強化等が必要とされた。左岸

の水防の強化が本藩倶uを守る為とする書が前述の如くみられるが，城下町を守るとい

う要請はあるとしても，自然科学的にも左岸を守る充分な必然性が認められる。

本川と祇園川との合流点の上下流部における洪水疎通能力の差による洪水の停滞は

満潮時における有明海の海水の遡上により倍加される。このため下流部の通水能力を

越えた部分は合流点上部の平野で処理する以外に方法が無かった。本川と祇園川に挟

まれた平野が，そのための堤内遊水地である。然し詳細に図を見れば分かる様にこの

堤内遊水地は於保部落前面の請堤により東西に二分されている。東側は本川の乗越堤

による溢流水の遊水地て‘あり，西側は合流点より逆流した洪水の遊水地て、ある。これ

等堤内遊水地については後述する。

(2) 石井樋について

米倉31)は成富兵庫が佐賀城下町を洪水より守るために現嘉瀬川を放水路的な本流と

したと述べているが，小出21)は同様の事を次の様に述べると共に更に重要な点を指摘

している。「本川が多布施川筋を流れたとする可能性が大きく，いずれにしてもこれ

は佐賀の水防にとって好ましいことではないであろう。そこで兵庫はすでに農業用水

として大きな役割をもち，佐賀城下のための用水として重要な位置にあった現在の多

布施川をそのまま残し必要な水量はこれに流し 余分の水とくに洪水時の水は他に

追いやる方法をとったのである。つまり必要な水量は“旧嘉瀬）｜｜”すなわち現在の多

布施川に流して佐賀に導水し，大部分の水と洪水は“新嘉瀬川”つまり現在の嘉瀬川

によって西南に導き祇園川と合流せしめて佐賀から遠ざけるということであって，こ

の手法は戦国時代から徳川初期にかけてとくに扇状地河川で全国的に広く用いた治
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水，利水の常套的な河川処理法である。」と述べ，更に「ここで兵庫が行った治水，

利水は天才的な発想によるすぐれた工事で，石井樋とよんで他にほとんど類例をみな

いものである。 一一

石井樋をすぎると嘉瀬川はただちに流路を西南にとる。石井樋は取水堰であると同

時に嘉瀬川変流の起点として強固な水防施設をかねている。多布施川の取水だけが目

的であればこれほど強固な施設は不必要と思われ，佐賀の水防をめくる嘉瀬川治水の

焦点がここに集約されたとみるべきであろ う。Jと極めて重要な指摘を行ってしる。

石井樋は佐賀県のみならず全国的にも著名であり ，「明治以前日本土木史J28）でも河

Jll.濯瓶排水・水道と 3ヵ所に記載がある位で，類書では多くの頁を割L、て解説して

いるが，いずれも優れた用水の取水口として紹介されているに過ぎなし、。類書の紹介

は何れも「疎導要書」の孫引きであるためか大同小異であり，“多布施川の取水だけ

が目的であれば，これほど強固な施設は不必要”と思った人はし、ない様である。この

意味で小出の指摘は含蓄に富むものである。

米倉・小出が言う様に佐賀の放下町の水防のために放水路的な本川を設けるに当つ

ては，城下町から出来るだけ遠い上流が望ましい事は言うまでもない。例えば本川と

ほぼ平行に西南に流れる西芦刈水路を放水路とした方が城下町の水防には効果的であ

る筈である。

然しこの水路の取水地点は扇状地の扇頂部にあり，破堤の危険性が高く候補地には

なり得なかった。なるべく上流で且つ流路の変更が辛うじて可能な地点は，第 2図で

見られる様に河床勾配が緩やかになる自然堤防地帯すなわち移化帯河川になってから

であろう。そのぎりぎりの接点が扇状地末端部の石井樋地点、である。既に当時の本流

である多布施川が存在したという利点もあ り，此処が選択されたのであろう。然し扇

状地の末端であるため土砂の流出が激しく また前述の如く変流のため破堤の危険性

が最も高い地点、となり，従って後世に残る精徽を極めた構造物の構築が必要とならざ

るを得なかったのである。

以上の如く石井樋の評価は小出21)の指摘の様に佐賀平野全体の治水と言う観点を扱

きにしては語れず，この施設を単なる用水路の取水口と媛小化するならば，その余り

にも徽密・堅固さの故に成富兵庫の壮大なる愚挙と言う事になろう。

7. 佐賀平野の治水権造（2) 大和三角地帯一一

大和三角地帯の特異な河川配置は先ず西芦刈水路上流の河川群で認められる。即ち

成富兵庫の築造になると伝えられる西芦刈水路上流には，第4図に示す如く 6河川｜が

水路に流入しているが，水路によって切断され，下流に流下する河！｜｜は存在しない。

堤防が上下流連続している山玉川と西芦刈水路との関係を第 5図に示した。北部の山

地流域から流下する山王川は西芦刈水路と立体交差し，山王川の河床は水路上にあ
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第5図 山玉川と西芦刈水路との立体交差
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第7図平）｜｜遊水地の構造
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り，立体交差する部分の河床は石畳でできてし、る。その中央部に大きな穴があるため

に，流水は水路に落下し下流には流れない構造になっていた。但し水路が満水すれば

穴がふさがれた形になり，流水は下流に南下する。第4図に記した様に西芦刈水路の

右岸には堤防は無く，洪水時には水門が閉じられるため上下流からの流入・流出がな

いのて西芦刈水路が湛水する事は上流平野部も満水している事を意味してL、る。

また第6図は東平川の最上流点を示しているが，通常は水門が閉じられているので

東平川には流水はなし、。然し西芦刈水路が満水すれば，水路左岸に構築されている乗

越堤により溢水が始まり東平川に流入するC

以上西芦刈水路の北部平野を流下する 6本の河川は巧綴な施設により水路で切断さ

れて，水路より南部の平野には流下しない様に設計されていた。但し北部平野の湛水

が激しくなると水路より南に存在する河川群に流入が始まる。更に南下する河川は第

4図からも分かる様に平野の西部だけに存在し，東半部にはー河川も存在しない事は

重要な意味がある。次に水路南部の河川群は前述の如く相互に相似形を呈している。

即ち祇園川と平Jll，西平川と東平川，山玉川と東平川により挟まれた地威は面積こそ

異なれ形態は全く相似形である。第 7図に山王川と東平川とにより挟まれた地域の拡

大図を示した。霞堤 乗越堤・請堤などの構造より此等の施設が下流からの逆流水を

処理するためのものである事がわかる。然も洪水はその規模に応じて下流から順次・

段階的に遊水し，分散させられている。

この地域は扇状地であるため効果的に霞堤が利用されている事も分かる。

以上の検討より本川左岸，いわゆる大和三角地帯の遊水地の機能の推定と機能に基
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づく遊水地の分類が可能になる。

(I) 本川の溢流水に対する遊水地．

西芦刈水路と本川並びに佐保於保ラインに固まれた地域は既に述べた様に本川

最大の溢流量がある平田乗越堤とそれに次ぐ佐保乗越堤が存在する地域で，本Jllか

らの溢涜に対する遊水地と考える事が出来る。

西芦刈水路より南下する河川が 1つもないのと請堤が南北に走っているのが特徴的

で， t益流から集落を守るために請堤は南北に走る様に設置され， i益流水は請堤によ

り分散させられている。また遊水能力を高めるために，水路上流部からの河川は意

識的にカットされた。

(2) 本川からの逆流水に対する遊水地．

東平川・平Jllと祇園川とに挟まれた遊水地で，本川は祇園川との合流点より下流

で川幅が急に絞られている点から2,200m3 /sec以上の洪水時には意識的に遊水地化

が図られ，下流の負荷を軽減する様計画されていた。

またこの地点はデルタの最上流点に当るので満潮時には直接的な影響があり満潮と

洪水が時間的に重なる時には計画洪水量以下でも遊水が始まったものと恩われる。

第5図で分かる様に 3ヶ所の遊水地は相似形を示しており，下流の遊水地から遊水

が始まり，漸次遊水は北部の遊水地に及び，同じ遊水地内でも第 7図の如く洪水は

霞堤や乗越堤或いは請堤によって分散させられた。

本地帯の河川群に北からの流入が阻止される構造になっていた理由としては此等遊

水地群の遊水能力を高めるため以外には考えられない。

(3) 本川遊水の補助的遊水地．

前記の両遊水地に挟まれた地域で，本川乗越堤よりのi益流が激しい場合には於保

請堤が霞堤の役割を果たし洪水はこの地域に静かに流入し，また本川よりの逆流が

多い場合にはその遊水地としての役割を演じる等，両遊水地の補助的な作用をする

遊水地であった。従ってこの遊水地には河川がなく請堤も殆ど存在しない等両遊水

地の中間的な性格を示している。

(4) 西芦刈水路上流部の遊水地．

西芦刈水路より上流の山地及び平野部に降った降雨は土地の傾斜に従って南下

し，水路に流入するが，前述の如く水路より南に流下できず，また水路の右岸は無

堤であるため降雨は平野の南部より順次湛水を始める。

この地域の洪水を南下させない理由は，水路以南の本川の遊水地の負荷を軽減させ
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る事以外には考えられない。

即ち現今の治水法の一つである「現地貯留」の藩政版ともいえよう。

また 6河川の下流堤防により，遊水は河川聞に分散させられてレた。

以上の如く本川右岸の堤内遊水地は，本川洪水の遊水地とその遊水地の機能を強化

するための遊水地に大別される。また本川の遊水地はその時の洪水の規模－有明海の

干満との関係により主として遊水する場所が異なると共に河川 請堤の配置も異なっ

ていた。この様な点を考慮しながら第4図を見ると，乗越堤と請堤の位置，河川の状

況などを含めて平野全体が成富兵庫の一貫した治水方針の下に整備されている事が分

かると共に，西芦刈水路も単なる用水路ではなく ，佐賀平野の治水体系の一環とし

て，重要な治水施設であった事も明らかになる。

8. 佐賀平野の治水構造（3）一一金立短冊地帯一一

本川左岸の市の江川（市の江水道）も成富兵庫が嘉瀬川の旧河道を改修して築造し

たものと言われる。然し第3図と第8図に見られる様に市の江川を含めて，南下する

金立川・黒川 ・耳取川等は中途て、直角に近い角度で流路が東に曲げられ，市の江川と

徳永川との合流点で全ての河川が合流している事から分かる様に極めて人工的な色彩

が感じられる。このため多布施川と巨勢川に固まれた地域には市の江川以北より流入

する河川はなL、。この構造は本川右岸の西芦刈水路の構造に似た点があり，一方市の

江川との合流点下流で巨勢川に狭窄部が設けられている点では嘉瀬川本川と祇園川と

の合流点と等しい構造を示している。第8図にこの地域の拡大図を示したが，東西に

走る河川堤防に「北の土居」，「南の土居」等それぞれ名称が付されているのが特徴的

で，これ等堤防と地元民との交渉の深さを表している。従来，水利慣行と同じく，関

係地元民相互の対立により堤防高の変更は困難であり，藩政時代より堤防高が保存さ

れている場合が多かった。然し戦後の治水事業・耕地整理事業などの進展と農業の斜

陽化により， これ等の公共事業が施工された地域て、は従来の堤防高など治水構造の変

化に往時の抵抗感が少なくなっている。例えば第 5図に示した天井井樋はコンクリー

トの三面張に変わり，河床の落下孔も無くなっている。この様に大和三角地帯の水路

以南は既に往時の地形 ・治水構造 ・地籍とは異なっており調査に困難が付きまとっ

た。然、るにこの金立短冊地帯は耕地整理事業が着手寸前であり，堤防高など往時のま

まの状態である場所が多かったので，昭和20年代に作成された5,000分の l地形図と

同年代に撮影された空中写真とを現場に持参し，地物変更の有無をチェックしながら

堤防高の測量等を行った。両岸の堤高差の連続性と堤高差の大小から判断し，両岸に

堤高差が認められる部分を第8図に記入した。横に記入した数字は堤高差の標準的，

立つ最大値である。後述の如く，これ等堤防高差の有意性は第9図の地租分布図であ

る程度確認出来る。第8図で大洪水時或いJ主潮の影響で巨勢川の狭窄部で洪水の疎通
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第8図金立地区河川状況図
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徳永川上流部の流水は霞堤等で分散しながら，白金土居上流の遊水地に流入する。

この遊水地は金立川の遊水地でもあった。黒川上流部と福島川の遊水地は両河川間の

地域が利用されると共に，それら河川の下流部に存在する春日の沖田・四丁沖田の低

地部にも設けられていた。これ等両f中国は耳取川流域の遊水地でもある事は図から明

らかである。

市の江川と徳永Jllとに囲まれた平野部の遊水地は「四丁沖田」の南半部と「北の土

居」の北の地域である。「春日の沖田」と「四了沖田」を巨勢川の遊水地とする説も

あるが，黒川が「はたちの土居」で極端に蛇行する点から巨勢川の直接的な遊水地と

は考えられない。以上の如く各地の遊水地で洪水が分散され，現地貯留される大きな

目的は徳永川と黒川に挟まれた「友貞の沖田」と市の江川と黒川間にある「千布の沖

田」の遊水地の負荷の削減・遊水機能の強化にあったといえよう。

大和三角地帯の西芦刈水路以北と以南の関係と共通している。即ち「友貞の沖田」

と「千布の沖田」は巨勢川の遊水地として作用する様に他地区からの流入が阻止され

ていた。この地区の拡大図が第9図である。この地域から佐賀平野のクリーク地帯は
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第9図沖団地区地租分布図（明治時代）

始まっている。図から分かる様にクリークは整然、と配置され，荘園時代以前の築造に

なる事を示している！）。この地域では河川とクリークとの判別が困難で，黒川とその

北部のクリークはむしろ後者の方が幅が広く，流水の状況から前者が河川と判断出来

る程度である。東西に走る大きなクリークは北部と南部の地盤高の差，或いは築堤の

有無により，湛水を細かく分散している場合が多く見られたが，今回はクリークの測

量迄は行えなかった。

佐賀県中部農林事務所の御好意により， 5,000分の 1の地籍図が入手出来たので，

法務局で明治時代の土地台帳から一筆毎に約2,500筆の田畑や宅地の地租を調べて記

入し，その大略を第9図に示した。この地域の水田の地租は最小値が0.13，最大値は

4.62で，狭い地域であるにも拘らず場所により40数倍の格差がある。一般に遊水地は

無地租で3年に l度収穫があれば儲けものと言われているが，この地域では遥かにそ

の倍率を越えている。これはこの地域の湛水の激しさを物語ると共に遊水地に対する

藩政時代からの保護の厚さをも示している。またこの図は地租の分布から遊水地の範

囲が余り広くない事，堤高差が大きく溢流の可能性が高い水田程地租が低くキメ細か

く地租が決められている事などをも示している。堤高差のある部分の地租が低い事

は，堤高差の存在が藩政時代より存在していた事を証明するものでもある。以上の如
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く，この地帯の遊水地は第4図で分かる様に主として東西に走る堤防群により構成・

分散され，遊水地の機能も異なっていた。市の江川がこの地域の遊水地の要となって

いる点は本川右岸の西芦刈水路と共通しており，治水構造の重要な一環であった事は

見逃せない事実である。また湛水害の生じる可能性が高い田畑は地租が極端に低く，

災害負担の公平化が図られていた事は注目に値する。藩政時代におけるこの様な治水

に対するキメの細かL、配慮が，百姓ー僚が一度も起らなかった数少ない藩刊である大

きな原因の一つであろう。

9. まとめ

本論は藩政時代特に成富兵庫による佐賀平野の治水事業につし、て，主として治水遺

構の調査により復元する事を目的とした。極めて不十分であるが幾つかの点にっし、て

明らかにする事が出来たと信じている。

先ず第一に「嘉瀬川治水の焦点が集約されている」21）石井樋について若干の検討を

行った。成富兵庫は佐賀平野治水のために，現嘉瀬川を放水路的な本流にした結果，

その変流点である石井樋付近が洪水に対する最大の弱線部にな った。その対策として

石井樋を強固に築き，その上下流には広大な遊水地を構築すると共に請堤と水害防備

林の作用により洪水流の直撃から堤防を保護し，併せて対岸に本川最大の平田乗越堤

を設けた。

“水でも って水を制し’＼“竹でもって水を制し”たのである。

昭和28年水害は水害防備林の消滅と土嚢の積み上げによる乗越堤の機能消失によ

り，石井樋の下流左岸が破提し，大量の土砂流出を伴う大災害になった。大災害に繋

がる左岸の破堤を防ぐために石井樋から佐保に至る区間には上記の施設が集中し，右

岸平野部の堤内遊水地がこれに対応している。左岸の破堤防止は必ずしも本藩第一主

義だけではない。

第二に超過洪水に対する目的に応じた堤内外の遊水地が多数設置され，洪水の分散

による被害の分散と共に，遊水地の地租が湛水の程度に応じて大幅に変わり，地元民

に対する配慮が適切に行われていた。

第三に西芦刈水路や市の江川は単なる用水路ではなく，左右両岸の堤内遊水地を含

む治水施設の重要な要としての作用を有している。この意味で今後多布施川や横落水

路の再評価が必要であろう。

第四に「疎導要書」に対する治水思想史的検討を行レ，基本的に治水思想、の異なる

南部長恒には，成富兵庫の治水体系は理解出来なかった事も指摘した。

最後に石井樋 ー西芦メlj水路 目市の江水路の三点セットを核として治水と利水が一体

化され，上流部平野全体の河川・水路が一貫した治水体系の下に平野の微地形を利用

して極めて人工的に改修 築造されていることも明らかになった。
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以上の如く成富兵庫の治水は16世紀末から17世紀前半に渡る我国最大の生産力増大

期の治水工法の集大成であると言えよう。また成富兵庫の佐賀平野における治水に対

する基本理念は，石井樋を始めとして，現在に至るもなお価値を失っていない事を認

識しておく必要がある。

10. あとがき

既に述べた様に本論は卒業研究の成果を基に纏められた。 2ヵ年に渡る調査を終わ

り改めて成富兵庫の偉大さを感じざるを得ない。

この思いは調査が進むにつれて益々深くなっていった。我々の調査が群盲象をなで

るの類で，兵庫の業績を誤って理解しているのでないかと L、う恐れが常にあった。

一方遊水地の地租や洪水の分散など，兵庫の治水が単なる城下町・本落第一主義の

エゴイズムだけでなかった事を少しでも証明出来た事に満足している。兵庫の治水思

想が今後に役立つ事を祈っている。

また岸原は日本学術振興会の御好意により，諸外国の国土保全－環境問題の調査に

数年間従事出来たが，問題になっている発展途上国もさる事ながら，自に見えぬ形で

進行しつつある国内の環境破壊にも衝撃を受けている。農村地帯の水路の汚染が進

み，奇形魚、のために平野上流部でも釣りが出来ないなどの現状を調査の過程で知らさ

れた。

最後に調査に当って古老への聞き込み・現地調査の立ち会いなど多くの便宜を頂い

た高木瀬在住の郷土史家土井芳彦氏を始め多くの地元の人々から御援助を頂いたこ

と，ならびに資料の閲覧 紹介の世話をいただいた佐賀県立図書館の方々に改めて謝

意を表する次第である。
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