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新潟県の災害環境の変遷（N)

信濃川流域の水害環境を中心として一一

丸山岩 ー
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町 新潟県の自然、災害の概要と特徴

自然災害には洪水・飢龍・地震・津波・噴火 ・山崩れ・地すべりなどのほ

か，雪に関係したものとして，雪代洪水・なだれがある。ここでは大きな被害

をもたらす飢僅と地震のほかに，とくに江戸時代に激化した洪水を重点とし

て，新潟県に関係の深い山崩れと地すべりを取りあげることにする。

1. 飢僅

自然災害の中で最も多くの死者がでているのは飢僅であって，稲作開始後に

多くみられるよ うになって，続日本紀にも多くの記事がみられる。古代の大飢

径の例として，養和元年 （1181）に始まる飢健があり！），仁和寺の僧が行き倒

れになった死者に結縁のために額に阿の字を書いていったところ，その人数が

42,300余人になったとしづ。近世の大飢鐙として天明の飢鐙（天明 2～7年，

1782～87）を取りあげる。『日本凶荒史考』2）ではその記述の中のほぼ 6分の l

を占めており，津軽 l郡だけで死者は81,700余人となっている。この飢鐘は激

害地の東北地方の人口にも大きく影響している。次の数字は天明 6年をはさん

だ人口の動きを示すもので，東北 5ヵ国 （磐城・岩代 ・陸前 ・陸中・陸奥）の

人口が天明 6年に大きく落ちこんで，次の寛政10年にもそれほど回復していな
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L、。人口に括弧書きした数字は宝暦 6年の人口を100とした指数である。

人口（千人単位）3) 

宝暦 6年 天明 6年 寛政10年
( 1756) (1786) 798) 

東北 5ヵ国 1,806(100) 1,563 (86) 1,589 (87) 

越後 1,013 (100) 954 (94) 1,053(103) 

全国 26,070(100) 25,086 (96) 25,471 (97) 

飢縫時には餓死者のほかに，疫病の発生と栄養失調による病死者が増加する

し離散者が多くでるとともに， 出生も減少することになって，天明 6年から

12年経過した寛政10年にも人口増加のきざしをみせていないことは， 東北のこ

の5ヵ国の被害の深刻さを うかがわせる。これに対して越後でも天明年間にも

若干の減少を示しているが，全国平均と大差のないもので，寛政年間には宝暦

年間より多くなっている。これは新田開発の進行がより大きく 影響しているた

めと思われる。ただし天明年間には 3年には浅間山の噴火による火砕流と降

灰の被害， 6年には関東その他に洪水があるなどで，ほかの大きな災害も加わ

っていたのである。

新潟県にも 多くの飢径が発生している。『長岡市史』41によ ると，寛文10年

(1670）から慶応4年 （1868）までの約200年間に 4回の大凶作 （享保宝暦

天明・天保）をはじめとして， 羽田の洪水のほか，大火－暴風雨 地震があ

り，山沿いの村には地すべりがあった。

天明の飢謹は『新潟県史J51では近世を代表する飢僅の一つであるとして，

天明 3年に低温－多雨による登熟不良のうえに病虫害が発生して，頚城郡山間

部では概して 2分作であり，新発田藩では領内に疫病が発生， 2,200人の擢病

者中251人が死亡，頚城郡下野田村 （＊上越市）佐藤家の記録に「袖乞者，お

びただしく罷りいで候， 三分の三は死失申し候」とある。天明 4年はさらに飢

健が深まって，魚沼郡赤沢村 （＊津南町）では43%の耕地が飢渇と疫病のため

に作付け不能，あるいは作付けしても仕付荒れとなって荒廃している し，頚城

郡の寺院の過去帳による と，この年の死者数は天明期の他の年度の平均と比べ

て， 5倍から 9倍になっている。天明5年は作柄は比較的よかったが，翌6年

には容易ならない凶作の記録が残されている地域がある。翌 7年には各地で洪

水が発生し，新発田藩では30570石の水損となっている。このほかに佐渡でも

この飢鐙によ って大きな被害を受けている。
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天明の飢僅時の東北の津軽などの激害地と越後の被害状況の差が，前述の天

明6年をはさんだ人口の動きに反映したものと思われる。人口増加の面から

は，飢僅時に出生が減少することは明らかであって，これも人口の動きに無視

できない影響を及ぼすであろう。なお，天明の飢謹のような低温型飢僅の場

合，越後より東北の国々の被害が大きくなるのは一般的な傾向と思われる。

前述の魚沼郡赤沢村のような山間部の村が激害地になっていることは，天明

の飢謹のような低温型飢僅の特徴のーっと思われる。「両山j6lの災害の項をみ

ると，凶作飢鐘が大部分を占めており，これと雪の災害以外の災害として火災

・胤害がみられるだけで，洪水災害の項がない点が注目 される。 両山地区は湯

沢町地内の魚野川の水源地に位置しており，こうした山間部の作物は低温型飢

僅に弱し、ことのほかに，生計も農業生産のほかに，木材や薪炭の生産などに依

存している部分があり，後者の比率が高ければ高いほど，食糧の自給率が低い

ことになって， 飢箆時の被害を大きくしていたものと思われる。さらに魚野）｜｜

沿岸の市町村史（誌）の災害の記述をみてゆくと，中・下流では洪水の記述が

でているし，信濃川沿岸の長岡から下流では洪水の記述が圧倒的な比重を占め

ている。

飢鐘災害の大きな特徴のーっとして，まず被災地が広域にわたることであ

る。とくに低温型飢穫の場合はその地域全体が被害を受けることになり，とり

わけ平地に比べて山間部の被害が大きくなるであろう。そのほか， 他の災害と

異なる点は，多くの死者がでることのほかに，田畑とし、う生産施設に損害がな

く，翌年の耕作に支障がないことである。これを他の災害たとえば洪水災害と

比べると，洪水時には破堤によ って水田土壊が流失したところ，あるいは逆に

土砂石礁が堆積したところでは，被害は当年の農作物だけでなく ，そのま まで

は翌年以降の作付けもできないので，水田の復旧工事が必要である。農業水利

施設の被害のときも同様である。湛水だけの被害の場合は，排水されるならば

翌年の耕作には支障はなし、。 洪水の損毛高の表示に永荒と当荒とに分類される

ことがあるが，飢径の場合は当荒に相当する被害だけで，永荒に相当するもの

はない。洪水以外の地震 ・噴火・地すべり・ 山崩れにおいては，程度の差はあ

るにしても，永荒的要素をもった被害がて、ている。

2. 地震

越後・佐渡の地震災害7）をみると，近世までに被災地にいくつかの国が挙げ



88 

られていることが多く，その中に越後が入っているものll例，同じ く佐渡 3

例，越後－佐渡 l例，広域で北陸道が含まれているもの 1例，合わせて16例と

なっているが，これらの中には弘化 4年（1847）の善光寺地震のように信濃で

は歴史的大地震となっており，越後でも信越国境近くの地域では相当な被害を

受けているものの，大地震とはいえない例もある。越後－ 佐渡では次の 3例が

大地震だったものと考えられる。

その第 1は「三代実録」の貞観 5年（863)6月17日の条に8）「越中越後等園

地大震陵谷易処水泉涌出壊民慮合圧死者衆自此以後毎日常震」と

あって，山崩れの多発，多くの死者と家屋倒壊のほか，地下水の噴出から流砂

現象もあったものと推測され，津波と火災以外の地震災害はほぼ発生したもの

と思われる。記述の簡潔なことはこの時代の文献に共通であるが，文面から大

地震だったことは確かと思われる。推定震源地の経緯度9）から新井市の西方20

kmほどの地点とみられる。震源地の頚城郡には国府があって，当時の越後の

開発の先進地だったので，それだけ被害が大きかったのであろう。

第 2の宝暦元年（1751）の地震の推定震源地も貞観 5年のときに近い頚域郡

内にあった。高田藩の被害は10）侍屋敷の潰157，死33，町屋の潰2,496，死292,

寺の潰38，死37，郷中の潰2,919，死505，ほかに破損家屋が多数でており，こ

のほか直江津・糸魚川聞に多くの山崩れが発生している。これらの山崩れの中

でも橘南総の東遊記中の「名立崩れ」で知られる上名立村ーヵ村が海中に没し

た山崩れが，越後で多く発生したものの中で最大級の中に入るものと思われ

る。

第 3の三条地震ともいわれる文政11年 （1828)11月の三条町を中心とする地

震は「懲震底鑑」11）によると，その序文の書き出しに大地震があって，「古志

三島の東きたのほとりより，蒲原郡の南辺へかけて殊にいみじく，わずかに南

北十里東西七，八里ばかりの問に死ける人千をもてかぞえ，かたわづくばかり

の庇おへけるはいくらとL、う数をしらず，地の底なる神よりもおどろおどろし

くどよみ，山くずれて谷を埋み，河々の堤さけでは水溢れ，さあらぬ処もおち

いりて水涌きいさごふき出て，水田は畠よりも高く，聞はくぼみて忽ち池沼と

なりぬ。さるからに道行人は大路にたうれ， 家なる人はおしうたれぬ」とある。

前述の貞観5年と宝暦元年の山地の多い頚城郡を震源とする地震であったの

に対して，この地震は信濃川流域の越後平野南部の平地の多い地域であること

から，「懲震皆、鑑」の絵図の中に符尾郷の「山崩」の図があるが， 地域全体と
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しては少なかったで‘あろう。多かったのは都市・農村部における家屋の倒壊 ・

火災による多くの圧死者・焼死者がでた絵が多かったことである。昭和39年

(1964）の新潟地震のと きのように， 地割れから水や青い砂を噴出したり，建

物が3～4尺ゆりこんだ流砂現象の記事もみられる 12）。これも平地の多い地域

の地震とし、う共通点があるためである。こうした地割れと流砂現象が堤防上で

発生するならば，洪水時の破堤形態とは異なるにしても，破堤であることに変

わりはないし「懲震窓鑑」の序文にも述べられている。水田・農業水利施設

・道路上で発生するならば，それぞれが被害を受けることになる。

地震災害の被害の特徴は，都市・農村の家屋の倒壊と火災による圧死者と焼

死者が多くでることである。山地にあっては多くの山崩れが発生する。場合に

よっては崩落土砂が河川を堰き止めて，その上流が貯水池のようになって，こ

れが一挙に欠壊してその下流が洪水になるこ ともある。弘化 4年の善光寺地震

時の犀川の堰き止めに起因する洪水は，この種の洪水としてわが国の水害史に

残る大洪水となっている。平野部にあっては，地割れとともに流砂現象が発生

し家屋・堤防などに被害がでて，復旧工事が必要になる。

3. 洪水

(I) 水害環境

まず全国の状況を概観すると，狩猟採取の時代には人口も少なく，集落も平

地に進出する必要はなかったので，洪水災害を受けることは，まずなかったと

みてよいであろう。稲作が始まってからしだいに平地に進出するようになっ

て，そこで増加した集落や水田とし、う被災対象の人と物が，洪水被害を受ける

ようになる。「日本災異志」13）の50年単位の洪水回数を，100年単位にまとめて

次に示す。

西暦
洪水 西暦 洪水
回数 回数

541～ 590 1191～1290 15 

591～ 690 6 1291～1390 13 

691～ 790 15 1391～1490 48 

791～ 890 37 1491～1590 34 

891～ 990 23 1591～1690 65 

991～1090 16 1691～1790 78 

1091～1190 22 1791～1885 66 
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これによると，591～690年から増加して， 791～890年が一つの ピークになっ

ており，その後横ばい状態が続いて，1391～1490年から増加を始めて， 1691～

1790年に次のピークになっており，洪水回数は最初のピークより多くなってい

る。新田開発が活発に進められた時期として，第 l期として奈良時代， 第 2期

として中世末期からと くに近世初期以降が挙げられているが，洪水発生回数の

ピークはこれよりやや遅れているようであって，新田開発の進行と洪水災害の

増加は密接に関連していることを示している。

近世の災害の環境と状況について，江藤彰彦14）は日本列島を地殻構造から，

静岡一糸魚川を結ぶ構造線を境にして東－西日本に分けており，東日本は比較

的新しい岩層からできていて，火山活動によ って洪積台地・扇状地が発達し，

大規模な沖積平野の形成をみた。これに対して西日本は古い岩層からできてお

り， 地形が細かく分断されており，沖積平野の規模も小さいとし、う特徴をも っ

ている。このため東日本では大河川が多く，中小河川はその支川である場合が

多いのに対して，西日本では大河川が少なく，中小河川が独立した河川となっ

ている。次に災害との関係については，開発の進行と人口の増加が生む災害と

して， 17世紀初頭以降120年間に2.6～3.9倍に増加した全国人口と，平坦部で

は家数の増加が人口の増加を上廻る地成があり，それを支えた耕地開発と新し

い土地への定住が，災害を生む要因になったとして， ①まず増加入口が定住し

た場所は，それまで利用できなかった場所であるだけに，災害の危険性が高か

った。本家が経験的に比較的に被害を受けにくいという，いわゆる本家防災が

成立している，②耕地開発の中心部が平野部に移り，河川の氾濫域て本絡的な

開発が進むにつれて，中下流部で水害が多発するようになった，①山地におけ

る耕地開発と，山林資源への需要増大が，表土流出を加速させ， 水害を激化さ

せた，④幕府や藩の関心が利水と新田開発に限られており，地域住民が要望し

続けた治水や排水事業については，幕末期まで対応しえなかったことも，水害

を激化させた要因になっているとし、う。

以上は全国的視野で東・西日本の地域性をも視野に入れて，近世の水害環境

の変化を適確に指摘している。以下越後を中心にして考察することにする。こ

れまで十こ述べた越後は信濃川・阿賀野川という大河川の下流という東日本の典

型的な地域であり，淀川流域や山陽地方は西日本の事例である。ただし，淀川

は西日本に少ないとされる大河川の一つであり，その流域山地の森林が荒廃し

やすい自然、条件下にあったことは， 山陽地方と全く共通している。こうしたこ
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とをふまえて， 越後について前述の項目ごとにみてゆくと，およそ次のような

ことが考えられる。

まず①の本家防災である。昭和42年に新潟 山形両県を襲った羽越水害後に

学校関係者に聞いたことであるが，この時に中学の校舎が被害を受けた事例は

いくつかあったが，小学校の校舎の被害例は知らないということだった。 小学

校の校舎は明治・大正年代のものが大部分とみられるのに対して，中学校舎は

戦後の昭和の20年代以降のものであり，明治－大正年代の人たちが洪水の危険

性の大きいところを経験的に知っていたと思われ，こうした経験の積み重ねの

重要性を感じさせられたものである。これは本家防災の考えと全く共通のもの

といってよいであろう。これは一例にすぎないが，こ うした考えは一般的のも

のであったろう。

①の開発が平野の中心部に進められた後の水害の増加は，越後平野ではっき

りわかるようになっている。とくに信濃川などのわが国有数の大河の下流にあ

ったからで，しかもここだけの問題でなく，東日本の大河の下流の平野にとっ

て，近世の洪水災害の激増は共通の問題であった。

大河の下流ならば洪水流量も大きく なるので，中小河川に比べて大規模堤防

が必要となるために，その施工が可能になるためには土木技術の進歩をまたな

ければならなかった。しかも堤内地にはかつて潟湖だった地域とその周辺のよ

うな低湿地があり，これが干拓によ って水田化した地域も多い。こうした地域

が破堤するならば，洪水流量が大きいこととあいまって，被害が大きくなるの

は当然である。たとえば信濃川・ 中／口川の左岸の西蒲原郡についてみると 15)'

弥彦・角田山の麓にあって，海岸一帯の砂丘地は土地がやや高いが， その他は

おおむね卑湿であって，「震雨ーたび至れば，積水禰漫，之を疎通するに道な

く」とあるし，中ノ口川左岸の中之口村についてみると 16），その上流の信濃川

左岸の分水町の横田 ・熊ノ森などは破堤しやすい箇所で，ここが破堤すると，

宝暦 7年（1757)や明治29年（1896）のような大洪水となるとしづ。このよう

に低湿地が多いのは西蒲原郡だけでなく，四面水に固まれた横越島や白根郷も

同様である。

越後平野中心部の水固化のためには長大堤防も必要であったが，それより重

要と考えられるのは排水路である。信濃川下流の越後平野の中心部はかつては

水面が多かったが，しだいに堆砂による陸地化が進行して，現状のよ うになっ

ているが（Ill4.(2）），これは自然の営カだけによるものでなく，新田開発のた
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めの潟湖の干拓による面も無視できない。次に享保年代までは阿賀野川は信濃

川に合流していたし （I 2.），新潟町の西方の弥彦山から東方の荒川までの聞

に，海に注ぐ河川は信濃川だけであった。この潟湖の干拓とかつては河口は一

つだったという二点は越後平野の水害と大きな関係をもっている。潟湖とその

周辺の低湿地の水田化のためには，十分な能力をもっ排水路が必要である。こ

れが不十分ならば洪水時に水田の湛水状態が続いて，作物がし、わゆる水腐れの

被害を受ける。しかもかつては越後平野を流れる河川の日本海に注ぐ河口が一

つしかなかったことは，洪水時の排水のためにはまことに不利な条件であっ

て，水害を激化させた要因の一つになっている。近世の排水路による新田開発

工事は，必要最小限度の能力の排水路だったものと考えられ，洪水対策用とし

ては不十分だったことは確かである。さらに潟湖とその周辺の低湿地はそれま

では遊水地として洪水防止に役立っていたものが，水田化によ って被災対象地

になったので、あるからなおさらのことである。これが越後平野の水害を激化さ

せた最大の要因と思われる。そしてつぎつぎと排水路が設けられてゆくのであ

るが，洪水対策としてほぼ完備してくるのは近代に入ってからのことである。

④にもあるように， 幕府や藩の当事者もこの利水と治水の聞のギャップを知ら

なかったとは考えられないが，近世中期以降の幕藩の財政事情などと合わせて

みると，やむをえないことと考えていたのではなかろうか。こうして洪水危険

地域に住む農民が直接被害を受けることになる。

これに対して西日本の淀川は，信濃川と大河である点は共通しているが，開

発も治水事業も先行していたので，越後平野のような型の水害が増加したとは

思われない。むしろ次の③に述べるような原因によるものと思われる。

③の林地が荒廃して，山腹からの流出土砂による河状の悪化の問題について

は，越後でも魚沼郡などの豪雪地域の森林の頻繁な伐採によって，いわゆるぼ

い山が発生してその中から荒廃地化してゆく部分がでてくるとし、う問題がある

(Ill 4.(2））。しかし荒廃地が発生したと しても，それほど大面積ではなかった

ようであり，山腹からの流出土砂の堆積による河況の悪化は，あったとしても

それほど著しいものとは思われないし，これが原因で水害の激化に大きく 影響

していたとは考えられない。

西日本の淀川流域や山陽地方はこの点で越後と異なる。この地域の荒廃山地

からの流出土砂による河床の上昇や天井川化による洪水被害の増大は著しいも

のであった（皿4.(1））。この点は越後とはっ きりした対照を示している。この
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ように洪水災害の激化とし、う現象は共通であるが，その原因には大きな差異が

みられる。

東・西日本の典型的ともみられる洪水災害増加の背景を対比してみた。どち

らにしても新田開発とこれに伴う人口増加に森林状態の悪化の影響が加わった

結果であって，越後ではとくに越後平野の中心部が深刻だった。以下越後平野

の洪水の特徴的な面を取りあげることにする。

(2）悪水

日本書紀の池溝の記事にみられるように，水田造成のためにはまず用水の取

得が必要であって，このための水利施設が造られている。信濃川上・中流部の

支川の沿岸では同じようなことが行われているが，下流部の平野の中心部の潟

湖とその周辺部などの低湿地帯においては，水田化のためには水の排除がまず

必要であり，このためには後述する大河津分水に象徴されるよ うな排水工事が

重要で、あった。すなわち用水の取得に始まった水田造成事業は，大河川の下流

地域にみられる低湿地にあっては，水の排除を前提とする地域の水田化を考え

るようになり，これを可能にしたのは土木技術の進歩て、あった。

開発あるいは被害の近世の資料をみると，水については悪水，施設について

は悪水吐，作物からみて水腐，農地からみて水腐地というように，低湿地の湛

水に関する記述がよくみられるし，洪水時に数ヵ月間破堤箇所の締切りができ

なかったので，この間湛水状態が続いたとし、う洪水記録もある。

このような低湿地の開田に伴う水害の激化は，大河川下流地域における共通

の問題であって，一応の利水施設はできて開田はしたが，治水の面がこれに伴

っていなかったことになり，この状態は近世はす。っと続いていた。信濃川流域

でこれが整備されるようになるのは明治年代を経過して，大正11年（1922）に

通水の大河津分水のような大型排水路ができてからである。

(3) 大河津分水

江戸時代中心の洪水環境の考察中に，近代になってからの大河津分水を取り

あげることは，排水工事の治水上の重要性を考えるためで、ある。大河津分水17)

はすでに享保年間（1716～35）に寺泊の住民から請願がだされており，その後

章子余曲折があって，大正年間に通水するまでにほぼ200年を要している。明治

期の『信濃川治水論』18）をみても前編 （明治14年， 1881）には，「鳴呼信濃川中
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之口川の水害を除却し兼て阿賀小阿賀能代等の諸川の堤防費を減し，蒲原郡

の衰額を回復するものは大河津分水の事業を除て他に術策はあらざるなり」と

あり，その翌年の続編ではその反対論に反論している。このことはすでに享保

年代に「悪水」の被害に悩まされて，その根本策として「悪水吐Jの重要性が

痛感されていたことをうかがわせるし，明治期にはさらにその確信が深まって

し、ったものと思われる。そして，信濃川では明治29年（1896）に大洪水が発生

することになる。

通水後の信濃川の流況をその計画からみると 19），下流の平水時の水面勾配が

1I4,sooであるのに対して，分水路のそれは1/650で、あることから，放置すると

分水路開通後の流水は全部放水路に向かうので，本川の流量が枯渇しないよう

に自在堰を設けるように計画しており，計画高水流量をみると，十日町の

6,500 m3 /secに魚、野）｜｜ （佐梨川－破間川 田河川を含む）からの合流量2,500

m3/secを合わせて小千谷において9000 m3/secとなり，それより下流はこの流

量であって，大河津での本川への配分量は Om3/secとなっており， 平時には

下流の農業・工業・上水道用水を考えて270m3/secを上限として放流し，本川

の流量がこれを下廻る場合は，その全量を放流することを原則としている。

既述のように近世の施工になる 3本の放水路を含めて現在は14本あり，その

中で決定的に大きな比重を占めていたのは最上流の大河津分水であった。その

通水前は新潟市内の河口付近の海岸砂地が堆砂で拡大していたものが，逆に侵

食されて縮小するとともに，分水河口の寺泊町地内の海岸砂地が鉱大を続けて

いることが，はっきりと流況の変化を象徴している。こ のような分水の稼動に

よって，利水に比べて立ち遅れていた治水面からの要求もほぼ満たされること

になって，越後平野は一面の沃野になったので、ある。しかしこれで水害が全

くなくなったわけではなく，分水より下流で本川に合流する刈谷田川・五十嵐

川などの支川の流域に豪雨があるならば，水害となることもあるわけである。

大正11年（1922）の分水の通水のとき，筆者は新潟市内に住む小学生だっ

た。父に連れられて分水の見学に行って，これが人間の作った）｜｜ （分水）かと

感じたことと，大人たちがこれで新潟の水害はなくなると話していたことを記

憶している。通水前の記憶としては，年度はわからないが，市内の比較的信濃

川に近い地域の道路が，それほど深いものでないにしても，湛水していたこと

があった。このよ うに当時の新潟市民が考えていたことと，前述の分水の請願

かすでに享保年代に出されていたことを合わせてみると，越後平野の治水に占
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める分水の比重の大きいことと，人々の願いの強さとその期間の長かったこと

を実感させられる。

(4）流れどころ （三年一作）

中ノロ川沿いの中之口村20）はつい最近まで「流れどころ」といわれてきた稲

作地帯であって，その周辺は「田植あれど稲収なしJ，「稲なんか三年に一ぺん

取れればし、し、さ」というほど不安定な地帯であった。周囲を河川に固まれた西

蒲原では内部の耕地の低湿さに苦しみ，他方では絶えず襲ってくる破堤による

洪水と闘わなければならなかったとして，この地帯を①常時湛冠水の水害地，

②降雨の際の地水の害，平常の際は立派に収穫できる地帯でも，夏場に雨が降

れば収穫が保証されない地帯も多かった，①上流部の悪水による水害，上流に

保水池としておきたいところが干拓されると， 常に上流の悪水で作物が不安定

になるとL、う問題を含んでいる地域である，④西蒲原郡の水害の元凶は信濃川

・中ノ口川・西川の 3川の破堤によるものであり，周囲の堤防が切れる状態で

は，どこでも地水に苦しんでいた。ただ，上・中田地と下団地の境界に囲土堤

を築いているので，俗に下切れといわれる水害は，土堤の外で食い止められて

し、Tことし、う。

流れどころといわれていたのは，ここだけではなかった。『栄村史』21）による

と，信濃川の右支の刈谷回川と五十嵐川にはさまれて，本川の右岸に位置する

南蒲原郡栄村は，信濃川の氾濫原にもなっており，貝喰や芹山は流れどころの

異名をとる地域であり，用水は「日照りに不足なし」といわれているように，

「水はき」に困ることはあっても，水不足の心配は山手の一部を除いてはほと

んどなかった。この「排水との戦L、」が越後農民の苦闘の歴史であったとし、う。

このように，流れどころは中之口村や栄村だけではなく，低湿地あるいは干拓

地が水固化された後は，越後平野の広域にわたる部分が，「流れどころ」にな

っていたので、あろう。

このよ うに頻繁に被害を受けるよ うになったのは越後平野だけて、なかった。

仙台平野の例をみると22），その中心部の仙北は2,000～3,000年前までは入江だ

ったこと，近世初頭には北上・迫・江合の 3川がそれぞれ独立の流路をも って

いたが，この 3川を合流させて，迫・江合を合わせた北上川の本流を石巻に流

したのが伊達正宗であり，この 3川の流路が固定されたので，湿地帯の開発が

可能になった。藩営で、新田開発を進めた結果，宝暦4年（1754）の仙台藩の総
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石高を102万石といっており，表高62万石をヲ11,、て，約40万石の新田が開発さ

れたことになる。しかしその主な生産地は仙北の低平地であったために，開

発が進めば進むほど，遊水地をせばめられた河川は，洪水時に溢出した水を低

平地に湛水させて，水朽などを発生させた。寛永4年から元治元年までの237

年間に水害59回，皐害20回の発生が記録され，この地方の農民には三年一作と

いう言葉があるが，文字通り三年一作であったとしづ。

ここでは北上川などの 3河川を合流させて流路を固定しそれ以外の旧河川

敷や遊水地－沿岸の低湿地などが開発の対象となったものと思われる。この点

は越後平野で海に注く山河川が，享保年代までは一つだったことと事情が異な

る。しかし，ここでは旧河川敷やその周辺の低平地のような水害を受けやすい

地域が多くできて，大河川の下流であること，大規模な新田開発が行われて，

洪水災害が激増したことなど，越後平野との共通点が多い。

このような洪水多発の現象は，この時代の中小河川を含む各地の河川流域に

おいて，程度の差はあるにしても，認められた現象て、ある。その特徴がはっき

りした形で、みられたのが，信濃川などの東日本の大河川下流部だったので、あろ

う。
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