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2. 降雨

1） 農作物農地の被害

a. 損毛高 b. 永荒と当荒

2) 流死者－家屋被害

3. 寛保2年の千曲川洪水との比較

!) 洪水の特徴

2) 被害状況

a. 流死者－家屋被害 b. 損毛高

4. 農民の生活

1) 経済の動きと飢鍾

2) 農民の生活

1) 4月下旬からの降雨

宝暦 7年の越後佐渡を中心として，信濃川水系の千曲川流域，阿賀野川水系

の会津地方，荒川流域など岩船郡に接する出羽南部を含む地域の降雨と出水の

状況を概観するために表 1を作製した。表は前項 1で抄出した資料の中から，

比較的日時のはっきりしたものを取りあげている。

表を時期別に通覧すると，降雨と出水が集中している時期は， 5月初旬と 5

月中・下旬および 6月中旬以降の 3期とみてよいであろう。 しかし前項 1の

文献23) （以下文献とだけ記載）のように 5月3日， 20日， 27日， 6月16日とい

う4回の出水とした資料もある。これを筆者の 5月初旬， 5月中 下旬および

6月中旬以降の降雨 ・出水としていることと対比すると，前述の 5月20日の 2

番水と， 同月27日の 3番水をもたらした降雨を，筆者は 5月中－下旬の降雨と

してまとめているとし、う相違点があるだけである。このように宝暦 7年の越後

の洪水は，3回あるいは 4回の降雨による洪水であって，典型的な霧雨型洪水

とみてよいであろう。

以下この 3回の降雨について，個別にみてゆくことにして，まず4月下旬か

らの降雨を取りあげる。降雨は 4月下旬から始ま っており，千曲川流域では 5

月 1日（文献！））, 4月28日 （文献2)),4月27日（文献5））と下流にゆくほど降雨

の始まりの時期が早くなっているようであり，終る時期は 5月5～6日となっ

ている。なお，梓川上流の鳥羽田の山崩れは8日に発生している （文献6））。

信濃川流域に入って魚野川では 4月27日（文献9)12））， 信濃川本川では上流
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で4月初日（文献13)14）），中・下流では 4月26日～晦日（文献18)19)20)23)26））と

下旬が多いほかに， 4月20日（文献22)25））と比較的早い時期からの降雨となっ

ているところもあるので，下流の降雨の始まりが多少早かったようでもある

が，早い時期が雨の降り始めを示しており，遅い時期の降雨は強雨になってか

らの記事ではないかとも考えられるので，どちらともいえない。しかしこの

早い時期の降雨による出水で，中－下流の広い地域ですでに大きな被害を受け

るとともに，以後の出水で繰り返して被害を受ける地域もでている。

阿賀野川水系の会津地区では（文献28))'4月24日以来の降雨が 5月 1日に大

雨になって，湯川 －大川ともに洪水になっているし，阿賀野川に入って津川地

区（文献29））ではこのときの洪水の記録はみられない。

荒川流域と出羽南部をみると，米沢地区（文献34）） では 4月24日暮方より大

風雨となっている。荒川流域（文献36)37）） ではこの時期の降雨と出水の記事は

みられない。

頚城郡では 5月 7日の大雨で高田城下に被害がでているが（文献38）），佐渡

では 4月下旬から 5月初旬にかけての大雨による被害は，抄出資料の範囲内で

はみられない。

2) 5月中・下旬の降雨

2回目の降雨とこれに伴う出水の時期である。千曲川と信濃川の上流部では

この時期の降雨の記事はみられないで，中・下流部でみられるようになる。長

岡町周辺では 5月2日の洪水とともに 5月四日の洪水を挙げている例（文献17))'

5月24日からの降雨で28日大水（文献18）），三条地区では（文献20))5月17日か

らの雨で5月四日 ・6月 1日に洪水となっている。下流の横越島周辺では 6月

2日に和田の再破堤（文献25)32））とし、う事例があり，こ こでは後述する阿賀野

川の破堤による二本木村の再破堤も発生している。信濃川流域ではこの 2）の

項の 5月中旬から下旬にかけての降雨と出水の記事は，前項 1）の 4月下旬か

ら5月初旬にかけてのそれに比べて少なく，出水の規模も小さかったらしい

が，それでも再破堤のところが多かったようである。

阿賀野川水系では会津で 5月24日夜中からの大雨で25日北方筋JII々 洪水（文

献28))'5月27日より昼夜の長雨で諸国洪水，津川では御番所の石垣角半分隠れ

た（文献29))'5月18日から20日まで再び大雨，横越島はまた水びたしとなり，

その水が25日に号｜し、てから， 27日にさらに溢水，二本木で再破堤（文献25)32))



表 1 降雨と出水の概況

資 料

文献 No. 名称

流域
（地域）

項目｜ 下 ｜ 上 ｜ 中 ｜ 下 l上｜ 中 ｜ 下 ｜ 上 ｜ 中

1 ｜南佐久郡志 ｜千 曲）｜｜｜降雨 ｜ 5/1～5/5大雨
｜ ｜ ｜出水 ｜ 大洪水

2 1上田市史 ｜ グ ｜降雨 I4/28～5/6小止みなく雨
｜ ｜ ｜出水 ｜ 大小橋梁悉く落ちる， 山崩れ，田畑砂石入りの荒廃地

5 ｜村史ときわ I II ｜降雨 I4/27～5/6大雨
｜ ｜ ｜出水｜ 千曲川氾濫，かなり大きな被害

6 1梓川大満水記 ｜犀 川 ｜降雨 14月下旬より打続く森雨
出水 1 5/8夜明鳥羽田で山崩れ，梓川を築埋める

I 5/10鳥羽田の築地破れる，前代未聞の大水
9 ｜南魚沼郡誌 i魚野）｜｜｜降雨 I4/27～5/5暴雨

｜ ！ ｜出水 ！ 魚野川，三国川増水
12 ｜大和町史 ｜ グ ｜降雨 I4/27～5/5 9日聞大雨

I I ｜出水 i 洪水 6/20水無川など大洪水
13 ｜中魚沼郡誌 ｜信濃）｜｜ ｜降雨 I4/28～5/5昼夜の大雨

｜ ｜ ｜出水 ！ 諸川西E溢，沿岸の水害多し
15 ｜十日町市史 ｜ グ ｜出水｜ 6/19～6/21にかけて出水
16 ｜小千谷市史 ｜ グ ｜出水 ｜ 5/1大洪水 6/ 15にも大洪水
17 ｜牧野家譜 ｜ か ｜出水 1 5/2 5/28両度領内洪水
18 ｜専福寺諸事見聞雑記 l II ｜降雨 I4／晦～5/5昼夜雨 5/24より昼夜雨

I I ｜出水 ［ 5／朔より大水 5/28大水
19 ｜越の寄ふみ I II ｜降雨 I4/26より昼夜小止なく大雨

｜ ｜ ｜出水 1 5/2暁未曾有の出水 6/20洪水
20 ｜三条市史 I II ｜降雨 I4/27より雨 5/ 17より雨

｜ ｜ ｜出水 ｜ 5/2大水 5/29, 6/ 1にも大水
21 ｜大郷村誌 ｜ グ ｜出水 ｜ 5/3茨曾根庭防決壊
22 ｜改訂中之口村誌 ｜ か ｜降雨 I4/20頃から半月間雨

｜ ｜ ｜出水 1 5/3熊ノ森破堤， 二番水は 5/18～5/20の雨による

23 ｜巻町史 ｜ か ｜降雨 I4/27～5/2大雨
5/18より前代未聞の大雨

5/27またもや前代未聞の大雨
6/15～6/16雨

出水｜ 5/3熊／森破堤（一番水）
5/20一面海のようになる（二番水）

5/27一番水より過水（三番水）
6/16横田村で破堤（四番水）
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備 考

(3) 更級郡誌も同様

(11) 湯沢町誌も類似

(14）津南町史共通点あり



資 料
（流地域域）

4月 5月 6月 7月
項目 備 考

文献 No 名 称 下 上 中 下 上 中 下 上 中

25 両川村のあゆみ

［鵠＇M叡 治官本日~。官木村~i昼Z和再ν夜E度国1磁J獲出t堤破水7九I堤ト阿，；そ賀：星加7川の再雲大他筋破仙6雨磁特／堤2堤に再み多甚破なく6し鍵／く1降6前三雨代度未破聞堤の

｜刷 新二津本市木即村の日破／庭3のの和記

事阿団賀あ野り川の破堤による

26 ｜新潟市史 。 ｜降雨 4/2 

出水 災厄
｜二番作悉く流失

28 ｜会津藩家世実紀 ｜阿 賀 川 ｜降雨 4/24以来雨
5/24より大雨

6/15より大雨
出水｜ 5朔湯川大川洪水5/ 

25北方筋川 洪々6長／水湯，近川来無大之洪水
16 ' Jll又々 増水

29 津川旧記 阿賀野川 降雨 5/27より昼夜の雨
33 御記録 加 治 川 降雨 5?7より村大破雨 ｜ほかに信記事濃Jll（和田村）

出水 5 28江口 堤 破堤の あり
34 上杉家御年譜 最 上 川

降出雨水 4／下旬よ朔り祭雨 5/24～5/2洪7大水雨
5/ 米沢洪水 グ

35 山形県史 ，， 降雨 4/24大雨
出水 4 25米沢洪水 ー長全
降雨 4/21よ長り昼崎夜村20日の雨 5/27～6/6昼夜くにの上大ノ雨山
出水 など洪水 と 大損

時36 記事別集 降出雨水 5月に入り雨 5/18よ村り大雨
三面川 5/25 上城下洪水，神納，女川など洪水

、寸

37 関川村史 荒 ｝｜｜ 降雨 5/23～5/25雨

物3争r0 、隊時j 
出水 荒川氾濫

38 高田藩制史研究 関 Jll 出水 5/29満水
39 佐渡国略記 佐 渡 降雨 5;24大頃より大雨

出水 5 27 水

40 佐渡近世史年表 ，， 
降出雨水

5/17より雨 パ
5/26, 5/28, 100年来ない大洪水 同

41 佐渡年代記 ，， 降雨 6/28洪大雨水
出水

~ 
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となっている。会津における前後 3回の降雨と出水を対比すると（文献28))'

前回の 1）の5月初旬と，次に述べる 3）の 6月中旬の出水が，湯川・大川洪水

と阿賀川地区が激害とみられるのに対して，今回の 2）の 5月中旬の被害は，

北方筋JI！々 洪水とあって，河沼郡・耶麻郡とし、う阿賀川の下流部と越後の小川

庄常浪川などの洪水の記事がみられることから，阿賀野川筋ではこのときの出

水が，前後 3回の中で最大だったものと思われる。このことは 5月17日から 6

月4日までの降雨によって，「阿賀川筋出水特に甚しく前回の水量より二三尺

高水 当地は二寸程低し」（文献26））といわれていることを合わせてみると，

うなずけることであろう。

荒川流域を含む岩船郡に接する出羽南部をみる。米沢藩領では （文献34））前

述の 1）の項の 5月 1日の洪水で 2丈 3尺だったものが，今回の 2）の 5月24～

27日の洪水では 2丈 7尺となっている。このほか，この地域には 5月27日より

6月6日までの大雨による上ノ山の大洪水（文献35）） などがある。

岩船郡についてみると，村上藩では（文献36))5月18日よりの大雨で城下に

被害がでているし，荒川流域においては（文献37)),5月23～25日の雨で荒川が

氾濫して下関村を中心に大洪水となった。 村上町は三面川沿岸にあるが，荒川

流域とともに被害を受けている。

頚城地区では 5月29日荒川（関J11）満水とあるし（文献38）），佐渡では 5月

27日大水（文献39))'5月26日， 28日大洪水（文献刊））と出水の記録がみられる。

このように，この 2）の時期の降雨と出水は， 1）の時期のそれに比べると，

信濃川流域だけは緩やかであるが，これ以外の阿賀野川流域・荒川流域・出羽

南部・頚城と佐渡の地域にあっては急、なものだったとみてよいであろう。

3) 6月中旬の降雨

千曲川流域ではこの時の降雨と出水の記事はみられないが，魚野川流域では

6月20日に破間川などの支川を含めた地域に大洪水があった（文献12））。信濃

川本川では 6月19～21日間の出水（文献15))'6月20日洪水，水嵩は 5月と同様

（文献19))'6月16日には 3度出水（文献25））の記事がみられる。このように，

信濃川下流域では 1). 2）の時期を含めて 3度の出水がみられ， 一番水・二番

水 －三番水の被害を受けた地域が発生している。前後 3回の出水の規模をみる

と， 1）の時期の出水が最大と思われるが，これだけで 2). 3）の時期の対比は

むりであろう。
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次に前項 2）で述べているように，阿賀川では「6月16日湯川・大川洪水」

（文献28））とあって，湯川・大川洪水は 1）と同様で，水位は 1）のときより高く

なっている。 2）は北方筋の｝｜｜ 々増水とあって， 下流の越後に入ってからの増水

は，このときが 1). 3）より大きかったものと考えられるし，これに比べて 1)

と3）の聞の差は小さかったので、あろう。

出羽南部と岩船郡をみると，米沢藩の記録（文献%））にはこの 3）の時期の

降雨の記録がみられないしそのほかの資料（文献35)36)37））にもみられないこ

とから，この地区では前記の 3回の降雨と出水の中では最も軽かったもののよ

うで，この点は頚域・佐渡でも同様と思われる。

最後に表 1によ ってこれまでに考察したことから，各水系における降雨とこ

れに伴なう出水の規模をまとめると，およそ次のようになる。

1期 2期 3期

4月中旬以降 5月中下旬 6月中旬

千曲川 大 中 中

信濃川 大 中 中

阿賀野川 中 大 中

出羽南部・荒川 中 大 中

ただしこれは各水系別の 3期の降水と出水の規模の相対的比較であって，

たとえば千曲川では降雨あるいは出水の規模が 1期に大きかったことを示して

いるだけであって，各期の水系別の比較はしていない。 したがって， l期の千

白川の降雨あるいは出水が，同期の阿賀野川のそれより大きかったなどを意味

するものではない。

3. 出水

1) 千曲川

前項では降雨状況を主に， 合わせて出水状況をみてきたが，こ こでは被害状

況を念頭において，出水状況を地域別に考察する。千曲川流域では 1回目の 4

月下旬から5月初旬にかけての降雨と出水によ って，大きな被害を受けてい

る。上流の南佐久郡（文献1））では被害多しとなっているが，具体的な被害の

記事はみられない。下って北佐久郡においては叫，寛政 3年（1791）， 寛保 2
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年（1742），安政 6年（1859）の洪水の記事はあっても，宝暦 7年のそれはみ

られない。小県郡の洪水記録43）をみると，宝暦 3年（1753).同 4年から明和

2年（1765）まで飛んでいる。上田市の状況（文献2）） をみると，市内を流れ

る千曲川本川と支川沿いの田畑への土砂の流入による被害がみられる。

更級郡に入ると（文献め），塩崎村の増水や篠ノ井の人家などの千曲川沿岸

の被害のほかに，丹波島－青木島などの犀川沿岸の村の被害もみられる。千曲

川 犀川の合流点から，両川沿岸の水内・更級・埴科 3郡を主藩領とする松代

藩が，拝領高の半分の 5万石を超す損毛をだしており，永荒を加えると 8万石

以上になっているのが注目される（文献的）。これより下流の飯山市内におレ

ては（文献5）），犀川が合流してからの千曲川沿岸において，破堤によって大

きな被害を受けることが示されている。

次に犀川沿岸をみると， 5月8日夜明に梓川上流の大野川村（＊安曇村）に

大山崩れが発生して，崩落土砂が梓川を堰き止めて湛水し， 10日巳ノ上刻にこ

れが欠壊して，湛水が一挙に流出して，その下流に大きな被害を与えている

（文献6））。梓川流域は現在の行政区画では上流水源地は南安曇郡安曇村，左岸

は梓川村－ 三郷村 －豊科町 ・穂高町と続いているし， 右岸は東筑摩郡波田町・

松本市と続いている。文献内こみられる雑炊橋（雑師橋）は安曇村地内で橋場

から島々の聞の梓川の両岸から例木を出して渡した橋で水際まで8間余，長さ

19聞の橋であって44），名橋として知られているが，こ うした水面から高くて橋

脚のない構造の橋が流されていることから，大きな水位の上昇があったものと

思われる。出水は下流の現在の梓川村・波田町に被害を及ぼしながら松本市に

及んでいる。松本城下の住民は放光寺山へ満水見物に行っているとあることか

ら，出水の程度をみて安心感をもったものと思われる。さらにこの洪水は堰き

止め土砂が欠壊すれば洪水になると予想されていたことであるから，下流への

連絡や避難などの対策が講じられていたために，洪水による死者がでていない

ことは不幸中の幸いであった。このときの洪水の被害はさらに下流の現南安曇

郡豊科町・穂高町にも及んでいる（文献川。この鳥羽田の山崩れによる洪水

は，「前代未聞の大水J（文献6)8））といわれているが，堰き止め個所のすぐ下

流の現安曇村・梓川村－波田町地区では大洪水だったことは確かであるが，こ

うした洪水の特徴として，その被害は下流にゆくほど小さくなってゆく もので

あって，千曲川流域全域からみるならば，局地的災害だったとみてよいであろ

う。このほかにこの洪水で注目されるこ とは，根付きと思われるカシ・ツキ・
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ツガ・カラマツの大径木が，松本市域まで流されてきていることであって，こ

れは山崩れ発生時に梓川で堰き止められ，堰き止め土砂の欠壊時に，下流に運

ばれたので、あろう。

千曲川の大洪水として近世以降についてみるならば，後述するように宝暦 7

年より 15年前の寛保 2年（1742）の洪水が最大であることは疑いの余地のない

ことである。この年は浅間山地を中心とする地域に集中豪雨が発生したので，

千曲川流域では右岸山地に多くの山崩れが発生するとともに，土石流も発生し

て，大きな被害がでている。宝暦 7年の洪水時には佐久・小県郡の被害はそれ

ほど大きくなかったようであるが，それより下流に藩領をもっ松代藩の被害

は，寛保2年に比べると小さなものであったが，他の年に比べると小さなもの

とは考えられない。さらに下流の飯山地区では千曲川本川の破堤によって小さ

くない被害がでている。

犀川流域の出水も特別に大きなものだったとはみられないが，ここでは梓川

上流の山崩れの崩落土砂が梓川を堰き止めて湛水し，堰き止め土砂が欠壊し

て，湛水が一挙に流出して下流に被害を及ぼすとし、う水害史上では比較的事例

の少ない被害が発生している。

同じような洪水が同じ犀川流域でこれより90年後の弘化 4年（1847）に発生

している。善光寺地震といわれる地震時に， 川中島平のすぐ上流の岩倉山で発

生した山崩れの崩落土砂が犀川本川を堰き止めた。鳥羽田の崩れに比べて流域

面積が大きいために，湛水池へ流入する流量が大きいことと，湛水期聞が19日

間と長かったために，欠壊時の湛水量が大きなものになって，下流の被害が大

きなものになった。これに比べると，宝暦 7年の鳥羽田の崩れによる洪水の被

害は小さいが，水害史とし、う視点からは，まれにしか発生しないこの種の洪水

が，同じ犀川流域で2回も発生している点が注目される。

以上に述べたように，寛保2年の洪水は少なくとも近世以降の千曲川の洪水

中で群を抜く大きさのものであった。宝麿 7年の洪水も小さなものではなく，

大洪水中のーっと位置付けてもよかろう。普通の破堤などによる被害のほか

に，梓川上流において，山崩れの崩落土砂が河床を堰き止めて流水を湛水させ

て，これが一挙に流出するとし、う水害史上数少ない洪水災害が発生している。
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2) 信濃川

a. 上流

支川の魚野川流域を含めてみる。ここでも 1回目の4月下旬から 5月上旬に

かけての降雨による出水が大きかった。表 1でこの時期の状況をみると，魚野

川流域の2例 （文献9)12）），本川上流の文献川のいずれも 4月下旬から 5月上

旬までの出水となっており，この点は上流の千曲川流域とも共通している。し

かし文献16）のように 5月 1日のほかに，6月15日にも大洪水の記事もある。

本川の上流地域にあって，芦ヶ崎村（津南町）のように支川の満水でJ11欠け・

石砂入りになったところもあるが，高島新田 （十日町市）は6月19～21日の出

水で，河道上にあった集落－耕地が流失しているし，小千谷市域では 5月 1日，

6月15日の洪水による破堤時に川筋が変っている。支川の魚野川流域でも 5月

初旬の洪水のほかに， 6月20日の洪水の記録もみられる。

b. 中流

長岡城とその周辺地域の状況をみる。長岡市遺跡位置図め）には 5万分の l地

形図に長岡城跡が載ってし、る。城跡は現在の長生橋の東方の延長線上にあっ

て，南北に走る JR信越線の線路の西方すなわち信濃川寄りに 3分の 2ほど，

東方に 3分の lほどの部分が存在している。したがって長岡城跡岨）は長岡市街

の都市化の激しい部分にあるとともに，JR長岡駅は本丸の東部分に相当する

位置にあって，現在の町名では城内町 1～3丁目，大手通 l～2丁目，東坂之上

町 1～3丁目，坂之上町 1～2丁目になっているとしづ。

長岡町の近世初期の状況47JIま，寛永19年（1642）の記録によると，「長岡の

御城たち，町の地割相成候までは，今の長岡といふ所は一面の野原にて，葦沼

の中，処々に畑あり，又埴出し聞も有之候」 とあるように，長岡町とその周辺

は低湿地であった。平野部にあって急激に新田開発が進められて，田畑と集落

が増加して，とくに信濃川沿いの村々に洪水被害が増加してゆくことになる。

寛永年間より一世紀経過した宝暦年代においては，開発は大きく進展していた

のであろう。

このほか，長岡の地形については，「長岡の地三部に分たる。神田方面・中

央坂ノ上方面－ 千手方面是なり，北は安善寺裏より袋町，玉蔵院町及長町を通

ずる一帯の窪地を境とし，南は赤川に続ける荒屋敷並に柳原方面の窪地を境と

す。昔時は此区画頗る明瞭なりしが，現時と量産も，尚洪水等の際には歴然、と認
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むることを得るなり」48）にみられるよ うに， 城下から信濃川右岸にかけての高

低の徴地形が述べられており，文中の中央坂ノ上方面の徴高地に長岡城が立地

していたのであろう。洪水時にはこうした徴高地にも被害がでているが，その

聞に位置する徴低地にあっては，徴高地よりも浸水深が大きく，しかも浸水期

聞が長かったので，とくに大きな被害がでたものと思われる。

このような記述のほかに，国土地理院の 5万分の l地形図，昭和初期あるい

は大正年代と思われる 1万分の 1の市街図刊），大正 3年（1914）の洪水時の図

面50）を参考として，信濃川 ・長岡城－河岸の村などを入れた略図が図 1であ

る。城の西方を信濃川が北流しているほか，南方を右支川の太田川が北流して

本川に合流しているし，城の東方を右支川の栖吉川が北流していた。元和4年

(1618）に村上に転封になった堀直苛に代って入封した牧野忠成によ って域は

完成しており，西の信濃川と東の支川栖吉川を天然、の外郭としているという 51）。

このように信濃川岸に近く， しかも背後は栖吉川とし、う支川にはさまれた地域

にあったことから，たとえ徴高地にあったにしても，洪水被害の危険性の大き

いことは容易に考えられることである。さらに左支川の渋海川が，長岡町の少

し上流で本川に合流していることから， 豪雨時には長岡町沿岸の水位を上昇さ

λ
l
v
 

図1 長岡城とその周辺
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せるとともに，増水期聞を延長させていたことは確かである。このような信濃

川右岸の長岡町周辺の状況と，左岸の状況を組み合わせてみると，本川が増水

しやすいことと，これが継続しやすいことになって，これが続くならば栖吉川

や太田川のような支川の流出も疎害されて，本支川とも増水が続いて温水によ

る被害がでるほかに，破堤によるとみられる多くの流死者や流家も発生してい

る。このほか，長岡町とその周辺の徴地形についてはすでに述べているが，と

くに徴低地にあっては浸水深が深く，浸水時間も長くなっているとみられるの

で，被害が大きかったで、あろう。長岡町とその周辺のこうした条件下にあった

地域が大きな被害を受けていると考えられ，これを軽減するために，長岡藩で

は精力的に堤防工事が行われている。

長岡市史52）によると，

享保16年（1731) 5月左近土手切れ。

元文元年（1736) 6月域内浸水，水死者がでた。

寛保2年（1742）まで毎年洪水が続き，藩は幕府から7,000両を借用。

寛保3年（1743）の洪水の後，藩は計35般の避難用の用心船を建造。

寛保3年・延享元年（1743・44) 左近村の土手は大川が蛇行して太田川

の水も加わって決壊しやすく，しばしばここからの水が城下に流れこん

だ。そこでこの両年に藩は大川前の決壊個所に長さ196間，敷6間，高

さ1丈の士手を築いた。

寛延元年（1748）にも左近の大土手といわれる大堤防を築いた。

宝暦 7年（1757) 5月2日草生津土手から浸水し，未曾有の洪水となっ

た。この年藩は幕府から7,000両を拝借した。

宝暦 9年（1759) 草生津土手の補強工事。

天明元年（1781) 閏5月に左近土手の下流が切れて城下に浸水，域内の

水深は 9尺余，家老屋敷地の深い所では 1丈 7～8尺ともなって，草生

津村などで死者130名，流失家屋120戸といわれた。藩は今までの左近の

土手外側に新しく大土手を築いたが，その後の洪水で草生津の土手が切

れるというように，洪水の被害はなおも続いた。

これまで、に述べたことと図 1の略図とを対比してみると，左近村は長岡町に

とって信濃川の上流右岸にあって，この村の中での破堤は長岡町にとって大き

な被害を与えることになる。しかもここでは信濃川の右支川の太田川が本川に

合流しており，長岡町の被害の記事に太田川の名もでてくるように，左近村は
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草生津村と同様に，長岡町の洪水対策上重要な位置を占めているし村の堤防

には左近の大堤53）といわれているものもある。前述の享保16年の洪水で切れた

堤防が，延享あるいは寛延年間に補強されて，左近の大土手といわれるように

なっているが，昭和47年修正測量版の 5万分の 1地形図の「長岡」にも太田川

沿いに左近堤の名がみられる。このほか，大正 3年（1914）の長岡の大洪水時

の図面54）をみると，太田川から本川との合流点にかけて左近の大土手があっ

て，その内陸側には上流から内土手・左近堤，太田川寄りに西土手・かすがし、

土手となっており，それより西方の信濃川本川沿いに旧信濃川土手がある。左

近大土手の下流本川沿いには草生津大土手の名がみられる。

このように近世以降営々と長岡城下の洪水防止のための堤防工事が進められ

て，大正年代初期にはこれだけの堤防が整備されていた。享保16年の破堤後の

復旧，寛保 2年までの連年の洪水復旧のための拝借金による工事，あるいは寛

延年間の左近堤の補強などが行われている。なお，信濃川流域の堤防工事をみ

ると，下流の長岡藩領・新発田藩領においては，新田開発のための堤防工事あ

るいは排水工事であって，こうした堤防に比べて左近堤や草生津堤のような長

岡町のための堤防は，補強が繰り返されたものであったことは確かである。

これまで

① 5月2日に草生津土手カ込ら「漫水Jして「未曾有の洪水」 tこなつたと

いう記事が注目される。大洪水ならば普通は破堤が考えられるのに対し

て，浸水とあるのがそぐわない感じがするからである。この点について

は，次の二つのことが考えられる。一つは堤防の補強工事が進んでいた

ので，破堤とまではゆかなくても，溢水区域が広域にわたるとともに，

とくに堤内地の低地にあっては，浸水深が大きく，浸水期間も長かった

ので，被害が大きかったものと考えられる。たとえ破堤による家屋の流

失や田畑への土砂石礁の流入がなかったとしてもである。二つはこの記

事にあるように，草生津土手では破堤がなかったとしても，左近土手な

どのその周辺地域における破堤が考えられるので，この二つのことのた

めに，被害が大きくなった可能性が高いであろう。

②長岡町周辺の全域ではないにしても，草生津村では増水が緩やかで二

階または屋根の上で一時的に生活していたところがあり， 5月8日まで

船で焚出しが行われていたしこうしたことのために洪水時に船の必要

性が認められて，城下周辺で助け船を用意するようになっている。
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① しかし長岡町周辺では前項①・②で述べているような緩やかな出水

を示す地域だけではなかった。破堤によるとみられる多くの流失家屋や

流死者・行方不明者ので、た地域があったことがこれを示している。

④ このように信濃川本川で、長時間の増水が続いていることから，太田川 ・

栖吉川などの支川の疎通が妨げられて，その沿岸では長時間の増水が続

いた地域が多かったものと思われる。そしてこれらの本支川の間にある

地域，たとえば草生津村の低地などにおいては， ①で述べているように

浸水深が大きく，しかも浸水が長時間続いたので，被害が大きくなった

のであろう。なお，長岡町は東西を栖吉川と信濃川本川にはさまれた地

域の徴高地にあった。

⑤ 上昇した水位と堤防の高さとの関係をみると， 5月4日昼ごろ平水よ

り1丈 8尺の洪水とあるし，堤防の高さの例をみると，寛保3年・延享

元年（1743・44）に大川前に長さ196間，敷 6間，高さ 1丈の土手を築

いたとあるので，この両者の高さの基準点が共通であるならば，宝暦 7

年 5月の洪水の水位が堤防より 8尺高かったことになる。しかしこの

水位と堤高の基準点が共通でなかったとしても，現実に水位が堤高より

高くなって，洪水が破堤を伴わないで、，堤防上を溢流していった現象に

ついては，すでに述べている。

⑥ 以上①～①の記述が，長岡町周辺の 4月下旬から 5月初旬にかけての

1回目の降雨による出水状況である。 2回目以降の出水については， 5

月24日からの雨で28日大水（文献附） 6月20日洪水で水嵩は 5月と同様

（文献同）とあって，信濃川では 2 3回目の出水は， 1回目のそれに比

べて軽かったようである。

c. 下流

長岡より下流の越後平野の中心部の状況をみる。このために信濃川本川だけ

でなく，中ノ口！｜｜・西川流域だけでなく，阿賀野川下流部の状況を含めてみる

ことにする。

長岡より下流の三条地区では（文献20))5月20日に大水，その後も 5月29日・

6月 1日に大水となっている。それより下流で大きな被害がてナこのは横越島で、

あって，図 2は新潟県の地名叫に添付の明治20～23年（1887～90）に作製の 6

枚の20万分の 1地形図による新潟県全図から横越島の部分を取りだして，略図

化したものである。図にみられるように，東西を阿賀野川と信濃川，南北を小
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図2 横越島の破堤

阿賀野川と通船川によって界されており，この年の横越島の破堤状況を概観す

るために作製したものである。

横越島の破堤をまず信濃川からみると，島の南西部の和田村（一部舞潟村を

含む）地内にみられるし，阿賀野川関係では，直接横越島に接していない阿賀

野川上流左岸の中新田・満願寺間（新津市）の破堤による水が，北流して横越

島に接する小阿賀川の南岸の堤防を内部から破って，この川を横断して島の東

南部の二本木村の堤防を破って，島内に流入している。横越島の南部におい

て，この和田・二本木の破堤による被害が大きく，とくに前者の被害が大きか

った。このような島の南部の小阿賀野川の破堤による洪水は，島内を北流して

島の北部の堤防を内部から破って，信濃川や通船川に流入している。「上所島

新田より津島屋まで30ケ所全土居切にて切申候」 （文献24））ということで，島

の北部での破堤個所は前掲図 2~；こ示した 2 ヵ所だけでなく，この上所島新田と

津島屋の聞においても，堤防の内部からの水による多くの破堤があった。
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横越島の被害はこうした破堤直後の被害だけではなかった。たとえば和田の

破堤は，締切工事後にも再破堤が繰り返されて， 3年聞はできなかったことか

ら，この間信濃川本川の流水の一部が島内を流れていたことになる。このとき

の流路は島の南方から北方の海岸に向けて直線的に流れるというような単純な

ものではなかった。この研究の総論の研究にも述べているように，海岸線に平

行に砂丘が走っているからであり，たとえば享保年閉までは阿賀野川は海岸近

くで左折－西流して，河口近くで信濃川に合流していた。現在の通船川がその

流路であった。こうした砂丘の存在によって，島の南部から単純に北流すると

は限らなかった。破堤個所によって，濁水の流路がほぼきまっていたといわれ

ており 56），その一つの例が岡山村とその西側にある猿ヶ馬場新固と呼ばれる道

であって，この辺は砂丘列が自然の堤防になっているが，山下道の所だけが低

く，洪水の流路になっていた。石山・大形地区の村々 （下郷）は洪水が発生す

ると，すぐに下山道に土俵を置いて，流路をふさ ぐのが常であったが，このた

めに下郷の村は助かるが，その南側の大江山地区や亀田町の村々（上郷）では

水位が上昇して大きな被害がでた。このように横越島の洪水は大きくみて北流

するのであるが，その流路は地形からみて経験的に知られていたので，ある地

域のために対策を講ずると，そのために被害が大きくなる地域がほかに発生し

ているが，こうした現象はここだけのことではなかったので、あろう。

5月3日ごろにこのような破堤があって，さらに 5月18日から20日まで大雨，

27日に溢水，さらに 6月16日から 3度出水（文献25））とあるしさらに 5月3

日の出水に続いて， 5月17日から 6月4日までの降雨で再度出水，「阿賀川筋

特に甚しく前回の水量より二三尺高水」（文献25））とあって，和田村のような

信濃川筋の破堤では，1回目の 5月3日の出水が大きいとみられるが， 二本木

村のような阿賀野川筋では 2回目の 5月下旬の出水が大きかったようである。

このような破堤によって，洪水の流路となった地域の土砂の堆積あるいは洗

掘による農地の被害は，横越島では大きかったようで，とくに和田村の被害は

信濃川本川の破堤によるもので，しかも 3年間も締切りができなかったので，

流入した土砂石礁の量が多く，被害が大きかったのてあろう。下和田の住民20

余軒が土地を捨てて葛塚などへ移住したというし田畑がけずりとられて川に

なったものや，石砂入りのために荒れ果てた田畑があったとし、う。後述する永

荒田が多くて‘たことは確かである。

このほかに阿賀野川左岸の破堤による水が，横越島に流入する前に小阿賀野
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川を突っ切ったときに，河床に土砂を堆積させたために，この川の下流への流

れが阻害されて， 一時的であるにしても，下流が水不足になるという珍らしい

こともあった。これも一種の洪水被害であるが，直接の原因は横断した洪水流

の堆砂による河床の上昇である。

こうした信濃川沿いの横越島などの被害のほかに，横田切れとし、う言葉に象

徴されるように，この年に信濃川左岸の横田村（分水町）の堤防が切れて，西

蒲原地区に大きな被害がででし、る。巻地区（文献23））では 4番水までの襲来が

報告されているし，中ノ口JII沿いの茨曾根（白根市）の破堤によって，白根郷

全体が大きな被害を受けるとともに，再破堤している（文献27））。このように，

信濃川より海岸寄りの新川沿いあるいは中ノロ川沿いの地域も大きな被害を受

けている点は，信濃川沿いの地域と共通しているが，横越島にみられるような

土砂害の記事が少ないことから，これの被害が少なかったものと思われる。こ

れは信濃川のような大河川の被害を受ける横越島に比べて，この地域の新川や

中ノ口川のような中小河川の洪水流量が小さいことから，流送される土砂量も

少ないとみられるので，土砂の堆積あるいは洗掘による被害も小さいことが原

因と考えられる。

このように相当な範囲にわたって，この年には三番水あるいは四番水といわ

れる出水があって，そのたびに作付けした作物を流失させた結果として，前代

未聞の洪水といわれていることのほかに，弥彦村地内からの所見として，「蒲

原中青き物少も無之 山にて所々を見渡候所 目の及ぶ通りに青き物少も見へ

不申 居村ばかり見え申し候」（文献20））とあることが，この年の洪水の特徴

を示すとともに，こうした景観を示した地域は，宝暦 7年には農作物の収穫が

なかったとみられることから，農民の生活を窮乏させていったことは確かであ

る。これは弥彦村での所見であって，「山にて」とあることから，弥彦山頂か

らの所見かもしれない。山頂かどうかは別として，地域としては西・南・中の

蒲原郡，信濃川－中ノ口JII .新川の流域であって，越後平野の中心部の南部で

の所見と考えられる。これまで、述べた信濃川の下流地域の状態を要約すると，

およそ次のようになる。

① 中ノ口川・新川を含めて，信濃川下流の越後平野の中心部では，信濃

川の中流域と同じような大きな被害を受けている。ここでは大きくみて

3回の降雨と出水がみられるが， 4回の出水すなわち 4番水の襲来が報

告されている地域もある。信濃川流域にあっては， 1回目の出水が大き
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く，これに比べて 2・3回目の出水は小さかったとみられる。

② こうした頻繁な出水によって，破堤が繰り返される地域も多く，信濃

川下流の和田村の破堤は， 3年間堤防の締切りができなかったとし寸。

このような地域にあっては，信濃川の下流にあることから，洪水流量が

大きいので，土砂の堆積あるいは洗掘の量も多く，荒廃した耕地が発生

している。

①信濃川左岸の横田村の破堤（横田切れ）によ る西蒲原地区の被害ある

いは茨曾根の中ノ口川の破堤による白根郷の被害は小さなものでなかっ

たが，土砂害の記事の少ないことから，横越島に比べてその被害は小さ

かったものと思われる。

④弥彦村からの所見として，この年「蒲原中青き物少も無之Jという記

事は，繰り返される出水によって，作物が流されて収穫のなかった地域

が，蒲原郡の南部に相当な範囲にわたって存在したものと考えられる。

⑤信濃川水系として上流から下流を通してみると， 千曲川と信濃川の上

流では大洪水であったが，中・下流のよう な特別に大きな洪水とは考え

られない。

なお，信濃川中流で、は長岡城下保全のために，長岡藩によって当時としては

大規模な堤防工事が行われているが，こ こより下流にあっては信濃川のような

大河川の下流域であっても，当時の技術水準で普通の堤防工事が行われていた

のであろう。このために下流域て、は単純に破堤あるいは再破堤という形の被害

となっているが，中流地域では普通にみられる破堤のほかに， 洪水時に破堤し

ないで堤防上を溢水して，低地に長時間湛水とし、う地域もみられる。こうした

地域は破堤した地域に比べて， 破堤による堤内地への急激な水と土砂の流入が

みられないので，このときの被害は小さいものと思われる。こうした差異はあ

っても，この宝暦 7年の洪水時には，信濃川の中・下流ともに大きな被害を受

けている点は共通しており，後述するように，長岡藩新発田藩ともに，損毛

高は拝領高以上になっている。

3) 阿賀野川・加治川

前項 1で抄出された資料は，信濃川水系に比べて少ないこともあって，ここ

では阿賀川流域を含めて一括して考察する。会津地区においては （文献28)),3 

回の出水時の降雨地威の差によ ると思われるが，出水地域にも差異がある。1
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回目と 3回目の出水は湯川｜・大川洪水とあって，会津の城下とその周辺の被害

の記事がみられるのに対して， 2回目の 5月25日の記事は北方筋JII々 出水とあ

って，越後に接する阿賀川流域の河沼郡・耶麻郡と越後に入ってからの小川圧

の出水の記事のほか，上流でも猪苗代湖の増水や山崩れの記事があって「近来

無之洪水」とある。これは下流の越後平野において，「阿賀川筋出水特に甚し

く前回の水量より二三尺高水J（文献26））とあることと符合する。

阿賀野川に入って津川においては（文献29）），増水のほかに川筋の水田の川

欠けが述べられている。これより下流では洪水時に流路が変更になって （文

献30）），これまで阿賀野川の右岸にあった高山村（＊五泉市）が左岸に移住を

開始しているし宝暦11年の破堤が左岸への移住を促進している。この高山村

のように河床にあった集落や水田が洪水時に被害を受けて移転する例は信濃川

流域でもみられる。高島新田（＊十日町市）も同様の被害を受けているが，異

なる点は高山村が阿賀野川の右岸から左岸に移転しているのに対して，高島新

田では信濃川の河床から洪水に対する安全性のより高い段丘上に，長い年月を

かけて移転していることである。

下流の被害については信濃川の項でも述べているが，新津市の満願寺の阿賀

野川左岸の破堤による水が，小阿賀野川を突っ切って，横越島に入って北流し

て，信濃川・通船川の堤防を内側から破っていることは， 5月初旬の 1回目の

出水時のことであって，阿賀野川ではこれより大きいとみられる 5月中・下旬

の2回目の出水時にも， 1回目と同じ流況を示したものと思われるし， 3回目

も同様だったのではあるまいか。

新発田藩の被災状況をみると（文献33）），域下に近い河川の出水による被害

もでているが，信濃川下流に藩領が多いために，横越組などの被害が大きかっ

た。このように信濃川の洪水といえば，まず長岡藩が考えられるが，新発田藩

も同様であることは注目する必要があり，藩領が長岡藩領より下流にあるため

に，洪水時の被害はかえって大きくなることがあったのかもしれない。

4) 荒川 ・出羽南部

荒川上流に接する出羽国南部は最上川の上流地域にあって，この年の洪水で

大きな被害を受けているので，荒川流域の災害とも関連をもつものとみて，取

りあげる必要があると考えた。

米沢藩領では4月下旬からの森雨で5月 1日洪水，さ らに同月24日27日大雨
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洪水（文献34))'4月25日米沢洪水（米沢通撃）' 4月21日より雨降続i 昼夜

20日大雨にて洪水， 5月27日より6月6日まで昼夜大雨降り続き大洪水とくに

とノ山大損 （漆山御料御代官記）（文献35））。

このほかに，「5月2日 馬見崎川爆藤山形城下旅寵町十日町ヲ流出ス

現今山形県庁所在地ハ 当時暴法被害ノ所ナリ，寒河江漆山諸領亦被害ア

リ」57)とあって， この第 1回の5月初旬の降雨では米沢城下だけでなく，馬見

崎川の暴濠によって，山形城下で、も大きな被害がで、てL、る。米沢と山形の間にあ

る上ノ山で‘も相当な被害がで‘Tこので

5月の中．下旬の洪水については，「5月24日大雨洪水被害前古未曾有と称す，

19日より永雨25日には大水まし，北は長崎，南は上ノ山までその間 7里海とな

る」58）とあって， とくに長崎・上ノ山聞に大きな被害がでている。このような

記事からは，このときの洪水被害が前述の 5月初旬のそれよりも大きかったよ

うである。

「おおみず」59）によって小園地方の洪水をみると，この宝暦 7年については，

今井日記に「損毛82,271石，米沢4月下旬より雨降続， 5月 1日満水， 5月24

日又々 雨， 25・27日に至って）｜｜々甚だ洪水にて，城下侍屋敷まで一円水押入，

橋梁流失，潰家，流家，山崩，破損田畑多分に有之，最上川の出水平水より高

きこと 3丈余，古来稀なりとし、う。沿岸数十町歩の土地流亡すJとあるが，こ

の5月25日と27日の大雨は，飯豊，朝日の両山塊を中心としたことがうかがわ

れ，松川，白川，野川などは非常な増水で，松川のごときは大こう水であった

とするとともに，おそらく置賜として最大の降雨， こう水であったと思われ，

いまも宝七の大水として古老に語りつがれているから，荒川，横川も増水し相

当な被害があったと思われるが，具体的な資料がないとし、う。

このほか，荒川流域などの越後の岩船地域をみると，村上域下の被害のほ

か，現神林村・関川村の被害が取りあげられている（文献36））。村上町は三面

川沿岸にあるが，神林村 ・関川村などの荒川流域の被害も報告されている。関

川村では 5月23日から25日までの降雨で荒川が氾濫し，明治年間に書き写され

た図で‘はあるが，「宝暦大洪水略図」にこのときの関川村の中心部の被害状況

が記録されている（文献3円。この両者とも 5月下旬の出水であるとともに，

このときの雨域の中心が飯豊－朝日山地ともいわれていることを合わせてみる

と，全般的に 5月初旬より 5月下旬の出水が大きいとみられるとともに，荒川

流滅ではとくに大きいのではないかとも考えられる。
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なお，荒川流域では次のようなこともいわれている。これまで地域に語り伝

えられた大災害は，貞観地震・ 宝暦の水害・天明の飢鍾が挙げられているとし

て，貞観地震と天明飢鐘の被害を述べているし，宝暦の水害についても荒川支

流女川流域に簡素な地蔵堂があって，石造地蔵菩薩像が多く安置されている。

これは宝暦3年 ・7年の水害で亡くなった子供たちの死をいたみ，供養したも

のと伝えられ，いまでも 7月23日の夜しめやかに供養が行われている。また上

関安養寺境内には宝麿水害の無縁仏を埋葬した塚があるという 60）。

貞観地震は貞観5年（863）に発生した地震で、あって，震源地は越後西部の

頚城郡内と想定されているので，大地震ではあっても，岩船郡は頚城郡に比べ

て，被害は少なかったであろうし天明飢鍾のときの岩船郡の被害が小さなも

のでなかったにしても，東北地方の津軽などの激害地に比べると，相対的に小

さなものだったことは確かである。

宝暦 7年の洪水はこの地域が激害地となった点が，貞観地震や天明飢態と大

きく異なる点であって，洪水災害の規模も出羽南部や岩船郡では最大級だった

ものと考えられる。

次に他地域と対比してみる。まず注目されることは，信濃川水系の信濃松代

藩と越後長岡藩と同様に，出羽の上ノ山藩と長瀞藩が，前記大藩に比べて金額

は少ないものであっても，幕府から拝借金を受けていることが注目される。こ

の地域のこの年の洪水の被害が，並々ならぬものであったことを示すーっの証

明とみてよいものと思われる。

5) 頚城・佐渡

頚城地区ではこの年に高田城下にも被害がでているが（文献38）），文面から

それほど大きな被害だったとはみられない。この地域の災害の記事が比較的多

いとみられる「越後頚域郡誌稿」61）をみても，宝暦 7年の洪水の記事はみられ

ず，比較的大きいとみられる洪水の中に延享4年（1747)8月の洪水があっ

て，この地域の広域にわたる被害を，「高田築城以来前後ニ無之洪水ト伝タリJ

としている。このほか，この年の大洪水は「卯年の満水」として，その被害の

様子は，長く後世に語り継がれた62）。「長願寺過去簿」63) （西頚城郡青海町）に

も宝暦5年の姫川洪水，同 6年の飢鐘，同 8年の豊作の記事はあるが， 7年の

洪水の記事はみられず，ここでも延享 4年の洪水をこの地域での前古未曾有の

大水としている。
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次に佐渡については文献39）刊）41）によると，越後平野の中心部に大きな被害を

もたらした 5月初旬の降雨と出水がみられない。 2回目の 5月下旬の洪水を百

年来ない大洪水といっているし（文献40)),3回目の 6月下旬の洪水時には島内

に被害がでている（文献叫）。このほか佐渡の災害で大きな比重をもっと思わ

れるのは，相川の金銀山の被害であろう。その復旧のための方策が早急に講じ

られていることが注目される（文献39））。

このように宝暦 7年の洪水の被害をみると， 同じ越後にあっても蒲原郡に比

べると，頚城郡の被害は軽かったようである。佐渡固については， 2回目の降

雨の 5月下旬に大きな被害がみられる点が越後と共通している。しかし 5月

初旬に距離的に比較的近い越後平野の中心部に大きな被害がでていることと対

比すると，たとえ限られた少数の資料による考察であるにしても，この時期の

佐渡の被害がみられない点が注目される。
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