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熊野川沿い集落における水防建築「アガリヤ」の分布と分類
A study on distribution and current condition of “Agariya” as an emergency shelter in the villages
along the Kumano River
落合知帆*
Chiho Ochiai*
An emergency shelter locally called “Agariya” which is located on hills was constructed to store some home goods
and to temporary evacuate at the time of flood in the villages along the Kumano River. The purpose of this study is to
find out the physical location, distribution and types of “Agariya” in the villages along the Kumano River. As a result,
the distribution of “Agariya” was confirmed in several locations where two river meets and/or low laying land near the
river. These traditional emergency shelters have been demolished and only few of them are remaining.
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1. 序章

吉野郡天川村の山上ヶ岳を発し, 大小の支川を合わせて和歌山県

1-1. 研究の背景

新宮市と三重県紀宝町の境界で熊野灘に注ぐ一級河川で，平成 23
年 9 月台風 12 号では河川沿い集落は甚大な被害を受けた 11)．

人々の暮らしは古来より自然災害を受け，地域の自然環境や社
会環境に適応しながら形成されてきた．日本には洪水が頻発する

熊野川沿いにおける建築による水害対策としては，かつて熊野

地域において伝統的な水害対策として，木曽三川流域に点在する

川河口付近, 現在の新宮市の河原に川原家 12)13)と呼ばれる水害時

輪中堤や水屋が知られており，類似の堤や建築物は形や名称を変

に解体して持ち運べる折りたたみ式家屋が多くあり，それらが運

えて全国に存在している． 国土交通省の「河川伝統技術データー

ばれた一段高い町方にある避難用の住宅が上り家 14)15)，注1)と呼ば

ベース一覧」1)によると, 全国の河川を対象として 26 地域の水防

れていた．これは、河原に多くの商店があり，水害時には河原か

建築が登録され 2)3),

そのほとんどが, 水屋, 水倉, 段蔵, 水塚と呼

ら平地に移動させる必要があったからである．ここでいう「上り

ばれている．水防建築に関する研究には, 河川と集落および水屋

家」は平地に建つ住宅やその空き地を示すため，本研究対象とし

の空間・建築的特性に関する詳細研究

4)5)6)や,

た「アガリヤ」とは同じ呼称ではあるが，形態や役割が異なる点

伝統的技術の重要

性と水防組織の関わりの重要性を指摘した研究 7)がある．水屋と

が多々ある．
そこで，本研究では，熊野川沿いにおける伝統的な水防建築で

類似の機能を有する建築物は他にも利根川中流域の水塚，信濃川

ある「アガリヤ」の分布状況を把握することを目的とした．

の水倉や, 淀川中流域の段蔵があり, 浸水や洪水に対する伝統的
な水害対策法の有用性が報告されている 8)．地域に根差し建てら

1-3. 研究方法

れてきたこれらの水防建築には，世代を超えて受け継がれている

本研究は，2011 年 9 月に発生した台風第 12 号災害時における

知恵が含まれると指摘されている 8)9)．
これらの水防建築は, 地域の地主階級が敷地内に盛り土や石積

行政対応と住民避難に関する調査の一環として2012年‐2017年

みを行い，その上に 2 階建て構造の蔵に似た建物を建て, 居住空

にかけて実施した．アガリヤに関する調査は，まず熊野川流域の

間を設け, 食糧を備蓄し，水害時の避難場所として機能すること

県市町村における県史，市史，町史等, 合併以前の資料も含めた

が期待されていしていたが，これらの建築物も戦後の地主階級の

文献調査，各市町村の行政担当者（総務および防災担当者）や地

没落に伴い取り壊されていった 10)ことを指摘している．また,

域住民（特に古老や高齢者）への聞き取り調査を行い，各集落に

宮

村 9)は地域毎に, その地域特性と経験則に基づいた水防建築を作

おけるアガリヤの有無と熊野川流域における分布を確認した．

りだし災害と共に暮らしてきたが, 戦後の公共事業による治水整
備や災害の減少による住民意識の希薄化, 人口減少による相互扶

2. 調査対象地の環境特性と水害の歴史

助としての対策の衰退を理由として挙げ, 「それらの伝承はいま,

2-1. 調査対象地の自然・社会特性
熊野川は，年間降雨量 4,000mm を超す日本有数の多雨地帯を

近代的合理思想の中で消えつつある．
」と述べている．
このような背景の下，地域に形成されてきた集落や住宅形態，

流れる河川である 16) ．2007 年に「紀伊山地の霊場と参詣道」と

人々の意識とその変容を消滅する前に記録・解明し，地域に息づ

してユネスコの世界遺産に登録されたことから，観光業が盛んに

く知恵を伝承していくことが切要である．

なっている．しかし，かつては木材生産が盛んで，それらを筏に
組んで上流から新宮の集積地まで流す筏流しが行われていた．中

1-2. 研究の目的

世に始まったとされる熊野詣のために本宮－新宮間を船で行き

和歌山県,奈良県,三重県を流れる新宮川水系の熊野川は，
奈良県

来したという記録が残されており, 紀州藩によって街道整備が行
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には以下のように記述されている．

われ, 物資の輸送が盛んに行われていた．大正時代になるとプロ
ペラ船が本宮－新宮間，さらには十津川村まで運航し，多くの住

「
（前略）水害対策として, 低い場所に住んでいる人々は, アガリヤとい

民や観光客の交通手段として利用され，川の街道として地域を結

う避難用の家を持っていた．特に, 熊野川や北山側流域に多かったようで

ぶ重要な役割を果たすと共に地域に繁栄をもたらした．しかし，

ある．アガリヤには布団などを置いておき, 普段は物置に使っていた．日

昭和 30 年代に入り，ダム建設と国道 168 号線が開通したことに

足では裏地地区が低い熊野川に面した地域であるため, この地域の人々

より航路は次第に衰退し陸上交通に取って変わられた．また，熊

は少し高台の上村にアガリヤを持っていた．アガリヤに避難して助かって

野川沿いに位置する集落は熊野川によって繋がり，川丈集落とよ

も, 家が流されてしまう場合がある．そのときは, 流された家の場所で,

ばれ交流も盛んに行われていたが，陸上交通網の整備による生活

少しでも高いところへ家を建て直した．
（中略）この家は明治二二年まで

の変化や，昭和および平成の大合併に伴い行政区分によって分断

は下の石垣の段に家が建っていた．その家が明治二二年の水害で流された

されることにより集落間の交流が希薄になっている 17)．

あと, 上の石垣の段に再建したという．宮井のように斜面に家が建ってい

2-2. 水害の歴史

め, 家を二階建てにするなどの工夫をして水害に対処した．いずれにして

る場合は, 石垣を高くできたが, 日足の裏地などはほとんど傾斜がないた

当地域はこれまでも幾度となく大水害に見舞われてきた．特に

も, 熊野川沿いの家々は水害のたびに上へ上へと上がっていったという．
」

明治 22 年 8 月の水害では，上流域の十津川村で 1,080 ヶ所もの

（熊野川町史 通史編 p.732-733）

山崩れが起き，土砂による堰止湖は 37 ヶ所にも及び多くの死者

いつ頃，どのようにしてアガリヤが建てられるようになったの

を出した．これにより十津川郷では, 当時，六ヶ村に 2,400 戸，

かは不明だが, 「自分が生まれたころ, 意識があるころには既に

13,000 人が暮らしていたが，うち 600 戸，約 2,500 人が北海道

あった」
（本宮町，98 歳男性）や地域住民（本宮町，請川，川湯

に移住することを余儀なくされた．熊野川の河口に位置する新宮

地区）によると明治期には既に存在していたと伝え聞く者もおり，

町では，町内一円が濁流に飲み込まれるという被害を受け，その

明治以前から昭和の初期にかけて多く建てられたものと考えら

後，昭和の大水害，頻繁な水害や林業の衰退により，木材集積地

れる．また，上記した新宮市の川原町に関する資料によれば，天

として栄えた川原町も消えて行った．中間地点に位置する本宮町

保 10 年頃（1839）
「大水の時は皆仮屋を撃けて高き處に流れ水の

での被害も大きく，この水害により熊野本宮大社の大部分が破壊

15)との記載があり，
落るを待て仮屋を構ふといふ」
（紀伊続風土記）

され, 現在位置する高台への移転を余儀なくされた．また昭和の

この頃にはすでに高台に荷物を保管，または避難する小屋を建て

水害でも住宅が流されるなど多くの被害が記録されている 18)．

る習慣があったことが推察できる．

さらに近年では，2011 年の台風第 12 号では，本調査対象地域
3-2. アガリヤの分類

の各市町村でも土砂崩れ，床上床下浸水，特に、熊野川町では行
政局の 3 階までが浸水するなど，大きな被害を受けた 19)．

アガリヤの分類は，水屋の分類を参照

20)し以下に分類できる．

a) 住居式：人が寝起きする居室を持つ構造を持ち，畳敷きまたは
3. アガリヤの概要と熊野川流域における分布

板張り，採光窓，床の間，台所，トイレ等施設を備えている．

3-1. アガリヤの概要

b) 倉庫式：食糧（米，味噌，梅干等）
，商品，家財道具（布団，洋

アガリヤは, 熊野川流域において水害時の避難場所として住宅

服，食器類等）を保管・貯蔵する機能を持ち，土間または板張

または商店よりも高い場所に作った建物と定義する．水屋や水倉

り，採光窓がほとんどなく薄暗いが，水害時には避難場所と

のように屋敷の隅に石段を築き，母屋よりやや高く建てられた場

して利用されえる．

合と，母屋がある敷地から離れた高台に建てられた場合の 2 つに

c) 居住倉庫式：居住式と倉庫式の構造を持ち, 双方の機能を果た

大分できる．どちらにおいても旅館や商店を営む, または地主の

すもので，同一建物の中に居室と倉庫を持っている．二階建

世帯が洪水時に対処するもので，平時には家具，寝具，商品，衣

てになっている場合もある．

類や食料の一部などを保管する場所として利用されていた．高台

d) 応急住宅・復興住宅転用：昭和 28 年水害後に行政支援で建設

に建てられたアガリヤは，水害時には緊急の避難場所としても利

された住宅をアガリヤとして利用．構造は居住式と同じ．

用されており，所有者家族，親族だけでなく近隣住民もそこで避

e) 住宅転用：建設当初は住宅として利用していたが，新たに低地

難生活をしばらく送ったという記憶を持つ住民もいる．

に住宅を構えた際に元々住んでいた高台の住宅を「アガリヤ」

その形態は，他地域では水屋や、水倉、段蔵といった名称があ

として利用する．

るが, 熊野川流域では「アガリヤ」と口頭で呼ばれており，記録と

d) 店舗転用：建設当初は店舗として利用していたが，新たに住宅

しては，新宮地区にあった川原家を水害時に避難させる倉庫とし

または住宅と店舗を建設する際に，元の店舗を盛り土した上

てその名が記録されているのと, 熊野川町史の水害に関する節に

に移動させアガリヤとして利用する．

「アガリヤ」があったことが記載されているにとどまる．母屋よ

アガリヤの規模は，所有者の経済状況や土地の所有によって異

りも高い所に建てられていたことから「上がり」, または「揚がり

なる．また，避難させたものを収納する場所が設けられており，

（る）
」所にあり，荷物を保管する小屋であると同時に，水害の際

空いているスペースで避難生活が送れるようになっていた．

には避難する場所であったことから「家」または「屋」と呼ばれ

アガリヤの所有者は，旧大地主，または河川沿いで商売をして

るようになったと推察されるが, 発祥は不明である．熊野川町史

いたる者がほとんどであった．集落全体ではほんの一部の住民に
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限られている．近年になると，使用人が居住するか, または賃貸
部屋として貸し出されていた．図 1－図 4 に分類した a)－d)の外
観を示す．本報告では，本来のアガリヤとしての利用を目的とし
て建てられた伝統的なアガリヤである a)－c)のみを対象とする．
3-3. 熊野川流域におけるアガリヤの分布と特徴
アガリヤが現存する、またはかつて存在したことが分かった集

図1 住居式の外観

図2 倉庫式の外観

図3 居住倉庫式の外観

図4 応急住宅転用式の外観

落は，和歌山県田辺市本宮町三里，本宮，請川，川湯の 4 地区, 和
歌山県新宮市新宮，日足，九重，四滝の 4 地区, 三重県紀宝町浅
里の 1 地区であった．これらの集落は全て河川沿いに立地してい
る．三里，本宮，請川，日足地区では，支流河川が主要河川に合
流する地点に集落が形成されており，昔から水害の影響を頻繁に
受けてきた地域であった．河川の合流点に位置しない川湯, 九重,
四滝, 浅里地区は, 比較的低地に位置しており，降雨量の増加に
よって河川が増水するとその影響を受けやすい土地柄である．近
年既に，アガリヤの数は減少していたが，2011 年の台風災害を機
に取り壊しが進み, 現在ではごく数軒が現存するのみとなってい

川迫ダム
久屋ダム

る．各市町村におけるアガリヤの分布を図 5，各地区の概要とア
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有する世帯は主に住居・商店がかつての主要道路沿いにある場合
がほとんどで，特に本宮町ではかつて交通や観光の起点でもあっ
たバス乗り場周辺に集中している．本宮では昭和 28 年の水害以
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図 5 調査対象地図とアガリヤの分布域

降に建てられたものと，水害以前の明治から大正初期にかけて，
または昭和 20 年頃という年代が主流である．
また，三里地区や請川地区でも，かつての主要道路沿いに住居・

置いた「アガリヤ」という避難小屋が建てられていた．

商店を所有していた商店主が高台にアガリヤを所有していた．商

2. 和歌山県田辺市本宮町三里，本宮，請川，川湯の 4 地区,

売の種類は多様で，新聞，生活用品，酒，旅館などであった．建

和歌山県新宮市新宮，日足，九重，四滝の 4 地区, 三重県

設年に関しては不明なものがほとんどであるが、三里地区では昭

紀宝町浅里においてその存在と現存を確認した．
3. アガリヤの分類は，居住式，庫式，居住倉庫式，応急住

和 10 年頃という具体的な時期に 3 戸のアガリヤが建設されてい

宅・復興住宅転用，住宅転用，店舗転用に分類できる．

た．

4. アガリヤの数は既に減少していたが，2011 年以降取り壊
しが進み, 現在ではごく数軒が現存するのみとなってい

4. まとめ

る．

1. 熊野川沿いの集落には、水害時の浸水や避難生活を念頭に
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表1 アガリヤの分布と概要
町村名
奈良県
十津川村
和歌山県
田辺市

地区

存在

現存

地理的・社会的特性
アガリヤの概要
十津川村の中央部を十津川（熊野川）が流れる場所に位置している．川に沿うようにして国道168 号線が通り，集落も川沿いに点在している．
アガリヤは存在を確認できなかった．
6
2
三里
水害が頻発した萩地区は熊野川と
1) 平地にある住宅からかなり高い場所にある．売却し，住宅として使用．2) 平地にある住宅からかなり
三越川の合流点，果無山脈の麓に
高い場所にある．売却，住宅として使用倉庫型．昭和10 年頃に建設され，現在は消失．所有者は新聞屋
を営んでいた．3) 昭和 10 年頃に建設され、現存する．所有者は商店を営んでおり、主に倉庫として炭
位置する．プロペラ船の発着場が
を補完していた．10 年ほど前に修繕し、現在は賃貸住宅としている。昭和28 年の害時には自宅が天井
あり，かつては映画館や旅館があ
まで水が来た際に，屋根つたいにアガリヤまで逃げた．4) 建設年不明。既に消失。所有者はブリキ屋を
り栄えた．
営んでいた．2013 年に解体．5) 建設年は不明で、現在は消失．6) 平地にある住宅からかなり高い場所
にあった．住宅が新築され譲渡された．
10
4
本宮
地区内に支流
1)平地にある住宅からかなり高い場所にあった．現在は住宅が建っている．2) 国道沿いのかつて郵便局があった背後の少し
の音無川が熊
高くした場所にあった．現在基礎のみが残る．3) 国道沿いのかつて写真館だった場所から道路を隔てて反対側の 1 段高く
野川に流れ込 なった場所に小屋を建てていた．4) 国道沿い商売を行っている．背後の高台に倉庫があり使用している．5) 4)と同じ所有者
む合流地点が で同じ高台に倉庫を建てていたが住居となった．6) 国道沿いでかつて旅館を営んでいた．背後の高台に住宅倉庫が建って
ある．熊野本宮 いる．7) 旧道沿いの商店・住宅の背後地の石垣の上に建っている．昭和28 年水害で床上浸水したために石垣をかさ上げし
た．8) 旧道沿いで酒屋を営んでいた．少し離れた高台に建っていた．取り壊された．9) 平地にある住宅からか1 段高い場
大社の神明町
として栄える． 所にあった．昭和 28 年水害時には避難した．洪水が少なくなり取り壊した．10) 国道沿いで雑貨屋を営んでいた．国道か
ら数段高いところに倉庫がある．
15
3
請川
支流の大塔川
1) 旧道沿いの住宅から１段上に上がった場所に建っていた．昭和28 年の水害の際には避難場所として使用した．数年前に
が熊野川に流 取り壊した．2) 旧道沿いの住宅から少し離れた高台にあり，2 階建ての大きなものだった．商売をやめて不要になり取り壊
れ込む合流地 して住宅を新築した． 3) 旧道沿いの住宅の裏側の高台に建っていた．2 階建ての大きなものだった．取り壊した．4) 道沿
点に位置する。 いの住宅の裏側の高台に建っていた．昭和28 年の水害の際には避難場所として使用した．現在は空き地．5) 旅館を経営し
かつては旧道 ていた．旧道沿いの旅館から道路を挟んで反対側の1 段上の場所に立っていた．かさ上げ事業によって現在は平地になって
沿いに商店が いるが2ｍほど高いところにあった．現在は住宅が建っている．6) 旧道沿いの住宅から少し上がった高台に建っていた．現
並び栄えた．
在は住宅が建っている． 7) 旧道沿いから１段上に上がった場所に住宅を建て住んでいたが，住宅を新築したのに伴いアガ
リヤとなった．平成 23 年後に取り壊した．8) 旧道沿いで薬局を営んでいた．山側の高台にアガリヤを 2 戸所有(8 と 9)し
ていた．親戚間で所有者が変わり，取り壊された．9) 8)と同じ所有者で，山側の高台にあり，危険なため山中に入れず廃墟
となっていると思われる．10) 旧道沿いで商売をしていた．道路を挟んだ反対側に建物を建て1 階は木材，2 階をアガリヤ
としていた．昭和28 年の水害前後に消失．11) 旧道沿いで商売をしていた．道路を挟んだ反対側の高台に建てられていた．
危険なため山中に入れず廃墟となっていると思われる．12) 旧道沿い住宅の1 段上の場所に立っている．祖母の隠居として
使用後アガリヤとして利用．13) 道沿いで商売をしていた．道路を挟んだ反対側の1 段上の場所に立っている．賃貸してい
る．14) 旧道沿いで商売をしている．昭和28 年以前は商店兼住居とアガリヤがあったが，昭和28 年の水害後に住居を新築
した．15) 住宅の裏側にアガリヤを建てた．山側ではなく，住居よりもやや高い国道沿いに立っている．平成 23 年の水害
で浸水したため，アガリヤから倉庫という認識に変わった．
2
1
1) 国道沿いのかつて旅館があった場所から１段上に上がった場所に建っている．昭和の水害時に近隣住
川湯
熊野川の支流である大塔川の左岸
民を含め数家族が避難生活を送った．現在は改装され、貸家．
に旅館や共同浴場が集中し、温泉
2) 国道沿いにある旅館から3 段上に上がった場所に建っていた．現在は，新たな建物が建っている．
地として知られる．
2
1
新宮市
四滝
熊野川に注ぐ北山川の西岸に位置
1) 国道沿いの住宅から１段上に上がった場所に建っている．2) 国道沿いの住宅から２段上の場所にか
し、かつては筏流しの休憩地点と
つてはあった。以前は旅館（１段上）を経営しており、布団や荷物をアガリヤに保管していた．
して栄えた。旧熊野川町．
1
0
九重
熊野川に注ぐ北山川の西岸に位置
1) 国道沿いから1 段上に石垣がされた土地があり，そこに建っていた．現在は小さな畑となっている．
し、四滝の少し上流。旧熊野川町． 前郵便局長(80 代男性）によれば，大工と共に若者が建設協力した．
3
1
1) 低地にある住宅の裏側，2 段上に上がった場所に建っている．かつては使用人が住居として利用し，
日足
旧熊野川町の中心地で旧熊野川町
役場（現新宮市熊野川出張所）
，消 水害時にはアガリヤとして数日生活し、荷物を保管する場所としても利用した．住宅裏の一段上に倉も
防署，交番などがある．
熊野川の支 ある．2) 旧熊野川町の地主が住宅わきに所有していた．3) 国道沿いの店舗兼住宅から 2 段上に上がっ
た場所に建っていた．現在空き地．
流赤木川との合流地点に位置．
3
1
三重県
浅里
熊野川の河口、新宮市の対岸にあ
1)浅里地区の特に低地に位置する世帯が保有しているが，盛り土を高くした土地に住宅が建てられ，そ
紀宝町
るが、浅里地区は熊野川沿いに10
の裏側に少しだけ高くした場所にある．2) 3)同上
キロほど上流に位置する．
＊1) 新宮市新宮地区の上り家は，川原町の位置および利用が他地区との認識が異なるため，本調査では対象外とする．
＊2) 上記の他にも，住宅よりも高い位置に建てられた倉や小屋などがあるが，住人または周辺住民がアガリヤとして認識していない場合はリストから外し、記載していない。

＊3) 新宮市四滝および九重は北山川沿いに位置するが，旧熊野川町に属するため本調査に含めた． ＊4) 1) のように灰色は現存を示す．
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注釈
1) 「アガリヤ」に関する記載は文献によって異なり,「上り家」
（参考文献10）,
「揚がり屋」
（島田錦蔵：流筏林業盛衰史, 林業経済研究所, 1974）, 「揚屋」
（新
宮市史）, 「アガリヤ」
（熊野川町史）
，
「あがりや」
（本宮町家屋調査票）がある．
本論では, 熊野川町で使用されていた「アガリヤ」と表記する。
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