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水害対策に対する石の構造物と伝統知
－滋賀県比良山系を事例として
Flood prevention and preparedness measures by stone structure and traditional knowledge
: Case study on Hira mountain region in Shiga prefecture
落合知帆*
Chiho Ochiai*
In the past, the flood mitigation measures and wisdom of the ancestors were inherited in the villages. Recently,
however, the opportunities to learn about past disasters and local knowledge on flood preparedness methods have
been extremely reduced. In this study, survey of literature and ancient documents, interpretation of ancient maps,
interviews to local elderlies and field observations were conducted in three districts in Shiga-cho area in Otsu-city,
Shiga Prefecture. The survey results showed that the damage of flood and landslide disasters ere dependent on on the
geology and geographical features of settlement, and the measures to be taken were different in each settlement. It is
important to record the accumulated knowledge and to transfer them to next generations.
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1.

はじめに
2.

近年、大規模な水害が各地で発生し、時に地域住民が聞いたこ
とが無い、または経験をしたことがないような被害が出ている。

調査対象地の概要

2-1. 地理的特徴
本研究の調査対象地である滋賀県大津市の旧志賀町は、東は琵

災害への対応には、地域の地理や地質的な特性に加えて、自然と
人間との関係が顕著に表れる。かつて先人の水害対策や知恵は、

琶湖、西は比良山地が湖岸近くまで迫り、その狭い傾斜地帯に流

集落内で引き継がれてきたが、
戦後は河川工事や砂防施設の整備

れる諸河川の扇状地に宅地や耕地が西近江路（国道 161 号線）に

が行われることによりその関係も変化し、
過去の災害に関して知

沿って集村状に点在している。旧志賀町域は東西 8km、南北 1km

る機会は極めて減っている。しかし、過去の災害に関する歴史や

と南北に長く、南は丘陵地だが中北は 1,000m 級の比良山地が連

経験を知り、受け継ぐことは、地域が曝されている潜在的な危険

なる。図-１に示すように南から守山・木戸・荒川・大物・南比

性を知り、
さらには地域または自らが取るべき対応を考えるうえ

良・北比良・南小松・北小松と集落（旧村）が形成されている。

で重要である。

また、
比良山地を水源として流れる諸河川はいずれも無水川であ
るが、出水時には土砂を多く運ぶため、河床が高くなり天井川と

当地域の過去の水害対策に関する研究として、
明治前期の地籍
図類から集落空間と土砂災害の関係について述べた研究 1)や、シ
シ垣と土砂災害の関係や保全についての研究

なっており、道路がトンネルで河底を抜けている箇所もある。

2)3)がある。また、

2-2. 地質的特徴

4)に記

比良山系の山で産出される石は大きく 2 種類に分けられる。
木

載されている。しかし、地域住民の水害対策や地質の違いによる

戸地区以南では、
秩父古生層の砂岩や頁岩といった細密な黒みを

対策の違いに言及した研究はない。

帯びた石やチャートと呼ばれる岩石が産出され、
木戸地区以北で

地域の遺構やかつての水害との闘いについては、滋賀町史

そこで本研究の目的は、滋賀県大津市の比良山地に位置する 3

は白い比良花崗岩が産出される（図-1）
。前者は庭石などの自然

集落を対象とし、地域に残る防水・砂防施設の遺構と集落住民が

石として搬出される事が多く、
特に木戸集落で産出されたのは硬

行っていた対策について明らかにすることとした。

く黒みがかった石で、
これは加工に適さず見た目も好まれなかっ

1-1. 調査手法

たため、集落内の垣根や墓石などに使われている。これに対し、

本研究では、文献調査に加えて、古文書調査や古地図の解読、

後者は江戸時代から採石や加工が行われ、
集落内には住宅の基礎

聞き取り調査および現地観察や実測調査を行った。
聞き取り調査

石、道標、石灯籠など様々な物に使われ残っている。

は 2018 年 10 月から 2020 年 1 月の期間に実施し、対象者は主に

2-3. 地域の伝承

地域在住の 70 歳以上の住民とした。彼らは両親や祖父母から明

当地には、
水害や土砂災害に関する伝承がいくつか残されてい

治期から昭和の初めにかけて発生した災害や防災に対する備え

る。例えば、大物集落にはかつて、現在、圃場整備が行われた場

を聞いており、一部で自らも活動に参加した経験を有している。

所に寺院があったが、土砂災害によって被害を受けたため、寺院

聞き取り調査の内容は、洪水時や防災に対する住民の対応、洪水

を現在の場所に移設した。このことから、小字名には堂の前や門

時の思い出、災害に関する地域の伝承などとした。

の下等が今でも残っている。また、木戸と荒川ははもともと一つ

これらの聞き取り調査の結果を受け、
各集落の公民館等に保管

の集落だったが、河川の氾濫および土砂災害によって、集落の境

されている古文書や古絵図等の歴史的文書の解読や照合を行い、

が被害を受けたため、二つの集落に分かれたとされる。

それらを確認するため現地踏査を数回行なった。
* 正会員・京都大学大学院地球環境学堂(Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University)
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このように当地では江戸時代以前より、
水害や土砂災害によっ
て、人々の生活が影響を受けていたことが伝えられている。
3.

水防・砂防施設と伝統的な水防対策
調査対象地域の北側から順に、大物、荒川、木戸の水防・砂

防施設および住民による伝統的な水防対策について述べる。
3-1. 大物集落
大物集落を流れる四ツ子川は、集落の山側（西側）で流れが蛇
行しているため、しばしば暴風や大雨で洪水をおこし、集落や田
畑に被害をもたらしていた。このため、住民は当時、当地を納め
ていた宮川藩に対し、上納米の減額を願い出ていた。
(1) 百間堤

【図-1】志賀地域の地質図 5)

嘉永 5（1852）年に暴風雨で大規模な氾濫が起き、下流の田畑
や大物集落の人家数戸が流出する大被害があった。
この水害では、
集落のほとんどが被害を受け、
三分の二にあたる住民が農業から
石工へと変わったと伝えられている。住民の陳情に対して、宮川
藩主堀田正誠は、
水害防止のために一大石積工事を行う事を決め
た（図-2【1】
）
（写真-1）
。
「滋賀の昔はなし 大物の百間堤」には
以下のような記述がある。

昔々大物と南比良とを境にして流れる四ツ子川は、集落の上方
で左折して流れていたため、
暴風雨はもちろんのこと大雨が降る
といつも堤防が壊され、
田畑や人家にたびたび災害を及ぼしてい
ました。
農家の人達はそのたび殿様への上納米を減額してもらわ
ねばならず困っておりました。時の藩主宮川豊前守は、一大石積
み工事を起こしました。石積みの棟梁は若狭の国（福井県）から
石積の名人「佐吉」という人を呼びよせ、人夫は近郷の百姓の男
女で、男は日当米一升、女は日当米 5 合で出仕させました。巨石
を使い、長さ百間（約 180m）
、天端の幅十間（約 18m）
、高さは
川に面した箇所五間（約 9m）
、裏面が三間（約 5.5m）の大堤を
完成させました。
「滋賀の昔はなし 大物の百間堤」6)
「四ツ子川の「百間堤」風土と歴史」によると、上記の工事に
費やした年月は 5 年 8 ヶ月で、人夫の出仕数は計り知れない 7)。
また、百間堤の下流には女堤（おんなづつみ）と呼ばれる小さな

【図-2】志賀地域の河川と防水・砂防施設の遺構

目な石を用いた堤がつながっており、
さらに砂堤という土塁が続
いている。絵図によるとかつては水害・土砂災害によって流田の
被害が出ていたことが示されている。
現在は河川工事が行われたため、
四ツ子川に直接的な水防効果
は無いとされている。しかし、その上部には「しまつ」と呼ばれ
る沈砂池・分水池があり、現在でも継続して利用されている。
百間堤は、四ツ子川の本流に沿ってやや左折れに築かれ、上流
部からの土石流をうまく受け流すように設計されており、
堤を構
成する石の大きさは大きなもので幅 5m を超える。また、石積み
の法勾配は 3 分-5 分程度の安定した積み方で、現在でも完全な
形を保っており当時の技術の高さが伺える。
百間堤が注目されるが、四ツ子川沿いには 1600 年代には石で
の堤が築かれていたことが古地図から分かっており、
当集落住民
の苦労や水害との闘いが想像できる。
(2) 住民による伝統的な対策
当地域の高齢者に対する聞き取り調査によると、戦後位までは

【写真-1】百間堤
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砂堤の上には松を植え、
雨が強く降りそうになると集落の大人た
ちが河川に沿って松の木を数本切り、川に向けて倒し、砂堤が削
られるのを防ぐ流木工法を行っていた（図-2【2】
）
。切り倒した
松の根はそのままにしておくとジンという松脂が溜まった燃料
になり、これは多少の雨では消えない燃料となった。当地の公民
館や個人宅にはこのジンを乗せて運ぶ鉄で出来た棒と皿で出来
たタイマツが数本保管されていた。
また、集落が保管する古地図を確認すると、大物集落は大きく
2 つの地区からなっていた。一つは西近江海道沿いに主に山側に
10 軒ほど、そして、西近江海道から湖岸に向けて真直ぐに延び
る道沿い（東から西）の両側に 25 軒があった。特に後者は緩や
かに傾斜する土地に位置し、
水や土砂が流れてくる山側と道路に
面した側には石垣が造られていた家屋が多くあった。
これは個人
による対策であったことが木戸史に記されている。現在では、石
垣が残る場所やコンクリートになっている場合もある。
【写真-2】大谷川沿いの堤

加えて、智内では比良おろしという強風が山側から湖岸に向け
て吹くため、風対策として防風林が山側（西）に配置されている
家屋も残っている。
3-2. 荒川集落
荒川集落の北西には大谷川が流れており、この川がかつては多
くの被害をもたらした。古文書および古地図を確認すると、1600
年代頃から「荒川出水」として記録されている。例えば、元和 1
（1615）年、寛永 19（1643）年、元禄 8（1695）年が記されてい
る。
(1) 大谷川沿いの堤
この堤がいつ築造されたかについては明らかになっていない
が、地域に保管されている古文書によれば、最も古い記録は元禄

【写真-3】荒川集落のシシ垣

７（1694）年に、荒川村から奉行所の小野半兵衛宛てに石堤の普

ノシシ、鹿よけとしての役割を担っている。また、当集落のシシ

請に関する願書の控えが残っている。古地図によるとこの堤は、

垣は地域住民の認知度も高い。

2 段または 3 段に分かれており、作られた年代によって石積みの

(3) 住民による伝統的な対策

方法や形態が異なっている（図-2【3】
）
（写真-2）
。文献によると、

集落住民によれば、荒川集落は主に西近江路より山側に住宅が

その度に修復を行う
この堤もたびたび水害の被害を受け破損し、

集中しているが、
中央に位置する寺院を中心にして南北に緩やか

または、増築するなど対応してきたことが読み取れる。

な傾斜があり、大きな雨が降った時には、
「川原行き」と言って

近年では、昭和 10 年に当地域で大きな被害をもたらした水害

川原の様子を見に行くのと、
北西側の大谷川が氾濫することが多

が発生した際、この堤の一部が破損し、同年に集落住民 75 名が

いため、
北側に住居がある住民は何を置いてでも南側にすぐに逃

参加して堤の修復を行っている。

げるように伝えられていた。

しかし、この堤に関しては、60 歳以上の住民がその場所や昭

また、当地では「石もっこ」または「砂もっこ」という藁など

和 10 年頃の工事について一部を知るのみで、これまでは維持管

で作られた平面の四隅に吊り綱を 2 本付けた運搬用具を必ず正

理も行われてこなかった。

月の 3 日に集まり、集落内の小字毎に作り準備し、状態や総数を

(2) シシ垣

確認する習慣があった。この 3 日の行事は「もっこし」と呼ばれ

当地は集落を囲うシシ垣がほぼ完全な形で残っているが、上記

ていた。これは、災害後に石や砂を運ぶための備えとして行われ

した昭和 10 年の水害時にこのシシ垣の一部が破損し、集落内に

ていたが、現在は行われていない。

土砂が流れ込む被害を受けた。このため、堤の工事と同様に、シ

大谷川の上流には、安政年間（1855-1860）の洪水氾濫で大き

シ垣を土砂災害にも耐えうるように高くまたは厚く作り直す工

な被害が出たことをきっかけに、
その堤防が切れたことを鎮める

事を行っている 8)（図-2【4】
）
（写真-3）
。

ために、竹生島宝嚴弁財天から分祀し、弁財天を祀る湯嶋神社が

かつて、
この地域において、
山と集落をシシ垣が隔てていたが、

建立されている。この神社の敷地内には、
「しまつ」と呼ばれる

その殆どが道路の拡張工事等で壊され、
または山林の中にひっそ

沈砂池・分水地があり、現在でも地域の人々によって管理され

りとうずもれているにもかかわらず、
荒川では現在でもしっかり

ている。
さらに、
当地の中心に位置する萬福寺にある鐘撞堂には、

と集落を囲い、その上には金網のフェンスが設けられ、現代のイ

水害時等における鐘の鳴らし方を示した板が残されている。
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【表-1】各地域の特性と伝統的な水防対策
集落名
河川名
地質
石の構造物

大物
四ツ子川
花崗岩
百間堤、女堤、砂堤

伝統的な水防対策および住民
の知恵

-流木法：松の木を切り、河川の中
に倒すことで護岸を守る
-鉄のタイマツとジンの準備
-家屋毎の水害除け石垣

荒川
大谷川
花崗岩
大谷川沿いの堤
シシ垣
-「川原行き」という河川の状態を確認
する作業
-北側の住民は南側に避難
-弁財天を祀る
-石もっこ、砂もっこを準備
-鐘の鳴らし方を示した板

木戸
木戸川／野離子川
粘板岩
－
- 長い木の棒を用意しておき、
流れてきた石を川の中央部に
押し入れる

木戸集落では、他の 2 集落と流れ出る石の特性が異なること

3-3. 木戸集落

から、砂に対する対策ではなく、石自体を護岸に寄せないように

上記したように、
木戸集落はもともと荒川集落と一つの集落を

長い棒を用意し何人もで突くという対策が取られていた。

なしていたが、かつての水害・土砂災害によりその境が被害を受
け集落が分かれたと伝えられている。
木戸集落と荒川集落との境

当地域には古文書や古地図などに水害や土砂災害の記録が多

は、木戸側に向けて緩やかに低くなっており、山側から土砂が流

く記されているが、それらをまとめた資料は作成されていない。

れたとすると木戸側に向けて大きな被害があったと考えらえる。

高齢者に対する聞き取り調査によって、先人たちが行ってきた

木戸集落を通る河川は山側からまっすぐに湖岸に注いでいるが、

様々な対策を知ることが出来たが、
それらも彼らの記憶の中に留

上記の 2 集落のような大規模な石による構造物があったことは

まっており、記録されてはいない。

確認できない。しかし、昭和 38 年に行われた滋賀県民俗資料緊

聞き取り調査を行った男性によると、昔は囲炉裏を囲んでお

急調査をもとに書かれた文章によると、
水害によって荒れたとこ

じいさんらから水害や地域の生活に関することを何度も繰り返

ろはそのままになっていると記載されており、
当地域においても

し聞かされたという。近年は生活や住居形態が変わり、次世代に

頻繁に水害被害を受けていたことが伺える。

これらの話を伝えたくても伝える機会を作ることが難しいとい

(1) 住民による伝統的な対策

う現状がある。このため、集落に残る遺構と地域に残る伝統知を

当地域では、他の 2 集落と異なり大雨の際に多くの砂を伴う花

保存、活用することで、水害を経験していない人でも、地域の水

崗岩ではなく、
粘板岩がゴロゴロと川を流れて来て堤防の近くに

害履歴を知るとともに、
目に見える形で体験的に水害に対する伝

溜まることで越水が起きるため、地域住民はそれぞれ長さ 3m ほ

統的な知識を身につける仕組みを作って行く事が重要である。

どの木を用意しておき、
大雨によって石が山側から流れてくると
数十人がその棒を使って石を河川の中央部に突いて移動させる
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5. まとめ
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害の被害は異なり、
またその対処方法も集落により異なっていた。
大物集落では、大規模な石の構造物（百間堤）が作られ、住民は
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