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枝下用水１２０年

2009.9  No.134

水源管理事務所下を流れる初夏の枝下用水 2008.6.4

　「矢作川の水を

引きたい。」明治

時代の大事業とし

て知られる矢作川

を水源とする明治

用水の完成を目に

して、その上流に

位置する猿投地区

の農民たちをはじ

め、上郷・高岡地

区でも用水を望む

声が強まっていった。しかし起伏が激しく川よりも土地が高いこ

れらの土地に用水を引くことは困難な工事であり、当然膨大な費

用がかかることは明白だった。

　それでも各地域の人々の熱心な働きかけはいつしか県や地域内

外の多くの人々を動かし、遂に明治２３（１８９０）年には枝下用水幹

線と東用水が完成した。そして明治２７（１８９４）年には中用水に続

き西用水が貫通し、現在の枝下用水の原型が整ったのである。現

在、枝下用水は豊田市南西部の水田を中心に、面積約１,６７０haを

灌漑し、幹線支線あわせて延長１１０㎞に及ぶ。

　矢作川を水源とするこの枝下用水が通って、まもなく１２０年を

迎える。ところが２００６年、枝下用水土地改良区を中心とした豊

田市内の土地改良区１１団体は合併し、豊田土地改良区として一

元化されることとなった。なんとか枝下用水の名を残したい、い

まこの用水史を整理しておかなければ、枝下用水の歴史そのもの

も名称とともに消えてしまう。枝下用水１２０年史編集への期待は

高まった。

　１９９４年、矢作川研究所は枝下用水土地改良区（現豊田土地改良

区）・矢作川漁業協同組合・豊田市による第三セクター方式で設

立され（２００３年豊田市行政組織に編入）、２００２年に『矢作川１００

年誌資料研究』（豊田市矢作川研究所発行）を刊行した。そしてこ

の資料を活用した矢作川漁業協同組合編『環境漁協宣言‐矢作川

漁協１００年史‐』（２００３年、風媒社）の編集に協力した。本研究所

の研究成果によって矢作川の水質を守り続けた漁業史が明らかに

なったのである。そしてその一方で矢作川からの水量確保に努め

た枝下用水史を解いていくことが現在求められている。枝下用水

史の調査研究を通して、矢作川流域の治水や利水といった歴史や

それを取り巻く人々の生活文化を明らかにし、総合的な矢作川流

域研究に寄与したい。

　古川彰さん（本研究所研究顧問）を編集委員長に、枝下用水１２０

年史編集は２００８年５月より５年計画で進んでいる。
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は改修がまだ終わっていませんでした。改修によって

災害は無くなり、放水路も４７災害から追加されました。

古川：コンクリート三面張りになっても、水争いは厳

しかったのですか。

岩月：枝下用水の上流と下流とでも、水が無くなると

上手に分けて使っていかねばならないので大変。１日

の半分で分けたり、１日おきに分けたりとか、流れる

水の量は決まってるものだから、水調整委員が調整した。

古川：川に関しては独特の関わり方で、行政も水利組

合も漁協も合意しやすいという体質をもっていますね。

岩月：みんな理解しあっていたからね。自分の権利を

主張しちゃうと話が崩れちゃう。

古川：工業用水も要るし、農業用水も飲用水も要ると。

岩月：それは矢作ダムのおかげだわね。３０年の間に

水質保全環境の工事が終わって、パイプラインもある

程度終わった。汚水も入ってこなくなって、遊歩道もで

きてきたわ。その完成を見ることができたのは一番感激

だったわな。まだこれからもやらないかんことはある

が、パイプラインなどは市、県や地元も協力していた

だいて、町中をパイプライン通すなんて工事も大変だ

ったわ。予定通り工事が終わったことが一番感激した。

古川：環境と節水の３０年ですね。

  用水路全線にわたるパイプライン化

逵：枝下用水が１００年を迎えたとき、通水百年記念

  祖父の遺志を継いで

逵：枝下用水との関わりを聞かせてください。

岩月：僕は百姓、一生涯百姓、だから枝下用水にはは

じめから関わっていたわけだけれど、直接には昭和

５１（１９７６）年に枝下用水土地改良区の理事になってから。

祖父は竹村が合併する前の最後の村長で、枝下用水普

通水利組合ができた明治３５（１９０２）年頃に水利組合の

役員の辞令をもらってる。祖父さんも枝下用水に関わ

って一生懸命やっていたんだなと感じたもんだから、

僕も関わりあわなきゃいかんと、枝下用水の総代をや

り、理事をやり、役員に残って今日までお手伝いして

きたというわけ。

古川：理事になって、当時の土地改良区の一番大きな

仕事って何でしょうか。

野場：昭和３９（１９６４）年からコンクリート三面張りの県

営事業が始まり

ました。ところ

が昭和４７（１９７２）

年に大 雨による

大災害（４７災害）

があり、県営事

業と並行して復

旧工事を行って

きました。当時

座談会　枝下用水のこれから

ついちょう え

座談会（豊田土地改良区会館）2009.7.27

　２００８年度の編集活動は、現在も続いている枝下用水の功労者の各地の追弔会や、小学校の教育現場で扱わ
れる題材としての枝下用水の取材を重ねつつ、作業の大半は合併による引越し作業の中で残された段ボール
４５０箱以上の膨大な資料の選別と所蔵資料・文献の目録作成であった。
　本年度に入り、『矢作川資料研究２』の発行に向けて具体的な調査研究に入っている。そのひとつに一辺が
４mを超えるような明治時代の地籍図のデータ保存と複製図作成がある。新たなスキャニング技術によって、
付箋を貼り手で触れる古地図複製が実現し、これを利用して地域の方々からの聞き取り作業が始まった。この
試みはテレビ大阪（２００９年７月９日放送「NEWS BIZ」）で紹介された。また所蔵資料の検討によりいくつか
の年代を枝下用水史を知るために欠かせない年として絞り込み、多様な角度からの資料収集と古文書の解読を
始めている。この成果は今秋より定期的に枝下用水史研究会において報告していきたいと考えている。歴史を
記していくことの醍醐味を味わいながら、過去の記録にとどまらない枝下用水のこれからを考えていきたい。
　調査研究を重ねていく中で改めて豊田土地改良区の枝下用水地区委員長・岩月寿さんにお話を伺おうと矢作
川研究所研究顧問・古川彰さんを聞き手に座談会を行った。

日時場所：２００９年７月２７日　豊田土地改良区会館
座 談 会：岩月　寿（豊田土地改良区副理事長・枝下用水地区委員長）、野場嘉輝（豊田土地改良区事務局長）、
　　　　　古川　彰（枝下用水120年史編集委員長・関西学院大学教授・矢作川研究所研究顧問）、
　　　　　逵　志保（枝下用水120年史主任編集委員・矢作川研究所研究員）、永島由加里（枝下用水120年史編集委員）

（敬称略）　   
記　　録：永島由加里 ／ 構　　成：逵　志保
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『しだれ用水』

（１９８８年発行）

では、全線の用

水路パイプライ

ン化を今後の目

標に掲げていま

し た が 、２０年

が経っていかが

ですか。

岩月：パイプラインにすることで用水は３つの役割を

果たしている。１つはパイプラインによって水の無駄

を無くし安定供給するということ。２つ目は元の用水

が雨水雑排水も流入していたのを、用水と排水を分け

る構造にし、水質改善を図ったこと。３つ目は用水路

を地中に埋設し、上部を通学路などの遊歩道にし、緑

化を進めているということ。

　ただ、用水は目に見えればここが足りないとわかる

が、パイプラインだと見えないので水の配分が難しい。

今の水調整委員の仕事は、バルブの調整を含め、漏水

が起きた場合の止水対応も行っている。昔は使っても

使ってなくても水を流しておいた。今は要らない余水

はバルブを閉めればいい。

野場：今はパイプライン区間の始点に調整池を設け、

余水は分水池に戻り水路を伝わり、矢作川へ。土地改

良区は本来、水田に用水を配る役割を仕事としている

が、枝下用水は地形状雨水排水も流入してしまうため、

雨水・排水の流量も把握しなければならない。だから

設計は雨水のことも含めて設計してあり、ところどこ

ろに雨水を矢作川に放流できる施設を設け、地域を水

害から守る役割をしている。４７災害はそれがなかっ

たから雨水だけで切れてしまった。用水と排水を分離

して、水質を良くする事業は平成元（１９８９）年から１５

年かかった。

  土地改良区のこれから

古川：パイプライン化は全て終わり、土地改良区とし

て次は何を？

岩月：用水の上

に地域住民の散

歩道をつくるこ

と、緑道だね。

水は貴重なもの

なので、限られ

た資源を我々も

どう守っていく

か、資源を大切

に使うために工

事をやってきた。

でも水利権があ

るからといって

田圃には水はあ

るが飲み水もな

い、子どもがプ

ールにも入れな

いようなことで

はいかん。だから我々も地域に対して貢献をしていか

なければならない。矢作川を水源として使わせてもら

っているので、矢作川研究所の設立を通し何か貢献で

きないかというのもあって、必然的に行政と漁協との

研究所設立に取り組んでいった。

古川：それが全国的には無いんですよね。漁協と水利

組合が一緒に仕事をするなんて、すごく珍しい。

岩月：漁協は魚のことで矢作川の水をきれいにするた

め一生懸命取り組んでいた。我々農業者もきれいな水

を流してもらうためには協力していかねば。山を守る

ことも大事だし、みんなが綺麗にしてくれるありがた

さを行動で表していくことも大事だったね。我々はき

れいな水さえきちんと流してくれればいいんだから、

上流部は今後は見える水を市民の散歩道にして癒しに

していこうという計画をしている。

逵：水田魚道も注目されているみたいです。土地改良

区が作るというのは全国的に珍しい。

野場：魚道を作ったり、落差にスロープを作ったりとか。

古川：１９６０年頃には想像もつかないこと。田圃に魚道

をつけるなんて水の流れを止めるような行為ですからね。

それは土地改良区が担ってきた役割の変化が大きいんで

しょうね。もちろん農業だけれども、それに付随してそ

れぞれの社会背景も背負っているから。岩月さんがおら

れた時代はまさに節水と汚濁の時代だったんですね。

岩月：農業の近代化、生産性をあげることに取り組ん

できた中で、減反が一番ショックだったね。環境問題

を考えなければいかん、大変なときだったわ。僕らは

昭和４０年代、土地改良をやるために同意を得るのが大

変だった。事業

としては成功で

きたけど、農家

として生産性を

考えると大変だ

った、今でも大

変だわね。息子

も農業やっとる

でな。うちの田

パイプライン化で用水は3つの役割を果す 名鉄平戸橋駅から平戸橋に向かう、春の枝下用水 2009.4.7

竹村小学校学芸会「村の夜明け」2008.11.15 ぽんつく（竹村新池公園）2009.7.2
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ろは生産多かったわけですよね。米の種類も肥料もあ

るし。かける日数が１８０日くらいから、それこそ今は

１８日くらいになっているから。

岩月：よく記録してよ。これから３０年もすると知っ

とるもんは誰もおりゃへんだでな。

　全国に数限りなく用水はあり、その開発の功労者と

される人物は地域の子どもたちの総合教育の場で学ば

れていることだろう。しかし資料を検討していく中で、

用水を取り巻く様々な出来事は、功労者の美談だけで

はなく、多くの人々の思いと行動が積み重なっている

ことが明らかとなってきた。用水史はそれぞれの地域

に閉じられた地域史ではなく、日本近代史を構成する

重要な一断片といえそうである。

　枝下用水１２０史編集にあたり、いかに枝下用水をと

りまく様々な人々の動きがあったかを多くの記録と記

憶を手掛かりに記していきたいと考えている。

　関連する資料をお持ちの方、ぜひお知らせください。

枝下用水史研究会
豊田市平戸橋町波岩８３-１ 豊田土地改良区
水源管理事務所内
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０５６５－４５－１０３６

「枝下用水日記」http://blog.goo.ne.jp/shidareyousui
研究会のお知らせや報告も行っていきます。

圃だけでなく、

農業法人つくっ

て役員をやって

いる。若い人が

燃えて入ってく

るが、運営は大

変だ。

野場：近頃は農

家も高齢化や担

い手不足により、農業法人に耕作委託をする農家が増

え続けているのが現状です。

古川：それは農業の大きな変化と考えることができま

すね。

　２００３年１０月、土地改良区に「水土里ネット」とい

うニックネームがつけられた時がいわゆる環境の意味

が変わったというか、汚濁とか環境汚染とかいうとこ

ろから、親水型というか、水に親しむという意味に変

わった。河川法改正が１９９７年ですかね、あのときに

変わりましたもんね、随分。

岩月：明治３５（１９０２）年頃の記録に枝下用水地区は

３,０００町歩とあったが、今は１,６７０町歩、減反を入れ

て半分になっちゃっとるだな。

古川：そのころはそのまま３,０００町歩を作っているわ

けですからね。それで１反５～６俵だとしてもこのこ

～～～～～～～～～～～～～～～～

前林の「万世之利」碑と水神社 2009.5.26

後記
　46年ぶりの皆既日食にワクワクするも束の間、この夏は豪雨に地震にと自然の怖さを思い知らされました。本
研究所に来て初めての月報担当です。枝下用水120年史の編集作業については、今後も随時報告していきたいと
思います。（つじ）

　矢作川学校では、毎年、夏休みに入ると、様々な

団体から水生生物の観察に向けて「川の先生」の依

頼を多数受けています。しかし、今年は梅雨空が長

引き、矢作川の水位も高い状態で８月に突入しまし

た。７月に矢作川本流で予定されていた観察会の多

くは８月下旬に延期になりました。遅い夏に苛立ち

を感じながらも、比較的速やかに水が退いた支流の

観察会はどうにか予定通り、水生生物とふれあうこ

とができました。その一コマを紹介しましょう。

　８月７日、社団法人豊田青年会議所が主催のエコ

キッズキャンプは豊田市阿蔵で廃校になった小学校

速報！ 矢作川学校 を利用し２泊３日で開催され

ました。このキャンプでは

豊田市内の４年生以上の小

学生６０名が参加し、巴川

の支流・野原川で水生

生物の採集・観察を

しました。子ども

たちは水の冷たさ

に驚きながらも

ヤゴやヨシノボ

リを自らの手で捕

獲し、大きな歓声を上げ

ていました。（内田）
あ ぞう


