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今月は年度成果報告

豊田市矢作川研究所 月報

水神になった商人

西澤真蔵と枝下用水
天野博之
し だれ

枝下用水は矢作川本流から直接取水し、豊田市南西部の水田を
かん がい

主体とする面積約２,２００haを灌漑しています。現在、幹線･支線あ
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わせて延長１１０kmにおよぶ用水路は、地域の土地開発の基盤とし
てわたしたちに大きな恩恵を与えてくれています。この枝下用水
の完成に心血を注ぎ、後に灌漑地域の人々から水神として祀られ
た人物がいました。その人こそが、滋賀県出身の実業家・西澤真
蔵です。
西澤は、明治１９年（１８８６）に費用の出資者の一人として枝下
用水の開削事業に関わり始めました。しかし、用水の開削費用が
当初の目論見を大幅に超え、他の出資者がこの事業から手を引く
なか、明治２２年（１８８９）からは西澤一人による事業となりました。
明治２３年（１８９０）には幹線水路と現在の東用水が完成しましたが、
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その後も度重なる災害により用水路や堤防などが壊れて多くの修
理費がかかるなど、用水事業は予想以上に困難なものとなりまし
たが、西澤は私財を投げ打ち巨額の借金をしながら用水の開削工
事をすすめ、明治３０年（１８９７）に亡くなるまで、用水の完成に
力を尽しました。
「個人の財を失ふて国家の富源を得たり」これは、西澤が述べ
た言葉として、世に伝えられています。一方、「早苗さす
ごと語る

たび

水の恩」これは当時の農民が西澤に対する感謝の念を

詠んだ句と言われています。枝下用水の灌漑地域の人たちは、西
澤の功績を称えて各々顕彰碑を建て、また水神としても祀りまし
た。現在でも、西澤に対す
る報恩供養祭が行われてい
ます。
西澤の偉大さの陰になり
がちですが、忘れてはなら
ないのは西澤の弟伊三郎や
枝下疎水事務所の鈴木三四
郎をはじめとする協力者や、
用水から水を受けた土地を
開墾した地域の人たちの努
力です。彼らの存在なくし
て、枝下用水の事業の成立
はないでしょう。西澤真蔵
の顕彰碑の建立が水路の完
成から２０年以上を経てい
ることは、開墾による実り
を得るには、それだけの時

西澤真蔵の肖像画
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市内の西澤真蔵顕彰碑および関係神社一覧表

間がかかったことを示しているのではない
でしょうか。その意味において、水神とな
った「西澤真蔵」とは、枝下用水に関わっ
た人たちの象徴でもあるかもしれません。
現在、わたしたちが当たり前のように見て
いる市内の水田の景色は、実は当たり前の風
景ではなく、先人達の努力の積み重ねの上に
成り立っています。もし、西澤真蔵に関する
碑などを見た際には、わたしたちの生活がよ
って立つ土地や水に関する先人達の労苦に
思いをめぐらしていただきたいと思います。
（あまの ひろゆき、
豊田市教育委員会 文化財課）

明治用水功労者

名 称

等

いなるかな

「偉哉疏水業」碑
定山全恵居士（墓碑）
故西澤真蔵氏碑
故西澤真蔵氏碑
「利用厚生」碑
故西澤真蔵之碑
故西澤真蔵之碑
故西澤真蔵之碑
故西澤真蔵之碑
故西澤真蔵君碑
「万世之利」碑
「豊饒之基」碑
故西澤真蔵之碑
枝下川神社（祭神）
津島神社（祭神）

所 在

地

御船町地内 矢作川右岸
福満寺（金谷町５丁目８６）
萬福寺（大林町３丁目１８３）
一光寺（永覚町百間圦１）
糟目春日神社（渡刈町北田）
長興寺（長興寺町１丁目２９）
光明寺（下市場町５丁目２０）
樹木神社（樹木町３丁目）
八幡神社（土橋町）
遍照寺（鴛鴨町小畔屋敷５６）
水神社（前林町丸根）
花園町西大切地内
善宿寺（下林町５丁目２０）
平戸橋町波岩地内
竹元町清水ノ上地内

都築弥厚の顕彰と石膏像

や こう

建立年代
明治２３年
明治４２年
明治４５年
大正元年
大正２年
大正４年
大正５年
大正６年
大正１３年
昭和２年
昭和２年
昭和１０年
不
詳
明治３２年
明治４３年

天野信治

都築弥厚は、江戸時代の終わりころに活躍した、和

幕式が行われました。安城近辺が「日本デンマーク」

泉村（現在の安城市和泉町）の大庄屋です。酒造業を

として有名になるのは大正１０年代のことですから、

営む裕福な家に生まれ、後に根崎陣屋の代官を務める

弥厚の銅像ができるころには、明治用水の成功がこの

など、この地域の実力者でした。弥厚は、荒地の広が

地方の人々にも、ようやく実感できるものになりまし

る安城ヶ原に用水をひき、大規模に新田開発する計画

た。その段階になって、弥厚の業績も広く知られるよ

をたてますが、水害の心配などから関係の村々が反対

うになったのです。

し、実現することなく天保４年（１８３３）に亡くなり

銅像の制作は、新進気鋭の彫刻家吉田三郎氏に依頼

ました。ところが、この計画は後に岡本兵松や伊予田

されました。この銅像は、戦時中の金属供出（昭和１９

与八郎にひきつがれ、明治１３年（１８８０）に完成します。

年、１９４４）により失われてしまいました。現在和泉

「明治用水」と名付けられたこの用水により、安城を

町の弥厚公園にある銅像は、昭和２６年（１９５１）に再

中心とする碧海郡一帯は農業が盛んな地域に生まれか

建されたもので、同じ吉田氏により再現されました。

わりました。弥厚の夢は半世紀後に実現し、郷土の偉

この再建時につくられたのが、写真の石膏像頭部です。

人として讃えられるようになりました。

鋳型のもとになる石膏像の頭部だけを制作者が保管し

へき かい

弥厚が明治用水の立案者として評価されるまでには、

い がた

せっ こう

ていました。また、大正８年の銅像建立にあたっては、

いくらか時間が必要でした。意外にも明治時代のうち

関係者に配る記念品用の小さい銅像も、吉田氏が原型

には、それほど大きく顕彰された形跡がありません。

を制作しました。この時の石膏像も残されています。

しかし、大正２年（１９１３）になると、天皇から「従

吉田氏は人物の銅像を多数手がけていますが、その最

五位」が授けられます。これを機会に地元でも弥厚を

初が都築弥厚像でした。吉田氏にとっても特別な思い

称える運動が活発に

があったのでしょう。石膏像２体は、吉田三郎氏のご

なり、大正４年には

子息で東京在住の吉田渉氏より、平成１９年１月に安

明治川神社の祭神と

城市歴史博物館へ寄贈されました。

なりました。弥厚の

吉田三郎氏は、銅像の制作にあたって、明治川神社

評価は一気に高まり、

に伝わる弥厚の肖像画を参考にしたと思われますが、

やがて明治用水普通

人体の骨格などがやや誇張されて、より存在感豊かな

水利組合と明治村

ものに仕上げられています。彫りの深い造形で人物の

（現在の和泉町など

精神をも表現するような吉田氏の作風は、この石膏像

安城市南西部）によ

にもよくあらわれています。

り銅像の建立が計画
都築弥厚の石膏像
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され、大正８年に序

（あまの

しんじ、安城市歴史博物館）

矢作川を研究する若い学人
−第４回矢作川学校ミニシンポジウムを終えて−

内田朝子

矢作川学校ミニシンポジウムは、学生さん達に矢作

他の研究を見ることは、自分の研究を見直すことに役

川流域の自然・人文科学に関する研究の成果を発表し

立った」、「他人のプレゼンテーションから発表のヒ

ていただく場である。発表の多くは、大学や専門学校

ントを得ることができた」、「同分野であっても、他

の学生さん達であるが、中学生や高校生の参加もある。

大学の違うテーマの研究を聞くことによって幅広い知

４年前の初回は見切り発車の感があったが、当時、所

識が得られた」といった感想を寄せてもらった。社会

長を務めてくださっていた梅村 二氏や故田中蕃氏（当

人の方からは、「学生さん達の参加に比べ、一般の人

時研究顧問）に背中を押していただいてなんとか開催

達が少ない。もっと多くの人に聞いてもらえるといい

できた。それも今年で４回目となった。

のではないか」、
「中学生と高校生の参加が増えるとよ

矢作川学校ミニシンポジウムは、矢作川学校の取り

いのではないか」など、課題とすべきご意見もいただ

組みを発展させようと、研究所の広報担当者である高

いた。また、「豊田市という場所ならではの問題設定

橋聡研究員とブレーンストーミングして生み出した企

を軸に、いろいろな観点からの研究を皆で共有するこ

画である。矢作川学校は２００２年の立ち上げ以降、小

とは、豊田市の抱える問題や展開を考える手がかりに

中学校の総合学習の出前講師や交流館主催の環境啓発

なるだろう。若手研究者が研究に閉じこもるだけでな

活動のお手伝いなどに携わっていた。数年間の流れを

く、政策提言や地域の問題解決に重要な役割を担うこ

みると、どうも、高校生や大学生との関わりが希薄で

とができるということを知るきっかけになると思う」

あることに気がついた。そこで、若者層と関わりが持

という、貴重なご助言もいただいた。

て、かつ研究所の研究活動が役立つイベントはないもの

毎年、多くの学生さん達に支えられ盛り上げていた

かと思案した。ちょうど、いくつかの大学から、卒業研

だいているミニシンポであるが、初回から皆勤発表し

究や修士課程の研究で研究所や河川管理者の方々にお

てくださった学生さんに岡田夕季さん（名古屋大学大

世話になったといって、成果の報告を受ける機会を得

学院）がおられる。彼女は大好きなカメの研究（Rio

ていた。「そうだ、関係者だけで聞くのはもったいな

No.７２）に没頭され、今年度、みごとに学位を取得さ

い。矢作川の生物や歴史に興味を持っている中高校生

れた。息の長い研究に敬意を表するとともに、彼女が

にも聞いてもらうと、彼らにとって大きな刺激になる

研究の軌跡を矢作川学校ミニシンポジウムにも残して

のでは？

さらに、矢作川を題材にされている複数の

くださったことに深く感謝したい。ぜひ、研究成果を

大学の橋渡し役も担えるのでは？」と思い当たった。

リオで紹介していただくよう、お願い申し上げたい。

今回の発表では、矢作川の底生動物、豊田大橋付近

矢作川学校ミニシンポジウムが少しずつでも、研究成

の河畔林、流域の水質、森林を守る活動、外来生物の

果の共有や若い学人の育成に貢献するものになること

移入問題などテーマが多岐に渡っていた。参加者のア

を願って継続していく予定である。

ンケートによる意見を紹介しよう。学生さんからは、

（うちだ

「研究はどうしても自分の枠に入り込んでしまうので、

あさこ、
豊田市矢作川研究所内 矢作川学校事務局）

岡田夕季さんの発表風景
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矢作川のいきもの

ホトケドジョウ
旧豊田市内では北部から東部の丘陵地の細流や
田んぼの水路、湿地などで比較的多く見られます。
しかし、中央部から南・西部では宅地化や圃場整
備、水質の悪化などにより見られなくなってしま
いました。国や愛知県のレッドデータブックでも
それぞれ絶滅危惧ＩＢ類、準絶滅危惧に指定され
ており、全国的に個体数が激減しています。その
名が示す通り、顔が仏様のように穏やかで、ずん
ぐりした身体をしており、体長が１０cm未満の冷
水域を好む魚です。写真は籠川上流で採集された
ホトケドジョウですが、撮影をしようとしたら、
なぜか整列してくれました。
2002年10月24日 豊田市猿投町 籠川上流

２００８年 矢作川「川会議」のご案内
開 催 日：矢作川の日（５月の第２土曜日）
２００８年５月１０日
（土）
開催場所：矢作川 越戸公園・古鼡水辺公園
開催内容：
【イベント】

９
：
００〜１２
：
００

子どもアマゴ釣り大会（越戸公園）参加費１００円
【シンポジウム】１４
：
００〜１７
：
００
『魚から見る矢作川』〜矢作川水族館の取り組み〜
○矢作川水族館紹介
矢作川水族館館長
○多摩川紙芝居

俳優

阿部夏丸
中本

中本

賢

【交流会】１７
：
１５〜

阿部
古鼡水辺公園

夏丸
参加費１,５００円

賢

○『Let's ざこ会談』
〜川オヤジたちが、川と雑魚を語る〜
パネラー／中本 賢（俳優）奥山英治（写真家）

主催／矢作川「川会議」実行委員会、矢作川学校
後援／国土交通省豊橋河川事務所、愛知県豊田加
茂建設事務所、豊田市

新見克也（矢作川水族館）
山本敏哉（矢作川研究所）
コーディネーター／阿部夏丸（矢作川水族館）

お申し込み・お問い合わせ
豊田市矢作川研究所（☎０５６５-３４-６８６０）

表紙の写真：上（ハクセキレイ 2006.4.26）, 中（カキドオシ 2006.4.26）, 下（河川敷の柳の芽吹き 2004.4.18）

後記
矢作川流域の土地改良については、歴史の教科書にも載るほどに有名であるにもかかわらず、充分な研究がな
されてきたとは言い難いのが現状です。用水の設立に尽力した人びとの多くは破産などの憂き目に遭い、充分な
評価を得られたのは、没後しばらくしてからであったようです。確かに、川の生態系のためには豊富な水量が必
要ですが、取水者たちが川の水を守ろうと尽力してきたことも事実です。川と人とのかかわりを読み解くにあた
り、こうした先人たちの足跡と哲学を学ぶことは、とても重要であると感じます。（高）
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