
特集：古鼡プロジェクト

調査報告

矢作川とひとの暮らし
Change of the everyday life in the Yahagi River Basin
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はじめに

豊田市扶桑町（旧地名 愛知県西加茂郡高橋村大字平

井字古鼡 以下「古鼡」と表示）は，山と川に囲まれて

おり，平坦で耕作可能な土地が少ない．昭和２年生まれ

のａさんが，「結局，耕地が少ないもんでここら辺の人は，

いろいろなことをやりおった．（010503）」と振り返るよ

うに，古鼡では，少ない耕地を最大限に活用することは

もちろん，川や山や立地など，暮らしの周りの資源を最

大に活用して現金収入を得ながら暮らしてきた．また，

ａさんは「貧乏だけど，金遣いが荒い（020917）」のだと

古鼡を評し，Ｂさん（大正８年生 昭和18年嫁入）もか

つて家に出入りしていた行商人が「品物のうれゆきのよ

い（010428）」ところだと言っていたと，古鼡の特徴を話

す．本章では，このように現在古鼡に暮らす人たちの記

憶に残る暮らしぶりを出発点にしながら，第１節では古

鼡の主な生業の成り立ちと変遷を記述する（１．川辺の

生業とその変遷）．第２節では，大正～昭和初期生まれの

主に女性の聞き取りから，女性と川辺との関わりを検討

した（２．暮らしの中の矢作川）．

古鼡では（おそらくこの時期に農村部のどこにでも見

られたように），女性は収入の柱であった養蚕を担うとと

もに，炊事や洗濯などの日常の暮らしを支えていた．彼

女らはどのように川辺と関わっていたのか．ひとと自然

との関わりを記述するとき，私たちは知らず知らずのう

ちに男と自然の関わりを記述している．ここではあえて

女性に焦点を当てて，日常の暮らしの中での川辺と人々

との関わりを明らかにすることとした．

日常の女性の暮らしは文書に残されることは希であ

り，まして川辺との関わりなどは記憶にさえも残りにく

い．そのため，時には現地をともに歩き，具体的なモノ

に触れながら聞き取りする方法をとった（そのとき記憶

を喚起する力になったのは彼女ら自身が大切に保存して

いた古い写真であった．その写真の一部を現在の同じ場

所の写真と共に並べてみたものが「４．写真で見る川辺

の変化」である）．

１．川辺の生業とその変遷

１）古鼡の土地

西加茂郡平井村 の，1902年（明治35年）の農家の

一戸当たりの耕作面積は，平均６反３畝10歩（高橋村誌

編さん委員会，1985：297，以下高橋村誌）で，明治25年，

西加茂郡の数値平均7.1反よりも狭い．また「平井村物

産表（表１）」をみると，平井村では，主産物の米の輸入

と畑作物の輸出をおこなっており，稲作に不利な環境を

畑作物からの収益によって補っていることがわかる．

1922年（大正11年）の土地地形図（図１）からは，古鼡

（太枠内）が平井村の他の集落よりも耕地が少ないこと

が確認でき，稲作を補うための畑も少なく，収穫物が周

囲の地域に比べてさらに少ないことがうかがえる．この

ような土地不足に対し，古鼡の人々は大きく分けて三つ

の方策をもって対処していった．１．土地の造成，２．

農業以外の現金収入，３．効率のよい作物の栽培である．

２．，３．は後に詳しく延べることにして，まずは古鼡の

人々が耕作した土地について，確認することができた資

料から，その成立と変遷の過程をまとめておく．

古鼡では，集落外に土地を得たり，集落内の山林を開

墾することで徐々に耕地を広げた．集落外の耕作地の入

手に関しては，その経緯を知ることができなかったが，
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平戸橋を越えて越戸（p.154図2-「豊田市民芸館」周辺）

や花本（図１参照）に，一部の人々が遅くとも昭和10年

代後半に耕作地を得ていたことがわかっている．一方で

大正末から昭和にかけて，現在も「開墾」と呼ばれてい

る土地（図2-イ）が，約40戸で開墾され，一人一反から

五畝の土地を得たこと（ｃさん 昭和３年生020808：ａ

さん020917）が伝えられている．大正7～8年の米価格の

高騰（豊田市教育委員会ほか，1978：604.605）からは，

以前から不足分を購入して得ていた当地区にとって，か

なり家計が逼迫 したことがうかがえる．またその後の

不安定な繭相場（愛知県史編さん室，2000：162）や，米

価下落は，現況を回復させるための手だてを考案する動

機づけになったと考えられる．大正末期は，日本各地で

拡張を重ねてきた桑園が限界を迎え，また米価が高騰の

後，恐慌を受け低迷するなど農業全体が不安定かつ停滞

した時期である．そのため政府は多発する小作争議の解

決のために，県や地主を通して，農家の組織化，農地の

開墾，作物の品質の改善を奨励 した．

このような経緯の中で，愛知県は農事改良，地主小作

者間の親善・融和を図る目的（愛知県史編さん室，2000：

1005）で大正12年に「農事改良実行組合規約準則」（前

同：425）を公布した．古鼡では，これを受けて，昭和３

年に「平井上ノ切農事改良実行組合規約（豊田市教育委

員会ほか，1980：593）」を作成し，「平井上ノ切農事改良

実行組合」を設立した．「平井上ノ切農事改良実行組合」

の具体的な活動は不明だが，当時，このような組合を成

立させたまとまりが古鼡に存在していたことや「（貧しさ

ゆえに）この辺りの小作人組合は，強かったです（月刊

矢作川同人，1981：13）」という言葉から，当時の古鼡の

人々が団結し，土地を広げていく様子がうかがえる．同

時に，聞き取りから得られたいくつかの耕作地（図2-イ，

ロ，ホ，へ，ト）は，図１を見ると大正11年前後はまだ

山林だったことがわかる．おそらく図2-イの土地が開墾

された大正末期から昭和初期にかけて，これらの土地は

少しずつ造成され，古鼡の田畑となっていったのだろう．

２）狭い土地を補う稼ぎ

筏師，馬稼ぎ，女工

明治35年当時の平井村は，自作農55戸，小作27戸，

自作小作兼農103戸で（高橋村誌，1985：297），全体の

70％が小作地を耕作している．少ない収穫高から小作料

を納めるため，暮らしのために現金を稼ぐことが重要な

位置を占めていた．それは1924年（大正13年）の高橋
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表１ 明治24年分 西加茂郡 平井村物産表（「西加茂郡六ヶ村貨物輸出入表」 豊田市郷土資料館蔵 から作成）

品名 産出高 消費高 差 違 摘 要

米 849石3斗7升5合 997石9斗升 148石5斗4升2合
産出消費差違不足ノ為■47石2（カ）斗ハ四郷村ヨリ六十八石ハ七重村ヨ

リ三十三石三斗四■ハ上郷村ヨリ輸入ス

実綿 29976貫 1064貫 1912貫 上郷地方ヘ輸出ス

甘藷 4374貫 3969貫 405貫 挙母町地方ヘ輸出ス

大豆 37石5斗 33石7斗 3石8斗 日■

菜種 6石2斗 6石2斗 渋川地方ヘ輸出ス

繭 559貫 23貫 536貫 信■飯田地方ヘ輸出ス

煎茶 18貫 18貫 岡崎地方ヘ輸出ス

藍葉 55貫 22貫 挙母町地方ヘ輸出ス

葉桑（カ） 9600貫 6900貫 2700貫 七重地方ヘ輸出ス

年魚 325貫 180貫 145貫 80貫ハ挙母町40貫ハ寺部村25貫ハ上郷村ヘ輸出ス

図１ 1922年土地利用状況

（1/25000地形図 国土地理院 から作成）
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村の兼業率が西加茂郡内で最も高いこと や，古鼡の暮

らしぶりを述べる次のような証言からもうかがえる．

築山康治：三反百姓や五反百姓がたくさんいて，一

反で四俵か五俵しか収穫がなかった．小作の場合は，

そこから半分も年貢に取られてしまう．そういう貧

しい百姓が，筏に乗り，舟を漕ぎ，アユを釣って，

生計をたてていたんです．

築山岡次郎：その通りです．特に左岸の私たちの扶

桑の部落は，耕地が少なく，筏乗りが多かったです．

筏に乗るのは冬の仕事なんです．だから夏には，船

を漕いだり，アユを釣ったりして，現金を稼いでい

たんですよ．（月刊矢作川同人，1981：13）

岡次郎さんは，耕地の少なさが現金稼ぎの動機になっ

ていること，また，稼ぎの中に「筏乗りが多かった」こ

とを指摘する．古鼡の元筏師，築山米作さん（1979年時

82才）はこれを裏付けるように，古鼡では，三軒に一軒

の割合で筏師を出していて，明治37年～昭和元年の間に

24人が筏師をしていたと言う（月刊矢作川同人，1979）．

そして，「ほとんどが農業で生活をしていた（高橋村誌，

1985：297）」平井村において，「兄もそうだったから自然

と（月刊矢作川同人，1979：４）」筏師になった米作さん

をみると，筏乗りは，稼ぎの一つとして当然のようにお

こなわれていたことがうかがえる．また，昭和初期に蚕

の種付けの稼ぎを得ていたＡさん（大正１年生）の娘世

代（大正12～14年頃）の話からは，古鼡周辺の農家が，

筏師に限らず，他に稼ぎを持つことを当然としていたこ

とや，これらの稼ぎをいくつか組み合わせながら，生計

として成り立たせてきたことがわかる．

・おとっつぁんと，おっかさんと，わし（子どもは）

一人だったもんでね．で，親達はお蚕さんやってる

もんで．で，ちっと年くって娘時分になると，ここ

に「梅田」っていう，（蚕の）種付け屋（蚕紙製造所）

があった．そこに，お金，とりにいって．ま，奉公っ

ちゅうことはなかったけど．（通って）行って，一日

いくらで，ここへ．

・ま，うちは（梅田に）近かったもんで，夜はうち

にいて，昼中そこで（働いた）．古鼡，百々，平井な

んちって，農村のうちで仕事がない人は（そこで働

いた）．昔はその当時（そこしか）なかったから．そ

いで，わしのおとっぁんが，筏に乗って．それぐら

いの仕事しかあらへんもんで．銭取りが．（020808）

Ａさんの家では，主として小作地での米と桑（養蚕）

の栽培に加え，父の筏乗りと，養蚕期のＡさんの「蚕の

種付け」労働から生計を得ていた．学齢期を終えると，

結婚までの数年間「西加茂製糸株式会社」に奉公に行っ

たという．収入は「大家さんへの年貢」や盆，正月に「た

まり（醬油）だ，餅だ」を買うために使われた．このよ

うな組み合わせが米作さんやＡさん宅だけの特殊な事例

でないことは，先に述べた両者の認識だけでなく，ｏさ

ん（明治43年生）の家では，約一町の田を耕作しながら，

父は筏師として，ｏさんは竹職人の奉公に出て稼ぎを得

ていたことや，同じく約一町の田畑を耕作するａ家でも

父親が自ら山から伐りだした松を瀬戸方面へ運び出して

いたことをａさんが記憶していることからも示すことが

できる．

筏師の稼ぎ

ところで，筏師の稼ぎは米作さんによると「一番稼ぎ

がよかった頃」で，「小学校の校長の月給が40～50円」

に対し，一回の輸送（2～3日）で「一杯8～10円」稼い

だと言う（月刊矢作川同人，1979）．これを1901年（明

治34年）「矢作川筋平戸発材木筏賃価表」で確かめると，

平戸橋から「矢作橋ノ外下流東浦及菅生川」までの運賃

は，一回につき約6～7円と算出できるので ，少なくと

も米作さんが筏で稼ぎを得ていた明治末期の頃の平均は

6～10円くらいであったことがうかがえる．ただし，新入

りの稼ぎは最初５割で，5～6年かけて一人前になるまで

は，満額を受け取ることはできず，また，土地を所有す

る者は，農作業が忙しい時期はこちらを優先したと言う

（Ａさん010609）から，筏に乗る回数，稼ぎには個人差

矢作川とひとの暮らし３．川辺の暮らしと環境利用

写真１ 古鼡の筏師（Ａさん所有）

Ａさんの話から14人中８人はご子孫が現在も扶桑町に

暮らしていることがわかった．
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があったことがわかる．年間，どの程度の収入があった

のかはわからない が，古鼡の人たちの実感として一回

につき「お金が沢山でる（Ａさん010609）」副業であった

ことは確かである．ただ，Ａさんは父の稼ぎを次のよう

に回想している．

・だけども，みんな遊んじまう．酒の好きな人ばっ

かで．みな梯子酒っちって，みな，飲んじゃうよ．

もって来やんで．うん．で，わしの母親が難儀したぁ．

昔，ミズキュウ（水久：酒屋）さん，アマジンさん

（飲み屋か）があって，豊田に，ダイキョウのアマ

ジンって言って．みな飲んじゃって，なんにもなし

で帰って来ちゃあ，ようばあさんに怒られて．

（010609）

米作さん自身「筏師になってよう稼いだが，それだけ

全部あそんでしまったパアパア人生だったなあ（月刊矢

作川同人，1978：12）」と振り返っている．米作さんが「筏

師で食って行けた」という反面，遊んでしまったと豪語

し，Ａさんは筏師を支える苦労を覚えている．筏の稼ぎ

は大きかったと言うが，その使いっぷりによって結局そ

れで生計を立てることにはならず，それが新たな稼ぎを

必要としたのである．

稼ぎの転換

このような稼ぎのいくつかも，昭和を境に変更をせま

られることになった．最も大きな影響は，昭和４年，勘

八峡を湛水域とする越戸ダムの完成だろう．『越戸関係稟

議（中部電力でんきの科学館蔵）』によると，このダムの

建設に関して，平戸橋から上流の筏師の組合である「矢

作川流筏組合」と，矢作川上中流域（串原村～高橋村）

の材木商の組合「矢作川木材商組合」，そして「高橋村筏

乗業組合」が，1927年（昭和２年）から施工主の三河水

力電気株式会社と協議をすすめている．1928年（昭和３

年），これら三つの組合と三河水力は，三河水力が堰堤上

流付近に陸揚，貯木場を新設することで，堰堤工事およ

び完成以後のすべての支障に関する申し立てをしないと

いう協定を締結した．貯木場建設はその後の筏の存続を

期待させたものの，ダム完成以後，矢作川における水運

はほとんどおこなわれることがなかった．それは，堰堤

完成による物理的要因よりもむしろ，水運そのものの重

要性が社会的に薄くなってきたという要因が大きい．三

河水力が，協定結果を受けて，愛知県に貯木場建設許可

を求めた書類，「矢作川第一発電所附帯流筏路設備変更計

画ニ関スル請願」には，傍線部に示すように，水運衰退

の様子が報告されている．

前略>鉄道ヲ以テ海岸河口中流地方ノ需要地ト確

実ナル連絡成リ他方貨物自動車ノ利用ニヨリテ需要

家門口ニ直接送達スル便法ヲ採ル結果平戸橋下流ノ

林産物輸送ハ水運ヨリ漸次陸運ニ転換スル実状ニ在

ルニモ不拘現在平戸橋附近ノ繫筏場及陸揚場ハ其ノ

規模狭少設備不完全ニシテ一朝不時ノ出水ニ際会セ

ンカ忽チ散乱流亡ノ不安免レ難キヲ以テ之■■ノ保

管ト陸揚トニ多大ノ費用ヲ要スル現状ナリトス

＊傍線部筆者 『越戸関係稟議』

明治から昭和初期にかけての工業化は，大型堰堤の築

造を可能にすると同時に，水運にかわる動力（鉄道，自

動車）を発達させた．その過程における，矢作川の水運

関係者の活動（表２）からは，幾度かの陳情・申請をお

こなうもののかなわず，あるいは補償金によってやり過

ごされる形で，筏水運が基盤を失っていく様子がうかが

える．筏師は百姓仕事のみそのまま続ける者，養蚕に力

を注ぐ者，畑の少ない者はトラックの助手や棒手ふりな

どして現金を稼いだという（月刊矢作川同人，1978：Ａ

さん010609：Ｂさん020917）．鉄道や自動車の発達は，

水運だけでなく，それまで陸運の主流であった荷車およ

び馬を使用した輸送を消滅させる ．その一方で，トラッ

クの助手，1938年（昭和13年）のトヨタ自工の操業開始

による工場労働など新たな雇用が生まれ，稼ぎの一つと

なっていった．

戦後の稼ぎ

越戸ダム完成後，長く続かなかった材木流送に対して，

竹筏は20年以上続けられ，米作さんが57，8歳（昭和28

年ころ）まで，乗り続けていたと言う．全盛期ほどの稼

ぎはなかったが，農業や桶のタガ作りの出稼ぎなど，い

くつかの稼ぎを組み合わせながら続けたと言う（月刊矢

作川同人，1978）．竹筏が継続された要因は，伊東（1999）

によれば，終戦直前にこの地方に起きた大地震の復旧建

築資材の需要の高まりがあり，竹材は流送がもっとも効

率のよい運搬方法と見なされた ためだった．また，古

鼡には三栄竹材や竹金商店など古くから続く，竹材屋が

あったこともこれを可能にしていた．

竹金商店や三栄竹材に通いタガ稼ぎで収入を得る家

が，戦後から昭和30年代にかけて，最盛期で50軒，ａ

さんが名前を覚えているだけでも昭和30年頃，20軒以

上あったと言う（ａさん020908）．戦後から昭和30年半

ばまでの主な稼ぎ先は，農作業の合間（特に９月から５
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月を中心）のタガ作りだったことがうかがえる．このタ

ガ稼ぎが，戦前では，どのようにおこなわれていたかを

示す資料を今回の調査で得ることはできなかった．ただ，

後述するように，竹林に対する施策が明治初期から行わ

れていることや，高橋村に「竹林組合」があること，さ

らにｏさんが竹屋に奉公していたとの聞き取り結果か

ら，古鼡内で竹に関する稼ぎが存在していたことは確か

であろう．矢作川の水運，街道の馬稼ぎなど身近な環境

を活用することで得られた稼ぎが，昭和初期から徐々に

減少し続けるなかで，戦後まで存続された稼ぎがタガ作

りだったのである．

３）生産高向上への努力

古鼡養蚕組合

稲作やその他の稼ぎを組み合わせながら行われた養蚕

は，収入・暮らし両面において大きな割合を占め，昭和

40年代初めまで主な収入源として続けられた．写真２は

今から40年ほど前の「古鼡養蚕組合員」の集合写真であ

る．お借りしたＢさんによると，伊勢湾台風の少し後，

一人ずつ共同組合員がやめていく直前の撮影だと言う．

写真に写っている人の住居を地図に落としてみると，昭

和30年代古鼡の集落のほぼ全域で続けられていたこと

がわかる（図２の黄塗箇所）．養蚕組合とは，養蚕に必要

な物資（蚕卵，桑の肥料）の共同購入，稚蚕共同飼育，

繭の共同出荷をおこなう団体で，所在集落によって組織

されており，当時この地域で養蚕をする者は必ず加入し

ていた（Ｂさん010503）．聞き取り調査した世代の半数が

昭和2年

(1927)

1月31日，矢作川木材商組合は県職員と岡電専務と会談，岡電が組合

に対して賠償金（筏一乗に付，停滞料2円97銭，損傷料2円30銭）支

払う旨の契約成立｛愛知の林業史 1206｝

昭和2年

10月22日，愛知県は，三河水力電気株式会社（以下，三河水力）に

対し矢作川第一発電所（越戸ダム 以下，越戸ダム）建設を認可｛越

戸関係稟議 でんきの科学館蔵｝

昭和2年

12月14日，三河水力と矢作川流筏組合が越戸ダム建設工事について

協定を締結，三河水力は組合に1100円を補償，工事への異議を申し

立てないことで両者合意｛越戸関係稟議 でんきの科学館蔵｝

昭和2年
12月19日，三河水力は組合に対して，補償金の他，筏待避場設備代

500円の支払うことを承認｛越戸関係稟議 でんきの科学館蔵｝

昭和3年

(1928)

3月17日，三河水力，矢作川木材商組合，組合員以外の6名，高橋村

筏乗業組合が協定締結．堰堤附帯流筏路を変更し，堰堤上流付近に

陸揚・貯木場を新設することで合意，損害賠償問題解決｛越戸関係

稟議 でんきの科学館蔵｝

昭和3年

3月20日，矢作川木材商組合，矢作川竹材商組合，平戸橋付近回漕店

木材業者の三組合は，三河水力との交渉経費を均等割り負担する覚

書を交わす｛旭町誌 359｝

昭和3年
4月30日，三河水力は愛知県に3/17日決定通り工事変更する旨請願

｛越戸関係稟議 でんきの科学館蔵｝

表２ 矢作川水運と河川開発 ｛参考文献 ページ数/所蔵先｝

年 事 柄

文久3年

(1862)

古鼡の築山源之助が全矢作川利用材木同業者を以て，同業組合「白

栄社」を立ち上げる．各店の焼印識別を組合内で統一｛愛知の林業

史 1196｝

明治元年

(1868)
古井彦惣が古鼡に木材回漕業を開業｛旭町誌資料編 354｝

明治11年

(1878)

木材出荷激増に伴い増加した滞留材の整理のため，古井彦惣は矢作

川流路改修を起工．14年完了．小渡?古鼡間において，今までの2倍量

を1/3の時間で運送可能に｛旭町誌資料編 354｝

明治13年

(1880)

明治用水完成（中井筋，東井筋完成し，成業会開催）｛矢作川100年

誌資料研究第1集（以下では資料研究1）｝

明治14年

(1881)

西加茂郡の商人が連名で愛知県に「矢作川航路ノ儀ニ付嘆願」を提

出，明治用水工事にともなう舟行の障害を訴える．県による改善行

為なし｛豊田市史三 近代477｝

明治24年

(1893)
枝下用水完成（現在の幹線と東用水該当箇所）｛資料研究1｝

明治30年

(1897)

木材取引円滑のため，白栄社，巴川商栄社，知多木材商業組合当が

連合組合協会を設立｛愛知の林業史 1197｝

明治34年

(1901)

5月，愛知県が「竹木材川下取締規則」公布．県への許可申請が必要

に｛豊田市史三 近代 297｝

明治34年 12月，明治用水矢作川横断堰堤完成｛資料研究1｝

明治37年

（1904）

下組白栄社（白栄社のうち平戸橋下流域）が上組白栄社（平戸橋上

流域）に，契約書を提出．他組域内での品物売買の規程遵守や，矢

作川の利便回復請願運動への協力を求める｛旭町誌資料編2 195｝

明治38年

(1905)

組合連合協会第九回総会で，明治用水堰堤に関わる損害対処陳情

（国，愛知県）についての大出費が問題になる｛愛知の林業史 1205｝

明治39年

(1906)

組合連合協会第九回以降，総会での意見まとまらず，協会解散｛愛

知の林業史 1205｝

明治44年

(1911)
中央線全線開通｛豊田市史三 近代｝

大正5.6年

(1916)

岡崎電灯会社（以下，岡電）の水力用堰堤（百月ダム）が流筏作業

に支障をきたす．木材業者，運材業者に損害｛愛知の林業史 1205｝

大正11年

(1922)

白栄社役員，愛知県土木課長・林務課長・内務部長に陳情｛愛知の

林業史 1205｝

大正12年

(1923)

白栄社役員，愛知県に対し，産業法に基づき矢作川木材組合を申請．

翌年2月違法を理由に却下される｛愛知の林業史 1205｝

大正13年

（1924）

矢作川沿岸鉄道既成同盟会が有償で岡電と「矢作川全水随意使用契

約」を締結．これによって岡電が利水を掌握｛旭町誌資料編 356｝

大正13年
白栄社役員，堰堤工事事務所および岡電本社と交渉．岡電は，鉄道

既成同盟会との契約を理由に応対拒否｛愛知の林業史 1206｝

大正14年

(1925)

4月9日，白栄社役員は県に堰堤工事に関する業務への支障について

陳情｛愛知の林業史 1206｝

大正14年
1月23日，「岡崎電灯株式会社」と「矢作川筏連中」が契約書を交わ

す．岡電が筏連中に補償金支払う｛愛知県史資料編28 841｝

大正14年

8月1日，白栄社役員は，準則同業組合法に基づき矢作川木材商組合

認可を愛知県に申請，「矢作川木材商組合規約」を提出｛愛知県史資

料編28 855，愛知の林業史 1206｝

大正15年

(1926)

7月21日，矢作川木材商組合認可．組合は白栄社とともに，流筏被害

対策運動に参加｛愛知の林業史 1206｝

大正15年

この頃，流筏被害対策運動は弁護士を立て岡電に対応策を求める．

結果，岡電は堰堤に流筏路を附設するも，形式的設備であり使用不

可｛愛知の林業史 1206｝
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盛んにおこなっていた養蚕は，明治20年代から本格的に

取り入れられ，明治30年代にはほぼ軌道にのっている．

例えば高橋村の農産物生産額割合をみると，1891年（明

治24年）時点では，棉の産出高が繭を上回っているもの

の（表１），明治41年には「米50.8％，麦4.9％，雑穀

0.7％，豆類2.6％，甘藷0.4％，蔬
そ
菜
さい

0.4％，果実0.2％，

繭40％（豊田市教育委員会ほか，1978：425）」で，米と

繭がほぼ同率となり，棉は算出されないほどに減ってい

る．蚕は「最も現金化し易い有利なもの（愛知県蚕糸業

史編纂委員会，1964：150，以下では蚕糸業史）」として

受け入れられ，明治20年頃急速に伸び（東海農政局総務

部総務課，1976），以降質量ともに発達した（蚕糸業史，

1964）．古鼡もこの動きに同調する形で，生産高の向上を

目指していった．桑園化にともない，「換金性に不利」と

して，それまで畑で栽培されていた麦は稲の裏作になり，

大豆は生産量が減少するなど（豊田市教育委員会ほか，

1978：423）の変化を見せた．養蚕への転換は，他の栽培

作物に影響を与え，また共同飼育という独特な方法に

よってその後の古鼡の暮らし自体に影響を与えながら進

められた．

共同出荷組合設立

古鼡の養蚕組合は，1897年（明治30年），「古盛社」（高

橋村誌，1985：295）が始まりで，部落内で共同飼育や繭

の共同販売をおこなっていた．「鬼肘社」（明治26年４月

設立，寺部新屋町）が，「養蚕勃興期におけるさきがけ（蚕

糸業史，1964：233）であることを考えると，古鼡地区の

養蚕は，愛知県内でも早くから組織的におこなわれてい

たと言える．設立後数年で解散する組合もある中で（蚕

糸業史，1964），古盛社は1922年（大正11年）には，優

秀繭を作り大日本蚕糸会から表彰を受け，また組合員数

は高橋村内で最大（昭和３年時点63名）となった（西加

茂郡高橋村役場，1956：72）．

組織化と養蚕設備

1916年（大正５年），重要物産同業組合法に基づき

西加茂郡が西加茂郡養蚕組合連合会を設立するとこれに

加入（蚕糸業史，1964：159），さらに1931年（昭和６年），

糸価暴落の救済措置の一環として制定された「蚕糸業組

合法（昭和６年３月制定）」に従い簡易法人となり（豊田

市教育委員会ほか，1978：649），組合名を「古鼡養蚕実

行組合」（高橋村誌，1980：312-314）に変更した．組織

強化によって自主的に設立された「古盛社」の運営には

県や国の指導が介入し，それまでの独自性，自主性は薄

れた ．しかし，飼育する古鼡の人たちの視点に立てば，

大正５年の加入以降，巡回指導や講習会の機会を得，昭

和６年の改名後は，全国一律の指導員 や講習会の機

会を得ると共に，新しい施設「古鼡養蚕実行組合稚蚕共

同飼育所 」をもたらした．古鼡ではこのような施策上

の助成を受けながら，昭和４年の愛知県のピーク（愛知

県繭検定所史編集委員，1986「累年蚕糸統計」）より少し

遅れた昭和5～6年頃，出荷量のピークを迎えた（高橋村

写真２ 古鼡養蚕組合（Ｂさん所有）．

写真４ 真綿取り（Ａさん所有）．

昭和初期の養蚕組合員だと思われる．

写真３ 古鼡養蚕実行組合（Ａさん所有）．
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誌，1985：311）．古鼡は養蚕以外に有利な作物がない地

域 であり，また昭和４年を境に筏稼ぎが減少した時

期とも重なる．このような背景から，昭和4～6年頃の出

荷量の伸びは，繭価，米価の低下だけでなく，副業の減

収も補おうとした跡と捉えられる．しかし，経済恐慌に

よって，昭和６年は糸価が暴落する．この事態を受けて，

西加茂郡の町村長と各養蚕実行組合代表者は，郡内の繭

を有利に処分する策として西加茂郡組合製糸の設立を協

議し，昭和12年３月に西加茂郡製糸株式会社社長木下信

を理事組合長とする，保証責任加茂繭糸販売組合（以後

加茂蚕糸 ）を設立（豊田市教育委員会ほか，1978：653）

する．この組合の下で，古鼡の養蚕組合は「協同飼育施

設，古鼡養蚕組合」（西加茂郡高橋村役場，1956：77）と

なり，蚕種の購入，出荷をはじめ価格に関わる納品蚕の

検定など，養蚕に関わる総ての決定事項を加茂蚕糸に委

ねることになった ．これ以降，古鼡の養蚕組合は二つ

の組織の下部組織として，戦後大幅に養蚕戸数が減るも

のの，昭和40年代半ばまで組合活動は続けられた ．

古鼡養蚕組合員の稼ぎ

早い時期から共同出荷組合が数多く設立され，組織基

盤を整備していった高橋地区は，養蚕にかける期待や努

力が大きかった．戦中戦後の食料増産期においてでさえ，

蚕育が奨励された 事実をそれに重ねてみると，「養蚕

しかなかった」という，この土地の生業の様子がよくわ

かる．養蚕農家の暮らしを，Ｂさん，Ｃさん（大正８年

生）は次のようにふりかえる．

Ｃ：なんでそうお蚕さん大事だっていやあ，収入源

だで大事だったかもしれんけどねえ．他にそう米売

るほどないし，きっとお蚕が収入源だで大事だった

と思うけど．

Ｂ：そう思う．扶桑っていう所はねえ．他で収入は

取れんところだでねえ．だからどうでもお蚕でない

と．だからお蚕様々だよって．

Ｃ：熱心だったねえ．そりゃあ，お昼12時そこそこ

で，雨が降ってるといかんもんで，雨がやんだなん

て言えば，自分食べんでも桑取りに行きおったでね

え．（010512）

蚕は各自で育てた後，各戸で納品できる繭とできない

繭を選別し，公会堂にもちよった．集められた蚕は，古

鼡養蚕組合として共同出荷し，いくつかの検査や加入し

ている組合への経費，各自が購入した肥料代や道具代な

どを差し引いた金額が農家に支給された（図３）．当時の

古鼡養蚕組合員，28名のうちでも，人手や桑園面積など，

各家の事情に応じて各戸ごとに養蚕に掛ける比重が異

なっていたため，収入のほとんどを養蚕が占め，各シー

ズンごとに通帳に稼ぎが振り込まれる家もあれば，すこ

しの額を現金で受け取る家もあった．また，基本的に土

地が少ない古鼡では，桑園面積に限りがある為，出荷繭

量も飛び抜けて多いわけではなかった ．古鼡における

養蚕の稼ぎは，唯一の産業になることはなく，あくまで

も重要な組み合わせの一つとして，各戸の条件に応じて

おこなわれていたのである．

細分化と選択（戦後の変化）

戦中の食糧増産期においても，愛知県の養蚕が盛んな

地域では「繭も兵器」のスローガンのもと養蚕が奨励さ

れ続けられたが，終戦後，敗戦の混乱や先行き不安から，

産繭額は約70％減少した（昭和16年と20年を比較 蚕

糸業史，1964：185）．古鼡では昭和22，23年ごろ，約半

数以上の家が，収入になる「さつまいも，麦を作ったり，

西瓜を作ったり」するために，養蚕をとりやめた（ｂさ

ん昭和３年生020808）．当時は，配給・供出制度の一方で，

都市部に不足がちな農作物は，直接販売することで高取

り引きを見込むことができた．養蚕への依存が高かった

古鼡でも，「米でもしかり，麦でもそうだよね．アワ作っ

図３ 古鼡養蚕組合 納品から入金まで．

（大迫輝道，1979；020911聞き取り調査 から作成）
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たって，黍作ったって，みんな売れよった（ｂさん

020808）」ために，「自分でこいじゃって，西瓜やさつま

いもを植えるようになって（Ｃさん010503）」いった．供

出制度が終了しても，養蚕への不信感が一般に広まる

中 ，古鼡の桑畑は麦，西瓜，さつまいもに変わってい

く．昭和20年代後半～昭和30年代の古鼡の収穫物は，

米・麦は農協に，西瓜・さつまいもは古鼡の公会堂（現

扶桑町区民会館）に集めて，名古屋方面にトラックで出

荷した．また，酪農が全国的に広まる中で（石原，1979），

昭和20年代後半に畑を牧草地に替え，これを開始するも

のもあった．酪農は大企業の集乳車が集落近くの決めら

れた場所に毎朝来て，乳をおさめることができた．この

ように自動車の発達は，小回りの利く出荷を可能にし，

各家の条件にあわせた選択の幅が広がった．戦後，養蚕

は西瓜，酪農などの新しい換金作物に換わったが，タガ

稼ぎは従来通り続けられており，新しい作物栽培とタガ

稼ぎが古鼡の生計の一般的なたてかたになっていった．

４）新しい環境

百姓から月給取りへ

1954年（昭和29年）の豊田市工場誘致条例，1959年

（昭和34年）の豊田自工の元町工場完成は，豊田市の労

働市場を売り手市場に変え，古鼡の人々の生活にもこれ

までにない選択肢が用意された．古鼡では昭和30年代は

じめから，ちらほらと工場労働者となる者があらわれた．

ａさんは信頼していた古鼡の年輩者に「これからは月給

取りの時代だぜ」とアドバイスを受け，農協から借り入

れを受け，この頃出始めたコンバインを購入，1962年（昭

和37年）に農作業を妻と父母にまかせて勤務に出た

（020917）．古鼡ではこの頃，このように勤めを選択する

者と，これまで通り農作業と竹屋稼ぎを続ける者に分か

れた．労働者への待遇はよく，従来の方法を続けてきた

者は，工場労働者が受け取るボーナス，休日などを見る

につれ，「工場勤務の人は強い（010708）」と考えるよう

になり，竹職人の稼ぎを守衛のパートなどに変えていく．

Ｄ：まあ，竹屋さんだけでは，これからの時代は，っ

て言うことで．その，42で入らんと45になると，

どっこも入れんようになるって言って，おじいちゃ

んが42の時に竹屋さんをやめて，それで会社へ入っ

たの．

Ｅ：（竹屋は）勤めにゃね，勤めにゃ，もらえん，

ちゅうの．やっただけだ．やっただけしかもらえん．

あの時分はボーナスもなかったし．あの時は，うち

に行って，それだけの仕事をするといくら，っちゅう

ふうで，貰えへんかったもんで，そいでうちもほい

でやめて．みんなそうだね．

Ｄ：大きい会社へ行きたくても，跡取りだで行けん

かったの．だれもやってくれるひとがないもんで．

だけどもだんだん時代は変わってきて，これでは牛

飼いも百姓も，生活の面で考えると，会社へ行った

方がええ，っていうとこで，みんな，やめて，会社へ

行ったの．（仕事には）毎日行くことできんもんで，

そういうとこを，希望して，うちにもおれるし，会

社も行けれるもんでね．毎日だと，全然百姓がやれ

んでしょ．それじゃ困るもんで，そういうふうに，

一日おきのところを探して，みな入っただね，あれ．

（010708）

作物の転換，土地の転換，関わりの転換

新しい稼ぎの魅力とともに，この頃手に入れることが

出来た新しい物は稼ぎの転換を加速させた．コンバイン

などの大型機械や安価な化学肥料は農業労働時間を大幅

に短縮させ，同時期に出始めた洗濯機・炊飯器などの家

電は，従来の家事労働を軽減させたため，農作業は妻や

父母に任せ，日曜に集中して農作業をおこなえば，これ

まで以上の収入を得ることができるようになった．そし

て，これら新しいいくつかの条件は，明治中頃から古鼡

の暮らしの中心にあった養蚕を完全に終わらせる要因に

もなった．

Ｅ：お父さんが会社勤めちゃったら，そいでまあ，

おじいさんたちも，年とってきて，やれんくなって

くるもんでね．それで，新築したとこやなんかへ，

お蚕さんなんか，飼えへんもんだ．そいでもう，ぱっ

とやめちゃった．そいでも，まだね，どっかで飼い

たいふうなかんじだったね，おじいさんやおばあさ

んはね．そいだけどまあ，そこまでやらんでいい，

ちってね．やめちゃった．（020809）

Ｂ：勤める人多くなって．養蚕は，たいがい若い人

は嫌うの．山繭になるとフンで部屋は一杯だし，部

屋は閉め切ってしまうし．わたしんときはなんとし

ても，お蚕やっていかなね，収入はないし．これで

なけりゃしょうがない．（02807）

Ｃ：それはまあ，わし達がやめて，力落とすってい

うより，おばあさんががっかりしていた方だよね．

お蚕やめたで，田抜きをしなならん，とこへ，「はあ，

よそは何眠だげな（＝何齢目の幼虫か）」って言って
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そういう事をとても気にせりおったで，そりゃあ，

やっと（＝長い間）飼っておっただもんで，苦になっ

ただわね．（010512）

桑畑の作目転換も手伝って，飼育者は一度減少すると

もとに戻ることはなかった（図４）．1965年（昭和40年）

の組合員数は８名，その３年後の43年には７名となり養

蚕組合は解散した．

古鼡の人々が利用する耕作地の必要性が薄れる一方

で，土地に求められる価値が社会全体で変化した．昭和

50年代になると，田畑の一部は工場用地として買収（図

２-ヘ，ホ）され，また豊田市の施策によって，提内地の

田や山裾の畑は公園（現豊田市民芸館）や道路（豊田環

状線）に変えられていった．

Ｂ：（主人が）市役所をまあねえ，退職になるし，

うちの，おしゅうとさん，見送って．それから，そ

んなに長くは（田んぼを）やっておれなかったから

ね．

―：やっておれなかったのは？

Ｂ：市役所がね，あそこを，何かね，観光地にした

いっちゅうことでね．市会議員の人がしょっちゅう

見えおって．それ前は，市役所でお世話になっただ

もんでね，うちが一番，頑張っとるっちゅうことも

ね，，，うん，で，市の方へね，差し出したわけ．

土地への愛着はあったが，新しい価値を否定する理由

ももはや希薄となり，結果的に土地の一部は，古鼡の人

の手から放れ，新しい公園や道路用地になっていった．

古鼡では，狭い土地を有効に使うために，作物の転換

をおこなってきた．米と麦の二毛作，桑園から西瓜へあ

るいは牧草へ牛舎へというように，戦後様々な工夫が可

能になると，各自で作物と土地の機能を転換させながら

土地と暮らしてきたと言える．しかし，新しい月給稼ぎ

と，農地に見出された新しい公園や道路用地としての可

能性は，古鼡の人々と土地との関わりに一つの転換期を

与えた．

５）古鼡の環境利用史

土地の歴史と古鼡の暮らし

古鼡の人々が，環境を最大に利用してきたのは，そも

そも川沿いで平坦な土地が少ないという，古鼡の環境の

図４ 古鼡養蚕組合 組合員数・飼育者・桑園面積の変化（昭和27～43年）．
（「繭検定成績表 高橋支部」 豊田市郷土資料館蔵 から作成）
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特徴に理由があった．古鼡のかつての環境利用が，それ

以前の環境利用の上に成立してきたことを確認しておこ

う．

米作さんら古鼡の筏師が拠点とした「古彦土場」は，

平戸橋下流左岸に位置し，江戸時代からこの地で土場を

管理した古井彦惣（家） を略してこう呼ばれていた．

この土場は，矢作川の河床形態の変化点に位置していた

ため，舟荷の積み替え，筏の組み直しのポイントとなり

得たとともに，古井彦惣はじめ，白栄社を設立した築山

源之助，および多くの商人（豊田市郷土資料館，2002：

16）が，この土場を拠点に流域全体における運搬方法を

確立することで 矢作川の水運において重要拠点とし

て成立した．彦惣はこの土場で，江戸期に確立された水

運のシステムを踏襲しつつ，1868年（明治１年）には材

木屋から転じ木材回漕業を開業している（旭町誌編集研

究会，1980）．開業当時，以前の材木屋を運営していたか

どうかは不明だが，米作さんは「古彦は上の問屋の材木

を下の問屋に取り次ぐだけ」（月刊矢作川同人，1978：9）

と言っているので，明治30年代終わりには，回漕業だけ

に絞っていたことがうかがえる．米作さんら古鼡の筏師

がおこなってきた，古彦の手配を受けて筏で川を下る行

為は，筏の発祥から約200年の間で整えられてきたので

ある．

ａさんが記憶している「車」（馬車・荷車）を利用した

荷運びは，明治期に街道輸送の主流になっている．江戸

時代中期に発達した足助街道筋は，馬の背に荷を乗せた

「馬稼ぎ」を発展させ，さらに，明治時代になって整備

が進み，車を使った輸送が可能になったことを受けて

発達したのである．ａさんが記憶しているのは小学校低

学年ころの話であるため，父親がしていた稼ぎと，江戸，

明治，大正と続いた街道の「馬稼ぎ」との間に，どの程

度の関わりがあるのか不明である．ただ，数少ないこれ

らの資料を並べてみると，江戸時代に整備された街道や

明治期に発達した車輸送が昭和初期の古鼡の人々の稼ぎ

の一部につながっていったことは確かだ．

竹材加工稼ぎの足跡は，木材流送同様，竹筏の流送に

よって存在を確かめることができる．古鼡で戦後のタガ

作りにつながる産業がどのように成立したかは不明だ

が，ｂさん（かつて自家は竹屋を経営）の家に竹林に関

する権利書が保管されていたという話からは，遅くとも

明治中期には，竹を加工する竹材屋が古鼡にあったこと

をうかがわせる（明治15年，県は「官有竹林貸下規則」

を公布）．さらに明治35年前後の平井村に竹林組合が成

立していたこと（豊田市教育委員会ほか，1977：586）や，

大正14年，高橋村農会内に結成された各字単位の竹林組

合設立および，規則や補助金の成立（前同：465）から，

徐々に竹の産業が保護され発展したことがわかる．また

現在の竹林の成立は，大正９年，愛知県の「竹林造成奨

励規程」公布によって，「苦竹（まだけ），淡竹（はちく），

孟宗竹（もうそうちく）」の新植が奨励，質の改良がすす

められた（豊田市教育委員会ほか，1978：465）ことにあ

ると考えられ，さらに矢作川中流域の竹林が，平安時代

の開発によって天然広葉樹が伐採し尽くされた後の退化

的二次林であったとの指摘（愛知県，1980：1194）から

は，タガ稼ぎの歴史的基盤の深さを感じさせるのである．

「商品のよく売れる」古鼡柄

古鼡の人々は，稲作に不向きな土地を受け入れる一方

で，その集落の周りに作り出された環境（川，道，川岸

の竹など）を使いこなす術を身に付けていった．それは，

各家，各個人が農作業のあい間を見ながら，おこなった

ために，稼ぎに対する機転や積極性を磨いていくことに

なった．ｔさん（昭和６年生）らの回想からは，古鼡の

生計を支えてきた稼ぎの数々は境界線がやわらかく，

人々のペースに応じて，軽いフットワークと機転によっ

て成立していたことがうかがえる．

ｔ：スミちゃんと三輪車で売れ行ったことがあるだ

が，ｂちゃんと３人で．足助売り行ったで，

ｂ：ショウちゃんと名古屋市場まで，

ｔ：竹屋におったら，「やあ，西瓜売れ行くぞ」って．

ｂ：よかったなあ，本当に．（020808）

土地を最大限に活用し，他の仕事で稼ぐことでそれを

補うというこの土地の暮らし方は，「良い」と思ったもの

への積極性を身につけさせたのではないだろうか．昭和

22年前後に発生した越戸ダムのゴミ掻きや，昭和33年

前後の川原の石の選別収集作業が，農閑期にほんの少し

おこなわれているのも，古鼡のそのような傾向の一つと

して示すことができる．そしてこの傾向は，「稼ぐ」のみ

ならず，「使い」「楽しむ」ことにも適応されたのだろう．

今でも語られる「商品のうれゆきのよい」古鼡柄は，狭

い土地，山，川，街道など集落を取り巻く環境を活用し

きった人々が，時にパっとよいものを買い求めながら，

その時を楽しみ暮らした中に作られたのではないだろう

か．

新しい選択

古鼡の人々にとって新しい稼ぎの選択は，既にある稼

ぎをすべて変えてしまうのではなく，土地利用の維持を
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原則として，これまでの組み合わせの一部をタイムリー

に入れ替えるという仕方だった．しかし，昭和30年代以

降は，従来おこなわれてきたような土地利用を存続させ

ていくための，いくつかの「組み合わせ方」の選択から

一変し，稼ぎのために土地との関わりを更に減少させる

という，古鼡にとって全く新しい選択がおこなわれるこ

とになった．豊かな，望まれる暮らしは，収入を得られ

る環境が変わることで内側から，土地の利用の視点が変

化することで外側から，古鼡を変えた．そして，川との

関係も，暮らしの変化に大きく影響を受け，その意識と

ともに変化を見せている．

２．暮らしの中の矢作川

前節では，古鼡地区全体の変化を見てきた．ここでは

視点を個人に移して，矢作川との関わりを軸にした暮ら

しの変化を見ておこう．その作業のために二つの生活暦

を作成した．一つはＢさんの養蚕の作業を中心にＢさん

の夫と義父母の作業を補足した，Ｂ家の生活暦（表３），

もう一つはＤさん，Ｅさん，Ｆさん，ａさんからの聞き

取りをもとに，それそれが川と関わりを持っていた時期

を中心に記録した生活暦（表４）である．

以下では，その内容を記しながら，古鼡の暮らしの中

における矢作川の位置を考察する．なお，表３，表４は，

縦に月，横に時間を配して，矢作川の利用状況（月，時

間，作業内容）を示した（この時，特に川の利用は●-●

で示す）．また表の欄外には各自の生活史を簡単にまと

め，このとき，表該当年は●，そうでない部分は■で印

した．

１）古鼡と女性

Ｂさんはじめ，古鼡養蚕組合の人たちは，養蚕期間中

は，家に入って温度調整，外に出て桑を刈り持ち帰り，

再び家内で給桑，庭に出て糞を捨てる（表３）という作

業を早朝から日没まで，点在する桑園を往復しながら

毎日繰り返しおこなっていた．しかも田畑での施肥，田

おこし，草取りなどの仕事と並列しての作業であった．

その忙しさをＢさんは次のように振り返る．

まず草履だよ．縁を上がったり降りたりしにゃなら

んでしょ．それに桑蔵（クワゾウ）入らにゃならん

し，だからね，ほとんど草履．靴だと脱いだり履い

たりが大変．（010503）

素早く行うためには，靴の脱ぎ履きの手間も惜しいの

だ．養蚕は年３回，約1.5ヶ月かけてこのようにあわただ

しくおこなわれた．また，昭和20年代後半この地にお嫁

に来た人たちは，この土地で暮らす実感を次のように話

す．

Ｅ：だいたいが少なかっただもんね．

Ｆ：うちのは四郷のあの辺にあっただもんで．

Ｅ：それだもんで，山と山との間にねえ，うちは，

作れ行くだけど，まあ，田んぼでも畑行くでも「ま

あ，なんたる所かしらん」と思った．うえ上がって，

下がって上がってなんて．

Ｄ：リヤカーで引いてねえ．

Ｅ：（昼も２時くらいになれば）出てくもんね．ほ

いでそのうち，汗になったやつを女の人は洗濯する

じゃない？ そいだもんで，休む暇あらへんじゃな

いね．みんな寝とっても，こっちもちっとは寝ころ

びたいな，と思っても．

田んぼへ行くのは一人じゃないけどね，まあ，そい

つをやっちゃえば，お蚕さんの方は，桑とり行った

り，なんかするだけだし，そいで，桑とり行って，

終わって帰ってくると，田んぼ行く．

まーず，「どっこいしょ」なんて時あらへんかった．

Ｄ：まず，お蚕がおって牛がおったなんちゃ，豊田

でも一遍行きたいと思っても行けなんだ．

Ｅ：買い物に行きたいなと思っても行けへん．

Ｄ：行けへんね．時間から時間で，餌もとらななら

ん，乳も搾らなん．（020809）

それまでに獲得してきた土地を受け継ぎ，山の上や川

向こうにある田畑と家を往復していくつかの作物を栽培

すること，田畑にむかう少し上り下りのある長い道のり

をリヤカーで移動すること，そして女性はその合間に家

事をこなすこと，これらが昭和30年代前半までの，古鼡

の暮らしだった（表3.4）．そして，そのような暮らしを

おくる中に，川にいって済ませるいくつかの用事があっ

た．

２）川辺の仕事

蚕用具を洗う

養蚕農家の一年は「タネ」（蚕の卵）を仕入れる前の４

月下旬に，養蚕のための用具を川で洗うことから始まる．

Ｂさんが，「（網は）この辺りの人ほとんど川で洗いよっ

た」と言うように，現扶桑町２丁目周辺に住む養蚕農家
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表３ 昭和18～30年頃 Ｂ家暦
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表４ 昭和27～45年頃 D.E.Fさん暦
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は，（p.154図2-「1」周辺，以下図2-1） 付近で蚕の道

具を洗った．Ｂさんは，午前中の仕事を済ませると，お

昼前後にかけて川に出かけた．この時間から作業をはじ

めるのは，日光にあてて殺菌することを考えたためで，

天気のいい日に一気に道具を洗うには川はもってこい

だった．また，膝丈までの水深が広がり，重石になる石

が豊富な（図2-1）は，道具をある程度水に浸しておくの

にも，洗った道具を少し乾かしたい場合にも，都合がよ

かった．

・あそこが浅くてね，水がきれいで，石がいっぱい

あったの．そいだから石を重石に入れとかんことに

は流れちゃう．だからその重石を一つの箱にね，五

つ六つ入れるんだよ．（020408）

・網を，20枚くらい積んで，それからそばにある石

を三つくらい置いて，ほいでそこで（水に浸してお

いて），しばらくこっちの方で（別の道具を）洗って

て，まあいいかなと思うと（網をあらった）．そいで

そこで（網を）足で踏んでるとね，これくらい（３

センチ）のねかわいい魚がいっぱいきおった．じゃ

ばじゃばやってると． 中略>（川は）冷たいよ．網

からね，一応，春になるとね，網もちろん，（蚕が）

小さいうちに使うだけのザルね，全部一枚一枚洗っ

てね．それで持ってきて干して．そいつで最初飼う．

最初の網は振って洗うだけ．だけど，ザルは編んだ

るもんでね，タワシで洗うの．最初，箱からね，ザ

ルに出すときはまだ小さいの，だからその時，もし，

何かついていた時にね（後で大変だから），だから川

で洗って，それで，天日にね，立てて干して，寝か

しゃへんよ．そうしちゃ干しとく．（020917）

・網でもね，13段くらいまで使うもんね．そいつが，

二棚，二棚で，四棚あるもんで．そいつ全部川へ持っ

ていってね，一遍に洗えんもんで，だから足でこう

やってね，くちゃくちゃくちゃくちゃ足で踏むの．

積んどいて．それで積んで石を据えて，また次のや

つを踏んどいちゃあ，石を据えて．こんな石をね，

３つくらいつつ積んどいとくの．そうやっといちゃ

あまた（網を）替えて．それからまた最初からしゃ

あしゃあしゃあしゃあ，ゆすりからかいて，ほいで，

水をきって，リヤカーにのせて，うちへ持ってくる．

うちへ持って帰ってきて，棹を二本おいて，下へ出

しておいて，その上に並べる．そうやっといちゃあ

洗いおった．あの頃川きれいだったもん．（020917）

川辺までは，竹薮や林や草が茂り，人一人通れるくら

いの踏み分けた道を通っていかなければならなかった

が，（図2-1）に隣接する家は裏手に川に向かう道を付け

ていた．民家を通り抜けると川にまっすぐ降りることが

できるこの道があることで，川に近づきやすかったこと

や，近所付き合いの気安さから，その敷地内を比較的安

気に通り抜けていたことが，Ｂさんの言葉からうかがう

ことができる．

すっと降りたところ，イワちゃんとこから．ここ（Ｂ

さんの家）おもてまっすぐ行ってここちょっと降り

て，川へストンと降りるだけ．

肥料採りと飼料採り

戦後の昭和25～30年前半まで，河川敷（現在の古鼡水

辺公園あたりから岩本川まで）の草はたい肥として使わ

れていた．「岩本川から向こう百々町なっちゃう（001203

ｃさん昭和５年生）」ことを理由に，岩本川合流点から上

の河川敷に限って草を刈ったという．その草はくじ引き

か希望者のみか，今は定かではないが，古鼡の人たちで

分配方法を決めて利用していた．一方，舟を使って中洲

や対岸にヨシを採りに行く場合は「早いもの勝ち」で，

ｂさんは「規定された場所はないけども，ちょいちょい

行きおった（001203）」と言う．河川敷の草については，

集落内に限られた範囲を分け合う，という意識があった

が，舟の有無による選別が自然に行われていたためか，

中洲と対岸の草に関しては，規制が存在していなかった

ことをうかがわせる．この他，Ｂさんの家では，さつま

いもの苗の日照りよけに義父が「ちょこっと採ってきて

やろうか」と言っては舟を出しススキを刈ってきたとい
写真５ 川に続く道．
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うし（020408），昭和35～40年頃Ｄさんの家では，乳牛

の餌が足りないときに，河川敷の草や中洲のヨシを刈っ

たと言う（020408）（表４）．Ｄさんは，「誰でも刈ってよ

かったもんでね．よその畑じゃいかんけど，ここ誰が刈っ

てもいいもんで」という意識で，朝，夫の舟にのせても

らって，中洲に着き午前中いっぱいかけて刈った．これ

らヨシ同様，昭和30年代後半になると，使用頻度が減っ

た河川敷の草は分配方法を話し合うこともなく，自由に

刈り取られている．利用頻度が高まった戦後の一時期の

み，話し合いの必要が生じたが，それ以降は特に規制も

なく，河川敷の草は，基本的に自由に誰でも使用するこ

とができたのだろう．その一方で，舟を持たない酪農家

Ｅさんには，中洲のヨシを刈る発想はなかった．

Ｄ：Ｅさんはあれだら，川の真ん中にヨシがあった

やつを，刈れ行ったことないだら？

Ｅ：ない．

Ｄ：私よう行きおった．私，おじいちゃん，うち，

舟があったもんで．川の真ん中に島ができちゃって

ね，ヨシがあるんだわ．そいでおじいちゃんが，竹

屋さんに（働きに）出ておったもんで，私よう，朝，

舟で（島に）送ってくれるだ．そうすると，ヨシを

刈ってね，それで昼に来るとね，おじいちゃんが，

Ｅ：連れに来てくれるか？（笑）

Ｄ：うん，そうやって，ヨシを何十把って縛ってお

くと．（010708）

古鼡の人たちにとって，河川敷の草は，誰でも使用可

能な，ちょっと行って刈る，ものであったと同時に，舟

を持たない者にとって中洲，川の向こうのものははじめ

から存在しないものであったようである．同じ川沿いの

集落であっても，舟をもつ者ともたない者では，川にむ

かう意識が違うことを垣間みることができる．

洗濯（表４）

Ｅさんは，昭和26年に嫁いでから35年前後に水道が

引かれるまで，乳搾りと朝飯をすませると洗剤で洗った

衣服をすすぐために川へ行くことを日課にしていた．Ｅ

さんが洗濯をしていたのは，Ｂさんが蚕の道具を洗って

いた（図２-1） で，また何人かがこの場所で洗い物を

していた．

・そんで洗濯，うちで石けんで洗っといてね，ほい

で，すすぎにね，舟がずっと並んどるもんで，鮎釣

りの舟が．そこに上がっちゃあ，洗濯したりね，お

むつを流いてみたりね，やっておったけど．

・やっぱし，こっちの岸の方だと，砂？，あの，す

すぐと砂が浮いてくるだら，そいだもんで，ちょっ

とでも深い方がいいもんで，鮎釣りの舟に乗っちゃ

あ，すすいどった．

・あの時分おもしろかったね，川へ行って，あの洗

濯してるとみんな洗濯せぇ寄って来るだったもん．

そいでね，いつまででも喋くって，忙しいけど喋くっ

てね．そうすると，鮎釣りの人がやっぱし中洲にお

いでてね，「洗濯もんが流れるぞ」とかなんとかって

言っちゃあねえ，向こうから呼ばらっせおった．（Ｅ

さん010708）

もっとも洗濯は，古鼡の主婦すべてがおこなうわけで

はなく，洗い物の種類，川辺を使う状況，住居の位置な

どの条件とそれぞれの判断にもとずいておこなわれてい

た．例えば，蚕の道具は必ず（図２-1）で洗うＢさんだ

が，洗濯はどんなに洗い物が多くても井戸水を使った．

また，Ｄさんも普段は井戸水を使った．川で洗濯するの

は，子どもの水浴びの見張り「水当番」をするついでに

（図２-2）の辺りで行うだけ，Ａさんも，子ども時分に

遊びながら洗濯をした ものの，成人してからは井戸

水しか使用しなかったと言う．この中で，Ｅさんは寒い

季節もおしめなどのよごれは，極力，川ですすぎ，また

水が不足するときは，牛の飲み水も川から運んだ．それ

は，井戸水の出が少ないためだったと言う（010708）．川

辺の洗濯は，川があるからというよりもむしろ，家の諸

条件，それにともなう主婦の判断による細かな差異のも

とで続けられていた．

水浴びと水当番（表４）

昭和30～40年頃，Ｄさん，Ｅさん，Ｆさんら昭和20年

代に結婚した若い母親たちは，集落の子どものグループ

に入る前の小さな子どもたちを（図２-2）に引率し，一

定の時間を設けて水浴びをさせていた．この見張りは有

志の同世代の母親約10人が夏休み開始からお盆までの

間，二人一組になっておこなわれた．母親らは，それを

「水当番」と呼び，１シーズン２，３回の割合で引き受

けた．（図２-2）は，現在の水際から5～6メートルほど

内側まで流れがある浅瀬で，小学校低学年くらいまでの

小さな子どもを安心して遊ばせることができた．

Ｄ：あの，昔はここまでくらいは水があったけど，

こんな深ないもんで，子どもが立っても，こういう
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自然にね，海行くと一緒で，自然に段々深なった．

それでみんな子どもが手をついて，ぺちゃぺちゃ歩

くような所もあった．それで，ここから奥へ入ると

危ないからいけませんよ，っていうふうにしてあっ

たもんね（020408）．

Ｄ：百姓やって忙しい忙しい中でも日中はうちで休

むもんで，ご飯食べて，今日は，川の当番だで，って

言って，２時か，３時くらいまで当番をやって，そ

れでまた畑や田んぼ行ったもんだがね．昔．当番が

２人くらいっつあっただよね．２人で川のとこへ

ちょこーんと座って見て，

Ｅ：見とるだね．（020809）

当番の日は，農作業から昼いったん帰ってくると，３

時頃まで子どもを見た後，全員を連れ帰り，また農作業

に戻った．このとき，「ここへ来るなあまあ，こういうも

のがあるでって思って持って行ってね．川はさっぱりす

るで（020408）」と考えながら，ついでの洗濯物をすませ

ることもあった．母親たちは，育児，農作業，家事，こ

れを効率よく執りおこなうために，子どもの守りに当番

制を設けた．また，子どもの遊ばせ場として，集落に接

する川岸の特に浅瀬を選択している．自分たちの状況と

川の状況を見て，自主的に自由に川を利用していたと言

える．

川辺のルール

ヨシ刈りや水当番からは，基本的に自由な中でその都

度ルールを作っておこなわれた川辺利用があったことが

わかる．ルールと言っても，厳格な決まりというもので

はなく，しかし自分勝手というのではなく，よく知った

近隣の者とうまくやっていくための，挨拶程度の決まり

ごとである．よく知る川を，よく知る者同志で使い合う

時，常に川辺では暗黙の距離が存在していた．その距離

は共同出荷や隣組のよりあいなど，古鼡の集落のつなが

りが，川辺の利用に反映されたもののようである．次の

ようなＢさんの気遣いもそれを示唆しているだろう．

－：お蚕さんの道具を洗うのは朝のうちですか？

Ｂ：もちろん朝，朝だけどね，鮎釣りさんがおいで

おったもんでね．じゃまにならんようにってね．らっ

きょう洗ってる人あったよ．春．だからね，網を先

に洗わせてもらうわけにもいかんで困ったなあ，っ

て．でも，らっきょうの皮が流れてくるから嫌だ

し．って思ったことがあるの．だからね，ちょっと，

下の離れた所でね．ひやかすだけひやかいてね．

（020807）

各自が使う上でまずいくつかの気遣いがあり，複数で

使用する場合，その時々に応じて，簡単なルールが生成

する．そういう意味で，川辺は集落の一部であり，また

家の延長でもあったと言える．

３）川への意識

川辺仕事の川仕事観

Ｂさんは，砂地から礫へと移りかわる川底，水深，水

の透明度など，（図２-1）の様子を詳しく記憶している．

しかし一方で，川の瀬，淵，岩についてはほとんど語ら

れることがない．夫の舟に乗った時，Ｂさんは夫の講釈

を自分では「漕がないから」と受け流す．

なんしょ，（舟で対岸まで送ってもらったのは）２

回か３回くらい．それであの，これが平戸橋のすぐ

下に「ここは怖いとこだから」とかね「ここは大き

な岩にあたるといかんで，こういう方向に進まにゃ

いかん」と言って教えてもらった覚えがあるで．そ

れで「私は漕ぎゃへんでいいけど」っちゅってね．

（020408）

川での技は，川辺で暮らすものにとってもそれほど必

要のないものとして捉えられていたのだろうか．川をめ

ぐるいつくかの語りから，推察してみよう．

まず，魚捕りの成果は，家で待つ身になれば，稼ぎと

いうよりも，「おかず」あるいは，「おかず」ほども捕れ

なくて，「ごちそう」であった．Ａさんは「わしのおとっ

つぁんなんか，魚釣れ行ったって，うちで食べるくらい」

と釣果の程を語る．

Ａ：焼いてね，しょうがだまりで食べた．おいしかっ

た．そしたり，ご飯炊いたり．鮎のご飯なんかおい

しくて．焼いて，米の上にのせて，醬油に砂糖入れ

て，炊き込む．かきまいて．ごちそうだっただよ．

－：そのまま，切って，味噌で和えて食べるのは？

Ａ：それもおいしいよね，生も．うちのおとつっぁ

んがやられた．生をね，切って，酢みそで，和えて

食べた．おいしかった．そんな，釣れへんもんで，

食べさせて貰えへん．鮎のご飯は味が出て，それか

らうどんのダシにしたり，（020808）

Ａさんが記憶しているのは，Ａさんが子どもの頃の大
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正～昭和初期のことである．前章において芝村が昭和10

年代，鮎漁が農山村の副業として位置付けられていたこ

とを指摘しているが，女性の語りからは古鼡におけるそ

の影響を示す言葉を見つけることはできなかった．また，

ハエ（オイカワ）やウナギもある日の献立を賑わすもの

の，生計においては影響を及ぼすことはなく，毎日を田

畑の管理と家事に追われてすごす妻にとっても，また，

釣りをやらないものにとっても，瀬や淵の変化など，川

自体への関心は薄かったようである．その傾向は戦後さ

らに強くなり，ましてや生計にならない鮎釣りに熱中す

ることは，あからさまに注意されたり，妻のお小言になっ

た．

・「今日は橋の下行くぞ」って言いおってさ．みんな

で橋の下に行っただ．橋の下にピーヤがあって，そ

のあれにつたわってって，ピーヤの上から釣りおっ

たもんね．ピーヤっつって橋脚．この辺はとにかく

魚が大きいだわ．僕なんか，ちょうど終戦直後，三

栄竹材におった．で，朝早う舟にのって橋の下に行

くだわね．大きいやつ釣ったろう思て．すると社長

が，（自分が）来んもんでさ．橋の上来て，「上がっ

てこなあかんでー!」って社長に呼ばれたもんだ．

（ａさん010526）

・ちょっとや暇がありゃ，川行っちゃう．おじいさ

んなんか，平戸橋の橋でね，わし自転車で田んぼ行

くだげな．そうすと，自分はこうして下向いてね，

上から（見て）わからんように，隠れとった（笑い）．

悪かっただよう．（Ｆさん 020809）

川辺から見れば，川は，好きでどうしようもない者が，

生活をさしおいて「隠れて」行ってしまう場所だった．

また，昭和26年に嫁いだＦさんが，昭和30年代半ばま

で続いた鮎の出荷にともなう稼ぎを関知していないこと

からも，鮎釣りは，生活になんら反映されない，個人が

楽しむ道楽だったことがわかる．暮らしの表舞台から追

いやられた存在だったことは，Ｂさんが夫を川に「追い

でっちゃう」ことからもうかがえる．

稲，田んぼで植えとってもね，田んぼにおったって

（会社の勤め人だった主人は）何もあかんもんで，

だからまあ「鮎釣りに行っといでん」なんて，追い

でっちゃう（笑）．「その方がまあいいに，畔歩いと

るだけだもんで」なんちってね．釣れへんけどね，

ふふっ．（010503）

少なくとも，戦後の古鼡の人たちにとって，「釣り」は

時間が空いたときにおこなわれるもので，「釣れない」こ

とは稼ぎを失う深刻な事柄ではなく，むしろ「腕」に関

する笑い話になるぐらいだった．さらには，熱中しすぎ

るあまり，仕事の時間に食い込む場合があったので，川

に入らない者にとって「釣り」はともすると，「悪い」も

のにもなり得た．鮎釣りは，おこなうべき仕事がないと

きに，万が一「おかず」が捕れたらもうけものだから，

「その方がまあいい」程度のことであり，川は生活の場

から距離を置かれた場所として意識されていたことがう

かがえる．

川の「道楽」化，川辺の暮らし

川が古鼡の暮らしから遠い存在になったのはいつ頃か

らだろうか．大正時代の古鼡にとって，矢作川は古彦土

場を中心に稼ぎを得る場所であり，それがどれほど生計

を支えたかは不確かではあるものの，その水の流れは稼

ぎへの期待に直接結びつけることができた．そして鮎釣

りも，筏乗りができない時期にとっては重要な収入源で

あった．しかしそれは，岡次郎さんが言うように「貧し

さゆえ（月刊矢作川同人，1981）」のことであり，必要以

上におこなうことは，この時代にも道楽とみなされ，諌

められた（芝村，2001）．そして，戦後，川以外の場所か

らの稼ぎが，安定して得られるようになると，鮎釣りは

暮らしの面からは必要性が薄れ，ますます諌めるべき行

為へとまなざしは強化されたのではないだろうか．にも

かかわらず釣り好きにとっては，なお川に向かう個人的

な強い動機があり，その行為は日々の暮らしを支える女

性の目からは浮いたように見える存在になっていった．

一方，女性が川辺に向かう理由は，川にしかない何か

を積極的に取り入れるというよりも，暮らしの不便な点

を補うためである場合が多い．それは，Ｂさんが「ここ

ら辺の人」と，Ｅさんも「こっちのほうの人は知らんけ

ど，ここら辺の人がみんな，洗濯かご抱えちゃあね．

（010708）」と，使用する範囲とメンバーを限定し，それ

以外の遠い川辺利用には全く関知していないことからも

うかがえる．つまり，川辺はそれぞれの微細な事情を反

映しながら，たとえば洗濯場は同時におしゃべりの場と

なるなど，いくつかの機能を同時に保有する場所でも

あった．だが，川辺は古鼡の暮らしとって重要な場所で

はあるが，必ずしも便利な場所という訳でもなかった．

・あの時分ビニールがあったかね，何か敷いてね，

リヤカーに敷いて，ほいで川から，まっと矢作川が

よかったもんね．道がちゃんとあれして，そいでそ
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こから運んでね，バケツで，リヤカーの所まで運ん

でね．それでバッチャバッチャうちまで運んでね，

ものすごい，大きな桶があってね，そこへだーっと

ね，（中略）ショウゾウはん，ショウゾウはんって隣

のおじいさんだけどね，「まあじき水道が引けるでな

あ」って，そう言ってくれたことがあった．まあ，あ

の水道が引けて嬉しかったこと．は，よう忘れん．

（Ｅさん 010708）

水道や洗濯機など新しく便利なものの登場は古鼡の川

辺の暮らしを大きく変えることになる．

４）川辺の変化

新しい幸―消えた日常生活―

昭和36年，古鼡で水道給水が開始された．古鼡のある

矢作川東岸地域は，越戸ダムをはじめ多くの堰堤による

流下砂利供給の減少，中流域での砂利採取，また下流の

河川工事などの影響から川底が低下し，従来の浅井戸に

よる伏流水取水に支障をきたすようになっていた．Ｅさ

んがリヤカーで川の水を汲みに行ったのはこの頃で，古

鼡の井戸水も少なからず影響を受けていたことがうかが

える．この頃，古鼡が属する高橋村は，井戸水の枯渇に

加え，工場誘致による住宅増加の影響で水使用量の増加

が問題になっていたため，挙母市との合併協議に際して，

水道布設を一つの条件としてあげた．昭和31年の合併

後，これが実現する形で昭和36年に東部簡易水道事業に

よる給水が始まった（豊田市，1997）．さらに，昭和37年

の小清水小学校を皮切りに学校施設にプールが設置され

はじめ，昭和40年には市営プール，児ノ口公園幼児用

プールが完成（豊田市教育委員会ほか，1977），子どもの

水浴びはこれら専門施設に委ねられるようになった．

プールや水道はじめ，効率のよい換金作物，増加する工

場や雇用先，大型農機具，化学肥料，洗濯機，次々と表

れる出来事は，主婦にとって切望されてきたものだった．

水道は料金がかかるが，それは収入で賄える金額であっ

たし，安心して子どもを任せておけるプールによって，

その他の仕事に専念できるようになった．こうして，川

辺が持つ豊かな機能が分散され，昭和40年代半ばには，

川辺は暮らしの中で使われなくなる．

古鼡の暮らしを振り返ったとき，こうした選択は，川

に行く手間を省くための，そして省かれた時間によって

休息を得ることができるような，便利で豊かな暮らしを

前にした，前向きな選択だったことを素直に受け止める

ことができる．しかし，川との直接的つながりを絶つこ

とは，その後の川の変化に触れる機会を失うことでも

あった．

川辺の公園

平成３年，（図２-2）の辺りに，愛知県が施工する水制

工（写真７）が完成した．これは，河川管理者（国・県），

漁業団体，自然保護団体などで結成する「豊田市矢作川

環境整備計画検討委員会」の活動を受けて，「近自然工法

（新見，1994）」を用いて施工された．当時の活動を記録

した『ヨーロッパ近自然紀行』（新見，1994）を見る限り，

関係者の「川への哲学」が凝縮した結果と言えるこの水

制工には，河川生態系を土木技術から保全していこうと

する姿勢とともに，川と人との関わりを取り戻したいと

いう願いが込められていることがうかがえる．

水制工は，平成２年の国土交通省河川局「『多自然型川

づくり』の推進について」通達以降，自然環境の保全・

創出の傾向に河川行政全体が方向性を転換していく過程

で注目されることになり，その結果「全国の河川土木関

係者らから注目」され，「視察者があとをたたず，案内役

の豊田市河川課ではうれしい悲鳴をあげ（矢作新報，

1993.4.2）」るほど，古鼡の川辺に多くの人を招くことに

なった．さらに，水制工と併せて整備された川辺を地元

有志が「古鼡水辺公園」と名付け愛護会を発足させる．

やがてこの公園と愛護会の設立は，「子供の頃，この辺り

でよく遊んだ」人々が「川への関心を取り戻す必要」か

ら始められたという「矢作川筏下り」のスタート地点に

採用されるきっかけにもなり（古川，2000），多くの人々

がこの公園に顔を出すようになる．加えて，古鼡水辺公

園は「地元」による管理が多自然型川づくり工法で施工

された河川の管理手法として注目され（「河川環境指導要

領」1994，豊田市河川課作成），同愛護会は豊田市の「『ふ

るさとの川』管理者」認定を受けると同時に，同市の支

援を受けることになった．現在，古鼡水辺公園は愛護会

結成後９年を経て，愛護会員の見回りによってゴミ持ち

帰りなどのルールの提唱が徹底されつつある．平成11年

からは古鼡水辺公園を会場に「矢作川『川会議』」が開催

され，自然環境に関わる11団体 が「矢作川の清流を

取り戻す流域市民の活動を展開」する機会が設けられた．

かつて育った川と，かつて存在した，川への関心を取り

戻そうとする人々によって，また新しく整えられた河川

行政のサポートによって，昭和40年代から30年ぶりに

この川辺に多くの人々が集まるようになりつつある．

川は「よそ」―「地元」と古鼡の距離―

公園整備を契機に，川に人が集まるようになったもの

の，聞き取りをした古鼡の方々はどこか違和感を覚える
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らしい．

・お祭り（＝筏下り大会）かなんかしてるから行っ

てみたけどね．このごろは行ってない（Ｄさん

020408）

・毎日毎日，クーラー入れんと，おいでれん（居ら

れない）だら，そうするとね（夫が），「川はクーラー

がいらんくらい，もう涼しくて汗なんか出えへんぞ．

来りゃいい．」ちってね．（でも私は）「そんなとこ行

きたにゃあ」なんていってね．（Ｆさん 020809）

・何年か前に琴を引かせてもらったことあるけど，

それから行ってない．今どうなってる？（Ｂさん

020917）

かつて川辺を日常的に使用していた女性にとって見知

らぬ人が出入りするようになった川辺は，近寄りがたい

ものと感じられたのではないか．それは例えば，Ｂ家の

田が公園になった時，Ｂさんにとっては遠い場所になっ

てしまったような，そんな感じだろうか．集まる人の多

くは，遠方から来た，バーベキューやイベントをおこな

うレジャー客である．鮎釣りをしている人も同様だ．か

つてＥさんに「洗濯物が流れるぞ」と呼びかけた釣り人

と，今，古鼡の目の前に大勢いる釣り人は，古鼡の人々

（特に女性）にとっては，質的に異なるのである．いま

公園に集う人は，かつて土場が賑わった頃の，あるいは

洗い物や水浴びに集った人々が持っていた気心も，暗黙

のルールもない．不特定多数の人々が集まる今の状況は，

昔のように川辺に人が戻ったというよりもむしろ，前代

未聞のまったく新しい状況だと言える．また，川辺に人々

の集結を促した公園は，集落の一部であったかつての川

辺とは質的に変化し，集落に隣接していてもそこは「よ

そ」として認識され，古鼡の人々を遠ざける要因にもなっ

ていることがわかる．

日常使いの可能性―持続可能な管理手法とは―

古鼡水辺公園愛護会員（「古鼡水辺公園愛護会会則 名

簿」1993，同愛護会作成）は，昔，川とこの土地に密着

し，この土地と苦楽をともにしてきた人たちである．愛

護会設立の経緯からは設立そのものが，彼らが自主的に

遊んだ川辺とその場に育んだ愛情から動機づけられてい

ることがわかる．しかし一方で，愛護会メンバーと同じ

く，かつて川辺を活用してきた女性はこの中には含まれ

ていない．このように考えると，現在注目される古鼡の

賑わいは，古鼡をある一方向から照らしたとりわけ目に

付く部分でしかないことに気が付く．であるからこそ，

かつて生活と繫がっていた古鼡の川辺をもう少し詳しく

見ておく必要を感じている．それは，古鼡の川辺に出入

りする「地元」から遠く置かれたもう一つの「地元」が

気がかりなことと，それを置き去りにこのまま進んでし

まうことへの危惧からでている．

まず気がかりなのは，現在「地元」として川辺に注目

している扶桑町有志の活動が，果たして次世代に継承さ

れていくのだろうかということである．それは，現在，

この「地元」と河川行政との意志疎通が今後どのくらい

先まで継続可能であるのかという課題にも通じている．

愛護会メンバー以外の扶桑町区民，つまり，もう一つの

「地元」である新たな世代は企業や役所に就職し，上の

世代が経験した土地とのやりとりを経験せずに古鼡で生

活している．古鼡の土地への愛着とともに成立した愛護

会メンバーとはこの地に対する思いは異なるだろう．愛

護会メンバーが育んだ川への思いは，川辺が日常的に使

われてきた時のことで，川辺が「よそ」化した今，古鼡

の川辺にそこまでの愛着を投影することは難しい作業で

あることは想像できる．そしてまた川辺に日常の暮らし

を戻すことも，便利な生活を捨てられない私たち自身の

感覚からして現実的ではない．

川辺で暮らしてきた人々の声に耳を傾けてきたものと

して，地元の視点から川辺の行く末を考えている．川辺

にやってくる「よそ者」と地元の人々とがともにアクセ

スできる川辺にするために，かつての古鼡の川と川辺の

使い方を手がかりにしながら，ルールがその場で自由に

成立するような，いくつかのきっかけを矢作川に用意す

る必要があるだろう．その為には，現在「地元」と想定

されている人々以外の，もう一つの地元―女性や新たな

世代―へのアクセスが必要である．

ルールがその場で自由に成立する，という点では，2002

年（平成14年）10月におこなわれた「矢作川学校 かい

ぼり大会」は子どもの遊び場として川を解放するととも

に，その楽しみ方を存分に披露する手段として興味深い．

しかし，子どもが川で遊びを通してルールを成立させる

には，まだまだ知らなければならない川を見る目を養う

必要があるだろうし，それは多分親世代にも言えること

である．ともすれば今一番必要なのは，川に行く子ども

たちをじっと見守る忍耐力や注意力かもしれない．

高度経済成長期の合理的で迅速な管理手法は，現在私

たちに，突き進むことへの弊害を提示してくれている．

矢作川には，現状を多方向から捉え直すための更に多く

の声や，そこから生成される新しい問いを時間をかけて

考察していく場と姿勢が必要である．
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注

⑴ 聞き取り調査対象者は，女性を大文字，男性を小文字の任意の

アルファベットで記す．また，聞き取り調査年月日は西暦下２ケ

タと年月日を４ケタで記す．

⑵ 愛知県西加茂郡平井村は，古鼡と百々と関屋の三つの字からな

る．1905年（明治39年），益富村，渋川村，野見村，寺部村，上

野山村，市木村，平井村，四谷村（一部）合併で高橋村になる（豊

田市郷土資料館，1999）．

⑶ 例えば，昭和９年「主要養蚕県タル愛知県蚕糸業ノ現勢一般

愛知県養蚕業組合連合会」（愛知県史編さん委員会，2000：543）

によると，西加茂郡の「飯米不足状況」は1172石，その不足高は

8/19位にある．

⑷ 例えば愛知県が地主に小作者の保護に関する奨励金交付を規

程した，明治45年「小作者保護奨励規程」や，自作農の創設およ

び維持を奨励する，大正13年「自作農奨励資金貸付規則」があげ

られる（2000愛知県史編さん委員会）．

⑸ 大正13年の高橋村の兼業率は43.6％．（「表4-18 市域内町村

の自・小作別農家戸数」豊田市教育委員会ほか，1978：625）

⑹ 「矢作川筋平戸発材木筏賃価表（新編岡崎市史編纂委員会編，

1991：474）」によると，平戸橋から「矢作橋ノ外下流東浦及菅生

川」までの運賃は「面筏（一艘）一円十銭八厘」「樫木筏（一艘）

一円三十三銭七厘」「鳶人足（一人）三十三銭」とある．筏は「二

間の筏を三つ，その後に一丈のを三つ連ねたのを一杯（月刊矢作

川同人，1979）」つまり計６艘，よって運賃表の金額を６倍した

6～7円と算出した．

⑺ ただ，「平井村貨物輸出表」から，1891年（明治24年）一年間

に材木5552本，5182束（51820本）を筏輸送したことがわかる．

しかし，古彦土場を出発する一杯の筏にあてる木材の本数を示す

資料を見つけられなかったため，この年の輸送回数，稼ぎは不明

である．

⑻ ａさんは荷馬車について，「小学生低学年のころ（昭和10年こ

ろ）」まで乗せて貰ったが，それ以降はなくなってしまったと言

う．（010503）

⑼ また，伊東は建築資材の乱獲によって竹林の竹の質が落ちたと

同時に，そのころから外国の安い輸入材が入手されたことによ

り，昭和20年代後半には筏流送が終了したことも報告している．

⑽ 1900年（明治33年）公布．重要輸出品同業組合法（国内産業

を強化するために明治30年公布）の解釈を拡大させたもの（愛知

県経済部商工課，1936）．愛知県内では，大正２年の「南設楽郡蚕

業同業組合」設立を契機にこの法律にもとづく組合化がすすんだ

（愛知県蚕糸業史編纂委員会，1964）．

連合会事務主任は県職員があたり，運営に大きく介入するよう

になった（蚕糸業史，1964：159）．また昭和６年以降は，日本中

央蚕糸会を頂点とした系統組織の末端組織に組み込まれ，組合の

簡易法人化によって，養蚕業から組合員個人の存在は整理削除さ

れた（蚕糸業史，1964：175）．

写真２右端後ろから２列目のネクタイを締めた男性は，養蚕実

行組合指導員の植田佐一氏（高橋村誌，1985：313）で，組合員は，

彼らの判断・指導をもとに養蚕をおこなった．愛知県は昭和８年

度から「養蚕実行組合指導員」を採用し，郡市養蚕組合の市町村

支部に配属させている．植田氏は，古鼡養蚕実行組合の上部組織

である西加茂郡養蚕業組合高橋支部に配属された（0208元加茂

蚕糸販売農業協同組合連合会関係者聞き取り調査）．

この施設は，1930年（昭和５年）に公布された県令「稚蚕共同

飼育所設置規定」の条件を満たした組合に交付される設置奨励金

（古鼡の場合1000円）をもとに建設された．1934年（昭和９年）

完成．（蚕糸業史，1964：172）

『豊田市史３』では，「碧海郡は他の二郡に比べて多角経営がか

なり進んでいた」一方で，多角化が難しく養蚕に依存する以外方

策が乏しい西加茂郡の農業の様子を次のようにまとめている．

「全般に多角化の条件が不利であった東・西加茂郡では，一方にお

いて米作依存に限界が見えてきたこともあり，他方，明治から大

正にかけて，発展の一途をたどった養蚕業をおいて，他に現金収

入の途が容易にみあたらなかった：634」

前身は，西加茂製糸株式会社（大正９年～）で，戦後は加茂蚕

糸販売農業協同組合連合会に改組（「加茂蚕糸の歩み」編集委員

会，1995）．当連合会は，1998年（平成10年）に豊田市農協に吸

収合併されている（020911）．

加茂蚕糸に保管されていた「繭検定成績表」（豊田市郷土資料館

蔵）には，1937年（昭和12年）秋から，当組織に繭を出荷する

「古鼡」養蚕組合の記録が残っている．この「成績表」は，各地

から加茂蚕糸に集められた繭の品質と量が出荷部落単位ごとに

集計されたもので，特に品質は加茂蚕糸の検定によって出され，

順位がつけられている．ここから，古鼡養蚕組合の一連の作業（蚕

種入手から，出荷と繭品質検査と）が，一貫して加茂蚕糸の指導

や管理によっておこなわれていたことがわかる．

古鼡が関わった二つの上部組織（日本中央蚕糸会・保証責任加

茂繭糸販売組合）は戦時中，幾度かの組織解体・設立を繰り返し

（蚕糸業史，1964：242；「加茂蚕糸のあゆみ」編集委員会，1995：

236-244），古鼡集落の養蚕組合はその都度下部組織とされた．戦

後も，高橋養蚕農業協同組合の下部組織「古鼡養蚕組合」として，

また，農業法によって加茂蚕糸販売農業協同組合になった（猿投

町誌編集執筆委員，1968：267）組織を中心とした加茂蚕糸販売農

業協同組合連合組合の組合員組合となるなど，上部組織の変更に

合わせて，おかれる位置が変化した．しかし，飼育者にとってみ

れば，種の入荷先，検定先，出荷先はそのまま加茂蚕糸であり，

養蚕の作業自体は安定していたと言える．

戦中戦後にかけて養蚕がそのまま続けられたことは，この地区

の大きな特徴で，『豊田市史４』はこのことを次のように報告して

いる．「特徴的なことは，養蚕の盛んな西加茂郡の特色を生かし

て，戦後早くから，食糧増産督励の中で養蚕が奨励されたことで
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ある」．「昭和二一年には「蚕糸業は救国産業」といわれ， 中略>

養蚕振興五か年計画が加茂地方事務所でたてられた．この奨励に

関する実績では，高橋村が筆頭であった．山麓畑作地域の特色を

生かした食糧増産の変形とみてよかろうか．」（豊田市教育委員会

ほか，1977：106）

元加茂蚕糸販売農業協同組合連合会関係者は，古鼡の印象を

「いつも中くらいだった」と語る（020911）．

国による昭和30年代後半の桑園整理割り当ては，養蚕家を大

きく失望させ，その後加速度的に養蚕は減少した（蚕糸業史．

1964：209）．

矢作川における筏のはじまりや土場の発生を記す史料はみつ

かっていない．ただ，1653年（承応２年），根羽川水源地域で大

規模な伐採をした記録があり，大量の木材を輸送するには川狩り

が最も妥当な手段であるため，この頃から矢作川における材木輸

送が起こったと考えられている．そして，この輸送があったこと

を考えると，筏の場合，中下流域用の「平筏」に組み直す場所が

必要であるため，古鼡の土場はこの頃（今から350年前の承応２

年頃）に成立していたと推察されている（愛知県，1980）．また古

井彦惣は，1708～1717年の間に白木屋をはじめており（豊田市教

育委員会ほか，1978）それから，60年後の明和年間（1764-1771）

には，船，筏師から上納金を徴収する「船役」についている．1700

年代中ば古鼡地区では安定した土場運営がおこなわれていたこ

とがうかがえる．

1863年（文久３年），古井又四郎から材木屋株を譲り受けた源

之助は，材木屋の組合「白栄社」を設立，流失した材木をめぐる

紛争の再発防止のため，他の材木業者に材木への烙印の必要性を

説き，この事を含む社則を定めた．組合員は各自の烙印を連名帳

に記載し，流域全体で木材の所有者を確定，以後，流失木材に関

する紛争はなくなったと言う．組合はこのような同業者間の合意

だけでなく，筏師組合を総会に招き，河川修繕や筏賃について協

議，他業種との連携を深めた（愛知県，1980：1197）．

明治24年の「荷車」「車（馬車）」輸送は，一年間で計78回，

1698.12円の運賃を稼いでおり（「平井村貨物輸出表」『西加茂郡

六ヶ村 貨物輸出入表』豊田市郷土資料館蔵），少なくとも明治

20年代からは「車」を利用した運搬方法が多く用いられるように

なっていることがわかる．

蚕に与えられる桑は，各自が所有する桑園で賄われた．聞き取

り調査から，桑園の場所が，数世帯が分割し所有していたという

（図2-ハ，チ）や，古鼡養蚕組合所有の（図2-ニ），また住居周

辺の小さな桑園と，点在していたことがわかっている．

写真Ⅴ-2（4．写真でみる川辺の変化）参照

Ａさんは「出合い」の辺りで洗ったと言う．よって（図2-3）

を地図上に示した．岩本川か天王川についてはうかがうことがで

きなかった．

構成団体は，矢作川を筏で下る会，豊田市矢作川研究所，豊田

市河川課，矢作川天然アユ調査会，矢作川漁業協同組合，古鼡水

辺公園愛護会，波岩水辺公園愛護会，石倉水辺公園愛護会，アド

清流愛護会，梅坪有志会水辺愛護会，御船せせらぎ広場愛護会

（「矢作川川宣言」2001，矢作川「川会議」事務局作成）．
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図２ 古鼡聞き取り地図
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写真６ 古鼡水制工前のようす．（新見1994から転載） 写真７ 1991～1993年度愛知県施工 ９基の古鼡水制工．（同左）

写真８ 東海豪雨（2000年９月11～12日）により矢作川は増水，

古鼡水辺公園は一時水没した．2000年９月13日撮影

写真９ 2001年（平成13年）３月11～13日 古鼡水制工復旧工

事 福留脩文氏（西日本科学技術研究所）の指導のもと，

川を堰き止め，岩を配して水制工を整える．

写真10 2001年５月12日 復旧した古鼡水辺公園では「第１回

矢作川『川会議』」が開催された．

写真11 古鼡水辺公園 愛護会メンバーの活動できれいに管理

されている．愛護会の提言で設置されたゴミ持ち帰りの

呼びかけ看板と市内レジャースポットの案内看板．2002

年４月８日撮影
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