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２０１９年（平成３１年）１月２４日 (木 )晴れ 第２６３７回（ 当年度第２３回  ）例会  
 

 

点 鐘                   会長 片平 博己君 

司 会                   ＳＡＡ 近藤 道麿君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」 

四つのテスト斉唱 

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介 

R.I.D.2760 2018-19年度 ガバナー 村井總一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区幹事 佐々木利政君   地区スタッフ 岩瀬 清君  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 片平 博己君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、村井ガバナー、佐々木地区幹事、岩瀬地区ス

タッフの皆様方が、ビジターということで例会にお越しい

ただいております。あくまで、ビジターということでとのこ

とですが、本日は、例会後にクラブ協議会もあり、まさ

しく前期の振り返りと後期に向けての計画の確認をせ

よとのご指導があってのことだと思っております。 

今期は、RI会長のテーマ「インスピレーションになろう」

そして、ガバナーのテーマである「あなたの街でロータ

リーを！あなたの街からロータリーを！」を受けて、当ク

ラブでは、「一隅を照らす。～わたしたちの『町』でロー

タリーを！」を掲げ進めてまいりました。 

前期では、国際交流フェスティバルでのブース参加、古

知野中学校で 200名の生徒たちの前での「生命（いの

ち）の授業」の実施、障碍者スポーツ大会の協賛、木曽

川左岸流域清掃活動、江南市民祭りでのブース参加

は台風で取りやめになりましたが、テーマに沿った事業

を皆様方のおかげで実施することができました。 

また、分区内交流につきましては、ガバナー公式訪問

として、尾張旭ロータリークラブさんにお伺いしました。

また、愛知ロータリーE クラブさんと WFF開催日の夜間

に近くのホテルにて合同例会を行いました。そして、当
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クラブでの例会で、元中日ドラゴンズピッチャーの鈴木

孝政さんをスペシャルテーブルスピーチとしてお呼びし

た際に、尾張旭ロータリークラブ、愛知ロータリーEクラ

ブ、一宮中央ロータリークラブのメンバーの方々にもビ

ジターとして出席いただき交流を深めました。また、当

クラブの 2名の新入会員は、伊藤鶴吉さんに名古屋ロ

ータリークラブにビジターとしてお連れいただきました。

後期には、2月に岩倉ロータリークラブの檜木さんを卓

話者としてお迎えし、4月に曼荼羅寺にて、藤を見なが

らの岩倉ロータリークラブさんとの合同例会を予定して

おります。 

前期は、事業が盛りだくさんでバタバタしましたが、後

期は、職業奉仕、クラブ奉仕、クラブ戦略委員会等を通

じて腰を据えて、江南ロータリークラブの体質強化策に

ついてメンバーの皆さんと取り組んでまいりたいと思い

ます。合わせて、いよいよ伊藤ガバナー年度、江南ロ

ータリークラブ 55周年に向けて準備を加速させていか

なければなりません。引き続き、皆様方のご支援、ご協

力よろしくお願い申し上げます。 

ガバナースピーチ 

R.I.D.2760 2018-19年度 ガバナー 村井總一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーエレクトスピーチ 

R.I.D.2760 2019-20 年度 ガバナーエレクト 伊藤靖祐君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告   -別紙-      幹事  波多野 智章君 

祝   福   -別紙-     委員長   尾関 育良君 

出席報告             委員長   冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３４名  １１名 ８９．４７％ 

前々回  欠席者５名（１月１０日） 

補正出席率 ８６．４９％ 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○初めて例会に参加させていただきました。残り数ヵ

月ありますがよろしくお願いします。 

村井 總一郎ガバナー、佐々木 利政地区幹事、 

岩瀬清地区スタッフ 各君 

○村井ガバナー、佐々木地区幹事、岩瀬地区スタッフ 

ようこそ江南 RCへおこしくださいました。 

  本日の卓話 永井義康君宜しくお願いします。 
片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君 

○村井ガバナーをお迎えした喜び。 

永井義康君の卓話を楽しみにしています。 

倉知 正憲君 

○本日の卓話 よろしくお願いします。  永井 義康君 

○村井ガバナー、佐々木地区幹事、岩瀬地区スタッフ、

ようこそ江南へ！  

本日の永井義康君の卓話 楽しみです。 

松岡 一成、古田 嘉且、冨永 典夫、杉浦 賢二、 

松井 智義、沢田 昌久、岩田 静夫、長瀬 晴義、 

木本 寛、岩田 進市、近藤 道麿 各君 

 

本日の卓話 

担当者                     永井 義康君 

 
「地元にある一風変わった川の数々 

～水 の みち 「かわ」～」 

１．はじめに 

本稿を書き始めるのにあたり、「みち」と「かわ」の違い

を辞書で引いてみました。 

「みち」人・車・船などが、往来するように整備された所。

「かわ」雨などの自然の水が集まり、陸上のくぼみを傾

斜に沿って流れ下る水路。 

 あらためて調べてみると、「みち」は“人工的に”「整備

された」ものであり、「かわ」は“自然に”「流れ下る」もの

であることがわかります。 

 公物管理のうえでも、「みち」は、人工公物の代表、

「かわ」は、自然公物の代表として扱われることが一般

的です。普段、わたしたちも、「かわ」は“もともと”あるも

の。「みち」は人が“あとから”作ったもの。「かわ」に沿

って人が住み、人が住むことによって「みち」ができると、

おおよそそんなイメージを持っているのではないでしょ

うか。 

しかし、ものごとには例外がつきものです。 

一宮建設事務所管内では、“自然”公物とは言い難い、 
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一風変わった「かわ」の姿をいくつも見ることができます。

この機に、「道より後にできた川」、「川どうしの交差点」、

「川の立体交差」など、当事務所管内、特に尾張北部

の少し変わった水のみち「かわ」の数々を、その成り立

ちと合せてご紹介したいと思います。 

 
 

２.一宮建設事務所管内の地形と地質 

 一宮建設事務所管内の地形は、管内北東端の犬山

市東部、岐阜県可児市、多治見市との境にある標高

300ｍ内外の切立った山々が最高地点となっており、そ

こから、西または南西に向かって徐々に標高を下げて

いきます。 

犬山市東部の西山、継鹿尾山、八曽山などの山々は、

およそ3億前～2億年前頃の中・古生代に深海底に堆

積した堆積物に由来するチャートなどの美濃帯堆積岩

類からできています。これらの岩盤はとても固いので、

険しい山容となっています。その周りをおよそ2,300万

年前～260万年前頃の新第三紀中新世～鮮新世に海

や湖に流れ込んだ砂や泥に由来するやや軟かい地質

の緩やかな丘陵地が取り囲み、この西側にはそれより

新しい堆積物からできた数段の洪積台地が連なってい

ます。犬山城下町から小牧市方面にかけての一段高

い平地は、この洪積台地です。 

そして、犬山城付近から扶桑町、大口町、江南市、一

宮市の東部にかけては、木曽川によって造られた半径

約12キロ、面積約100平方キロに及ぶ、日本最大級の

大きさを誇る犬山扇状地が広がっており、その末端は

一宮市の市街地の東付近まで及んでいます。扇状地

の下流は自然堤防や氾濫平野が広がる尾張低地とな

り、南または南西方向に向かってさらに緩やかに標高

を下げ、稲沢市とあま市、愛西市との境の付近で標高0

ｍとなります。 

 

３.尾張北部の川のながれ 

一宮建設事務所管内を流れる川は、東側から一級木

曽川水系郷瀬川流域、一級庄内川水系新川流域、二

級日光川水系日光川流域の3つの系統に分けられま

す。 

木曽川水系の川は、犬山市東部の山間部の水を集め、

犬山城の上流で木曽川に注いでいます。 

庄内川水系、日光川水系の川は、扇状地の扇頂部、

扇央部または台地上を上流端に、“おおむね”地形に

沿って南西方向に流れています。 

ここで、地形と河川の流れを見比べて、少し不自然に

お感じなることはないでしょうか。一つは、地形が一貫

して北東から南西に向かって傾斜しているのに対し、

一部の河川が、北方向や真南の方向に向かって流れ

ている点。もう一つは、新川流域、日光川流域の川の

最上流点が、地形上最も高い尾根ではなく台地や扇状

地の途中にある点です。 

このような不自然な水の流れが生まれた理由は、歴史

上の二つの時期に起きたいくつかの「出来事」にその

原因があります。 

４．尾張北部の川の歴史 

犬山扇状地を流れる日光川水系、新川水系の河川は、

現地の微地形から、もともと木曽川の分派川であったと

思われます。また、犬山市東部の山から流れ出て現在

木曽川水系となっている河川も、もとは山地、丘陵地を

流れ下り、これら木曽川の分派川に合流していました。 

○ 近世「江戸時代の始め」の出来事 

(1)「御囲堤（おかこいづつみ）」の築造 

 江戸時代初めの1608～9年、初代尾張徳川藩主 徳

川義直のもと、伊奈備前守忠次の指揮により、木曽川

の左岸に犬山城のふもとから現在の弥富市付近まで

約50キロにもわたる堤防が築かれました。この堤防建

設の目的は、「尾張徳川藩の領地を水害から守るた

め」、「西にいまだ勢力を残した豊臣方の侵入を防ぐ軍

事目的」等、様々な説がありますが、現在では、「木曽

川の流路を固定し、水運の安定を図るため」であったと

の説が有力だそうです。後に「御囲堤（おかこいづつ

み）」と呼ばれるこの堤防により、扇状地を流れていた

木曽川の分派川は木曽川から切り離されました。 

 このとき木曽川から切り離された河川が、現在は日

光川水系、庄内川水系となっている、日光川、青木川

など、扇状地や氾濫平野の上を流れる河川です。 

 
「御囲堤」（扶桑町扶桑緑地公園内） 

「御囲堤」により、木曽川左岸側の徳川領の水

害は大幅に少なくなったと思われますが、一方でこの

地域ではかんがい用水の確保に苦労するようになりま

した。 

あま市 



 

- 4 - 

(2)「入鹿池」、「木津用水」の築造 

木曽川を締切る際には、堤防に「般若杁（はんにゃい

り）」、「大野杁（おおのいり）」、「木津元杁（こっつもとい

り）」などの木曽川からの取水口が設けられ、元の川筋

に農業用水を補給していました。 

しかし、次第にそれも不足するようになり、この改善策

として、1633年に現在の犬山市池野地区、当時の入鹿

村に五条川（幼川）を締め切る農業用ため池「入鹿池」

が築かれました。 

これにより必要な用水が確保され、また新たに水を得

た台地上にも次々と耕作地が開かれることにもなりまし

た。 

新たな耕作地が開かれ入植者も増えこの地域が発展

すると、さらに多くの水が必要となりました。こうした水

需要に応えるため、1650年、犬山城下の木曽川から取

水し、台地の縁に沿って南下して庄内川に至る「(古)木

津用水（こっつようすい）」が築かれました。 

この「(古)木津用水」は、この地域の重要な水源である

ばかりでなく、地域排水の機能も併せ持ち、この地域の

治水上も重要な役割を果たしてきました。 

このため、時代が下り昭和5年には、「（古）木津用水」

は最上流部を除いて「合瀬川」として一級河川に指定さ

れました。そして現在でも、用水、排水二つの機能を果

たしており、かんがい期の晴れた日には木曽川からの

用水を満々と湛え、雨の日にはこの地域から流れ込む

排水を断面いっぱい受け入れて流れ下っています。 

○ 近代「明治時代から昭和始め」の出来事 

(1)「入鹿池切れ」 

築造から235年間大過なくその役割を果たしてきた「入

鹿池」でしたが、明治元年旧暦4月から続いた大雨に池

の水高は上がり続け、ついに旧暦5月14日未明、その 

堤が一挙に崩壊しました。この決壊により池の下流で

は大洪水が発生し、直下の 

神尾、安楽寺の集落では家 

も耕地も一掃されたのをはじ 

め、西春日井郡、丹羽郡など 

4郡133ヶ村に浸水被害を及 

ぼし、犠牲者は、記録に残る 

だけでも９４１名に上がりまし 

た。4月21日には、犬山市羽 

黒の「興禅寺」において、大 

村愛知県知事も参列し「入 

鹿池切れ百五十年忌」の   

法要が執り行われました。    

(2)「郷瀬川」「新郷瀬川」 

決壊した「入鹿池」は、直ちに復旧工事が始められまし

た。廃藩置県後の明治4年からは愛知県が工事を引き

継ぎ、明治12年に復旧工事は無事完成しました。 

もともと、河川の氾濫に悩まされていた犬山市の東部

地域でしたが、この事件により、治水対策を求める機運

はますます高まったことでしょう。 

明治19年、それまで犬山市の善師野地区から流れ出

て、現在の合瀬川上流部を経て「(古)木津用水」に合流

していた川筋を、犬山城下の固い岩盤を堀割って木曽

川へ付け替える工事が行われました。 

郷瀬川の木曽川合流点 

（昭和14年に架橋された「彩雲橋」） 

 

こうして、現在の一級河川「郷瀬川」が生まれました。さ

らに、明治34年には、「入鹿池」から五条川へと流れて

いた川筋を、「郷瀬川」を経て木曽川に排水する「入鹿

川開削工事計画」が愛知県議会に提出されました。 

このとき「入鹿川」の計画は議会で否決されましたが、

昭和8年、当時、昭和恐慌に対する農漁山村救済対策

として各地で行われた「時局匡救事業」（じきょくきょうき

ゅうじぎょう）の一環として工事に着手されることになり、

昭和19年にこの工事が完成しました。これが現在の一

級河川「新郷瀬川」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時局匡救事業による新郷瀬川の工事 

（犬山市大字富岡地内 名鉄御嵩線橋梁付近） 

 

こうした歴史的な経緯により、もともとの水の流れに様

々な人の手による働きかけが行われた結果、一宮建設

事務所管内では、一風変わった「かわ」の姿があちらこ

ちらで見られるようになったのです。 

 

旧入鹿

村 

幼川 

五条川 
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５．「かわ」の交差点 

（五条川×合瀬川） 

地形に沿って流れる「五条川」と、用水利用を主たる目

的に標高の高い台地上をまっすぐに開削された「合瀬

川」は、大口町上小口2丁目付近で交差することとなり

ました。この2つの河川は、あたかも道路の交差点のよ

うに平面交差しています。しかも、「合瀬川」は「木津用

水」との重複路線？となっていて、さらには、この地点

で木津用水から新木津用水が分岐するという、複雑な

五叉路？となっています。 

 
川の交差点（合瀬川・五条川・新木津用水） 

（大口町上小口2丁目付近） 

合瀬川と五条川の交差部 

(大口町上小口2丁目地内) 

 

６．「かわ」の立体交差 

（合瀬川×境川・巾下川）（大口町外坪2丁目付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じく、地形に沿って流れる「境川」・「巾下川」と用水を

兼ねる「合瀬川」が大口町外坪地内で交差しています。

この交差では、交通量？（水量）の多い「合瀬川」を、交

通量？（水量）の少ない「境川」・「巾下川」がアンダー

パスしています。 

 

７．「かわ」のバイパス 

（郷瀬川・新郷瀬川） 

「４．尾張北部の川の歴史 ○ 近代「明治時代から昭

和始め」の出来事」でもご紹介しましたが、渋滞する（浸

水被害が頻発する）市街地を避けるバイパスとでも言う

べき河川が「郷瀬川」、「新郷瀬川」です。 

一宮建設事務所の管内には、平成になってから完成し

た「日光川放水路」や「青木川放水路」など、木曽川へ

の放水路がいくつかあり、今後もさらに建設していく計

画ですが、木曽川への放水路という発想は既に明治時

代からあったことがわかります。 

また、「新郷瀬川」は河川として成立してからわずか70

年あまりしか経過していません。これは、ほぼ集落や道

路網が成立した後に、河川の方が後からできたという

ことです。 

このため、「新郷瀬川」には数多くの橋梁が架けられて

います。現在河川改修中の整備計画区間約3ｋｍの間

には11か所もの橋梁があり、平成30年度は同時に3か

所で架け替え工事を実施しています。また、当時の河

川設計の考え方では、効率的に洪水を下流に導くこと

を最優先しており、「みち」のバイパスと同じように、走

行性（流下能力）を重視した線形や勾配が設定されて

います。このため、「新郷瀬川」は曲線が極端に少なく、

勾配変化も少ない“自然”とは言い難い「かわ」になって

います。 

現在、あらためて新郷瀬川を改修するにあたっては、

断面も勾配も線形も変化に乏しい人工的なこの川を、

如何にして、変化に富んだ自然豊かな「川らしい“かわ

”」に仕上げるのか？が、一つの大きな課題です。 

 
断面も勾配も線形も変化に乏しい「新郷瀬川」 

（犬山市大字前原地内） 
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 「新郷瀬川」の開削当時に架けられた木橋 

     「合戦橋1号橋」 

 

８．ほとんど通行不能路線？の「かわ」 

（日光川・青木川の最上流） 

普通、河川は山の尾根から水を集めて小さな流れを作

り、これらが集まり、合流しながら次第に大きな流れと

なっていきます。そして、その水の流れを管理するのは、

個人の土地の中だけを流れるときは、土地の持ち主、

いくつかの流れを集めた後は、地域の排水として基礎

自治体である市町村、そして、地域の排水を集めて市

町村をまたぐ流れとなって、県管理の河川となるのが

通常です。しかし、日光川や青木川などの河川は、ほ

ぼ最上流まで長年用水路として人の手で整備され管理

されてきた経緯があります。このため、県管理の一級

河川や二級河川として指定する際、ほとんど最上流に

近い地点まで県管理河川に指定されました。 

この結果、一級河川「青木川」や二級河川「日光川」で

は、その最上流付近は、両足で一跨ぎにできるほどの

川幅となっています。 

一宮建設事務所管内には、県道「多治見犬山線」とい

うマニアに知られた「険道」（けんどう）がありますが、川

についても、それにも負けない、地図にも航空写真にも

写らないカスミのような「二級霞川」（にきゅうかせん）や、

雨のたびに溢れる「一級禍川」（いっきゅうかせん）があ

るのです。 

 

一級禍川？ 青木川 

            （扶桑町大字斉藤地内 

 

 

二級霞川？ 日光川   （江南市前飛保町地内） 

 

８．さいごに 

 一宮建設事務所管内にある、一風変わった「かわ」の

数々をご紹介してきました。いづれも、比較的簡単にア

クセスすることができる場所ばかりです。ぜひとも、み

なさんに一度これらの川を、直接現地で見ていただき

たいと思います。 

 「かわ」は、「自然にそこにあるもの」という印象が強い

ためか、改良工事を行っても「みち」ほど注目を集める

ことはないように思います。「みち」と「かわ」の交差点で

ある「はし」を渡るときにも、「はし」の美しさや特別な構

造に目が行きがちで、下を流れる川に注目していただ

けることは少ないのではないでしょうか。「かわ」が注目

を集めるのは、「洪水や災害の被害が出たとき」だけ、

というのは少々さびしく思います。 

 この投稿を機会に、少しでも「かわ」に興味を持ってい

ただけたなら、「かわ」に携わる者として嬉しく思いま

す。 

点  鐘               会長  片平 博己君 

本日の食事        

 
 

(担当 杦本 哲一) 


