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The Hoei eruption in１７０７，is one of the most voluminous and explosive（Plinian）eruptions in the whole his-
tory of the Fuji Volcano． Many historical documents described this eruption，because Fuji Volcano is located to about
１００km west of Edo（old name of Tokyo），relatively near from the city．After the Hoei eruption，sediment-related dis-
asters occurred frequently in the area of thick pyroclastic fall deposits．The distribution and characteristics of the de-
posits and associated sediment-related disasters were investigated on the basis of historical documents，conducted by
the Committee for Hazard Maps of Fuji Volcano．
２６localities of sediment disasters were detected and classified into three types:
a）Destruction of houses by accumulation of thick and hot pyroclastic deposits，
b）Gigantic mudflow（lahar）caused by heavy rain，
c）Floods caused by clogging of channels．

Type a）disaster was detected at ４ localities．The pyroclastic fall deposits of the Hoei eruption were mainly distrib-
uted to the east area of Fuji Volcano．The eastern foot of Fuji Volcano，the Mikuriya area，was heavily damaged by
fall deposits of１‐３m thick．In Subashiri，which was the nearest village to the Hoei craters，many houses were burnt
down and buried because of the accumulation of thick and hot pyroclastic fall deposits．
Type b）disaster was recorded at１２localities．In Tanzawa Mountains，which is located to the northeast of the

Mikuriya area，and was covered by the fall deposits of３０‐６０cm thick，rainfalls often generated debris flows and mud-
flows，which streamed down along River Sakawa and its tributaries，and overflowed into the Ashigara alluvial plain．
Particularly，in August１７０８，a typhoon caused many voluminous collapses of fallout deposits on steep valley slopes，
and gigantic mudflows rushed down along River Sakawa．These mudflows broke the banks at Garase and O-
guchi in the mouth of the Ashigara plain，and generated huge floods，which covered５０％ of the Ashigara plain．
Another mudflows，which occurred along River Minase，Takizawa and Hisari，overflowed into the Yamakita basin，

which is located to the northwest of the Ashigara plain，and built natural dam．The Yamakita village，situated in the
basin，was submerged in this dam lake．River improvement works were carried out to save the submerged village at
December１７０９．
Type c）disaster was recorded at１０localities．In distal areas，Hiratsuka，Fijisawa and Yokohama，where the tephra

thickness is１５‐３０cm，fine tephra clogged up several irrigation channels and caused floods．
Type b）and type c）sediment-related disasters repeated for long time． For example，in the Ashigara alluvial plain，

gigantic floods occurred in A．D．１７１１，１７３１and１８０２． About one hundred years were necessary for the damaged
areas to recover entirely from the disasters．
Key words: Hoei eruption，histrical document，River Sakawa，pyroclastic fall deposits，sediment-related disasters，
Ashigara alluvial plain

１． はじめに
宝永四年（１７０７）の富士山の宝永噴火では，大量の降下

火砕物（宝永スコリア）が富士山の東麓斜面に厚く堆積し，
冬の強い季節風に乗り，遠く江戸まで降下・堆積した．特

に，上中流域を降下火砕物で覆われた酒匂川流域では，１００
年近くの長期間にわたって，大規模な土砂氾濫・堆積被害
があったことが知られている（開成町，１９６５；本多，１９７２；
酒井，１９７５；瀬戸，１９８２など）．
筆者らは富士山ハザードマップ検討委員会の下で，降下

火砕物の分布状況と噴火後の土砂災害（直接被害と二次被
害）の実態を調査した（南・他，２００２；井上・他，２００２；角
谷・他，２００２；富士砂防事務所，２００３；井上，２００５）．検討委
員会では，現実的な防災シナリオを作成するために，宝永
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噴火後に各地で発生した土砂災害の実態を古文書・絵図な
どによって，詳細に調査する必要があった．そのため，災
害の発生状況の地域特性を把握するとともに，復旧事業の
実施状況，人口の推移や収穫量の変化等，地域社会に与え
た影響を分析した．本論では，広範な火砕物降下域の中で
長期間にわたって起こった土砂災害の実態を報告する．

２． 調査方法
降下火砕物の分布状況と噴火後の土砂災害（直接被害と

二次被害）の実態を明らかにするため，郷土史料の収集整
理，郷土史家への聞き込み等を繰り返し行った．そして，
土砂災害に関する記述（土手普請願い，川浚い普請願い）
と，土砂災害を推定できる記録（年貢割付状，村鏡図など）
を調査史料から抽出し，明治１９～２２年（１８８６～１８８９）の
１／２万の旧版地形図（正式図）上に記入した．また，現地
調査をもとに土砂災害の事例を整理した．
これらの調査結果をもとに，１）富士山東麓（御厨（ミク

リヤ）地域），２）丹沢山地・酒匂川中流域，３）足柄平野・
酒匂川下流域，４）酒匂川流域以東，の各地域での土砂流入

と氾濫・災害状況を整理した．また，酒匂川流域に堆積し
た降下火砕物による不安定土砂量を算出した．なお，調査
史料では，空から降ってきた降下火砕物（宝永スコリア）
に対し，焼け砂，砂降り，降灰，富士砂，黒砂などの諸々
の表現が当てられている．本稿ではそれらの堆積物を「降
下火砕物」と表現する．

３． 土砂災害はいつどこで起きたのか―土砂災害のタイプ―
宝永噴火以後，繰り返し発生した土砂災害（直接被害と

二次被害）等の発生箇所を示したのが Fig．１であり，土砂
災害地点・発生年月日等を示したのが Table．１である．降
下火砕物・宝永テフラ（火山灰）は上空の季節風（偏西風）
によって，富士山の東側に堆積した．当然，富士山に近い
ほど厚く堆積し，粒径が大きく，また，それらは大雨や強
風が吹いても移動しにくい．富士山から遠く離れるにつれ
て次第に堆積層も薄くなり，粒径も小さくなる．粒径が小
さくなると，風や雨によって移動しやすくなる．このため，
丹沢山地以東では３００年近く経過した現在，地表面付近に
残っている宝永テフラ（火山灰）はほとんど認められない．

図１ 富士山宝永噴火後の主な土砂災害発生地点（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Fig．１． Main localities of sediment-related disasters after the Hoei eruption of Fuji Volcano

Modified from Fuji Sabo Office（２００３）．
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宝永噴火による土砂災害の調査では，土砂災害地点だけ
でなく，降下火砕物の堆積厚の記録も詳細に調査した（富
士砂防事務所，２００３；井上，２００６）．古記録による堆積深の

記録は統一した基準もなく曖昧であり，文書の作成目的に
よってもまちまちである．吹き溜まり等の条件によっては，
同じ村内でも数値に大きな差異がある．ばらつきは多いも

表１ 富士山宝永噴火後の主な土砂災害発生地点一覧表（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Table１． Main localities of sediment-related disasters after the Hoei eruption of Fuji Volcano．
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のの，下鶴（１９８１）の等層厚線の形態とほとんど同じであ
った．このため，図１の等層厚線は下鶴（１９８１）の図を使
用した．
下鶴の等層厚線をもとに，酒匂川流域（５９７．４km２）の

降下火砕物の堆積量を求めると，４．５６億m３（平均堆積深
７６cm）となった．宮地（１９８４，１９８８）は現地調査により堆
積物の厚さを整理している．これらの図を比較すると，宮
地の方が少なく，下鶴の７２％程度である．
噴火直後より，降下火砕物が厚く堆積した地域では，
１）高温の降下火砕物による家屋の焼失，
２）降下火砕物の重さによる家屋の倒壊，
３）田畑・草地への降灰による作物・飼料・燃料の不

作と森林の荒廃，
４）降下火砕物および土砂の二次移動による用排水路

の埋積，
５）本流への土砂流入と河床上昇による氾濫，

などの災害が地域住民を襲った．さらに，降下火砕物に
よって森林の荒廃がいっそう進み，山地からの土砂流出を
容易にし，下流域において４）や５）を引き起こす要因と
なった．

４． 富士山麓での被害
４‐１ 高温の降下火砕物による家屋の焼失
宝永噴火は大きく４時期に分けられる（宮地，１９８４，

１９８８）．宝永火口は第一，第二，第三まであり，そのうち，
白色・灰色の軽石を噴出した最初の噴火は，古文書記録な
どから継続時間は４～６時間とされている．最初の軽石は
他のフォールユニットの粒子に比べて粒経が大きい．この
ため，降下堆積後も長時間高温状態を保っていたものと考
えられる．それ以後の噴火は黒いスコリア質の焼け砂とな
った．最も宝永火口に近かった須走村（静岡県小山町，地
点番号�，以下同）では，蹴鞠ほどの大きさの焼け石（高
温の降下火砕物）が地に落ちた．そして，粉々に砕けて燃
え上がったといい，黄色で塩味がしたという記録が残って
いる（小山町，１９８８）．須走村の集落７５軒のうち，３８軒が
降下火砕物の重みで倒壊し，残りの３７軒が焼失した．
この須走村の被害について，小田原藩による見分報告に

は，
「須走村砂一丈溜る．高札場砂にて埋まり，札覆の屋根計
り少し見る．……村中焼，残家共砂に埋り，屋根少し見ゆ
る．……浅間神社鳥居半分過砂にて埋まり，……拝殿は屋
根計り少し見へ，御本社軒際まで埋ると云へとも潰れす．
名主甚太夫土蔵三つまで焼ける」
と記してある（「近世小田原史稿本」下）．
また，須走村より南の中畑村長坂（地点番号�）では，

昭和３６年（１９６１）３月１５～１６日，噴火直後焼失したと見
なされる人家が発掘された（御殿場市文化財調査委員
会，１９６３）．この人家は，噴火当時９２軒・６８０人の住民があ
った中畑村のうちの１軒で，黒色の小豆・麦粒ほどの砂が
１．８～２．０m，その下に直径１．０～１．５cm位の軽石層が堆積
していた．さらにその下部には間口５間（約９．０m），奥

行き３間（約５．４m），５坪（約１６．２m２）の住居があった．
家の中には軽石はなく，家の周囲に厚い軽石層があること
から，噴火時に降った軽石が屋根から落ちて軒先に積もり，
その後家が焼けたものと推測される．屋内跡から鎌，鍬，
茶碗，包丁，鋏，毛抜き，硯，煙管の雁首，錠前といった
当時の生活用具が発見された．
４‐２ 降下火砕物の重さによる家屋の倒壊
小田原藩は噴火直後に被災地の見分を行っている．その

被害状況報告書「小田原領見分の次第」（「近世小田原史稿
本」下）によれば，須走村に隣接する芝怒田（シバンタ，
静岡県御殿場市）村では，女・子供は避難し，男だけが残
っている状況であった．倒壊した家屋が１１軒であるほか，
吹き溜まりのような場所では家屋は完全に埋没したか，屋
根の上部だけがやっと見える状態であった（中野，１９７８）．
降下火砕物が２～３mと厚く堆積した富士山麓では，顕

著な土砂流出の記録は確認できない．この地域では生活基
盤を奪われたため，住民の多くは小田原や沼津・三島へと
流出し，小田原藩や幕府によって「亡所」とされた．この
ため，被害状況が記録されることも少なく，記録自体もほ
とんど残っていない．また，厚く堆積した降下火砕物は粒
径が大きく，雨水は火砕物の間を浸透し，表流水が発生す
ることは少なかった．河谷の急斜面部分を除いて，富士山
の山麓は緩傾斜地であり，そのままでは降下火砕物があま
り移動しなかったものと判断される．
４‐３ 田畑・草地への降灰による作物・飼料・燃料の不

作と森林の荒廃
農作物等への被害は降下火砕物による直接的な被害であ

った．こうした被害の状況については，小田原藩などに対
する救済願いの文書等に多くの記録が残っている．
噴火が始まった旧暦の十一月二十三日（新暦の１２月１６

日，以下同じ）という時期は，ちょうど畑に蒔いた麦がち
らほら芽を出し始める時期である．降下火砕物が１尺（３０
cm）以上堆積した地域では，ほとんどの村で麦作が全滅
状態となった．前掲の小田原藩報告書によれば，富士山か
ら１１kmと距離は近いが，やや南によっている川柳新田
（静岡県御殿場市）では，「砂の深さ５～６寸（１５～１８cm）
というところでも，秋に蒔いた麦の種が砂に埋まって収穫
皆無であった」と報告されている．また，山野に降り積も
った砂のために，秣（マグサ，馬の飼料）や日々の燃料に
も欠乏する状態となった．
富士山東麓の御厨（ミクリヤ，御殿場市・裾野市・小山

町付近）地方では，標高が高いため，畑作を中心とする村
がほとんどであった．そのため，生活基盤が元々脆弱で，
現金収入を入会山野での薪炭・秣の採取と生産に依存して
いた．また，竹之下～古沢～須走の道筋は，相模・駿河・
甲斐３国を結ぶ街道であった．このため，人馬の往来も多
く，地元の村々では馬を飼って駄賃稼ぎを行い，農業生産
力の低さを補っていた（永原，２００２）．そのため，降下火砕
物による秣場の壊滅は致命的な被害であった．
現在でも富士山南東斜面は厚い降下火砕物で覆われ，カ

ラマツの高木の連続した林分によって識別される森林限界
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の標高は１，３００～１，４００mである（岡，１９９２）．当然，宝永噴
火以前の村絵図等では「木立境」がもっと上に記されてい
る．このような降下火砕物による森林の荒廃も，その後の
土砂流出を引き起こす大きな要因となったと考えられる．
４‐４ 降下火砕物および土砂の二次移動による用排水路

の埋積
御厨地方においては，「御厨上郷の分砂強く降，溜る所

は青竹の葉少しも是れなく，総て竹木茎計りなり，御厨上
郷砂多く，砂溜り村々水是れなく難儀に及ひ，遠方よりし
て水を汲み用ゆ」（「近世小田原史稿本」下）というように，
降下火砕物の一次堆積とその後の二次移動によって，用水
に苦労したという記録が残っている．
また，同じく，「佐野，瀬木川（駿河湾に流れる黄瀬川

を指す）の水，御殿場，二枚橋，深沢，西田中六十町の用
水にて是ある所に，砂にて埋り水なし，当地平地の様に見
る」とも記されている．このように，用水路はすぐに砂で
埋まり，人々の生活に大きな影響を与えた．ただ，この種
の被害は富士山麓よりもさらに東方，神奈川県内の酒匂川
流域，特に丘陵地出口付近において顕著であった．

５． 丹沢山地と酒匂川中流域における土砂災害
丹沢山地や酒匂川中流域では，降下火砕物が２～１尺（６０

～３０cm）も堆積した．急傾斜な谷壁斜面から，降雨の度
毎に堆積した火砕物が崩落し，大量の土砂が酒匂川の本流
や支流に流入した．降下火砕物の分布軸上にあたる都夫良
野村（ツブラノ，神奈川県山北町）などでは，住民の大部
分が離散した．住民が減少したことによって，人家や田畑
の上に堆積した降下火砕物を人為的に除去することはほと
んどできなかったと思われる．
宝永五年（１７０８）の「虫沢村年貢割付」によれば，丹沢

山中で酒匂川の支流虫沢川流域（神奈川県松田町，地点番
号�）では，破砕物の厚い堆積と虫沢川の土砂氾濫により，
噴火翌年の年貢が免除されている（松田町教育委員
会，１９７７）．これは，虫沢川の谷壁斜面から供給された土砂
が翌年の出水期に流下・堆積し，田畑を埋没・流失させた
ためと考えられる．
また，山北１０か村（川村山北・皆瀬川・都夫良野・湯

触（ユフレ）・川西・山市場・神縄（カンナワ）・世附（ヨ
ヅク）・中川・玄倉（クロクラ）・地点番号�）からは，宝
永七年（１７１０）五月に，「奥山家往還道御普請人足見積り」
が出されている．この工事見積りで村々は，「出水や山よ
り落ちてきた石砂により街道の通行が困難になった」と訴
えている．たとえば，そのうちの皆瀬川村では，「長五百
七十八間（約１，０４０m），皆瀬川村の分，奥山家より往還
度々の雨にて山より石砂落込天候故，通路罷かならず候に
つき，石砂取り退け，元の如く道作り申し候，この人足百
五十一人，但し一人につき三間半（約６．３m）拵（コシラ）
え」と，道路復旧工事に必要な労働量を書き上げている（『山
北町史』史料編・近世，No．２４７）．
この見積り書は，噴火より２年半ほど後に提出された願

書である．つまり，この地域では斜面から多量の降下火砕

物が崩落して斜面下方へ移動し，降雨時に土石流や泥流と
なって各支流から酒匂川本流に流入し続けていた．そして，
これらの土砂移動が各地で河道閉塞と河床上昇を引き起
し，その後の土砂・洪水氾濫の主因となったと見なされる．
なお，丹沢山地の多くは当時，大山・阿夫利神社（神奈

川県伊勢原市）の社有林であった．この地域では，のちの
大正１２年（１９２３）９月１日の関東地震時に震度５～６の激
震を受け，無数の崩壊や土石流が発生している（井上，２０
００，２００１）．また，その２週間後，９月１２～１５日の豪雨によ
り，大規模な土石流が発生した．このため，門前町の大半
が流出し，阿夫利神社の社務局も全壊した．阿夫利神社の
関係者に関東地震時や富士山宝永噴火後の土砂災害につい
て，聞き取り調査や関係史料の調査を行った．しかし，こ
の時の土砂災害によって，それ以前の貴重な神社史料が流
失してしまったということであった．
阿夫利神社の研究家によれば，昭和初期頃まで，丹沢山

地の山麓各地に黒い宝永の火山砂が残っていた．お盆には
宝永の火山砂を集めて小さな塚を作り，礼拝する風習が残
っていたという．

６． 酒匂川下流の足柄平野における土砂災害
酒匂川下流域の足柄平野では，噴火翌年の宝永五年六月

二十二日（１７０８年８月８日）に大規模な土砂洪水氾濫が
発生した．酒匂川の上・中流域全体に降下火砕物が厚く堆
積し，降雨の度に谷壁斜面や支流から多量の土砂が酒匂川
に流入した．それまでに各地で河道閉塞や河床上昇が進行
していたため，このような大きな災害を引き起こしたもの
と考えられる．突発的な豪雨に起因する土石流や，過度な
土砂供給によって，河床はさらに上昇し続けた．これ以降，
下流の足柄平野では噴火後１００年近くにわたって，土砂洪
水氾濫が繰り返し発生することになる．
酒匂川における一連の土砂洪水氾濫の被害状況について

は，すでに地域史研究の一環として，その成果が明らかに
されている（本多，１９７２；酒井，１９７５；瀬戸，１９８２；開成町，１９６５；
南足柄市郷土資料館，１９９３；下重，２００５など）．
酒匂川の治水に関しては，足柄平野を洪水氾濫の危険か

ら守るため，小田原藩は江戸時代の初期から谷地形を利用
して，春日森堤，岩流瀬（ガラセ）堤，大口堤を構築して
きた．平野への出口の狭窄部に位置する岩流瀬堤は，突き
出し堤として建設された．これは，洪水の際の流路を南に
誘導して岩盤の露出部にぶつけ，直接大口堤にぶつかるこ
とを防ぐためであった．その後，本流の中心を大口堤の対
岸側（北側）に導流させた．一方，大口堤はこの地域で最
も重要な堤防で，足柄平野の東側に酒匂川の流水を誘導し
ていた．この堤防が決壊すると，酒匂川右岸の穀倉地帯は
泥の海と化してしまう．これらの堤防が相互に機能的に働
くことで，足柄平野を土砂洪水氾濫から守っていた．
宝永噴火（１７０７）直後から享和二年（１８０２）六月までの

土砂洪水氾濫事例を整理し，被害範囲の変遷をもとに４期
に分けて図示したのが Fig．２である．なお，氾濫範囲の地
名の推定にあたっては，明治１９～２２年（１８８６～１８８９）測
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図２ 足柄平野における宝永噴火後の洪水範囲
（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Fig．２． Flood area in Ashigara alluvial plain after
Hoei eruption．
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図の１／２万の旧版地形図（正式図）を使用した．旧版地形
図から集落名を読み取り，等高線や酒匂川の流況（網状流
路となっている）を判断して，４時期の洪水流下範囲図を
作成した（富士砂防事務所，２００３）．
それらの結果から判断すると，大口堤や下流の堤防工事

の進捗状況や破堤場所にもよるが，洪水・氾濫流は一般的
な傾向と同じく，古代や中世における酒匂川の旧流路を流
下した．
６‐１ 第１期（１７０８～１７１１年）
噴火翌年の宝永五年六月二十二日（１７０８年８月８日）の

台風襲来によって，大口堤・岩流瀬堤ともに決壊したため，
大洪水・土砂氾濫が発生した．このため，足柄平野の酒匂
川下流右岸（西側）地域が主な被災範囲になった．この時
の洪水・氾濫は大口堤が築かれる以前，江戸期より前の流
路を流れ下ったと推定される．また，この時決壊した大口
堤はその後まもなく修復されたが，大口堤を守るべき岩流
瀬堤の修復は享保十一年（１７２６）まで実施されなかった．
６‐２ 第２期（１７１１～１７３１年）
噴火より９年後の正徳元年（１７１１）には，いまだ岩流瀬

堤が修復されておらず，大口堤は激流の直撃を受けて再び
決壊し，今度は酒匂川左岸（東側）の村々に大被害をもた
らした．決壊箇所より下流の酒匂川流路が，それまでの大
量の土砂流出により河床が上昇したままになっていた影響
もあったと判断される．大口堤による流路の固定がなくな
った酒匂川は足柄平野中央部で，出水ごとに流路を次々と
変えながら流下し，「新大川」と呼ばれた（瀬戸，１９８２）．
足柄平野の扇頂部から酒匂川右岸中流域に位置する班目

（マダラメ）村・千津島村・壗下（ママシタ）村・竹松村・
和田河原村（いずれも神奈川県南足柄市）は，洪水氾濫の
常襲地帯であり，「大口水下水損六カ村」と呼ばれていた．
新川の河床になってしまった水損六カ村の住民は，平野に
近接する高台に避難しながら，幕府に大口堤修復の嘆願書
を出した．しかし，大口堤を閉め切る復旧工事はすぐには
実施に移されなかった．また，水損六カ村以外の村でも土
砂洪水氾濫の被害を受けることになり，周辺微高地への避
難を余儀なくされた．
この間，被害の少なかった酒匂川の左岸の村々は，酒匂

川が旧本流の西側を流れるようになったため，用水路に水
が確保できなくなった．このため，水損六カ村など右岸集
落の東端を流れていた用水路を拡幅変更して，左岸村々の
堰（用水路）へ通水した．しかし，避難していた右岸の人々
が徐々に帰村しだし，田畑の復旧が進行してくると，再び
左岸への通水が不足するようになった．こうして，用水の
確保をめぐって，酒匂川右岸と左岸の村々の対立が激化す
ることになった．このような状況は，大口堤が岩流瀬堤と
ともに完全に修復される享保十一年（１７２７）まで続いた．
６‐３ 第３期（１７３１～１８０２年）
土砂洪水氾濫防止の要である大口堤・岩流瀬堤は，幕府

の支配勘定格田中休愚（キュウグ），および代官の蓑笠之
助正高により，次第に堅固に再構築された．しかし，享保
十六年（１７３１）五月には，支流・川音川と酒匂川との合流

点左岸の堤防（三角土手）が決壊し，洪水流は足柄平野の
東側を流れるようになった．このため，新たに左岸流域の
村々が洪水・土砂氾濫の被害を受けることになった．
６‐４ 第４期（１８０２年～）
享和二年（１８０２）の出水では岩流瀬堤のみ決壊したが，

大口堤周辺では大きな決壊はなかった．しかし，下流域の
数ヶ所で決壊したため，足柄平野の南部においては，古代
（平安時代）の酒匂川流路と推定される箇所を洪水流が流
下することになった．
６‐５ 金井島村における土砂氾濫と復興
宝永五年六月二十二日（１７０８年８月８日）の出水によ

る金井島の土砂堆積厚は６mに及んだ．しかし，金井島
村などの足柄平野北部の村々に対し，江戸幕府は「降砂は
空地へ捨てよ，空地のない場合には田畑の隅や屋敷の隅に
片付けよ，来年の春までに片付けて耕作に間に合わせよ」
と，川には捨てないで耕地を復旧するように命じた．もち
ろん，村内に降下火砕物や氾濫堆積土砂を片付ける未開発
地や空地はなく，作業は遅々として進まなかった．このた
め，「丸砂の上に水垢をためて」という作業を行ったとい
う．大雨のたびに流れ出る泥水を降砂の上に流し込んで目
詰まりを起こさせ，畦で囲んだ区画の中に泥水を引き込み，
泥が沈殿すると上澄みの水を排出する．次の泥水を引き込
んで作業を繰り返すことによって，耕作土（泥）の厚みを
増加させるといった気の遠くなるような作業であった（瀬
戸，１９８２）．Fig．３は，大口堤のすぐ下流に位置した金井
島村（神奈川県開成町）における年貢上納高の推移を示し
たものである．宝永噴火前に３４０石の年貢米を納めていた
金井島村は，噴火後まったく農業生産を続けることができ
なくなり，１０年間はほとんど年貢を納めることができなか
った．３５年を経過した延享二年（１７４５）でも，田方の年貢
米上納高は噴火前の３分の１程度しか回復しておらず，噴
火後の土砂災害の影響が長期化し始めていた．納永（年貢
金）とは，畑作などによって得られた作物を換金して納め
た租税である．噴火から３０年後には納永が噴火前の金額
に達しているが，単純に畑作が噴火前の状態に戻ったと解
釈することはできない．水田の復旧が進まず，畑成田（検
地帳に登録されている田を畑として再開発）による収穫し
か期待できなかった状況を物語っており，その点を加味し
て理解する必要がある．

７． 山北村・皆瀬川村と皆瀬川開削工事
神奈川県山北町史編さん室より刊行された『山北町史』

史料編近世や『やまきたの絵図』によって，近世の山北町
の状況が村・小字単位で詳細に記載されており，宝永噴火
による被災状況やその後の復興過程が明らかにされつつあ
る．
Fig．４に示したように，中でも皆瀬川村は降灰分布の中

心軸上に位置したため，宝永の焼砂（火山砂礫）が層厚
６０～７０cm堆積し，復旧に時間を要した．また，その後も
土砂災害・洪水が繰り返され，被災住民の懸命な復興への
努力を多くの史料から読み取ることができる．
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ところで，元禄十六年（１７０３）の元禄地震の前までの皆
瀬川村は，本村のほか６村の枝村（深沢・市間・湯ケ沢・
高杉・人遠・八丁）に分かれており，家数は合計５８軒，人
口は５４０人，村の石高は１１６．９石と比較的豊かな村であっ
た．当時，年々川成永荒は，そのうちわずか０．２石しかな
かった（『山北町史』史料編・近世，No．３）．ところが，宝
永四年（１７０７）十二月六日の砂降り被害の書上げ（同前
No．４，１９４）によれば，家数８０軒のうち降下火砕物によっ
て潰れた家数が１２軒（小百姓７軒・無田５軒）と記載さ
れている．宝永五年六月二十二日の洪水後，翌年（１７０９）
七月十一日には，同じく皆瀬川村の飢人は３９０人おり，扶
持米が合計３９石余（１人につき米１合を１０日間）支給さ
れている（同前，No．２４１）．また，宝永以前山北村絵図を
見ると，山北村の中心部を流れる皆瀬川付近の地形状況が
良くわかる．特に，噴火前の皆瀬川は現在の山北町の中心
部を流れていた．しかし，宝永噴火および宝永五年六月二
十二日の土砂災害後，皆瀬川の流路が問題化する．
山北村域では皆瀬川だけでなく，北から酒匂川に合流す

る滝沢川や尺里（ヒサリ）川からも土砂流出が続いていた．
これらの土砂流出によって，山北村内に大量の土砂が流入
し，田畑・屋敷の水没が進み，天然ダム状態となり生活が
できなくなった．たとえば，山北村名主の記録である「二
階堂家伝来旧記書」（山北村岸・般若院書）にはその様子
が記されている（山北町地方史研究会，１９６０）．
「西風にて川村山北通り降り，道によりては両脇にこぼ

れ砂少々の場所もこれあり，当村中を相流れ通り候，皆瀬
川水源の儀は，四里奥より流れ出で，両側に小沢数多く御
座候て，両側は高山にて大雨の節は砂押し流れ出で，川敷
おびただしく高く相成り，高さ一丈二尺位（約３．６m）堤
切れ込み，村中湖水の如く相成り申し候，……」
なお，同記録によると，元禄十六年十一月二十三日（１７０３

年１２月３１日）の元禄地震によって，皆瀬川源流部で多く
の崩壊地が発生し，翌宝永元年（１７０４）・同二年（１７０５）に
山北町域に水害を引き起こしている．さらに，２年後の宝
永四年（１７０７）の富士山噴火による降下火砕物が元禄地震
の崩壊土砂と一緒になり，半年後の宝永五年（１７０８）六月
の大雨で土石流が発生し，大量の土砂が山北村へ押し出し
たことがわかる．
この復旧工事として，まず，川浚い普請による皆瀬川の

復元から始めようとしたが，山北村名主の弥五右衛門は，
「上流に大量の降砂が残っている限り，川浚いでは抜本的
な水害対策にならない」として，皆瀬川を荻原より真っ直
ぐ酒匂川へ付け替えることを幕府に願い出た．
この工事は幕府に認められ，津藩（藩主藤堂高敏）の助

役（お手伝い普請）により，宝永六年十一月九日から皆瀬
川の堀割（瀬替）工事が開始された（『山北町史』史料編・
近世，No．２４３）．この工事は，ほぼ１週間の短期間で十一
月十六日に完成した．堀割の長さは１６０間（約２８８m），
川底の幅５間（約９m），深さ５～８間（約９～１５m）であ
った．この工事によって，皆瀬川は山北村の手前，岩流瀬・

図３ 金井島村の年貢上納高の推移（角谷・他，２００２）．
Fig．３． Change of land tax in Kanashima village in Ashigara alluvial plain（Sumiya et al．，２００２）．
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大口両堤より上流で直接酒匂川に流入することとなった．
さらに半年後の宝永七年（１７１０）八月に全工事が完成し，
旧皆瀬川の河川敷は川村山北の住民に配分された（同前
No．２４８）．
しかし，山北村中心部の集落では瀬替工事によって，逆

に生活用水を皆瀬川から得られなくなってしまった．この
ため，水不足に陥った川村山北から川村向原（ともに神奈
川県山北町）の住民は，用水堰を作る必要に迫られた．山
北村などの名主は被災民と共同して，酒匂川本川上流の瀬
戸に用水堰「川入堰」を作り，酒匂川の左岸に水路を掘る
難工事を実施した（酒井，１９７５；瀬戸，１９８２）．この水路の一

部は現在でも酒匂川の左岸に認められる．のち，この堰の
完成を記念して，元文二年（１７３７）に記念碑が建立されて
いる（東名高速道路の高架下に現存）．
山北町史編さん室（１９９９）によれば，宝永噴火前の「相

模国足柄上郡山北村絵図」（鈴木友徳氏蔵，Fig．５）と天保
七年（１８３６）十月の「相模国足柄上郡山北村絵図」（同，Fig．６）
を比較すると，上記の瀬替えや土地利用の変遷がよく理解
できる．

８． 酒匂川流域以東における土砂災害
既存の研究では，酒匂川以東における土砂災害について

図４ 山北町の酒匂川と皆瀬川付近（井上，２００５）．
Fig．４． River Sakawa and River Minase in Yamakita Town（Inoue，２００５）．
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図６ 天保七年（１８３６）相模国足柄上郡山北村絵図（宝永噴火後，鈴木友徳氏蔵）．
Fig．６． Old map in Yamakita area（after the Hoei eruption）．

図５ 相模国足柄上郡山北村絵図（宝永噴火以前，鈴木友徳氏蔵）．
Fig．５． Old map in Yamakita area（before the Hoei eruption）．
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詳細に研究されてこなかったが，近年いくつかの成果が出
てきており，土砂災害の事例が明らかに成りつつある．た
とえば，噴火口から６０km以上離れた神奈川県の南部，あ
るいは東部地域においても，噴火直後より「川浚い普請（工
事）願い」の出されていた点が判明してきている（角谷・
他，２００２）．これらの訴えによれば，細粒の降下火砕物が用
排水路などに徐々に流入し，水田耕作などに支障をきたし
たという．
以下，被災状況が明らかにされた地点ごとに，１）降砂

量，２）土砂災害等の被災状況をまとめて説明する．
８‐１ 二宮町 塩海川（葛川）流域
１）降砂量

中里村（神奈川県二宮町）にて，１尺３～４寸（約４０
cm）．出典は，宝永四年十二月「恐れながら書付をもっ
て願い上げ奉り候御事」（『二宮町史』資料編１＜原始古
代中世近世＞No．３５）．

２）土砂災害等の被災状況
a）宝永五年（１７０８）四月：噴火翌年の梅雨時期の土砂
災害－地点番号�
塩海川（幅４間，深さ６尺）は，井之口村（神奈川県

中井町）から塩海橋までの間，井之口川，塩海川，宇田
川と名前を変えながら流れる長さ２里（約７．８km）の
川である．この川が山谷から流入した砂によって５尺（約
１．５m）ほど埋まり，河床が高くなり，その砂の一部が
田地にも流入するようになった．当時，この塩海川には
上流から下流まで３３か所の堰があり，８０町歩ほどの水
田を潤していた．降雨のたびに山地斜面の砂が川に押し
流され，用水堀を埋め，その一部は田地へも流入した．
そのため，宝永五年（１７０８）五月に流域の井之口・五分
一・一色・中里・二宮の５カ村が川浚いを願い出ている
（『二宮町史』資料編１＜原始古代中世近世＞No．４２）．
b）享保三年（１７１８）九月：噴火より１１年後の大雨によ
る災害－地点番号�
降下火砕物が塩海川，打越川，不動川，長谷川へ流れ

込み，その結果，中里村全体の５７％（村高７０２石のう
ち３９７石余）の水田で水腐れ被害が発生した（同前
No．２２９）．
８‐２ 平塚市 金目川流域
１）降砂量

北金目村（神奈川県平塚市）にて，７～８寸（約２１～２４
cm）．出典は，宝永五年閏正月「砂降り後北金目村柄書
上覚」（『平塚市史』３，No．６３）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号	
金目川は秦野市春嶽山を源流とし，秦野市曽屋にて水

無川と合流する．河口付近については特に花水川と称す
る．本流は「暴れ川」の異名を持ち，近世初期から明治
初年までの主な洪水被害と普請実施状況によると，１０年
に１度の割合で堤防が決壊している．
まず，噴火より１ヵ月後の宝永五年正月，酒匂川，金

目川，鈴川，玉川，小鮎沢，飯山川などの下流域はいず
れも東海道に交接していたため，幕府の命令により諸大

名による御手伝い普請が実施された．金目川の砂浚いは，
岡山藩・小倉藩・熊本新田（高瀬）藩・鳥取新田藩など
によって行われた（『平塚市史』４，No．４６）．
しかし，流入した大量の降下火砕物が一回限りの工事

ですべて取り除けるわけではなく，特に流域の田畑は「永
荒引」のままであった．さらに降雨によって引き続き降
下火砕物が諸河川に流入し，河床に堆積した．このため，
一度砂浚いを行った場所でも再度浚う「後浚い」の必要
性が生じた．
この後浚いのため，宝永六年七月二十一日に再び幕府

によってお手伝い普請が命じられた．この時は，金目川
下流の花水川，大根川，玉川の各川筋の砂浚いと花水川
の瀬替え工事であった．さらに，宝永七年二月二十六日
には，再度３大名にお手伝い普請が命じられている．こ
のように，３年連続してお手伝い普請が命じられている
ことから，砂浚い工事はそう簡単に終わらなかったこと
が判明する．
金目川（含む花水川），鈴川，玉川の瀬替え工事は，享

保七年（１７２２）ようやく完成する（『平塚市史』４，No．４８）．
なお，金目川の下流である花水川での普請については，
『大磯町史』に関連史料が収録されている（『大磯町史』１
＜資料編古代中世近世（１），No．１１５～１２１＞）．
８‐３ 秦野市 大根川・善波川流域
１）降砂量

曽屋村（神奈川県秦野市）１尺４～５寸（約４２～４５cm）．
出典は，「横野区有文書」（秦野市，１９８８）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号�
大根川は大住郡南矢名・北矢名両村（ともに神奈川県

秦野市）内を流れ，真田村（神奈川県平塚市）に入り，
下流で善波川と合流したのち鈴川へと合流する．
元禄地震（１７０３）によって，すでに大根川の土手が崩

れており，その後の富士山噴火の降下火砕物が河床に堆
積したために一層氾濫しやすくなっていた．落幡村（秦
野市）の水田では排水できないまま「水腐れ」となり，「水
湛田」となった．宝永四年の砂降り後には，多量の土砂
流入により４９町（約４９ha）分が「水腐れ」と書き上げ
られている．
特に，真田村と落幡村の村界を流れる大根川は川幅が

狭いため，出水のたびごとに堤が押し切れ，川沿いに「損
地」が生じていた．元禄地震で大根川沿いの堤が決壊し，
宝永三年（１７０６）に川瀬直しの御普請が実施されていた．
ところが，富士山の噴火のために大根川にも降砂が流れ
込み，河床が押上げられた．
こうした状況は正徳元年（１７１１）の御普請によって一

旦回復するが，その後も氾濫と普請の繰り返しであった．
元文五年（１７４０）の普請で復旧なったと思ったのもつか
の間，翌寛保元年（１７４１）十月にはまた川普請の願書が
出されている．この時の願書によると，川上の砂が流下
し，深さ４尺（約１２０cm）余り埋まって，水引きが悪
くなったという．工事見積りも出されているので，わず
か１年の間に村の力だけでは対処できないほどの土砂堆
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積があったと推察できる．
一方，宝永五年四月，丸島村内の鈴川と大根川で砂浚

いが実施され，翌六年七月にも砂浚いが行われた．しか
し，大根川と鈴川との合流点付近はその後も度々湛水場
となり，水腐永荒の被害が続くことになる（秦野市，
１９８８）．
８‐４ 平塚市 鈴川流域
１）降砂量

西富岡村（神奈川県伊勢原市）１尺２寸（約３６cm）．
出典は，宝永五年閏正月「西富岡村等富士山噴火砂降検
分書上帳」（『平塚市史』２，資料編近世（１），No．２２８）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号�
鈴川からは，矢崎・入山瀬・大句・西海地・城所の５

カ村が共同の用水（城所用水）を引いていた．宝永五年
三月，城所村隣村の小鍋島村（もともと雨水を利用して
いた）では水田耕作のために水が必要であったが，砂降
りによって囲い水もできなくなっていた．そのため，渇
水に苦しみ鈴川の水を引水利用できるよう奉行所に願い
出ている（『平塚市史』４，資料編近世（３），No．６４）．
８‐５ 秦野市 菖蒲川（四十八瀬川）流域
１）降砂量

菖蒲村・八沢村・柳川村・三廻部村（いずれも神奈川
県秦野市）１尺３～４寸（約３９～４２cm）．出典は，宝永
七年三月「菖蒲川工事につき三廻部村他四か村普請願」
（『秦野市史』２，No．１４３）．
２）土砂災害等の被災状況－地点番号�

三廻部・菖蒲・堀斎藤・堀沼城・千村の５ヶ村は，下
流で酒匂川支流川音川に合流する菖蒲川の治水工事を幕
府代官伊奈半左衛門忠順へ願い出た．丹沢山地を埋めた
降下火砕物が，雨とともに次第に流下し，まとまって菖
蒲川に入ったため，川底が上がり，小雨でもたちまち溢
れ出す状態であった．願書では，「水が方々へ流れ出し，
川筋が定まらない」と述べている．５カ村は，「川筋を
決めて掘り分ける」ことを願い出た．普請願書に書き上
げられた予定によれば，普請後５年間で砂埋り地を再開
発し，年貢を上納できるようにすると計画されている．
８‐６ 藤沢市域
２）土砂災害等の被災状況－地点番号�

江ノ島の下之坊知行所村々の名主・年寄から出された
被害訴えによれば，降下火砕物のために沿岸の海底が浅
くなり，生活の糧であった漁業がすっかりできなくなっ
たという．特に，江ノ島は沖合漁業よりもエビ・アワビ・
サザエ・海苔・ワカメなどの海草を取る磯漁を主として
いたので，その被害は甚大であった（『藤沢市史』，第二
巻，No．６）．
８‐７ 町田市 野津田村
２）土砂災害等の被災状況－地点番号


野津田村（神奈川県町田市）は鶴見川の上流部に位置
する．長さ７０間（約１２６m）・幅２８間（約５０．４m）の福王
寺溜井（現在の薬師池）が村内の水田７町歩余の用水源
となっていた．

富士山の噴火後の降雨により多量の降下火砕物が河川
に流れ込み，河床上昇を引き起こし，さらにそれらの土
砂が溜池にも流れ込み，溜池の水量を低下させた．その
ため，宝永五年（１７０８）七月，野津田村と大塚村（藤沢
市）の名主が連名で領主である旗本多賀主税に対して，
溜池の浚い人足に扶持米を支給して欲しいと訴え出た．
しかし，この訴えは取り上げられず却下された．それで
も住民たちは江戸まで出向き嘆願し続け，同年十二月，
再び堰の普請に関する願書を多賀の上司に当たる御留守
居久貝正方に提出した．
ようやく，宝永六年二月に福王寺溜井の浚い普請が野

津田村・大塚村とさらに周辺３カ村からの人足によって
実施に移された．残念ながら，この普請の規模について
は見積り書が残っていないので明らかではない（町田市
史編纂委員会，１９７４）．

９． 河村城跡の天地返し
山北町教育委員会では，『河村城跡史跡整備マスタープ

ラン（基本構想）』に基づき，河村城跡の現況整備と古絵図
の関係を明らかにするため，平成１５年（２００３）７月より
トレンチ調査を実施している（安藤，２００３）．ここでは非常
に見事な「天地返し」が見られた．河村城跡は，南側を流
れる酒匂川と北側の山北町の市街地に挟まれた丘陵地で，
中世には河村城が築かれていた（Fig．４）．この上に，富士
山宝永噴火で６０～７０cmにも達する焼砂・火山砂礫が堆積
し，耕作不能の地となった．自然堆積の場所では，丘陵地
の耕作土・黒土の上に，数 cmの白い軽石層が堆積し，そ
の上にスコリア質の火山砂礫が厚く堆積している．しかし，
被災民の叡智には驚かざるを得ない．６０～７０cmにも達す
る焼砂と耕作土を「天地返し」している．史料では天地返
しという文字は見ていたが，実際に天地返しの断面を発掘
したのは初めてであろう．機械力のない時代に人力だけで
１m以上も掘削をし，下の耕作土・黒土と焼砂を天地返し
て畑を復元するという知恵の発想がすごい．大変な労力と
時間がかかったと思う（井上，２００５，２００６）．ぜひ，河村城
跡の史跡整備計画にあたっては，天地返しの露頭を復元し
て頂きたい．

１０． むすび
本稿をまとめるにあたっては，富士砂防事務所から貴重

な調査結果を引用させて頂いた．現地調査の史料調査時に
は地元の教育委員会や地元の方々に大変お世話になった．
また，図表の英文化にあたっては，高橋真理，角谷ひとみ
さんにお世話になった．記して感謝致します．
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