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木曽川大堰

木曽・長良の水と歩んで　岐阜県羽島市

羽島市の紹介

羽島市は、岐阜県の南部に位置し、東は木曽川を境とし
て愛知県に接し、北は岐阜市、羽島郡、西は長良川を隔て
て海津市、安八郡に接し、南は木曽川、長良川に囲まれて
います。温暖な気候で、水と緑に恵まれた都市です。
古くは伊勢湾に続く海の中にあったため、この一帯は低
地で、木曽三川（木曽川、長良川、揖斐川）の氾濫により洪
水に悩まされ続けてきました。そのため、江戸時代の宝暦
年間（1751～1764 年）には幕府の命令により、薩摩義士
の手によって三川分流工事が行われました。この工事以
後、この地は豊かな穀倉地帯に変わり、明治以降も農産物
や美濃縞（織物）の集散地として発展してきました。
昭和 29年 4月1日、当時の羽島郡南部の1町 9村が
合併して、県内 9 番目の市として羽島市が誕生しました。
現在は、新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島イン

あんぱち

み の じ ま

ゆ き え

か い づ

せ い こ う じ

い し だ

さ る お

岐阜県羽島市

木曽・長良の水と歩んで
は　し　ま

羽島市企画部秘書広報課長　國枝　篤志

羽 島 市 民 憲 章
わたくしたちの先人は、木曾・長良の水による試練に耐え

て、豊かな土地と、すばらしい文化をつくりあげてきました。
わたくしたちは、この伝統ある羽島市民として、限りない誇

りと希望をもち、より充実した日々をすごすため、

一　安全に努め、健康なまちをつくります。
一　教養を深め、文化の高いまちをつくります。
一　自然を愛し、緑豊かなまちをつくります。
一　仕事に励み、活気のあるまちをつくります。
一　家庭を守り、心のふれあうまちをつくります。

ターチェンジを擁する高速交通網の拠点として成長を続
けています。

水との戦い

薩摩義士と宝暦治水
江戸時代のこの地方は、洪水による被害が後を絶ちま
せんでした。そのため幕府は、治水工事を薩摩藩（現在の
鹿児島県）に命じたのです。
工事は宝暦 4年（1754 年）に始まり、このときに「石田

の猿尾」と呼ばれる 2 本の石で築かれた堤防も木曽川河
川敷に築造されました。工事全体で、完成までに1年 3カ
月を要する、当時としては非常に困難な工事でした。薩摩
藩は、その間 40万両という出費を強いられたうえ、病気や
事故などで 86 人の犠牲者を出しました。工事の総責任者
であった家老の平田靱負は、多額の費用を使わせたこと
や、多くの部下たちを死なせたことなどに責任を感じて、工
事完成後の宝暦 5年 5月24日に自刃。以来、この工事に
関わった薩摩藩の人々を薩摩義士と呼び、昭和 13 年に
海津市千本松原の治水神社に祀りました。羽島市内にも、
清江寺（江吉良町）、少林寺、竹鼻別院（竹鼻町）に薩摩義
士の墓があります。

ヨハネス・デレーケと三川分流
宝暦治水工事によって洪水は
減少したものの、なお、流域の
人々は水害に苦しめられていま
した。明治になって、政府はオラ
ンダ人技師ヨハネス・デレーケ
を招き、本格的な改修に取り組
みました。
デレーケは、木曽三川の完全
分離、蛇行した川筋の整理、堤
防の強化などを設計。工事は明
治 20 年に始められ、25 年の歳月をかけて明治 45 年に
完成しました。この改修工事により、流域の人々はようやく
洪水の危険から解放されたのです。

水の恵み
昭和になってからも、この地方の水害に対する取り組み

は続きました。同時に、用水路や排水路の整備が引き続き
行われ、羽島市は豊かな土地へと変わりました。

水道は地下水を使用

地下水は、私たちが暮らしていくうえで、とても大切な資源
のひとつです。羽島市では、その貴重な資源である地下水を、
年間で約8,847,000㎥汲み上げており、水道水を100%賄っ
ています。これは、羽島市が木曽川・長良川の2大河川に挟
まれ、豊富な地下水に恵まれているからです。
市内には、上水道の水源地が 3カ所、簡易水道の水源
地が 1カ所あり、それぞれの水源地に取水井戸が合計 7
本掘られています。深さ約 150ｍから良質な地下水を汲
み上げて取水し、次亜塩素酸ナトリウムを注入して滅菌処
理を行ったうえで、配水ポンプの圧力で各家庭に給水を
行っています。水質については、水道法に定められた各種
検査を実施し、基準を満たした安心・安全な水の供給に
努めています。
羽島市は今後も、安全な水・快適な水を供給し、信頼さ
れる水道事業を目指していきます。

木曽三川分流碑

宝暦治水遺産「石田の猿尾」

羽島用水路 東幹線パイプライン （施工前） 遊歩道に生まれ変わりました（施工後） 
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羽島用水土地改良区の事業
市内にある羽島用水土地改良区は、木曽川の犬山頭
首工（愛知県犬山市・岐阜県各務原市）から取水し、岐
阜県各務原市から岐南町、笠松町、岐阜市の一部、羽島
市の北部にまたがる農地 1,518ha に農業用水を供給す
る土地改良区です。
以前の水源は、木曽川堤防の浸透水や掘抜井戸、雨
水に頼っていましたが、昭和7年に県営羽島用水事業が
完成し、木曽川（各務原市上中屋町）からの取水を開始し
ました。さらに昭和32年から43年にかけて施工された国
営羽島用水事業により、上中屋町より上流の犬山頭首工
からの安定取水が可能となったのです。
その後、地域の発展による市街化の進展は、羽島用水
路への雑排水の流入や、ごみの投棄による水質悪化を
招きました。それらを防止するため、平成10年度からは
国営・県営の農地防災事業が実施されています。羽島
用水路のパイプライン化（管を地中に埋設する工事）が
進められ、用水路敷地は、上面を利用した遊歩道に生ま
れ変わり、通学路等に利用されています。

円空
円空上人は江戸時代、日本各地をめぐりながら、そ

の生涯に12万体もの仏像を彫ったといわれています。
上人の彫った仏像は「円空仏」とよばれ、独創的で力強
く、それでいて素朴な美しさに満ちた芸術としても大変
注目されています。ここ羽島市は「円空上人生誕の地」
ともいわれており、円空仏も数多く残されています。

羽島市映画資料館
平成８年に竹鼻町上城の映
画館「竹鼻朝日館」跡地に、歴
史民俗資料館・映画資料館が
オープンしました。建物南面は、
昭和 20年～ 30 年代に賑わっ
た「竹鼻朝日館」の正面部分を
デザイン化、西面は竹ケ鼻城をイメージした建物とな
り、車寄せを通り抜ける構造で町並みとの一体化が図
られています。特に映画資料館は公立としては全国的
に珍しく、大型映写機や新旧の映画ポスターを多数所
蔵。毎月第二土曜日に「映画の集い」を行い、昔懐かし
い映画をご覧になることができます。

ペットボトル「濃尾のめぐみ　羽島の泉」
羽島市では、安全で美味しい羽
島の水をＰＲするため、地下150
ｍから汲み上げた原水をそのまま
工場に運び、無菌ろ過で非加熱処
理をしたペットボトル「濃尾のめぐ
み　羽島の泉」を製造し、水道課
で販売しています。

ペットボトル
「濃尾のめぐみ  羽島の泉」

竹ヶ鼻城をイメージした
資料館西面

⇩羽島市の観光情報⇩
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