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した。特に、文政4年（1821）に起きた溝口村水騒動は、
二ヶ領用水に絡む水争いの中で、最も大きい騒動とし
て知られています。

用水利用の変化
明治初期には、飲料水確保のため二ヶ領用水から引

水する横浜水道が開設され、外国人居留地の上水道と
して利用されました。さらに、明治後期から大正期に
かけて工場建設が進み、工業地帯へと発展を遂げる中で、
工業用水としての利用へと転換されます。

また、昭和16年（1941）には、多摩川右岸農業水利
改良事務所長であった平賀栄治の設計により円筒分水
が完成しました。分量樋に替わる近代的な分水装置で、
平成10年（1998）には市内初の国登録有形文化財に指
定されました。

二ヶ領用水は、農業用水から工業用水へ、そして現
在は環境用水へと変遷し、地域住民の憩いの場として
保存活用されています。また、令和2年（2020）3月には、
国指定文化遺産に指定される予定となっています。

川崎市市民ミュージアム学芸員　谷　拓馬

人工用水路の開削
二ヶ領用水は、慶長16年（1611）に完成した神奈川

県下で最も古い人工用水路です。川崎領、稲毛領にま
たがって流れていたことから二ヶ領用水と呼ばれ、平
成23年（2011）には竣工400年を迎えました。

天正18年（1590）、徳川家康と共に関東へ入国した
小泉次大夫は、農業用水の開削と新田開発を家康に進
言しました。その後、慶長2年（1597）から約2年かけ
て川崎領と稲毛領の測量工事を行い、同4年から川崎領
で工事を開始、同16年に全長約32kmにも及ぶ用水路
が竣工しました。また、中野島と宿河原に取入口が設
けられ、多摩川の水を取り入れることによって水田が
灌漑されました。

水量調整施設と水争い
開削から約100年後、荒廃した用水路の改修が田中

休愚によって行われ、久地に分量樋が設置されたこと
により、灌漑面積の拡大に繋がりました。しかし、中
央部は流れが速いうえに流量も多い一方で、川岸に近
い部分は流れが緩やかで水量が少ないため正確な分水
ができず、それぞれの水量を巡り水争いが起きていま

　高津区には、川崎市のシンボルにもなっている地域の歴史遺産「二ヶ領用水」と「久地円筒分水」があります。身近
にあっても、なかなかその歴史や構造、また、果たしてきた役割について深く知り得ない面があるので、市民ミュージ
アム学芸員の谷拓馬さんを講師に、「二ヶ領用水、久地円筒分水を知ろう」学習会を昨年11月区役所で開催しました。
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大山街道周辺には幾多の歴史や文化のドラマが刻み込まれており、それを今日に伝えている記念碑や文学碑が建
ち並んでいます。ゆかりの人物の短歌や碑文などにふれて、歴史や文化の足跡を探訪してみませんか。

記念碑や文学碑を探訪してみませんか

なお、川崎市の歴史ガイドパネルが、二子の渡し、
大貫家の人々、光明寺と二子学舎、蔵造りの店、民権
運動と上田家、陶芸家濱田庄司の家、溝口・二子宿の
問屋跡、二ケ領用水と大石橋、国木田独歩と亀屋、溝

口神社と簡易水道、宗隆寺と御会式、蘭方医太田家と
種痘、庚申塔と大山道標、ねもじり坂、笹の原の子育
て地蔵などに建てられています（その総合案内は二子
新地駅前に設置）。

歴史と文化

1岡本かの子文学碑「誇り」
2光明寺（大貫家菩提寺）
　大貫雪乃助（かの子の兄）の墓碑がある。
3岡本かの子文学碑
4国木田独歩文学碑
5北原白秋文学碑

6大山小径
　葛飾北斎の絵タイルを埋め込んでいる。
7松尾芭蕉文学碑
8濱田庄司記念碑
9荻原井泉水文学碑
10岡本かの子文学碑

11久地円筒分水・平賀栄治顕彰碑
　設計施工した平賀栄治の顕彰碑がある。
12久本薬医門公園・岡信一紀徳碑
　かつての医療院や岡家の歴史を刻む。
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首都圏を襲うであろう直下型地震・大規模災害を想定していたところが、昨年は多摩川の氾濫の恐怖を目の当た
りにした水害が猛威を振るいました。震災、水害と対応に違いがあるとはいえ、被害にあった方々から直接実体験
をお聞きするのは最大の備えです。

被害からいかにして立ち上がるか、生活再建について
はまだまだ、「また、起こるかもしれない」恐怖心があ
ると述べました。

自宅を私設ギャラリーにしてい
る下野毛のモダンアート作家小林
康人さんは、いったん泥水に浸か
った作品、データ類も復元は絶望
的な状況であることを報告しまし
た。膨大な美術作品が冠水した川
崎市市民ミュージアムの事例も想像されました。

大きな被害を受けた宮内の障害者支援施設みやうち
施設長佐藤鎭男さんは、浸水の中
でもなんとか施設入所の方々を上
の階に避難させ、災害の中での施
設運営の陣頭指揮のご苦労と、そ
の後の施設の回復がいかに大変な
ことかを報告しました。障害者送
迎の自動車は全部使えず、壁や床

に残る泥水の後処理に、SNSで募集したボランティア
500人の方々の大きな力があったことを発表しました。

体験談は苦難の再現でもあり、聞く側は身につまさ
れてつい涙ぐむ場面もありました。胸までつかる浸水、
グランドピアノも浮く水の脅威、混乱する避難所、翌朝、
水が引いた後に残る泥と家財廃棄物の山、そして、再
建の先の見えない不安。

この学習会の参加者は69人。アンケートには建設的
なご意見が寄せられました。高津に住む、健康で安心
できる暮らしをつくる、高津区まちづくり協議会はそ
のための学びをこれからも継続していきます。どうぞ、
この活動にご参加ください。まちづくり協議会委員を
募集しています。

令和元年10月。台風19号による水害は全国に被害を
残し、高津区では床下床上浸水、建物半壊全壊、死者
も出た大きな水害となり、区内の罹災証明申請は1,300 
件（令和2年1月末時点）だそうです。大規模停電や、畳、
家具、家財その他のごみの集積、泥水が引いた後の泥
との格闘など、記憶に残るおびただしい日常生活の困難、
そして、心もくじけるその後の展望の無さ。温暖化の
影響は、今後さらに災害が繰り返されるであろうこと
を想像させ、待ったなしの状況で、何をしたら対策に
なるのかと、市民は途方に暮れるばかりです。

そこで、高津区まちづくり協議会では「福祉のまち
づくり」の一環として、台風19号で様々な被害にあわ
れた方々の直接体験から市民が備えるヒントを学ぶ機
会を設けました。

被災者4人の方々から、その時の事、その後のご苦
労などをお聞きしました。

おおくの世帯が浸水被害を受け
た高津区北見方町会会長藤原忠興
さんは、公民館を開放したほか、
10日間にわたって炊き出しでおに
ぎりを配ったことを紹介。膨大な
災害ごみの片づけにも、ボランテ
ィアの力強い助けと、町内会の役

割の大きさをご報告くださいました。
自宅が被害にあいながらも避難

所運営にあたった高津スポーツセ
ンター副館長の佐藤伸子さんは、
自宅の災害状況を写真で示しなが
ら、近所の方々や友人たちの手助
けがいかに大きかったか、仲間の
大切さを痛感したとご報告。その

高津学 「体験談から学ぶ、災害への備え」学習会報告
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高津区まちづくり協議会事務局（高津区役所地域振興課まちづくり推進係）
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1  Tel：044-861-3133  Fax：044-861-3103

Mail：67tisin@city.kawasaki.jp  たかつまちねっと：http://takatsu-machinet.kazekusa.jp/ キラリたかつニュース 検 索

お問合せ
ご連絡先

バックナンバーは
こちらからご覧ください

今後の予定

 　　　　　前回に引き続き、高津区内の文化遺産、記念碑を中心に取り上げました。また、まちづくり協議会の各委員会・プロジェ
クトの報告は、その時々のタイムリーな記事を載せるようにしています。この記事を一つのきっかけとして高津区の文化により深くふ
れることにつながるとうれしい限りです。

編集後記

毎年、広く参加者を公募して「歩く会」を行ってきま
した。

このコースは、バス便などに頼ることなく、溝口駅
南口から歩き始めます。市民プラザまでの約5.1キロ、
古くから地元に親しまれてきたお寺や神社、市民の願
いが実って伐採を免れた由緒ある木々などをめぐり、
眺めの良い尾根道を歩きます。

恒例のマップ完成記念歩く会は、今回、下記の予定
で行う準備をしています。

3月12日に「完成記念・歩く会」を開催
緑プロジェクトは、8年前から、「高津の散歩道リニュ

ーアル活動」を続けています。その成果を、年1回、『高
津てくてくマ
ップ』という
ガイドリーフ
にまとめてき

ました。すでに、
第1号「上作延コー

ス」、第2号「久末コー
ス」、第3号「千年・子母

口コース」を発行し、好評をいただいています。
今年度は、第4号として、「久本・末長・新作コース」

に取り組んでいます。完成の暁には、それを記念して、

　岡本かの子
生誕130周年
を記念して台
湾で出版され
た、「佛教就是
爆炸：加乃観
音降臨」（岡本かの子作「仏教人生読本」
中国語翻訳本）に、かの子観音像が紹介さ
れました。昨年5月発行の「キラリたかつ
ニュース No.69」の記事がきっかけにな
りました。 （梶原瑞康）

ご縁に感謝！トピックス

緑プロジェクト 『高津てくてくマップ』第4号「久本・末長・新作コース」完成

日 時 ● 3月28日（土）  11時～15時（雨天時は翌日に順延）
場 所 ● 久地円筒分水広場（久地1-34）
応 募 ●  円筒分水スプリングフェスタ実行委員会事務局

（高津区役所地域振興課  ☎044-861-3133）

桜の木の下で、小学生の太鼓演奏や
おはやし、中学生の吹奏楽、野だて、
地場野菜の販売などを行います。国の
登録有形文化財であり、区の貴重な財
産でもある円筒分水に出かけませんか。

春の風物詩 円筒分水スプリングフェスタ

お待ちして
います!!

高津の「今」「昔」「未来」についてみんなで語り合
いませんか？ 高津区まちづくり協議会では、区民が行
政とともに高津のくらしやまちについて考え、より魅
力的な高津を目指して活動しています。「もっと高津に
ついて知りたい！」、「地域とのつながりを持ちたい！」
と思われている皆さん、あなたの豊かなアイデア、経
験を高津のまちづくりに活かしてみませんか。

第11期高津区まちづくり協議会メンバー募集！

①氏名、②生年月日、③住所、④電話番号、
⑤高津区まちづくり協議会でやってみたいこ
と（200字程度、書式自由）を記入し、郵送、
FAXまたはメールで下記事務局までお送りい
ただくか、直接窓口までお持ちください。

応募方法

高津てくてくマップ・第4号
〈久本・末長・新作コース〉完成記念・歩く会
・3月12日（木） 午前9時　
・JR武蔵溝ノ口駅改札口前 集合

詳細は、別途、
案内チラシをご
参照ください。


