
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園都市づくり交流会議では、東広島市における学生等の学術研究活動を促

進し、大学と地域が連携したまちづくりの推進に寄与することを目的に東広島

市の地域課題を研究した論文を募集・表彰する「地域課題研究懸賞論文事業」を

実施しています。 

なお、受賞論文については、著者個人の意見であり、学園都市づくり交流会議

及び東広島市の公式見解ではありません。 
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広島県に大きな被害をもたらした平成 30 年 7 月豪雨。SNS 写真という身近な情報をも

とに、西条町での浸水域を明らかにしていく試みを紹介します。（18-23 ページ「SNSで

報告された平成 30年７月豪雨の浸水被害」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの日常にあふれた何気ない「坂道」。さまざまな視点から分析したり、写してみ

たり、名前まで付けちゃったりして。通りすぎるだけでは分からなかったその魅力に、

ふと気づけるかもしれません。（24-47ページ「西条の坂道 64選」より） 



II 

 

 

「西条」という地名はいつどこで生まれたのだろう…？そのルーツをたどっていくこ

とで、昔の「東条」の存在や町の衰退・発展といった歩みなど、西条町の歴史がひも解

かれていきます。（66-69ページ「『ねえねえ,西条はあるのに,東条はないの？』 ～『東

西条』と呼ばれた時代～」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今も形を残す立派なものだけが城ではありません。かつてあった山城の痕跡をめぐり、

そこから当時の様子を想像してみることで、戦国のロマンを体感してみませんか？ 

（70-74ページ「城建ちぬ ～戦国時代の西条～」より） 
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長福寺に柿の木と看板を見つけました。この場所を発祥の地とする西条柿が、どう広

まり、現在どのように流通しているのか、その実態に迫ります。（94-102ページ「減

産の危機？！原産西条柿」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水はどのように分配されている？その答えの１つに円筒分水というものがあります。

仕組みを知った上で見ることにより、円筒分水は地域と水とのかかわりについて私た

ちに語りかけてくるでしょう。（103-113ページ「大地に現れた謎の円形 ～円筒分水～」

より） 
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なぜこんな場所に信号機…？ノスタルジックな遺構との出会いが、かつてあった廃線

の存在を教えてくれます。いったい何を目的にした路線だったのでしょうか。（171-177

ページ「八本松廃線巡り」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西条町の景観特色の１つである「赤瓦屋根の家」。町内のどこにどれだけ分布している

か、細かな調査に基づいた図示で紹介していきます。（178-193 ページ「屋根を訪ねて

3,000軒 ～赤瓦と居蔵造～」より）
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ごあいさつ 
『歩いて学ぼう！西条地歴ウォーク』を読み始めて下さり,ありがとう

ございます.この本は読者の皆さんがこのガイドブックを見ながら,実際

に地域を歩くことを念頭に作成されています.地域の地形や歴史・文化な

どを知ってもらい,自分たちの住む地域をもっと好きになって欲しいとい

う願いを込めました. 

わたしたちは,自身が暮らす地域のことをどれだけ知っているのだろう

か？単純な疑問から大学院の授業の一環で,自身の研究に近い内容,ある

いは専門に関係なく調べてみたいと思う事柄をブレインストーミングで

抽出し,広島大学のある西条町やその周辺地域を対象地域として調査を行

いました.本ガイドブックはこの調査報告を兼ねたものです. 

 調査により,「赤瓦」「用水路」「坂道」「橋」「石碑」など普段私たちが何

気ない日常で見ることのできるものにも歴史があり,またそれらは地形と

関係が深いことがわかりました.普段見慣れているもの,ありふれたもの

について学ぶことでいつもの日常が少し違う景色に見えていきます.自分

たちの町にある知っているようで知らないものを学ぶと,自分なりに納得

できるだけでないでしょうか？ 

地域を好きになる第一歩は地域のことを知ることです.実際にそれぞれ

の事例に出てくる事象を調べることができるよう多数の地図を作成し,配

置しています.またこのガイドブックはフィールドワークなど地理学的手

法をもとに蓄積されたオリジナルデータが多数みられます.新しい発見が

出るものとなっているので楽しんで読めるはずです.この『歩いて学ぼ

う！西条地歴ウォーク』がきっかけで地域のことを知ろうとする人が増え

ると嬉しく思います. 

またこの本は地域の小学校,農家,各自治協議会や市民の方々などに多

大なる調査協力を得ることによって資料が集積され,その資料をもとに製

作されました.地域の方々の協力がなければ,ガイドブックにたどり着く

ことはなかったでしょう.ここに感謝申し上げます. 
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西条時間旅行 
ここでは 1898（明治 31）年，1950（昭和 25）年，1988（昭和 63）年，2018（平成 30年）

の地形図を眺めながら，過去の西条へしばしタイムスリップしてみたいと思います.それぞ

れの地図には，その年代の地形図で新しく登場する主な施設・構造物の名称を入れています.

以下では，それぞれの時期までにどのような施設・店舗がいつごろ出来てきたのか，主なも

のをみていきたいと思います. 

 

図 1-1 西条時間旅行マップ 

資料：各年代の地形図を合成して作成 
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１）～1898（明治 31）年 

西条は古代から安芸国における中心的な位置を占めてきました.奈良時代には安芸国分

寺，安芸国国府が設置され，江戸時代になると山陽道の宿駅として栄えていました.こうし

た中，1890（明治 23）年に西条町が成立，1894（明治 27年）年に，当時私鉄であった山陽

鉄道（現在の山陽本線）が糸崎―広島間で開通しました.翌年には八本松駅が新設開業して

います. 

 

図 1-2 1898年に時間旅行 

資料：1898（明治 31）年の地形図を加筆修正 
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２）1898（明治 31）年～1950（昭和 25）年 

1910（明治 43）年，県立西条農学校（現在の県立西条農業高校）が現在の東広島市役所付

近に開校します.1937（昭和 12）年になると三永水源地が完成します.この頃，呉市は軍都

として海軍の港，造船所が置かれ，これに伴う市域の拡大・人口の増加によって水不足が常

態化していました.この状況を打開し，軍都への給水を安定させるため，三永水源地が作ら

れました. 

 

図 1-3 1950年に時間旅行 

資料：1950（昭和 25）年の地形図を加筆修正 
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３）1950（昭和 25）年～1988（昭和 63）年 

 1970（昭和 45）年には西条町役場が現在の位置に移転し，新庁舎が竣工しています.1973

（昭和 48）年，西条プラザが東広島市初のショッピングセンターとしてオープンしまし

た.1974（昭和 49）年，西条町は近隣の町と合併し，東広島市となります.1975（昭和 50）

年には山陽新幹線が岡山から博多まで延伸開業し，東広島市域にも新幹線がやってきまし

たが，この時東広島駅は開業していません.1979（昭和 54）年，「ベルディ」が現在の「東広

島芸術文化ホール くらら」の位置にオープンしました.この商業施設はのちの「フジ東広島」

「フジグラン西条駅前」にあたります.1982（昭和 57）年，広島大学の工学部が他の学部に

先行して移転してきました.地形図にもその様子が描いてあります.東広島駅は山陽新幹線

の延伸から遅れること 13年，1988（昭和 63）年に開業しました.また西条バイパスも 1988

年にブールバールから東側が，山陽自動車道も 1988~89 年にかけて西条インターから西側

が開通，同時期に御薗宇バイパスも部分的に開通しており，西条の交通網が充実しつつある

時期でした. 

 

図 1-4 1988,89年に時間旅行 

資料：1988,89（昭和 63,平成元）年の地形図を加筆修正 
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４）1988（昭和 63）年～2018（平成 30）年 

 1990（平成２）年，「ゆめタウン東広島」がゆめタウンの新規出店としては広島県初の店

舗としてオープンしました.また同年には山陽自動車道が河内インターまで開通，1993（平

成 5）年には西条バイパスが全線開通しました.1995（平成 7）年に広島大学の統合移転が完

了すると，1998（平成 10）年にハイパーマート東広島店がオープンしました.これは現在の

ゆめタウン学園店にあたります.2000年，西条バイパスの全線開通，御薗宇バイパスの部分

的な開通に合わせ，「フジグラン東広島」がオープンしました.2002（平成 14）年，ブールバ

ールが全線開通し，2005（平成 17）年には御薗宇バイパスが全線開通しました.2007（平成

19）年には東広島運動公園のすべての施設が完成，翌年には「湖畔の里 福富」が市内初の

道の駅としてオープンしました.2015（平成 27）年，東広島・呉自動車道が全線開通しまし

た.西条プラザが 2016 年（平成 28年）に閉店すると，翌年東広島モールがオープンしまし

た.同年，山陽本線の新駅として寺家駅が開業しました. 

 

図 1-5 1990年撮影の空中写真  

資料：複数の写真を合成して作成 
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図 1-6 2018年現在の様子 

資料：地理院地図を加筆修正 

 

図 1-7 オープン当日のフジショッピングスクエア東広島店 

資料：フジ創業 50 周年記念誌より 
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５）そして未来へ... 

 2020年度，西条バイパス沿いに「道の駅西条」（仮称）が市内 2つ目の道の駅としてオー

プンする予定です.また八本松から広島市へ至る安芸バイパスが開通予定ですし，西条バイ

パスの道照交差点の立体交差化も検討されています.これらがすべて実現すれば，災害時の

バイパス機能が強化され，東広島市の交通の便は格段に向上することから，ますます人口が

増加し，東広島市はますますの発展をしていくことでしょう.一方で西条の酒蔵や赤瓦など

伝統的な建物を保存していくことで，発展と伝統が共存するような景観を作り出していく

ことが出来るでしょう. 

 

参考文献・引用文献・資料 一覧 

西条町誌編纂室（1971）『西条町誌』西条町発行． 
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国土交通省中国地方整備局平成 29年度中国地方整備局関連予算概要 

http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2017mar/170331-1top.pdf 
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西条にカープがやってきた！？ 
この西条でも広島東洋カープの公式戦が開催されたことを知っていますか？現在,カー

プはマツダスタジアムを本拠地としていますが,以前の本拠地であった広島市民球場が完

成するまでの間,呉市や福山市など県内各地で試合を行っていました.そしてここ西条でも

西条駅北側,御建神社の外苑にある御建公園野球場で 1953年から 1956年にかけて 8試合

の公式戦が行われています.（写真 2-1） 

 

写真 2-1 御建公園野球場 

資料：倉本撮影（2018 年 12 月） 

 

１）御建公園野球場 

御建公園野球場がある場所には,もともと御建馬場がありました.「西條四日市 町並写

真集」（東広島市郷土史研究会，2012）によると,馬場は 1914（大正 3）年に造成され,秋

祭りなどには近隣の町や村から自慢の農耕馬が集い健脚を競いあったそうです.その痕跡

は,石碑として今でもレフトスタンド後方に残されています.（写真 2-2）1953年以前の航

空写真を見ると,円形の馬場をはっきりと確認することができます.（写真 2-3）また,地元

の人の話によると,競馬だけでなくオートバイのレースや大相撲の地方巡業,盆踊り大会な

ど様々な催しがあり,大きな賑わいをみせていたそうです. 

現在の野球場の姿になったのは,1953（昭和 28）年頃で,それ以来プロ野球の公式戦や高

校野球の県予選の会場などで使われてきました.グランドの仕様は,内野が黒土,外野は天

然芝で両翼 86.3m,中堅までの距離が 117.5mとなっています.ちなみにマツダスタジアムは

左翼が 101ｍ,右翼が 110ｍ,中堅までが 122ｍなので,御建球場に行かれたことがある方は,

こんな狭い球場でプロの試合があったのかという感じだと思います. 
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写真 2-2 かつてこの場所に馬場があったこと示す記念碑 

資料：横川撮影（2017 年 12 月） 

 

写真 2-3 米軍が撮影した 1947年 10月 8日の西条駅上空の航空写真 

資料：航空写真閲覧サービスの米軍航空写真加筆修正 
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２）カープ公式戦 

 御建球場で初めてカープの公式戦が開催されたのは,1953年の 5月 2 日です.対戦相手は

国鉄スワローズ（現在の東京ヤクルトスワローズ）で,見事 14対 8で勝利を収めていま

す.前述したように球場が狭いため,この試合の記録をみてみると本塁打が７本も出でお

り,当時の新聞（読売新聞,1953/5/3,朝刊）の戦評にも「球場が不完全で狭い」と記され

ています.ただ,その後の試合を見てみると意外にも投手戦になっている試合もあったりし

ます.    

 西条で行われた全 8試合のカープの戦績は４勝４敗の勝率５割で,カープと西条の相性

は良くもなく悪くもなくというところでした.（表 2-1）ちなみに８試合のうち４試合に登

板にした長谷川良平投手は,古くからのカープファンなら必ず知っていると思いますが,小

さな大投手の異名をもち,通算 197勝で 2001年には野球殿堂入りも果たした選手です.ま

た 1955年の試合で登板した国鉄の投手は,言わずと知れた大投手金田正一投手であり,プ

ロ野球記録の通算 400 勝のうちの 1勝はここ西条であげています.球界の名投手たちが御

建球場のマウンドに立っていたことは意外と知られていないかもしれませんね. 

表 2-1 御建公園野球場で開催されたプロ野球公式戦結果一覧 

 

 

３）たる募金と西条 

 カープと西条との関係でもう１つ欠かせないのが,福美人酒造に展示されている酒樽で

す.カープ球団は 1949 年に球団が誕生しますが,市民球団であるがゆえに,球団発足当初か

ら資金難に陥っていました.そこで承知の方も多いと思いますが,カープを存続させるため

に広島市民が立ち上がり,募金活動を行いました.そのときに募金箱として使用されたのが

福美人酒造の酒樽です.スタッフの方によると,このとき募金活動を中心となってやられて

いた方が福美人酒造の取引先の方で,そのつながりで福美人の酒樽が使われたそうです.ま

たこのときの募金活動で使われた樽で残っているのは,これだけではないかともおっしゃ

っていました. 

今のカープの強さがあるのも苦しい時代を支えた市民の力とこの酒樽があるからです.

本当のカープファンなら絶対に見ておくべき品です.カープのゆかりの地が意外にもこん

な身近な場所にあります.ぜひ一度歩いて訪れてみてください. 
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写真 2-4 実際に使われた樽募金の酒樽（福美人） 

資料：倉本撮影（2018 年 12 月） 

 

 
図 2-1 広島カープゆかりの場所 

資料：現地調査をもとに地理院地図を加工して作成 
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西条盆地で繰り広げられる川の戦い 
 西条盆地で，川同士の戦いが行われているのを知っていますか？普段何気なく通るとこ

ろで，数十万年前にさかのぼる長い戦いが行われていて，いまなお戦いが続いているのです．

そもそも川同士の戦いとは，どういうことなのでしょうか.雨は山の斜面や平野など様々な

ところに降り，いずれどこかの川に集められて，最終的には海に注ぎます.川の大きさは，

その川に集まる雨が降る地域（集水域や流域と呼びます）の面積によって決まります.「戦

い」とは，隣の川の流域を奪って自分の流域を広げることを指します.地形の専門用語では，

「河川争奪」と呼ばれる現象です. 

 主な戦場は，JR八本松駅周辺，八本松飯田，西条町吉行，西条町下三永の４地点です.早

速，どのような戦いなのかを見てみましょう.ここでは，戦いをイメージしてもらうために，

水系を領土と言い換えて書いてみます. 

 

１）JR八本松駅の戦い〜温井川（黒瀬川水系）VS瀬野川  

JR八本松駅は，川同士の戦いをふまえて置かれた駅なのです（図 3-1）.図 2は黒瀬川水

系の温井川と瀬野川に沿った地形断面図となっています.八本松駅が，ちょうど温井川と瀬

野川の領土との境界（分水界）にあたります.なお，八本松駅から東側の切り通しは鉄道を 

敷く際に山を崩したものですので，それ以前は，八本松中学校の脇を流れる温井川と瀬野川 

 

図 3-1 JR八本松駅・八本松飯田の戦いの地図 

資料：現地調査より作成 
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が八本松駅付近で接していたのです.さて，断面図をみると，川の勾配が全く違うことがわ

かります.瀬野川の勾配が大きいことは明瞭です.勾配が大きいということは，それだけ侵

食する力が大きいことになりますので，これまで瀬野川が温井川の領土を徐々に奪ってき

たのです.志和町政光，入野の谷が東に向いていることや，二つの地区の高さを考えると，

おそらく両地区は昔黒瀬川の領土だったはずです（図 3-2）.今では瀬野川の領土になって

います.JR 八本松駅の位置は，急な勾配である瀬野川の最上流にあたります.仮に急な勾配

の途中に駅をつくってしまうと，駅に停車した後，さらに上ることになります.急な勾配の

ところで，止まっている列車を動かすことは困難なため，分水界上に駅を設置したのです.

ちなみに，温井川をせき止めて，七ツ池ができていますが，これもこの河川争奪と関係があ

ります.それは温井川の源流が JR 八本松駅付近なので集水域が狭いため，谷をせき止めて

できるだけ雨水を貯めているからなのです. 

 

 

図 3-2 黒瀬川水系と瀬野川の地形断面図 

資料：基盤地図情報より筆者作成 

 

２）八本松飯田の戦い〜黒瀬川 VS瀬野川 

 米軍川上弾薬倉庫の敷地の東側にあたる八本松町宗吉地区と飯田地区の境にいってみま

しょう（図 3-1）.倉庫の柵近くでは水路を流れる水は西に向かっていますが，しばらく東

に向かって歩くと，東側へ流れていることに気づきます.ここでも，瀬野川と黒瀬川の戦い

の最前線となっています.ここは少しややこしいのですが，もともと弾薬倉庫の周辺は，古

温井川の上流にあたり，現在の瀬野川の流れと同じように北から南へ流れ，今の JR八本松

駅を通って南へ流れていました.その後，瀬野川が攻めてきて，古温井川の上流を奪って現

在の領土になっているのです. 
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３）下三永の戦い〜下三永川（黒瀬川水系）VS 田万里川（沼田川水系） 

 西条盆地の南東縁では，国道２号線を西条側から竹原に向かって東へ進むと，なだらかな

盆地の縁からでた途端に，急な下り坂になります.その道路の勾配の違いは，川の戦いの様

子を示しています.盆地内を西に向かって流れる黒瀬川水系の下三永川と，東へ向かって三

原市へ流れる沼田川水系の田万里川の分水界が戦いの最前線となります.ここでは，田万里

川の勾配が大きく，田万里川が下三永川の領土を奪ってきました.もともとの下三永川の領

土だった痕跡が，竹原市上田万里の山の上に見られる平坦面として残っています.国の登録

有形文化財である「三永の石門」（写真 3-1）は，まさにこの分水界の上に設置されていま

す.これは偶然ではありません.「三永の石門」の上には水路跡の溝がつけられています.

元々分水界上に北から南へ流れる水路がありましたが，明治時代に国道を設置する際に分

水界を開削する必要があり，開削した地点に水路の水を通すために石門が置かれたのです.

この用水路は下三永川の北側にある谷をせき止めてつくった溜池からの水を，下三永川の

南側に広がる扇状地の水田に送るためにつけられていました.用水路はできるだけ高いと

ころを通した方が，それだけ高い位置の水田まで水を送ることができるので，昔の人は，盆

地の中で最も高い分水界に用水路を設置したのです. 

 

写真 3-1 三永の石門 

資料：横川撮影（2019 年 1月） 

注１）現在の位置は移設された位置である 

 

４）吉行の戦い〜中川（黒瀬川水系）VS 入野川（沼田川水系） 

 高屋にある高美が丘ニュータウンは，実は，この戦いによってできたといっても過言では

ありません.戦いのきっかけは，沼田川水系の入野川が，高屋の盆地に侵入したことにはじ

まります.侵入する以前は，高屋は，黒瀬川の領土となっていて，西に向かって流れていま

した（図 3-3，3-4）. 
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図 3-3 吉行の戦いの地図 

資料：現地調査より筆者作成 

 

 

図 3-4 黒瀬川水系と入野川の地形断面図 

資料：基盤地図情報より筆者作成 
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黒瀬川の地層に含まれる，九州中部の九重火山起源の火山灰の年代によって，約 50万年

前，高屋は黒瀬川の領土ということがわかっています.その後，ある時期に，入野川が侵入

したことにより，東側から徐々に黒瀬川の領土が失われていったのです.白市の集落や高美

が丘ニュータウンをはじめ，高屋の山の特徴は，高さ 250〜260mのところでなだらかな平坦

面があり，しかも山の頂部は東から西に向かって緩やかに下がっています.これは，昔黒瀬

川が西に向かって流れていた時の痕跡であり，その証拠に，山の上なのに円い石ころや砂の

地層が見られます.山の上に平坦面が広がっていたので，高美が丘ニュータウンがその平坦

面を利用してつくられたのです.さて，現在の戦いの最前線はどこかというと吉行工業団地

の北にあたり，JR山陽本線の線路がまさに分水界を横切って走っています.そこを歩いても

単なる平坦な盆地ですが，水の流れる方向を注意深くみると東西に分かれています.これこ

そが，50万年間に及ぶ長い戦いの歴史の今なのです. 

 さて，西条盆地で見られる川の戦いをみてきましたが，それぞれの戦いで共通した特徴が

あります.すべて谷の中に分水界があることです.これを谷中分水界とよび，河川争奪で必

ず見られる地形です.なお，下三永の分水界を除けば，どこで川の境界があるのか意識しな

いとわからないと思います. 

 さらに戦いの勝負にも特徴があります.それは，すべて黒瀬川水系の川が一方的に負けて

いることです.西条盆地の西側は瀬野川，西条盆地の東側は沼田川によって黒瀬川の領土が

とられていることになります.なぜ，一方的に負けているのでしょうか？実は，侵食力の違

いが大きな理由です.瀬野川と沼田川は海から直線的にのびている河川で，河床の勾配も大

きいという特徴がある一方，黒瀬川は標高が高く河床の勾配も緩いという特徴があります.

勾配と標高の違いにより，一方的に黒瀬川が負けることになります.黒瀬川の勾配が緩い大

きな原因は，呉市と東広島市黒瀬町の境にある二級峡の存在です.この辺りの岩石が強く，

黒瀬川の本流でも滝となっています.そのため，二級峡より上流側に侵食が及びにくく，勾

配が緩いままとなっているのです. 
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SNSで報告された平成 30年 7月豪雨の

浸水被害 
１）はじめに 

 西日本に停滞していた前線や対馬海峡から日本海へと進路をとった台風 7 号の影響によ

り，広島県や岡山県・愛媛県など１府 10件に特別警報が発表され，西日本を中心とした広

範囲で記録的な大雨となりました（気象庁，2018）.一連の大雨は計 232人の死者・行方不

明者をもたらしました（内閣府，2018）.気象庁は一連の豪雨について「平成 30 年 7 月豪

雨」と命名しました.また，広島市東部・江田島市～岡山県西部にかけて少なくとも 8,497

箇所で斜面崩壊が発生し，一度の降雨で発生したものとしては過去最多に匹敵する可能性

があります（広島大学平成 30年 7月豪雨災害調査団（地理学グループ），2018）. 

 東広島市では土砂災害が 44 件，ため池被害が 169 件，その他浸水被害などが確認され，

死者・行方不明者が 13人となりました（広島県，2018; 東広島市，2018）.斜面崩壊は，県

内最多となる 2,730箇所で発生し，山陽本線や山陽自動車道をはじめ，東広島市と周囲の自

治体をつなぐ主要道路の多くが被害を受けました. 

 平成 30年 7月豪雨では Twitterをはじめとした SNS上で被害の様子が数多く投稿されま

した.SNS 上には被害の様子が，時に画像つきで次々に投稿されるため，被害の分布をリア

ルタイムに把握出来ます.なかでも岡山県倉敷市真備町周辺の浸水被害では，国土地理院が

SNSなどに投稿された写真に基づいて浸水した深さを推定しています（国土地理院，2018）.

また広島県の坂町と広島市安芸区矢野地区でも SNS などに基づいた被害分布が発災から三

日後に速報されています（日本地理学会災害対応委員会，2018）.また SNS上に投稿があれ

ば，報道で大きく扱われていない場所であっても被害を容易に把握することが出来ます.こ

こでは SNS上に投稿された被害のうち，東広島市旧西条・高屋・八本松町について投稿され

たものをマッピングし，現地調査と標高データに基づいて浸水域を推定します.今回の豪雨

災害で被災した箇所を確認できるだけでなく，ハザードマップの作成や住民の避難計画の

立案など防災に役立てることが出来ると考えられます. 

 今回は Twitter 上に投稿された被害のうち画像つきで投稿されたものを収集し，画像か

ら位置が特定できるものを地図化しました（図 4-1）.地図化できた被害箇所は 31箇所でし

た.特に車の往来が多い幹線道路沿いで投稿が多くなっています.また，発災翌日の早朝，日

が昇ってきて被災の様子が明らかになってきた時間帯の投稿が多いようにも思います. 

 

２）現地調査 

 Twitter上に被害が投稿された地点のうち，浸水被害の投稿があった４箇所と黒瀬川周辺

で 2018年 11月 29日に現地調査を行いました（図 4-2）.調査は住民への聞き取りや土砂の

堆積などの浸水の痕跡を記録しました.以下では調査の結果を簡単に記します. 
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図 4-1 旧西条町・高屋町・八本松町における平成 30年 7月豪雨の被害分布． 

資料：崩壊地の分布は「平成 30 年 7 月豪雨による広島県の斜面崩壊分布図，2018 年 8 月 2 日」

（広島大学平成 30 年 7月豪雨災害調査団（地理学グループ））を使用した．基図は基盤地

図情報ならびに国土数値情報のに基づく 

 

 

図 4-2 調査箇所と SNSに投稿された画像 

資料：SNSに投稿された画像と現地調査に基づく 
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〇JR西高屋駅北側 

 西高屋駅北側では，駅の南に位置する昭和隧道の容量を超える雨が降ったことで入野川

が越水し，浸水被害をこうむりました（東広島市議会，2018; 図 4-3a）.調査では地表から

最大 87cm の高さに，浸水の痕跡である砂の筋が認められました（図 4-3b）.また住民の方

から提供していただいた画像から，浸水域の端を確認することができました. 

 

〇西条町吉行 

 桧山交差点の南側では，上流で発生した土石流により入野川にかかる橋に木が引っかか

り，そこから水があふれて道伝いに水が流れたこと，部分的に低くなっている地点を通り南

の川へ水が流れていったことが聞き取りから明らかになりました.また中国電力西高屋変

電所付近では地表から最大 80cmの高さに浸水の痕跡が認められ，この浸水が南側で発生し

た土石流によるものであること，この場所では繰り返し土石流が発生していること，そのた

びに河床に土砂が堆積しているために川の水があふれやすくなっていることが聞き取りに

より分かりました. 

 

図 4-3 調査地点の画像 a：豪雨により被災した西高屋駅北側の様子 

b：現地調査時に確認された浸水の痕跡 

c, d：豪雨翌日の黒瀬川沿いの様子  

資料：東広島市議会（2018）や現地調査により筆者作成 
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〇西条大坪町（ゆめタウン東広島の西側） 

 大坪交差点周辺では 7/6 の 20 時頃に地表から最大 30cm の高さまでの浸水が確認された

後，22 時にはすでに水が引いており，最短で 2 時間という短時間で水が排水されたことが

聞き取りにより明らかになりました.また西条大坪町の南側では，黒瀬川水系の中川から水

路に沿って水が逆流してきたことで浸水したことが明らかになり，聞き取りにより水の流

れを再現することが出来ました.この場所では過去にも同様の浸水があったことも分かり

ました. 

 

〇西条中央・御薗宇 

 国道 2 号線道照交差点の南では用水路が詰まったことで浸水被害があったことが聞き取

りから明らかになりました.また賀茂自動車学校の周辺でも浸水の痕跡が確認され，多量の

雨で排水が追いつかなかったため（内水氾濫）10cm程度冠水したことがわかりました.御薗

宇交差点では地下道が水没し，天井まで水が達したことが確認されました. 

 

〇西条町寺家 

 黒瀬川周辺では主に用水路の水があふれたことによる冠水・浸水に至ったことが確認さ

れ，地表から最大 80cm の高さに浸水の痕跡が認められました（図 4-3c,d）.また 2 本の用

水路に挟まれた場所では，その間で顕著な浸水があったことが分かりました. 

 

３）現地調査と標高データに基づいた浸水域の推定 

 調査の結果をもとに浸水に事実やその深さ，浸水した範囲の端を確認し，それらの地点の

高さから標高データを用いて浸水面を割り出し，浸水域を推定しました（図 4-4）.国およ

び都道府県が指定している浸水想定区域と比較すると，浸水が想定されていた地域では平

成 30 年 7 月豪雨での浸水深は想定を下回るものであったことが分かります.しかし黒瀬川

水系の中川沿いの地域では浸水想定区域が設定されていない地域でも浸水が発生していま

す.これは中川が「洪水浸水想定区域図を公表する河川」に指定されていないためです（国

土交通省 HP）.しかし「洪水浸水想定区域図を公表する河川」に指定されていない川であっ

ても今回や過去にも浸水は発生しており，将来起こりうる大雨でも浸水する可能性があり

ます.行政による対策はもちろん必要ですが，住民も防災への意識を十分に高めて避難計画

の立案や用水路の美化などを行う必要があるでしょう. 
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図 4-4 浸水推定図 

資料：浸水推定図．現地調査と国土数値情報に基づく． 

注１）なお実際に浸水があった範囲でも把握できていない部分や浸水していない範囲でも浸水

範囲として示されている場合があります 
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西条の坂道 64選 
 

１）坂道について 

 乃木坂,欅坂,けやき坂（ひらがなけやき）…世間を坂道が席巻していると言っても過言で

はありません.ここ安芸国を含む瀬戸内地域においても,坂道ではないものの,2017 年 3 月

に STU48 というグループが誕生するなど,時世は国土総アイドル時代の様相です.2019 年 2

月 13日には 2nd Single『風を待つ』が発売されるということですが,そのミュージック・

ビデオは坂道の聖地である広島県尾道市で撮影されたということです. 

 このような坂道ですが,それは日本の国土に照らし合わせてみても,我々にとって身近な

ものであると言えます.日本の国土は「山が多く,平野が少ない」とも言われるように,約 70%

を山地や丘陵地が占めています.（図 5-1）広島県についても,大部分が山であると確認でき

ます.（図 5-2）つまり,坂道は日本の地形的特徴を反映した日本,更には広島を代表するも

のであると言えます. 

 
図 5-1 日本の国土の起伏の様子 

資料：地理院地図に傾斜量図を合成した. 
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図 5-2 中国地方の起伏の様子 

資料：広島県における平地は広島平野,福山平野,三次盆地,そして我らが西条盆地などにわずか

に広がるばかりである.地理院地図に傾斜量図を合成した. 

 

２）坂道を学ぶ意義 

 坂道は日本の地形的特徴を反映したものであると先に述べたように,坂道を学ぶことは

日本の地形を学ぶきっかけになり得るものと考えられます.また,中学校（社会地理的分

野）・高等学校（地理総合）の学習指導要領においては,「地域調査」あるいは「生活圏の調

査」が扱われるべき内容となっているとともに,高等学校（地理総合）では地図や地理情報

システム(GIS)を用いて調査等を行い,地理的な技能を身に付けることが求められています. 

つまり,坂道を学ぶことは日本の地形を学ぶきっかけになるのみならず,坂道を地域調査や

生活圏の調査の題材として取り上げることで,地図や GISを活用する技能を獲得するととも

に,地域について学ぶことにもつながると言えます.高等学校（地理総合）における生活圏の

調査の目標は,生活圏の地理的な課題の解決に向けた取組や探究,考察・構想・表現とありま

すが,それは調査の過程で浮かび上がってくるものと考えられます.これについては本稿の

最後を参照してください. 

 

３）坂道の学び方の流れ 

 ここでは坂道の学び方の流れについて簡単に紹介します.詳細は「坂道調査のための地理

院地図入門」をご参照ください. 

①地形図を用いてどれが坂道か検討をつける 

②地理院地図を用いてどれが坂道か更に検討する  

③地理院地図に坂道を描画する 
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④情報をまとめて現地調査へ 

 以上のような流れとなります.ポイントは紙の地形図とウェブ上の地形図の両方,つまり

アナログとデジタル両方の地形図を利用するということです. 

 

４）道の分析 

 調査した坂道には様々な要素が詰まっています.それは歴史的・文化的・個人的…様々な

要素から成り立っているでしょう.しかし,ここでは坂道の数学的な側面に目を当てて,坂

道について分析することにします.具体的には,①長さ(m),②曲率半径(m) ③傾斜角と勾配

（高さ/水平距離）の 3点について,地理院地図等を利用して分析します. 

①長さ(m) 

：地理院地図の計測機能を用いて坂道の距離（長さ）を計測します. 

②曲率半径(m) 

：曲率半径とは,カーブの度合いを円の半径を用いて表現したものであり,値が小さいほど

急カーブであることを示すものです.今回,曲率半径を算出するにあたっては,「円の弧長,

弦 長 ,矢高 ,半径のどれか 2 つを与えて残りを計算 │高精度計算サイト」

（https://keisan.casio.jp/exec/user/1329041462 2018 年 12 月 26 日最終閲覧）を利用

します. 

③傾斜角と勾配（高さ/水平距離） 

：勾配を算出するには「高さ」と「水平距離」の値が必要となります.「水平距離」は地理

院地図の計測機能の「距離」で代用します.「高さ」は地理院地図の断面図描画機能を用い

て求めます.そして,「高さ/水平距離」を計算し,求まった値（「勾配」）を三角関数表（tan）

に対応させると,「傾斜角」を求めることができます. 

 以上のような坂道の数学的側面からの分析は,坂道の客観的な評価指標になり得るもの

と考えられます. 

 

５）西条の坂道 64 選  

 西条のガイドブック作成にあたって,「坂道調査のための地理院地図入門」に則り,西条を

範囲として坂道の調査を実施し,図表を作成しました（図 5-3, 表 5-1,5-2,5-3）.冒頭にも

述べたように,坂道が世間を賑わせているという事実に基づき,調査した坂道を 46に絞るこ

とを考えておりました.しかし,ガイドブック前段階である現在の状況ではひとつでも多く

の坂道を西条の皆さまに知っていただくことを優先すべきと考えられるため,46 の十の位

と一の位を入れ替えた 64に絞り,「西条の坂道 64選」としたことを予めお断りします. 
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図 5-3 西条の坂道 64選 

坂道は 2018 年 6 月 14 日,9 月 26 日,10 月 22 日,11 月 15 日に調査した.番号は表に対応する.地

理院地図に傾斜量図を合成し,坂道と番号を加筆した. 

 

表 5-1 坂道の名称と特徴 

番号 名称 特徴 

1 グランマスト坂 急カーブあり.冬季は建物の陰で路面凍結注意. 

2 ナフコ坂 急傾斜から緩傾斜へと変わる長い坂道. 

3 二神山東坂 
事前調査では長さ,傾斜,カーブが揃っており期待できる坂道である.（現地調査当時,調整

池工事のため立入禁止） 

4 広大東坂 
新しく,広い,緩やかなカーブで長い.並走する車道を見るとカーブ,坂道の様子がわかりや

すい. 

5 国際寮坂 
急カーブ.車道と分離された歩道なし.「大型車進入禁止」の標識もある.冬季は路面凍結に

注意. 
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6 六方学園江戸坂 道幅が狭い.急カーブ,急傾斜.江戸時代くらいからある道という噂あり.（by. kmhr准教授） 

7 武士の坂 上りがきつい,長い坂.車用という感じである.片側に車道と分離された歩道あり. 

8 田口研究団地坂 
二段階で緩急あり.カーブもある.溜池を見ながら下ることができる.終点は行き止まり（石

材加工場）である. 

9 武士の坂２ 古そうな道.元祖・武士の坂か.カーブがしつこい.民家の横を通るため注意が必要. 

10 柏原西坂 
カーブがしつこい.急坂かつ急カーブ.Ｌ字フェイク（終わりかと思ったらまだ坂道は続く）

がある.坂の始まりまでが砂利道で不安要素あり. 

11 アスパラ坂 坂道の始点がアスパラ畑でおしゃれ.道幅が狭い. 

12 西条特支坂 片側が住宅地であり,側溝に注意が必要.急坂. 

13 裏ファミマ坂 
始点は住宅地（一部開発中）であり,終点がファミリーマート西条町田口店の裏.狭いかつ急

なくせに住宅地の横を通り抜けるという点で注意が必要. 

14 金清坂 道幅が広く安心.傾斜は急.始点が住宅地である. 

15 西農みどり寮坂 
坂道に設置された車止めのようなもので下って遊べないような工夫ある.しかし,坂道の両

側に草が生い茂っており,放置気味の印象もある.平成 30年 7月豪雨で被災（土砂崩れ）. 

16 長者坂 急カーブかつ傾斜が強い.しかし,すぐ終わる. 

17 デミオ坂 棚田に沿った坂道.始点に溜池あり. 

18 東デミオ坂 カーブから坂道,住宅と棚田を楽しめる.終点が突然道路になるため注意が必要. 

19 JICA坂 
「坂下り禁止」（英語表記：Don't go down the slope with riding a bike）の標識あり.

見て楽しむ坂道. 

20 鏡谷坂 
広大農場,鏡山城址登山道,鏡谷神社,遺跡など見所が多い.交通量が多く注意が必要.ひた

すら長い坂道が続く. 

21 学生寮坂 
「鏡谷坂」の後に下ると楽しさ倍増.ただし,交通量が多く,車道と分離された歩道がないた

め注意が必要. 

22 うどん坂 
元祖チンサム系坂道.Ｓ字と急坂で美しい.田口方面経験後は感動半減である.うどん屋の

隣が始点. 

23 墓地坂 広大職員宿舎出入口と坂道の終点が交差し危険である,急さは一級品と言える. 

24 Ｖ字坂 古河川を境にきれいな対称を描く坂道. 

25 パンク坂 
長いためゆったりした感じがする.しかし急.上ろうとしたら自転車の後輪がパンクしたた

め命名. 
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26 照美坂 焼肉屋照美の隣から下る坂道.住宅の間を通り抜け,畑（家庭菜園？）もある.生活感あり. 

27 R375側道坂 
国道 375 号から円城寺団地へ向かう側道の坂.短く直線的.「パンク坂」よりも楽に円城寺

団地へ向かえる説（佐藤商店店主談 by. 調査員・fjmr）は本当である. 

28 のんバス坂 
円城寺団地の道と新しい道の交点にある坂.少しカーブあり.円城寺団地内にある円城寺北

バス停を通るコミュニティ・バス（のんバス）の通り道. 

29 棚田坂 正統派・直線的坂道.棚田風景を楽しむことができる.ただし路面はガタガタで下ると怖い. 

30 赤ヘビ坂 赤縞模様が描かれた坂道.狭く,細い.農道感あり. 

31 新旧坂 
新旧道路（「のんバス坂」で記した新しい道の延長と農道）の交点の坂道.ミカンの木と棚田

の風景を見ることができる. 

32 逆側道坂 
円城寺団地から国道 375 号へ合流する側道と逆向きの坂道.最初に急カーブがあるが,最後

は草むらに突っ込むことができるため安心. 

33 凸坂（山坂） 山型の坂道.最後にカーブがあり,新旧道路が交差する. 

34 凹坂（谷坂） 
「凸坂（山坂）」の頂上付近で谷型に対称的になる坂道.神社寄りにショージの移動販売車が

来た. 

35 至ブールバール坂 

2014年 7月供用開始の下見街道（県道 332号）とブールバールを結ぶ道.両側とも坂道（凸

型）であるが,ブールバール側の方が特に急坂かつ急カーブ.平成 30年 7月豪雨で頂上より

ブールバール側で土砂崩れが発生し,通行止めとなった. 

36 夢町はるか坂 終点がＴ字路.短い坂道.ゆめタウン学園店を望むことができる. 

37 Ｙ字坂 

左ルートと右ルートあり.フジハイム（アパート名）を挟む坂道 

左ルート：狭く,細い.カーブあり.途中で犬が吠える家がある.家が密集している.圧迫感が

ある. 

右ルート：頂上付近が畑で見通しが良い.開放感がある.途中で道が 2 本に分かれるフェイ

クあり.その辺りで段差があり,正統派・チンサムロードである. 

38 
SNAKE WARNING 坂

（SAZANAMI坂） 

幼稚園（さざなみ幼稚園）に至る坂.傾斜が急かつ道幅が狭い.頂上が国道 2 号線バイパス

をまたぐ道.岡山へ 133㎞,福山へ 73㎞地点の坂道.（国道の標識より） 

39 インスタ坂 
林道（？）に突然現れる緑の木々によるトンネルと坂道.インスタ映えしそう.途中段差があ

り,正統派・チンサムロード感あり. 

40 前谷至坂 
始点に段差があり,正統派・チンサムポイントという感じである.始点から見て左手に竹の

刈った跡があり,秘境の面影が残る.下り始め最初にカーブがある. 

41 前谷坂 交通量が多い点で危険な坂道（の一つ）である. 
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42 平泰寺坂 
急傾斜度 No.1（体感）かつ舗装がガタガタで道幅も狭いため自転車で下り不可.平泰寺の参

道. 

43 平泰寺南坂 
寺を出てすぐに急カーブ,舗装も悪いためガタガタする.最後は道がきれいかつ何かの木が

並んでいて春あたりはたぶんきれいであろう. 

44 賀茂ハイツ坂 

急傾斜でカーブもある.頂上付近に飢坂（かつえざか）の看板あり.（おそらく平成 30 年 7

月豪雨の影響で通行止め）飢坂は大名が通るときの道であり,水分補給などをしていたらし

い.通行止め区間の先にそれに関する案内板があるらしい.（by. 散歩していた賀茂ハイツ

在住の方談） 

45 裏賀茂ハイツ坂 墓地につながる坂道. 

46 郡八幡神社参道坂 参道を兼ねていそうな坂.途中に鳥居がある. 

47 月見園坂 

終点から見ると,カーブの後に直線となっており美しい.直線部は急傾斜.頂上が行き止ま

りになっている.頂上からは寺家地区を見渡せる.（ラムー,パチンコ屋,国道 2 号線バイパ

ス側道沿いにある東広島市水道局の施設等） 

48 エトワール東坂 見て美しく,傾斜も急.直線的.沿道に赤瓦の窯跡やかっこいい感じの用水路がある. 

49 老ホ坂 
終点の看板に「180ｍ上る」とあり,老人ホーム公認坂道である.（老人ホーム非公認）ゆる

い傾斜,沿道に住宅,頂上が老人ホーム（桜が丘保養園） 

50 逆Ｙ字坂 

左ルート,右ルートあり. 

左ルート：道幅が広いため車がよく通る.つまり,坂道を純粋に楽しみにくい.終点にあるパ

ン屋の駐車場案内の看板に「坂」という表現がみられる.パン屋公認坂道である.（パン屋非

公認） 

右ルート（サタケ寮側）：細い.急カーブが 2 か所ある.住宅の間を通る.最後はきれいな道

に出る. 

51 にゃんにゃん坂 諏訪神社の近く.細く長い直線状の坂道.墓地→住宅→踏切と多様なものがみられる. 

52 逸れ参道坂 
諏訪神社参道を逸れた坂道.住宅が密集している.細い.終点に踏切あり.坂道の聖地・尾道

感あり. 

53 和夫坂 始点に志位和夫のポスターがある.旧山陽道.細いカーブあり.住宅の間を通る. 

54 溜池外周坂 

左ルート,右ルートあり. 

左ルート：右ルートよりも傾斜がきつい感じがする点で坂道らしい.道,沿道の家ともに新

しい印象. 

右ルート：ゆるい坂道.最後の方にカーブあり. 

55 御建裏坂 神社と球場の裏に通じる坂道.細い.住宅のある通りからは見つけづらい. 

56 国道 2号側道坂 頂上から国道 2号バイパスを見下ろせる.また,頂上付近に東広島市水道局の施設がある.長
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く急に感じる坂.平成 30年 7月豪雨の被害が 2か所みられる. 

57 三ツ城・図書館坂 
長く,カーブありの坂道.下りの横断歩道手前の路面に色付き舗装あり.その辺りから急傾

斜.通学路かつ終点に信号機ありで注意が必要. 

58 大町坂 
全体として二段階の坂となっているが,止まれ標識のあたりで少し盛り上がる.この盛り上

がりがストッパーの役割を果たしそう.二段階目の坂道が長い. 

59 本大町坂 
「大町坂」に連続する坂道.最初,急傾斜部分があり,短い.その後急カーブがあり,傾斜はゆ

るやかになる. 

60 半バリアフリー坂 半分階段,半分段差なし舗装になっている坂道. 

61 西条小Ｘ坂 

北傾斜と南傾斜あり.西条小学校や住宅街のある高まりからブールバール沿いの歩道を接

続するようにＸ型に延びる坂道.車止めや階段,植木鉢（ブールバール側）により自動車は通

行できないようになっている. 

北傾斜：終点にはバス停（「西条小学校」）があり,老若男女問わず生活道としての意義の大

きい坂道と考えられる.また,接続する歩道は西条駅方面へ下っている. 

南傾斜：市立図書館や大学方面への自転車利用者向けの坂道であると考えられる.終点は交

差点に位置する. 

62 西条小正門坂 
急傾斜かつカーブあり.沿道に木が植えてあり,秋は紅葉していて美しい.段差もあり,正統

派・チンサムロード感あり. 

63 西条小坂 
カーブが多いが道幅が広いため危険度は少ない印象.ただし,途中に車止めがある箇所は急

傾斜かつ一直線かつ道幅が狭くなるため危険度大.全体としては長い. 

64 西条小東坂 二段階坂×２（上り,下りに 1か所ずつ）がある.カーブあり,また,体感傾斜きつめ. 

 

表 5-2 坂道の長さと傾斜角 

番号. 名称 長さ（m） 傾斜角（°） 

1 グランマスト坂 約 58m 約 1～2° 

2 ナフコ坂 約 137m 約 1～2° 

3 二神山東坂 約 469m 約 5° 

4 広大東坂 約 1124m 約 2° 

5 国際寮坂 約 337m 約 2° 

6 六方学園江戸坂 約 300m 約 5° 

7 武士の坂 約 453m 約 3° 

8 田口研究団地坂 約 220m 約 5° 

9 武士の坂２ 約 254m 約 4° 
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10 柏原西坂 約 215m 約 6° 

11 アスパラ坂 約 305m 約 3° 

12 西条特支坂 
約 226m 約 3～4° 

13 裏ファミマ坂 約 250m 約 5° 

14 金清坂 約 255m 約 4° 

15 西農みどり寮坂 約 84m 約 7～8° 

16 長者坂 約 382m 約 2° 

17 デミオ坂 約 294m 約 3° 

18 東デミオ坂 約 175m 約 4° 

19 JICA坂 約 230m 約 4° 

20 鏡谷坂 約 748m 約 4° 

21 学生寮坂 約 367m 約 4° 

22 うどん坂 約 265m 約 3° 

23 墓地坂 約 24m 約 10～11° 

24 Ｖ字坂 

約 760m 

北側：約 449m 

南側：約 271m 

北側：約 3° 

南側：約 4～5° 

25 パンク坂 約 365m 約 3° 

26 照美坂 約 163m 約 3° 

27 R375側道坂 約 137m 約 3～4° 

28 のんバス坂 約 112m 約 3～4° 

29 棚田坂 約 173m 約 5° 

30 赤ヘビ坂 約 126m 約 3° 

31 新旧坂 約 154m 約 5° 

32 逆側道坂 約 57m 約 3° 

33 凸坂（山坂） 

約 309m 

南東側：約 130m 

北西側：約 179m 

南東側：約 2° 

北西側：約 4～5° 

34 凹坂（谷坂） 

約 156m 

北東側：約 85m 

南西側：約 71m 

北東側：約 3～4° 

南西側：約 3～4° 

35 至ブールバール坂 
約 310m 

（ブールバール側） 約 5～6° 

36 夢町はるか坂 約 123m 約 3～4° 
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37 Ｙ字坂 

    

左ルート：約 213m 左ルート：約 2° 

右ルート：約 241m 右ルート：約 2° 

38 
SNAKE WARNING坂（SAZANAMI

坂） 約 244m 約 5° 

39 インスタ坂 

約 383m 

（勾配の計測地点からは約

290m） 約 3～4° 

40 前谷至坂 約 71m 約 3° 

41 前谷坂 

約 320m 

南西側：約 225m 

北東側：約 95m 

南西側：約 1°以下 

北東側：約 3° 

42 平泰寺坂 約 91m 約 9° 

43 平泰寺南坂 約 129m 約 5° 

44 賀茂ハイツ坂 約 311m 約 6～7 

45 裏賀茂ハイツ坂 約 39m 約 8° 

46 郡八幡神社参道坂 約 140m 約 2° 

47 月見園坂 約 249m 約 6° 

48 エトワール東坂 約 128m 約 3～4° 

49 老ホ坂 約 187m 約 4° 

50 逆Ｙ字坂 

    

左ルート：約 285m 左ルート：約 3° 

右ルート：約 268m 右ルート：約 3° 

51 にゃんにゃん坂 約 234m 約 3° 

52 逸れ参道坂 約 56m 約 6° 

53 和夫坂 約 155m 約 4° 

54 溜池外周坂 

    

左ルート：約 302m 左ルート：約 2° 

右ルート：約 308m 右ルート：約 1～2° 

55 御建裏坂 約 122m 約 4° 

56 国道 2号側道坂 約 602m 約 2～3° 

57 三ツ城・図書館坂 約 250m 約 4° 

58 大町坂 約 262m 約 2～3° 

59 本大町坂 約 167m 約 3° 
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60 半バリアフリー坂 約 36m 約 11° 

61 西条小Ｘ坂 
北傾斜：約 105m 

南傾斜：約 137m 

北傾斜：約 6° 

南傾斜：約 4～5° 

62 西条小正門坂 約 350m 約 5° 

63 西条小坂 約 307m 約 6° 

64 西条小東坂 

約 270m 

北側：約 114m 

南側：約 156m 

北側：約 5° 

南側：約 4° 

 

表 5-3 坂道の曲率半径（カーブの度合い）と勾配・カーブに関する個人評価 

番号 名称 曲率半径（m） 個人評価 

1 グランマスト坂 
31 勾配：小 

カーブ：中 

2 ナフコ坂  勾配：中 

3 二神山東坂 
28 勾配：大（予想） 

カーブ：大（予想） 

4 広大東坂 
209 勾配：大 

カーブ：中 

5 国際寮坂 
72 勾配：中 

カーブ：大 

6 六方学園江戸坂 
45 勾配：大 

カーブ：中 

7 武士の坂 
482 勾配：大 

カーブ：小 

8 田口研究団地坂 
182 勾配：大 

カーブ：小 

9 武士の坂２ 
36 勾配：中 

カーブ：大 

10 柏原西坂 
17 勾配：大 

カーブ：大 

11 アスパラ坂 
67 勾配：大 

カーブ：中 

12 西条特支坂 
37（ヘアピンカーブ） 勾配：中 

カーブ：大 

13 裏ファミマ坂 
23 

勾配：大 
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カーブ：大 

14 金清坂 
20 勾配：中 

カーブ：中 

15 西農みどり寮坂 
 

勾配：大 

16 長者坂 
106 勾配：中 

カーブ：中 

17 デミオ坂 
53 勾配：中 

カーブ：小 

18 東デミオ坂 
24 勾配：大 

カーブ：中 

19 JICA坂 
34 勾配：大 

カーブ：大 

20 鏡谷坂 
54 勾配：大 

カーブ：大 

21 学生寮坂 
66 勾配：大 

カーブ：大 

22 うどん坂 
29 勾配：大 

カーブ：大 

23 墓地坂 
 

勾配：大 

24 Ｖ字坂 

89 
勾配：大 

カーブ：小 

25 パンク坂 
 

勾配：中 

26 照美坂 
43 勾配：中 

カーブ：中 

27 R375側道坂 
 

勾配：中 

28 のんバス坂 
26 勾配：小 

カーブ：中 

29 棚田坂 
 

勾配：大 

30 赤ヘビ坂 
49 勾配：中 

カーブ：大 

31 新旧坂 
30 勾配：中 

カーブ：小 
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32 逆側道坂 
30 勾配：小 

カーブ：中 

33 凸坂（山坂） 

11 
勾配：大 

カーブ：中 

34 凹坂（谷坂） 

 

勾配：中 

35 至ブールバール坂 

23 勾配：大 

カーブ：大 

36 夢町はるか坂 
 

勾配：中 

37 Ｙ字坂 

   

左ルート：18 勾配：中 

カーブ：中 

右ルート：112 勾配：大 

カーブ：中 

38 
SNAKE WARNING坂（SAZANAMI

坂） 

136 

勾配：大 

カーブ：小 

39 インスタ坂 
24 勾配：大 

カーブ：小 

40 前谷至坂 
 勾配：小 

カーブ：小 

41 前谷坂 

 

勾配：大 

42 平泰寺坂 
 

勾配：大 

43 平泰寺南坂 
22 勾配：大 

カーブ：大 

44 賀茂ハイツ坂 

34 勾配：大 

カーブ：中 

45 裏賀茂ハイツ坂 
 

勾配：小 

46 郡八幡神社参道坂 
77 勾配：小 

カーブ：小 

47 月見園坂 

17 勾配：大 

カーブ：中 



37 

 

48 エトワール東坂 
 

勾配：大 

49 老ホ坂 
113 勾配：中 

カーブ：小 

50 逆Ｙ字坂 

   

左ルート：82 勾配：中 

カーブ：小 

右ルート：15 勾配：中 

カーブ：大 

51 にゃんにゃん坂 
 

勾配：中 

52 逸れ参道坂 
49 勾配：大 

カーブ：中 

53 和夫坂 
32 勾配：中 

カーブ：中 

54 溜池外周坂 

   

左ルート：68 勾配：中 

カーブ：小 

右ルート：37 勾配：小 

カーブ：中 

55 御建裏坂 
35 勾配：大 

カーブ：中 

56 国道 2号側道坂 
 

勾配：大 

57 三ツ城・図書館坂 
109 勾配：大 

カーブ：中 

58 大町坂 
 

勾配：大 

59 本大町坂 
78 勾配：中 

カーブ：大 

60 半バリアフリー坂 
44 

勾配：大 

61 西条小Ｘ坂 

北傾斜：43 

南傾斜：63 

勾配：中 
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62 西条小正門坂 
49 勾配：大 

カーブ：大 

63 西条小坂 
16 勾配：大 

カーブ：中 

64 西条小東坂 

28 
勾配：中 

カーブ：中 

資料：曲率半径を複数算出したものについては,最小のもの（カーブの度合いが最もきつくなる

もの）を記した.また,曲率半径の値は小数第一位を四捨五入し,整数で記した. 

個人評価は筆者の美的センスにより,大中小の三段階で主観的に評価した. 

  

４）において述べたように,本調査結果の分析から「長さ」,「曲率半径」,「勾配（傾斜

角）」という客観的な指標を得ることができました.それぞれの指標に基づいて選抜した坂

道の一部をみていきましょう. 

 

①長さ 

・最小の部 No. 1：墓地坂(24m) （写真 5-1） 

・最大の部 No. 1：広大東坂(1124m) （写真 5-2） 

 

写真 5-1 墓地坂 

資料：冨田撮影（2018 年 6月） 
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写真 5-2 広大東坂 

資料：冨田撮影（2018 年 6月） 

 

②勾配（傾斜角） 

・最小の部 No. 1：前谷坂 南西側(0.0137つまり約 1°以下)  （写真 5-3） 

・最大の部 No. 1：半バリアフリー坂(0.2つまり約 11°) （写真 5-4） 

 

写真 5-3 前谷坂 南西側 

資料：冨田撮影（2018 年 10 月） 
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写真 5-4 半バリアフリー坂 

資料：冨田撮影（2018 年 11 月） 

 

曲率半径は坂道に存在するカーブの数だけ求めることができます.そこで番外編です. 

【番外編】カーブの数 

・最少の部 No. 1（代表）：ナフコ坂(0) （写真 5-5） 

・最多の部 No. 1：インスタ坂(7) （写真 5-6） 

 

写真 5-5 ナフコ坂 

資料：冨田撮影（2018 年 6月） 
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写真 5-6 インスタ坂 

資料：冨田撮影（2018 年 10 月） 

 

③曲率半径 

・最小の部 No. 1：凸坂（山坂）(R=11) （写真 5-7）  

 
写真 5-7 凸坂（山坂） 

資料：冨田撮影（2018 年 9月） 
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・最大の部 No. 1：広大東坂(R=971) 

 写真 5-2参照. 

 

６）筆者の選抜する西条の坂道 

 ５）では客観的な指標に基づいて選抜した坂道を紹介しました.ここでは,筆者の主観に

基づいて選抜した坂道をみていきましょう. 

 

①坂道の元祖：うどん坂 （写真 5-8） 

筆者が坂道に興味をもつきっかけとなった記念すべき坂道です.うどん屋の隣にあること

による効果か,うどんのようにきれいな S 字を描きます.しかし,急坂であるという点は,美

しさとは畏れであるということを我々に示してくれるようでもあります. 

 

写真 5-8 うどん坂 

資料：冨田撮影（2018年 6月） 

 

②不安とフェイクとノスタルジー：柏原西坂 （写真 5-9） 

不安とは坂道の始点に至るまでの砂利道です.砂利道を過ぎるとカーブを経て一気に下り

ます.そこで終わりかと思えば前代未聞,L 字カーブが登場します.しかし,それを過ぎれば

納屋と民家の間を通り抜けるというどこかノスタルジックな坂道です. 
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写真 5-9 柏原西坂 

資料：冨田撮影（2018 年 6月） 

 

③美と歴史遺産：エトワール東坂 （写真 5-10） 

旧エトワール西条病院の東方に位置する坂道です.形状は直線的で非常に美しいものです.

そして傾斜も急であり,坂道らしさ全開と言えます.坂道を逸れたところには赤瓦の窯跡や

用水路もあり,美と歴史を感じさせます.ちなみにそれら位置からは,坂道の傾斜を視覚的

に観察することができます.  

 

写真 5-10  

エトワール東坂 

資料：冨田撮影

（2018年 10 月） 
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 このように,調査した坂道を客観的指標からのみならず,主観からも評価することは表現

力を鍛える上で大切ではないでしょうか. 

 

７）平成 30 年 7月豪雨と坂道 

 平成 30 年（2018 年）7 月初め,広島県を含む西日本地域において甚大なる災害が発生し

ました.平成 30年 7月豪雨（西日本豪雨）です. 

本調査では,2018 年 6 月 14 日に第 1 回現地調査（広島大学周辺及び田口地区周辺）を実施

しましたが,第 2回現地調査を計画しているところでこの災害が発生しました.また,この夏

の暑さもまた災害級と言えるほどの凄まじいものでした.そのため,第 2 回現地調査は 2018

年 9 月 26 日に実施し,以降,本格的に現地調査の回を重ねていくことになりました.ここで

は,調査を実施するなかで判明した坂道の被災状況について紹介します. 

 

①国道 2号側道坂 （写真 5-11） 

：国道 2号線西条バイパスへ御薗宇ランプから広島方面に合流する途中で分岐する道です.

頂上からはバイパスを見下ろすことができます.しかし,平成 30 年 7 月豪雨により,土砂崩

れが発生しており,バイパスそのものは数日で再開したように記憶していますが,側道には

2018 年 10 月 22 日の現地調査当時にも砂が残っていました.また,土砂によりなぎ倒された

であろうガードレールも撤去されたままであり,カラーコーンで通行者（車）に注意を促し

ているという状態です.ブールバール側から下見街道（県道 332号）側へ徒歩や自転車で移

動するとき,バイパスを通るわけにはいかないため,通常はこの側道を利用するはずです.

その点で,学生の味方とも言える坂道が「国道 2号側道坂」です.  

 

写真 5-11  

国道 2号側道坂 

資料：冨田撮影

（2018年 10 月） 
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②至ブールバール坂 （写真 5-12） 

：2014年 7月供用開始の下見街道（県道 332号）とブールバールを結ぶ道です.ちょっとし

た山を越えるようになっており,また,特にブールバール側が急坂であるため,自転車での

利用には体に応える坂道です.このように山を切り開いて通した道であるということもあ

ってでしょうか,平成 30年 7月豪雨では特にブールバール側で土砂崩れが発生し,通行止め

となりました.1 か月ほどで通行可能となったように記憶していていますが,土砂崩れの跡

は 2018年 12月現在でも確認できます. 

 

写真 5-12 至ブールバール坂 

資料：冨田撮影（2018 年 9月） 

 

 

③西農みどり寮坂 （写真 5-13,写真 5-14） 

：西条農業高校のみどり寮の横を通る坂道です.自転車等で下ることができないように複数

の車止めのようなもので路面を細工してある点が注目です.この坂道については,2018 年 6

月 14日の第 1回現地調査で記録済みでありましたが,平成 30年 7月豪雨から約 3週間後の

2018年 7月 26日に筆者が偶然近くを通ったときに土砂崩れの被害に遭っていることを確認

しました. 
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写真 5-13 西農みどり寮坂 

資料：冨田撮影（2018 年 6月） 

 

 

写真 5-14 西農みどり寮坂（被災後） 

資料：冨田撮影（2018 年 7月） 
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 以上のように,偶然記録していた坂道もあれば,記録はしていないものの,普段から馴染

みのあった坂道も災害の発生により変化を受けたと言えます.つまり,地域調査はもちろん,

地域に普段から目を向けておくこともときには災害記録になり得ると考えられます. 

２）において,高等学校（地理総合）における生活圏の調査の目標は,生活圏の地理的な課題

の解決に向けた取組や探究,考察・構想・表現であるということにふれました.たとえ地形図

や GIS の学習のための坂道調査のように思われても,坂道を通して地域を観察したり,普段

の地域との関わり方を組み合わせたりすることで,調査内容を地域の課題解決に向けた取

組等につなげることができると考えられるのです. 
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坂道調査のための地理院地図入門 
１）はじめに 

 昨今,地理情報システム(GIS)に注目が集まっています.それは,新学習指導要領の実施に

伴う地理の必修化（高等学校における「地理総合」の導入）による学校現場における混乱と

いう状況からもわかるのではないでしょうか. 

 一方で,地理情報システム(GIS)の推進は平成 19年（2007年）に成立・公布・施行された

「地理空間情報活用推進基本法」により既に裏付けられていたとも言えます.したがって,

今我々が地理情報システム(GIS)を活用する技術を身に付けないことは非常にもったいな

いと考えられます. 

 そこで,我々にとって気軽に利用できる「地理院地図」の使い方について,「西条の坂道 64

選（46選）」にちなんで坂道調査を事例に紹介することにします. 

 

２）坂道の学び方 

 ここでは坂道の学び方について詳しく紹介します. 

 

①地形図を用いてどれが坂道か検討をつける 

地形図には等高線が引かれており,それにより任意の地点の標高を読み取ることができ

ます.また,読み取った標高の差（比高）と地点間の距離から勾配を求めることもできます.

（高さ/水平距離）ただし,山地や丘陵地以外の開発された場所や建物が密集している場所

にある坂道を読み取ることは難しいため,地形図による坂道の検討は大まかな把握に用い

ます.また,地形図は地理の学習としては紙の地形図が望ましいですが,国土地理院の HP

（http://www.gsi.go.jp/ 2018年 12月 28日最終閲覧）において公開されている「地理院

地図」の「標準地図」（ベースマップ）を用いても問題ありません. 

 

②地理院地図を用いてどれが坂道か更に検討する 

次に地理院地図を用いて坂道を詳細に検討します.①においてもふれたように,地理院地

図を開くと「標準地図」が表示されます（図 6-1）.これは基になる地図ということで「ベー

スマップ」とも呼びます.それに坂道を検討しやすいように異なる地図を重ねていくことに

なります. 

まず,画面左上にある「情報」というボタンをクリックし,そこから「起伏を示した地図」

を選択します（図 6-1 参照）.すると更に選択肢が増えるため,ここでは「陰影起伏図」と

「傾斜量図」を選択します（図 6-2）.陰影起伏図は「北西の方向から地表面に向かって光

を当て,凹凸のある地表面の北西側が白く,南東側が黒くなるよう作成した図」であり,

傾斜量図は「地表面の傾きの量を算出し,その大きさを白黒の濃淡で表現したもの」であり

「白いほど傾斜が緩やか,黒いほど急峻であることを意味」するものであります.どちらも 



49 

 

 

 

起伏を示すものに違いありませんが,傾斜量図の方が色合いは薄く,「合成」機能を用いると

更に地図の読み取りがしやすくなるためおすすめです.（ただし,Internet Explorer では

「合成」機能は使用できません.Google Chromeや Macを利用しましょう.）このあたりにつ

いては作業をしながら工夫してみましょう.「透過率」を調整しながら作業してみてもよい

でしょう（図 6-3）. 

 このように地理院地図を用いることでより視覚的に坂道を検討することができます. 

図 6-1 地理院地図 

注 1）地理院地図は国土地理院（http://www.gsi.go.jp/ 2018 年 12 月 28 日最終閲覧）が

提供しているウェブ上の地図である.以下の注を省略する. 

図 6-2 陰影起伏図と傾斜量図 
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③地理院地図に坂道を描画する 

②に示したように,地理院地図で起伏を読み取ることができるようになれば,実際に坂道

を読み取って地理院地図に描き込んでいきましょう. 

 画面右上にある「機能」というボタンをクリックし,そこから「ツール」,「作図・ファイ

ル」と順に選択していきます（図 6-4）. 

 

 

「作図・ファイル」のウィンドウが出てきたら,カーソルを合わせると「線を追加」と表示

されるボタンをクリックします（図 6-5）.そこから「線幅」と「線色」,「線の透過率」等 

図 6-3 傾斜量図の「合成」 

図 6-4 地理院地図の諸機能 
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を選択できるので,適宜変更します（図 6-6）.あとは坂道に沿ってマウスでカチカチとして

いくだけです.終点ではダブルクリックします.名称等も記入できるので,その坂道に名前

をつけるとともに,「項目名」及び「値」の欄を利用してその坂道の特徴も記入しておきま

しょう.終われば「確定」をクリックします（図 6-5）. 

 

④情報をまとめて現地調査へ 

：③の作業で坂道を記録し終えたら,「作図・ファイル」ウィンドウのフロッピーディスク

図 6-5 地理院地図での作図 

 

図 6-6 線の描画 
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マークをクリックし,情報を保存します（図 6-5参照）.「KML形式」と「GeoJSON形式」を

選択することができますが,ここでは Google Earth でも利用できる「KML 形式」を選択しま

しょう.選択したら「上記の内容で保存」をクリックします（図 6-7）.これで坂道の情報の

保存は完了です. 

 

 

 その後は,紙の地形図に記録した坂道を描き写して現地調査用のマップは完成です.この

ようなデジタルからアナログへの変換作業は地形図と GIS 双方を理解するために有益な作

業と考えられますが,時間のない場合は地理院地図上で坂道の情報が記された地図を印刷

する方法を用います. 

 手順としては,画面右上にある「機能」をクリックし,「ツール」,「印刷」を選択します

（図 6-4参照）.用紙サイズを選択できるので,できれば「A3横（高画質）」を選択しましょ

う.A3 横は紙の地形図とほぼ同じサイズになります.また,印刷画面でも縮尺を変更したり,

範囲を変更したりできるので,いい感じに調整しましょう（図 6-8）.納得できるものになっ

たらいよいよ印刷です. 

 坂道を描き写した地形図あるいは印刷した地理院地図の準備ができたら実際に現地へ足

を運んでみましょう.地図上ではわからないような細かい段差など新たな発見があるはず

です.そして,確認できた坂道には名前をつけましょう.地形や地名など歴史的にもともと

その場所にあるもの,建物などの比較的新しくその場所にできたもの,その場所から見渡せ

るもの…名前の付け方は発想次第で無限大です.そこには調査者の構想力・表現力がいかん

なく発揮されるべきです.もちろん,その坂道の特徴を記すとともに,写真や動画で坂道の

状態を残しておくこともお忘れなく. 

 

図 6-7 描画した情報の保存 
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３）坂道の分析 

 調査した坂道には様々な要素が詰まっています.それは歴史的・文化的・個人的…様々な

要素から成り立っているでしょう.しかし,ここでは坂道の数学的な側面に目を当てて,坂

道について分析することにします.具体的には,①長さ(m),②曲率半径(m),③傾斜角と勾配

（高さ/水平距離）の 3点について,地理院地図等を利用して分析します. 

 

①長さ(m)と②曲率半径(m) 

：地理院地図へ坂道の情報の入った KMLファイルをドラッグし,読み込ませます.KMLファイ

ルの読み込みが完了したら,画面右上の「機能」をクリックし,「ツール」,「作図・ファイ

ル」を選択します.その後は３）坂道の学び方③地理院地図に坂道を描き込むと同様の方法

で,「線色」のみ坂道の色と被らないように変更し,坂道の線をなぞります（図 6-9）.この

作業は,できる限り正確な値の下での曲率半径の計算の下準備になります. 

 それが終われば,「機能」,「ツール」から「計測」を選択します.「計測」のウィンドウ

が表示されたら,「距離」にマークが入っていることを確認し,先程の坂道の線に重なるよう

に描き込んだ線をマウスでカチカチとなぞります（図 6-10）.終点でダブルクリックすると,

坂道の長さは計測完了です. 

 

図 6-8 地理院地図の印刷 
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 次に曲率半径を算出します.「曲率半径」とは,竹野(2009）によると『一般の曲線に対し

ても,実際にはそれが円の一部ではなくても,円で言えばそれがどれくらいの半径の曲がり

具合であるか,ということを表現する』と説明されています.一般的には道路標識などでカ

ーブの曲がり具合を表すのに,R=200のように表現されますが,それは「円で言えばその半径

が 200mくらいの曲がり具合であるということを意味します.つまり,カーブの度合いを円の

半径で表現したものであり,曲率半径の値が小さいほど急カーブであることを示します.今

図 6-9 曲率半径算出の下準備 

図 6-10 地理院地図での距離の計測 
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回,曲率半径を算出するにあたっては,「円の弧長,弦長,矢高,半径のどれか 2つを与えて残

りを計算│高精度計算サイト」（https://keisan.casio.jp/exec/user/1329041462 2018年

12 月 26日最終閲覧）を利用します. 

先程,坂道の線を異なる色でなぞった線（＝坂道の「長さ」）は「円の弧長」,「弦長」,「矢

高」,「半径」のうち,「円の弧長」にあたります.そして,坂道の両端（「円の弧長」の両端）

を坂道の長さの計測と同様に計測すると,それが「弦長」となります（図 6-11）. 

 

 

 

この際,「円の弧長」<「弦長」となっては円が成立しないということですので,注意しま

しょう.これらの「円の弧長」と「弦長」の値を先の HPに入力し（矢高,半径には 0を入力）,

「計算」をクリックすると,半径は 59.25456622241964030669 と算出されます.（図 6-12）

これを曲率半径とし,小数第一位を四捨五入し,R=59と表記することにします. 

 

③傾斜角と勾配（高さ/水平距離） 

：勾配を算出するには「高さ」と「水平距離」の値が必要となります.「水平距離」は「長

さ」で代用します.それでは「高さ」を算出してみましょう. 

 まず,地理院地図画面右上の「機能」から「断面図」を選択します.（図 6-4参照）その後

はこれまでと同様に坂道の線をなぞります.終点でダブルクリックすると「断面図」のウィ

ンドウが表示されます.断面図の両端にカーソルを合わせるとそれぞれの標高が表示され

ますので,高い値から低い値を引き算して標高差を求めます.（図 6-13）これを坂道におけ

る「高さ」とします.そして,「高さ/水平距離」つまり「標高差/円の弧長」を計算する

と,7.8/70=0.11142857142857142857142857142857となります.この値（「勾配」）を三角関数 

図 6-11 「弦長」の計測 
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図 6-12 円の弧長,弦長,矢高,半径のどれか 2つを与えて残りを計算 

注１）高精度計算サイト」（https://keisan.casio.jp/exec/user/1329041462）の利用 2018

年 12 月 26日最終閲覧 

図 6-13 描画した断面図から標高差を読み取る 

https://keisan.casio.jp/exec/user/1329041462
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表（tan）に対応させると,「傾斜角」を求めることもできます.この場合,6~7°となります.

（図 6-14） 

 

 

 以上が坂道の数学的な側面からの分析です.これにより,坂道に対する客観的な評価が可

能になると考えられます. 

この記事があなたの坂道調査にとって少しでも有益なものになれば幸いです.それでは,

オリジナルの地形図を片手に坂道調査へ出かけましょう！（inspired by. 佐藤郁哉(1992)：

『フィールドワーク─書を持って街へ出よう』） 

 

 

 

 

 

 

図 6-14 三角関数表(tan) 

注１ https://www.ja-r.net/tan.pdf （2018 年 12月 26 日最終閲覧）の利用 
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西条は古代広島の中心地だった！？ 
１）西条の現代と古代 

現在は広島の中心地から遠く離れている東広島西条町.しかし,今から約 1300年前に遡る

と,西条は当時の広島（安芸国）の中心地であったという説が唱えられています.そのことは

「西条」という地名からもうかがえるとのこと….なぜ西条は古代広島の中心地だったと言

えるのでしょうか.地名と場所に注目しながら見ていきましょう. 

 

２）広島（安芸国）の「国府」はどこだ！ 

 そもそも「古代広島の中心地」とは何をもって「中心地」というのでしょうか.現代の広

島県の中心地は当然県庁のある広島市ということになるでしょう.では古代の広島（安芸国）

ではどうだったのでしょう.当時の日本は「国」という単位に分けられ,そこに「国司」とい

う役人が派遣され,行政を担っていました.これが今で言う「県」と「知事」に相当します.

そして知事が行政を行う「県庁」に相当するのが「国庁」であり,「国庁」の所在地として

計画的に作られた地方都市を「国府」と言ったのです.よって「国府」がある場所が「国」

の中心地である,ということになります.では広島（安芸国）の「国府」はどこにあったので

しょうか.国府の位置を確実に確認できる史料は,平安時代の『和名類従抄』という史料です.

『和名類従抄』は平安時代中期に作られた,今でいう辞書です.これを使って古代の広島（安

芸国）について調べると,「安芸国,国府在安芸郡（安芸国の国府は安芸郡に位置する）」と

書かれています.安芸郡というと,現在の広島県安芸郡を思い浮かべる人もいるでしょう.

現在の安芸郡には「府中町」があり,この地名は「国府」がその地域に位置していたことに

由来するとされます.つまり,平安時代以降,広島（安芸国）の国府は現在の安芸郡府中町に

位置していたのです.古代広島の中心地は西条ではなかったのでしょうか….ですが,ここ

で注目して欲しいのは,根拠となる史料が平安時代の史料であるということです.平安時代

よりも前,古代の日本に「国」が置かれた約 1300年前に,「国府」がどこにあったのかが直

接判明したわけではありません.当初は別の場所に国府が設置されており,それが平安時代

になって府中町へ移行したとも考えられるのです.そこで候補となるのが西条,ということ

になります. 

 西条に国府があったという場合,根拠は大きく 4点あります.その一つは,冒頭でもふれた

ように「西条」という地名に隠されています.当時西条を含む地域には「条里制」と呼ばれ

る区画が導入されていました（図 7-1）.この区画のうち半尾川を境に東側を「東条郷」,西

側を「西条郷」と呼ぶようになり,この西側の「西条郷」が現在の「西条」という地名につ

ながったとされます（図 7-2）.このように西条は条里制に由来する地名なのです.そして条

里制は他の国の国府地域に見られる特徴でもあります.一方,安芸郡府中町は「条里制」を敷

くには地形的に狭いとされています（図 7-3）.このように「条里制」という観点から見て

みると,西条には当初の国府が存在した可能性があるのではないか,とされているのです. 
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図 7-1 旧山陽道と条里制 

資料：島方洸一ら編(2009)『地図でみる西日本の古代―律令制下の陸海交通・条里・史跡』 

平凡社  p75-p77 を加筆修正した 

 

図 7-2 半尾川とその東西 

資料：地理院地図より筆者作成 
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 2点目は西条の位置と地形です.他の国の国府の位置を調べると,国の中で当時の都（奈良

時代は現在の奈良県,平安時代は現在の京都府）に近い側に位置しているとされます.西条

は府中町よりも東に位置しており,当時の都により近い位置にあるといえるでしょう（図 7-

3）.それに次いで国府に多くみられる特徴が,国の中央の平野部や盆地に位置するというこ

とです.実際に西条の地形を見てみると,西条は周囲を比較的高い山に囲まれており,かつ

平野が広がっている,すなわち盆地だということがわかります（図 7-3）.府中町にはそのよ

うな地形は見られません.位置と地形という観点で西条と府中町を比較すると,西条の方が

より国府に見られる特徴を満たしているのです. 

 

 

図 7-3 西条と府中の地形 

資料：国土数値情報ダウンロードサービスの DEM データを加工し,筆者作成 

 

3 点目は西条が古代の山陽道に近接している点です.山陽道とは古代において,地方と中

央政府との間を,使者が馬に乗って移動する「駅路」という道の一つです.駅路は中央政府の

命令・地方からの報告・緊急事態の連絡に用いられるため,当然地方政治の中心である国府

は,この駅路に沿って置かれるのが原則です.そして古代の山陽道は現在の西条付近を通っ

ていたと推測されており,西条は「国府」の条件をまた一つ満たしていることになります. 

 そして 4点目が西条に「国分寺」「国分尼寺」が置かれている点です（図 7-1,図 7-2,写真

7-1,写真 7-2）.奈良時代に反乱や疫病・災害が続いた中,聖武天皇が仏教によって国を鎮め,

護るために東大寺に黄金の大仏を建造したのは有名な話ですね.「国分寺」「国分尼寺」は,

奈良の大仏と同様の目的で,大仏と共に建立を命じられた寺院です.この寺院は当時の日本

の各国に建立が命じられ,国司（当時の県知事）が国分寺を監督していました.当然,国の役

所（国庁など…当時の県庁）と深く関係していたのです.他の国を見ても国分寺は国府に近
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接しているか,数キロメートル以内に位置するものが圧倒的に多いとされます.こうした点

から,西条に国分寺が設置されたことは,国府西条説の最大の根拠にされているのです. 

 

    

写真 7-1 史跡安芸国分寺塔跡    写真 7-2 安芸国分寺塔跡にある説明版 

資料：横川撮影（2018 年 1月）     資料：横川撮影（2018年 1月） 

 

 以上 4点,西条が古代の広島（安芸国）の中心地だったのではないかと考えられている根

拠を見てきました.近年ではこれらに加えて,西条駅の北にある大地面遺跡から,古代の役

所に付随して鍛冶や土器の作成などを行う工房の跡が見つかっており,西条に国府があっ

た可能性がより高まっていると言えるでしょう（図 7-2）.とは言っても,直接「国庁」に相

当する施設が見つかっているわけではありません.国分寺と国府が大きく離れている国も

存在しており,最初から府中町に国府があって,それとは離れた位置に国分寺が建てられた

可能性も否定できません.まだまだ確定とは行きませんが,今後の発掘成果に期待しましょ

う. 

 

３）古代西条の地名 

 ここまで古代に関連して「西条」という地名とその場所について見てきました.「西条」

は当時の都市区画と大きく関係した地名で,西条の東側が東条と呼ばれていた時代もあっ

たのです（図 7-2）.そこで皆さん,身の回りの地名,私たちが慣れ親しんだ西条とその周辺

が,古代においてどのように呼ばれていたのか気になりませんか？ここからは,前述の平安

時代中期に作られた辞書『和名類従抄』をひもときながら,古代の西条とその周辺の地名を

見ていきましょう. 
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図 7-4 古代における賀茂郡と地名 

資料：福尾猛市郎（1980）：「Ⅴ律令政治の展開 二地方政治の展開」（『広島県史 原始・古代 通

史１』広島県 p216-p217 の安芸国と備後国（現在の岡山県と広島県の一部）の郡郷名比定

図を加筆修正した 

注１）破線は当時の海岸線と推定される 

 

図 7-5 古代の西条周辺の地名と現代の地名の対比図 

資料：国土数値情報ダウンロードサービスのデータと現地調査より作成. 
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注１）旧賀茂郡の範囲は 1920（大正 9）年のものを使用 

注２）入野は 1956 年に賀茂郡に編入 

注３）市町村区画は最新のデータを使用 

 

図 7-4 と図 7-5 を見て下さい.古代の西条は安芸国の「賀茂郡」に属しており,現在の東

広島市・黒瀬町・呉市の一部などを含むまとまりに位置していました.「賀茂」という地名

は広島に限らず,他の地域でも見られる名称です.これは京都の賀茂神社に関係する地名で,

賀茂神社の神領（神社の領有地）であったことに由来する場合や,神社の奉仕者の子孫が居

住していたことに由来する場合があります.そしてこうした神領や子孫は各地に存在した

とされ,「賀茂郡」もその一つだったとされます. 

さて,この賀茂郡について『和名類従抄』を開いてみると,賀茂郡内には賀茂,志芳,造果,

高屋,入農,訓養,香津,木綿,大弓など今でも目にする名称から全くの初見の名称まで散見

されます.これらは現在のどの地域に該当するのでしょうか.まず「賀茂」「志芳」「高屋」に

ついてはある程度の見当がつくのではないでしょうか.「賀茂」は現在の西条地区に該当し,

郡の中心施設（郡家）が置かれていたとされます.次に「志芳」について上記の史料を見て

みると,「シハ」とふりがながふられていて,今と少し読みも漢字も異なります.これは中世

になると「シワ」と呼ばれるようになり,漢字で「志和」と書かれるようになって現在の志

和地区につながるのです.「高屋」もその名の通り現在の高屋が相当します. 

  他の名称も見てみましょう.「訓養」は一見読みがわかりにくいですね.これは「ヤナク

ニ」と読み,黒瀬地区の柳国,町村制での上黒瀬村に相当するとされています.「造果」は「サ

ウカ」と読み,現在の造賀地区に,「入農」は「ニヒノ」と読んで現在の入野に相当するので

はないかとされています. 

残るは香津・木綿・大弓です.残念ながら香津については明確な現在地は不明ですが,三永

地区に相当すると推定されているようです.「木綿」は「ユウ」と読み,現在の寺家に「ユウ

ツクリ」という地名があることから寺家地区に該当するのではないかという説があります

（図 7-5）.実際に「木綿神社」（写真 7-3）が寺家地区にはあり,この説を裏付けているとい

えるでしょう.ただし他の説もあり,現状では確定とはいきません.最後の「大弓」は実は「大

山」の誤りで,現在の八本松町宗吉大山（写真 7-4）という地名になごりがあることから,「大

山」は八本松に相当する名称とされます. 

以上,古代における西条とその周辺の地名を見てきました.もちろんこれらの名称と範囲

は,そのまま現在の地域と一致するものではありません.ですが,「西条」「志芳」「高屋」「入

農」「木綿」「大弓（山）」など,現在の地名に 1300年前の人々がつけた名称の名残が見られ

るのもまた事実です.ともすれば全く自分たちと関係のないように思える古代ですが,意外

にも自分たちの身の回りの地名から,1300 年以上続く人々の営みを垣間見ることができる

のです. 
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写真 7-3 木綿神社       写真 7-4 大山峠の説明板と石碑（旧山陽道大山峠） 

資料：横川撮影（2017年 12 月）    資料：横川撮影（2018年 2月） 
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「ねえねえ，西条はあるけど，東条はな

いの？」～「東西条」と呼ばれた時代～ 
 

１）まずは，地名の由来から…「西条」＆「八本松」 

〇八本松 

「八本松」という地名は，東は宮城県仙台市や群馬県榛名町，近くでは徳島県吉野川市，

福岡県飯塚市，西は長崎県大村市などに見えます. 

この「八本松」は，寛永 12(1635)年に作られた長尾一里塚（現在の Mr.Max 付近）にちな

む比較的新しい地名です.街道を挟んで植えられた松の飯田側が男松,宗吉側が女松で,双

方とも根元から 4本の枝が分かれて四方に広がり交差していたため「八本松」という地名と

なったと伝わっています.八本松は，江戸時代の「参勤交代」にかかわる地名というわけで

す. 

〇西条 

 「西条」は古代律令制の条里制にちなむ地名で，全国各地に見られます.愛媛県西条市は

有名ですが，徳島県阿波市吉野町にもあります.「八本松」のある吉野川市と吉野川を挟ん

だ対岸という近さです.おもしろいですね. 

 さて，川と言えば，ＪＲ西条駅の西側に，竜王山を水原とする「半尾川（はんのおがわ）」

という川が流れています（図 8-1）.現在の西条と西条東を隔てる小さな川です.この川を境

界にして，平安時代の後期（11～12世紀），西条盆地は「東条郷」と「西条郷」に分かれて

いました. 

にもかかわらず，なぜ「東条」の地名が消え，「西条」の地名だけが残ったのでしょうか？ 

 

２）繁栄する「東条」と，拡大する「東西条」 

〇繁栄する「東条」 

 「東条」も「西条」も国衙領（公有地）で，奈良時代には西条駅北側の御建（現在の御建

公園の約 100m南のあたり）に国衙（現在の県庁）が置かれていたと考えられています. 

 ちなみに，奈良時代に創建された国分寺や，平安時代初期の御建神社など多くの寺社も，

江戸時代の本陣（御茶屋）も酒蔵の大部分も，西条駅や市役所も，すべて「東条」側にある

のです. 

 半尾川と高屋に挟まれた「東条」は，交通や経済・文化の要衝として繁栄していたのです. 

〇拡大する「東西条」 

 時代は 14世紀半ばの南北朝時代に移ります.「西条」地域では，八本松の槌山城を拠点に

南朝方として活動した西条一族の活動が確認できます.この頃から当地は，東条と西条を合

わせた「東西条（とうさいじょう）」と呼ばれ，山口を本拠とする大内氏の勢力範囲として 
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図 8-1 西条周辺地図 

資料：地理院地図より作成 

 

文書に見られるようになります.「東西条＝安芸国東部における大内氏の所領」と考えると

分かりやすいですね. 

こうして，大内氏の勢力拡大にしたがって，「東西条」の範囲も拡大していきました.旧東

広島市の大部分及び旧豊栄町の一部・旧河内町・旧呉市の東部，熊野町あたりにまで「東西

条」が広がったのです.これは，江戸時代から明治時代前半の賀茂郡一帯にあたる地域です. 

「八本松」のあった飯田村や宗吉村も「東西条」の一部だったわけです. 
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３）縮小する「西条」，姿を消す「東条」，そして「寺町」と「四日市」の登場 

〇太閤検地と「西条」・「東条」 

半尾川と高屋に挟まれた「東条」は次第に文書から姿を消していきます.「東西条」を勢

力範囲とした大内氏が天文 20(1551)年に滅び，高屋の平賀氏や，急成長する毛利氏の影響

が及んだことも一因でしょう.東条側の地域（現西条・吉行・土与丸・助実）は，15世紀後

半の文書に「西条寺町（寺町村）」として登場するようになります.一方，16 世紀半ばの文

書に「西条熊野村」が見られるなど，「西条」は熊野町域にまで広がったことが確認できま

す（「熊谷家文書」）. 

しかし，天正 10(1582)年からの太閤検地の時期に変化が見られます.天正 20(1592)年の

古文書には「阿南郡熊野村」とあり，「西条熊野村」から変化していることがわかります（「（厳

島社領）御子内侍給地打渡坪付写」）.西条は，もとの「西条郷」一帯の地名に戻ったのでし

ょう. 

〇「四日市」の登場 

さて，「寺町村」と呼ばれるようになった「東条」地域には，戦国時代になると「四日市」

が成立します.天正 15(1587)年に羽柴秀吉が滞在した記録も残っています.「四日市」のエ

リアは土与丸方面から教善寺を経由し半尾川を渡って西条東に至る街道筋でした.毛利氏

の本拠・広島から京に上る際に最初に通るのが「西条」であり，「西条四日市」と呼ばれま

した. 

江戸時代には，中心部は宿場町「四日市宿」，周辺部は「四日市次郎丸村」となりました

（写真 8-1,8-2,8-3）.絵図では，北に吉行，東に土与丸・助実，南に御園宇，西に西条東・

寺家に囲まれた地域として描かれています（図 8-2）. 

 

図 8-2 四日市次郎丸村周辺地図 

資料：『国郡志書上帳』附図より抜粋 
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写真 8-1,8-2,8-3 四日市次郎丸村の石碑（正面,右側面,左側面） 

資料：横川撮影（2017 年 12 月） 

注１）西条駅前屋台村(酒蔵横丁)の入り口周辺にて確認 

 

西条東村は，もとの「西条」の東ですから違和感はないですね.しかし，「四日市」は現在

では住居表示上の地名として残っていません. 

しかも，西条町西条や西条本町などは近世の「四日市次郎丸村」，それ以前の「東条」に

あたる地域です.この地域まで「西条」と呼ばれるようになったのは，なぜなのでしょうか？ 

 

４）鉄道とともに定着した「西条」の地名 

〇鉄道の開通 

 明治 22(1889)年の町村制施行で，当地は「四日市次郎丸村」となります.しかし，翌年 10

月には町制がしかれ「西条町」と改称されました.江戸時代に周辺の 26村をまとめた「西条

庄」の中心として四日市に館庁が置かれていたことも主因だったようです. 

その４年後の明治 27(1894)年，山陽鉄道（現 JR 山陽本線）が開通し，「西条駅」が開業

しました.駅名は「賀茂」か「西条」か，で議論されたそうですが，町名の「西条」が採用

されました.ちなみに当初の駅舎は現在より約 300m西側の，もとの「西条」地域の東端にあ

りました.繁華街を避けて線路や駅舎が建設されるのは，「白市駅」のように，当時はよく行

われたことです. 

しかし，３年後には駅舎が現在地に移転されます.その後，集客だけではなく，酒造会社

が仕入・出荷に鉄道を利用するようになったため，西条駅前はさらに賑わいました. 

〇新たな「西条」の発展 

 古くは「東条」，江戸時代に「四日市」と呼ばれて繁栄した地域は，明治時代以降は町名・

駅名の「西条」として定着し，賀茂郡さらに東広島市の中心として発展しています. 
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城建ちぬ～戦国時代の西条～ 
 

１）西条周辺にある城 

皆さんがイメージする日本の城とはどういったものでしょうか.広島で城というと真っ

先に広島城がイメージされると思います.戦国時代から江戸時代にかけて毛利輝元が築い

た城ですが,その姿は天守閣のある立派なものです.皆さんがイメージする城とはこのよう

に立派な建造物だと思います.では西条周辺に城はあるのでしょうか.広島城のように立派

な城はあるのでしょうか.西条周辺で立派な城を見たという人はいないでしょうし,城はな

いと思う人が大半だと思います.ですが実は西条周辺にも城跡はあります.城跡がどこにあ

るのか,数はいくつあるのか,いつ誰が建てたのか.それを今から紹介していきます. 

 

２）様々な城の形態 

“城”とひとまとめに呼ばれますが,その形は様々です.皆さんがイメージする城,例え

ば広島城のような城は平地にあるために平城と呼ぶのに対し,山の中にある城は山城と呼

ばれます.つくられた場所に違いがある山城や平城ですが,ほかにも城の建築目的や利用の

され方などで違いがあります.城がつくられたそもそもの目的は敵襲を防ぐためでありま

す.例えば古代には朝鮮が攻めてきたときに備えて朝鮮式山城が築かれました.また戦国時

代につくられた山城も同じように,敵が攻撃しづらいように地形を利用し,堀や土塁,柵な

どを巡らした簡単な施設でした.城主は普段は平地の自分の屋敷に住み,戦が始まると山城

の中に入り戦うため,日常で山城が使われることはあまりありません.一方平城は戦国時代

以降に,防衛目的のほかにも政治や経済の中心地としての目的をもってつくられた城であ

り,城主は普段から城の中で生活しています.また城の下には城下町を形成しており,自分

の家臣を住まわせていました.以上のように城に求められていた機能や目的でこの二つを

区別することができます.古代から戦国時代にかけては防衛施設として山城が作られてい

ましたが,政治や経済の中心地としての機能が求められるようになり,平地に城を作るよう

になりました.以上のように城にはその築かれた目的によって様々な形態になります.西条

周辺にも目的によって多くの城が築かれていました.今回は西条周辺の山城について取り

上げていきます. 

 

３）西条周辺の城の分布 

西条周辺には多くの山城が確認されています.図 8-1は西条・八本松周辺にある山城の

分布図です.この分布図は山城がどこにあったのかを示すと同時にそれぞれの山城がどれ

くらいの高さにあったのかを視覚的に理解できるようにしています.西条盆地の中心の平

坦な地形ではなく,平地の周辺の山地に城が分布しています.このことからも西条周辺に山

城が多くあったことがわかります. 
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図 8-1 西条周辺の山城の分布図 

資料：「埋蔵文化財包蔵地一覧表」広島県教育委員会 

注１）背景は国土地理院の基盤地図情報数値標高モデルの DEM データを加工 

   傾斜量図と色別標高図を作成し,重ね合わせている 

 

４）西条周辺の山城の歴史 

ではこれらの山城は何年ごろに誰が建てたのでしょうか.西条周辺の山城の歴史的過程

を紹介していきます.西条周辺でつくられた山城は平安末期の頃には二神山城がつくられ

たと考えられ,その後 1550年ごろまでに多くつくられています.今回は主に南北朝時代か

ら戦国時代の 1550年ごろまでの山城について取り上げていきます.西条周辺にある山城は

戦国時代にかけての勢力図の移り変わりや時代の流れの影響を大きく受けています.その

時代の移り変わりを 3つの時期に区分してご紹介します.最初の時期は南北朝時代から応

仁の乱以前の区分です.南北朝時代に西条周辺を領地としていたのは周防長門の守護大内

氏でした.大内氏は西条周辺を治めるために鏡山城を築城しました.古文書で初めて『鏡山

城』の語句が出てくるのは 1465年のことであり,応仁の乱以前から鏡山城があったことが

確認されています.応仁の乱の際には地方での戦として鏡山城を中心とした戦がありまし

た.次の時代区分は応仁の乱以降から 1520年代までです.応仁の乱が終息すると,1478年に

現存最古の城掟で鏡山城の管理規則を定めた「安芸国西条鏡城法式条々」を出し大内氏は
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乱れた領国の安定化に乗り出しました.しかし戦国時代の 1523年 6月出雲の戦国大名尼子

経久が安芸国に侵入し,陣が平城,八幡山城を築き鏡山城を攻撃します.尼子経久に不意を

討たれた大内氏側は鏡山城を落城することになりましたが,1525年にはほぼ安芸国の全域

を奪回することに成功します.大内氏側の総大将である陶興房は西条盆地の西端に曽場が

城山を築き鏡山城から拠点を移しました.また大内氏の支配下であった弘中隆兼が槌山城

を築きました.最後の時代区分は大内氏の滅亡から毛利氏の台頭,つまり下剋上の頃で

す.1551年に大内氏の家臣であった陶晴賢が下剋上を起こし大内氏を滅ぼします.西条にお

いては,陶晴賢側についていた毛利隆元が大内氏の家臣弘中氏の拠点である槌山城を攻め

るために鬼が丸城を指揮所としました.1551年に大内氏が滅亡した後,1555 年には今度は

毛利氏が陶晴賢を討ちとり,それ以降毛利氏が安芸国を支配するようになりました.戦国時

代から織田・豊臣氏による全国統一の流れの中で世の中は平和と安定を取り戻していきま

した.戦の多い時代においては有効だった山城も戦が少なくなると時代遅れとなり,代わっ

て平城が建築されるようになりました.広島でもそのような時代の流れの中で陸水の交通

の便が良い広島湾付近で広島城が建築されるようになり,西条周辺の山城は役割を終えま

した. 

 

５）山城の様子 

西条周辺には多くの山城がありますが,その中でも特に 4つの山城を取り上げていきま

す.まずは寺家城と古屋城の二つの城跡です.この二つの城跡は現在の国道 2号線の近くに

あり,看板が設置されています.現在でも山城の遺構として土塁跡や堀,そして祠や社が残

されています.土塁跡や堀は自然の地形を利用してつくられていますが,写真１のように今

でも傾斜が急な箇所があり,防衛施設として利用されていたことが分かります.また祠や社

に関しては,どちらの城跡にも残されています.山城の中にはこのような祭祀関連の遺構が

残されていることが多く,源氏系の武将の城郭によくあります.実際にこの二つの城跡の近

くには源氏ゆかりの神社や寺があります.長福寺という寺は再興のために鎌倉時代,源氏に

深く関わりのある永福寺から住職が招かれており,またそれに関連して城跡近くの諏訪八

幡宮は鎌倉の鶴岡八幡宮から八幡神を勧請しています.寺家城の城主原田氏は安芸平賀氏

の家臣であり,平賀氏が源氏と深くかかわりがあることからも,家臣である原田氏にも影響

があったと考えられます.このように一見無関係であると思われる山城と神社・寺院です

が,実は関係性があり,山城の立地条件に神社・寺院が近くにあるということが考えられま

す. 

次に鬼が丸城と槌山城の二つの城跡についてです.鬼が丸城は槌山城を攻め入るために

築かれたものです.戦国時代,槌山城に攻め入った毛利氏側の兵は大変苦労したことが今で

も分かります.槌山城に攻め入るには平均して傾斜 20度の急な坂をおよそ 730ｍ登ら 

なければなりません.それに加えて鎧や武器などを重たい装備をしているため,疲労は相当

であったと考えられます.また槌山城の頂上には矢を作るための竹が植えられていたこ 
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写真 8-1 寺家城の土塁跡 

資料：頼富撮影（2018年 10 月） 

 

写真 8-2 古屋城の祠 

資料：頼富撮影（2018 年 10 月） 
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とからも,上から矢が飛んでいたことが考えられます.鬼が丸城の兵達は重装備で疲弊し,

また上から降ってくる矢を避けながら攻め入る必要があり,山城が自然の地形を活かした

天然の要塞であったことがよくわかります.現在では鬼が丸城や槌山城,その他の城跡まで

の道は整備されていて登りやすくなっています.実際に登ってみて,山城の土塁や堀の跡を

探してみたり,攻め入ることの大変さを味わってみたり,また山の頂上からのきれいな景色

を眺めたりと,ぜひ西条周辺の山城に登ってみてはいかがでしょうか. 

 

 

図 8-2 鬼が丸城から槌山城にかけての３Ｄ図 

資料：地理院地図の 3Dモデル作成機能より筆者作析 

 

 

写真 8-3 槌山城に植えられた矢竹 

資料：頼富撮影（2018 年 12 月） 



75 

 

江戸時代末の新田開発の痕跡 

―双子の神社― 
 

１）坂道の先には… 

 御薗宇交差点から国道 375号線を南下し，東子交差点を過ぎると，その先が一段高い平坦

面になっています.また，馬木インター出口から東広島自動車学校を目指すと，終盤で急な

坂道を登ることになります.これらの少し高まった土地は段丘地形です.この地域では，黒

瀬川を挟んで東西に段丘があり，この上には柏原地区と三升原地区がそれぞれ乗っていま

す（図 10-1）.この２つの地区こそ，江戸時代末に新田開発が行われた場所です.西条の新

田開発はこの地形を巧みに利用して新田開発が進められました.周囲より標高が高い段丘

の上は本来であれば水を得にくく，水田には不向きなはずです.どういうことなのか，まず

は地形について，柏原地区を例に取ってみてみます. 

 

 

図 10-1 上空から南向きに撮影した柏原・三升原地区 

資料：熊原康博氏提供（2018年 8月撮影）の画像を筆者加筆修正 
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図 10-2 新田開発地周辺の地形 

資料：基図は基盤地図情報による．近世の村境界は広島県立文書館所蔵の絵図に基づく．主な神

社の位置は地理院地図に基づく．赤色で表した神社は本研究で対象とする稲生神社と稲

荷神社を示す． 

 

図 10－3 柏原地区の段丘面区分． 
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資料：熊原康博（2017）：扇状地性段丘地形における新田開発の水利の特徴-広島県西条盆地南部，

柏原地区を事例に-，広島大学大学院教育学研究科紀要，第二部（文化教育開発関連領域），

66,59-66．の図を筆者が加工して作成 

 

図 10-4 柏原地区の段丘面ごとの断面． 

資料：熊原康博（2017）：扇状地性段丘地形における新田開発の水利の特徴-広島県西条盆地南部，

柏原地区を事例に-，広島大学大学院教育学研究科紀要，第二部（文化教育開発関連領域），

66,59-66．より 

 

柏原地区は東広島市西条町大字郷曽，田口にまたがっています.これはこの地区が近世の

吉郷村，小比曽村，田口村の境界で行われた新田開発によって成立したためです（図 10-2）.

柏原地区は三方を川に囲まれた段丘面の上にあり，段丘面と川とは比高 5~30m の崖で隔て

られています.段丘面は南西端から北東に向かって円弧状に傾斜しており，南西端を扇頂と

する扇状地が段丘化したものであるといえます（図 10-3，図 10-4）.さらに段丘面は３面に

区分することができ，北側には高い面が，南ほど低い面が発達します.つまり，初めは小田

(こだ)山(やま)川が扇状地を形成しながら側方侵食し，その後周囲の川の下方侵食によっ

て扇状地の一部が削り残されたといえます. 

 さて，ここまで柏原地区の地形について述べてきましたが，新田開発ではこうした地形を

巧みに利用することで開発を進めていきました. 
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２）地形を巧みに利用した西条の新田開発の進展過程 

 ここでは広島県立文書館が所蔵する「国郡志御用書上帳賀茂郡柏原 ひかへ」（竹内家文

書，登録番号 198801/1908，以下「書上帳」とする）に基づいて柏原地区における新田開発

の進展過程をみていきます（表 10-1）.「書上帳」は広島藩全体の地誌「芸藩通志」を編纂

する基礎資料となった文書で，1819（文政 2）年 5月以降に広島藩に提出されたとみられま

す. 

「書上帳」にみることのできる開発は，1808（文化５）年４月に郡奉行である寺西監物が柏 

原地区を見分したことに始まります.この秋には広島藩から唐櫨を植える指示が下されま

したが，1809（文化６）年の冬にはすべて枯れてしまいます.唐櫨は商品作物で，蝋燭や油

の原料となった植物です.同年 11月下旬には広島藩主，浅野齊(なり)賢(かた)が来訪し，開

墾することを推奨しました.また 1810（文化７）年には，開発地の鎮守として稲生神社が勧

請されます.その後 3年間についての記述はありませんが，1814（文化 11）年には代官の西

山造酒が来訪し，再び開墾を推奨しました.その後入植者が現れますが，前述したように段

丘の上では水を得ることが難しいため，入植者らは藩に対して水が不足している旨を訴え

ました.これを契機として 1816（文化 13）年から用水路やため池の造築が藩の支出によって

進められ，段丘の上であっても水田耕作を行なうことの出来る環境が整っていきました. 

用水路やため池といった水利施設の設置順をみてみると，藩の役人がいかにして地形を

巧みに利用したのかを考察することが出来ます. 

 

１）扇状地の隅々まで水を行き届かせるため，ため池を扇状地で最も高い扇頂に作りました.

２）段丘面は３つの面に分かれているため，それぞれの面ごとに水利施設を作りました.中 

位面には浅い谷が入り込んでいるため，これをせき止めて一番池として中位面の水田

専用のため池として機能させます. 

３）上位面には一番池の水を引くことが出来ないため二番池を整備しましたが，水が不足し

たため旧三番池を造築しました. 

４）ため池に水を貯めるために，小田山川からの用水路を整備しました. 

５）小田山川からの用水だけでは足りなかったのか，小田山川の下流に水田を持つ人から反

対があったのか，中ノ峠池を造築し，そこから一番池，二番池への用水路を整備しまし

た.なお吉郷大池は開発開始時にはすでに存在していました.扇状地の扇端に位置する

ので水をためやすかったのでしょう. 

 

こうした進展過程は三升原地区でも同様であり，柏原・三升原両地区が広島藩の主導によ

り同時期に成立した新田開発地であったと言えます. 
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表 10-1 柏原・三升原地区の新田開発初期と両神社の年表 

 

資料：岩佐佳哉・熊原康博（2018）：広島県西条盆地南部，柏原・三升原地区の神社境内の

石造物の同一性とその成立経緯, 広島大学博物館研究報告投稿論文, 10.より 

 

 

 

 

 

 



80 

 

３）新田開発の痕跡としての「双子の神社」 

 柏原地区と三升原地区にはそれぞれ稲生神社，稲荷神社という神社があります.２つの神

社は約３km の距離がありますが，それぞれ稲荷大明神を祀り五穀豊穣を祈願する神社であ

ること，集落内にあること，近世の村境界付近に位置すること，新田開発に伴い整備された

用水路が脇を流れていることが共通しています. 

 柏原稲生神社と三升原稲荷神社の境内には灯籠や手水鉢，鳥居，狛犬といった石造物がそ

れぞれ 22 基，36 基あり，このうち新田開発期に建立された石造物はそれぞれ 12 基ありま

す（図 10-5）.それぞれの石造物には寄進者の名前や寄進した年，寄進した内容が刻まれて

います（図 10-6，表 10-2）.石造物の一つ一つについて３次元モデルを作成し，刻文を陰影

で強調させることで刻文を判読し，２つの神社の石造物の大きさと刻文の内容を比較しま

した.この方法は石造物に接触せずに刻文を判読することが出来るので，石造物を傷つけた

り汚したりする危険がありません.境内の石造物を比較すると 1820（文政３）年以前に建立

された石造物については基数，形状，刻文ともに概ね一致しています.しかし，鳥居の刻文

は，石工の名前の字体と寄進者名が異なっています.これは三升原稲荷神社の鳥居が平成に

入ってから再建されたためです.この時に，石工の名前の字体を旧字体から新字体に変更し

たため，本来寄進者の名前は多賀谷武兵衛であるはずが誤って「多」の文字を刻まなかった

ためこうした違いが生まれたと考えられます. 

 「書上帳」によると両神社は 1810（文化７）年６月に郡奉行寺西監物が勧請し，灯籠など

を寄付しています.両神社の石造物の刻文の内容は一致しており，同時期に郡奉行により勧

請されていることから，藩が主導して神社が同時に作られたと考えられます.これは柏原・

三升原両地区の新田開発を同時に進行させたことに起因します.両神社が勧請された時期

は唐櫨の植え付けが失敗した時期にあたり，両神社が地区の豊作を祈願し，唐櫨の植え付け

の成功を祈って建立されたことを意味すると考えられます.実際に最も早く神社に寄進さ

れた寺西監物の灯籠には「開地繁榮」の文字が刻まれています. 

 柏原地区と三升原地区にある稲生神社と稲荷神社は，地区の豊作を祈って同時期に誕生

した「双子の神社」で，近世の村境界に存在することから，近隣の異なる地区から入植して

きた人々を束ねるシンボルとしての役割もあったと思われます.また，「双子の神社」境内に

ある新田開発期の石造物は，水を得ることが難しい段丘で，唐櫨の栽培に失敗しながらも用

水路を開き，ため池を整備し，これを二つの地区で同時に行なったという苦労と誇りの歴史

を現在に伝える貴重な証拠です.ぜひ江戸時代の空気を体感しに神社を訪れてみてくださ

い. 
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図 10-5 神社境内にある石造物の配置と現地の写真 

資料：岩佐佳哉・熊原康博（2018）：広島県西条盆地南部，柏原・三升原地区の神社境内の石造

物の同一性とその成立経緯, 広島大学博物館研究報告投稿論文, 10.より 
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図 10－6 石造物の３次元モデルおよび写真． 

資料：岩佐佳哉・熊原康博（2018）：広島県西条盆地南部，柏原・三升原地区の神社境内の石造

物の同一性とその成立経緯, 広島大学博物館研究報告投稿論文, 10.より 
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表 2 柏原稲生神社と三升原稲荷神社の石造物の比較 

 

資料：岩佐佳哉・熊原康博（2018）：広島県西条盆地南部，柏原・三升原地区の神社境内の石造

物の同一性とその成立経緯, 広島大学博物館研究報告投稿論文, 10.より 
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『橋の名は』 

～黒瀬川（旧西条川）にかかる橋～ 
 

 西条・八本松地域を流れる代表的な河川が「黒瀬川」です.水源である並滝寺池（旧小原

池）は，江戸時代前期の寛文 10(1670)年に広島藩によって着工され４年後に完成した用水

池です.上流域の篠村・正力村・米満村（以上，八本松地域），寺家村・西条東村・下見村（以

上，西条地域）の水利に充てられています. 

 

図 11-1 寺家周辺図 

資料：現地調査より筆者自作 
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図 11-2 安永３(1774)年『賀茂郡寺家村絵図』（部分） 

資料：『ふるさとの想い出写真集・東広島』付図より抜粋 

 

この黒瀬川上流域は，江戸時代の文書や絵図では「西条川」と呼ばれていました.西条盆

地で番蔵川や中川と合流して黒瀬川と名を変え，黒瀬方面に南流しているのです.ちなみに，

地元の県立賀茂高等学校の校歌にも，次のような一節があります. 

「世界をめぐる 七つの海と 波路はつらなる 瀬戸内海に 西条川の そそぐ見よ 

（以下略）」 

 世界につながる西条川の両岸を結んだ「橋」に注目し，その歴史や意義を見てまいりまし

ょう. 
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①友待橋（ともまちばし） ～黒瀬川と国道旧２号線が，唯一，交差する橋～ 

友待橋は，黒瀬川と国道旧２号線が，唯一，交差する橋です.安永３(1774)年の『賀茂郡

寺家村絵図』（以下，図 11-2）には見あたりませんが，明治 31(1898)年測量の地図には国道

に架かる橋として記されています.国道が規定された明治９(1876)年，この道路は東京と長

崎（開港場）を結ぶ一等国道となり，さらに明治 18(1885)年の内務省告示で国道四号とさ

れました. 

「友待」とは，当地の小字名の「友松」が変化した名称と考えられます.「友松」は JR寺家

－西条間の踏切の名前としても残っていますね.今回の橋めぐりは，ここからスタートしま

す. 

 

 

写真 11-1 友待橋 

撮影：植野撮影（2018 年） 
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②時友橋（ときともばし） ～参勤交代の行列も通った橋～ 

 さて，西方の飢坂から下って塚の峠を通って東上する江戸時代の山陽道が，最初に黒瀬川

を渡る時に通過するのが「時友橋」です.橋を渡ってすぐの北岸に「時友一里塚」がありま

した. 

 文政４(1821)年の『国郡志御用就書出帳 賀茂郡寺家村』（以下，『書出帳』）によると，

この橋は土橋で長さ 10間（約 18.2ｍ），幅２間（約 3.6ｍ）という規模でした.また，参勤

交代で使用されるため，たびたび改修（掛け替え）がされています.文政 10(1827)年の記録

（『差上帳』）では，元文２(1737)年，延享２(1745)年，寛延３(1750)年，安永４(1775)年，

天明７(1787)年，享和２(1802)年，文化 13(1816)年と，文政 10 年までの 90 年間で７度に

上っています.広い集水域を持たない黒瀬川は流水が不安定で砂地も多く，大雨が降ると氾

濫しやすいため堤防が決壊するなどの被害に見舞われたそうです.先ほどの 90年間で 14度

の洪水が記録されています. 

 ちなみに，現在の橋は江戸時代より長さも幅も，そして役割も少し控えめになりました. 

 

 

写真 11-2 時友橋 

撮影：植野撮影（2018 年） 
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写真 11-3 時友一里塚跡 

撮影：植野撮影（2018 年） 

 

③大門橋（だいもんばし） ～桜土手を望む，戦後に誕生した新しい橋～ 

 大門橋は，戦後になって架けられた比較的新しい橋です.国土地理院発行 25000分の１地

形図では，昭和 25 年から橋の姿が見られます.それまでは川の両岸に生活道はあったよう

です. 

地元の方は「こどもの頃（昭和 20年代前半）は，大門橋も地域センターの前の道路もな

かった.バスは六日市橋を渡って左折し，工場（オーエイプロト）の前から寺西小学校の通

りへ出た.坂を上がりながら右折するけえ，ひっくり返るでえ，と思うたよ.」と話されてい

ます.東側の土手には桜が植えられ，「桜土手」と呼ばれる地域の名所になっていたそうです. 

 

〽 … 寺西音頭よいサッサ 桜土手にもサー 蝶々が舞うよ … （「寺西音頭」より） 

〽 … 二つ数えて二人づれ 桜土手なら花も咲く … （「寺西かぞえ音頭」より） 

 

ちなみに「大門」というのは当地の地名です.図 11-2をみると，対岸に平泰寺，随光寺，

祇園社，廃寺の法花寺（法華寺）も記され，寺社の門前にあたる地だったことがうかがえま

す. 
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④六日市橋（むいかいちばし）  

～神武天皇伝説も… 四日市より先に成立した市場～ 

 六日市橋は，平成 30(2018)年に補修工事で塗装され見た目も一新しました.現代の感覚で

は小さな橋で欄干も低く感じますが，完成した当時は「そりゃあ立派なもんじゃった.」と

地域の人々に親しまれ，昭和 30年代まではバスも通っていました. 

 「六日市」は，中世の山陽道（地図中の点線ルート）にあった定期市に由来し，近くに蛭

子（恵比須）社や賀茂社（のちに失火で焼失）もありました.毛利元就が賀茂社に奉納した

鏡は，新宮神社に現存しています.新宮神社の「神武天皇御腰掛石」も，もとは賀茂社にあ

って神武天皇が高千穂から東に向かわれた時に休息されたのだとか.賀茂社は天皇家ゆか

りの神社であり，東広島市周辺一帯が「賀茂郡」と呼ばれたことに関連するエピソードの１

つでしょう. 

毛利元就が活躍した 16 世紀半ばには地域経済の中心地だったことが分かります.「四日

市」の整備が行われる半世紀も前のことです.ちなみに吉田郡山城下の市場も「六日市」で

す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11-4 六日市橋（改修前） 

撮影：植野撮影（2018 年） 

写真 11-5 六日市橋（改修後） 

撮影：植野撮影（2018 年） 



91 

 

⑤ヘクドー橋（へくどーばし） ～「珍名橋」の語源は何か？～ 

 世の中にさまざまな名前の橋があるでしょうが，間違いなく「珍名橋」でしょう. 

 図 11-2では「道元橋」として姿を見せ，『書出帳』には「板橋，長八間（約 14.5ｍ），巾

二尺（約 60㎝）」と記されています.また，「道元」とは「鎌田正喬，世を辞して入道し道元

と号し，此所に住みけるよし」（同）とあり，「鎌田」という地名も現存しています. 

 この一帯も洪水で被害を受けやすく，幅１ｍ弱の板の橋は，すぐに流されていたそうです. 

 

「みんなが，“また流された，ヘイクソー，ヘイクソーの橋じゃ！”と言って呆れていた.」 

「“ヘイクソのドーゲン橋”で，ヘクドー橋じゃあ，いうことかのー.」 

という地域の方もおられました.また，子どもたちが橋の上で遊んでいることも多く， 

「ふざけとったら，橋をへぐ（剥ぐ，外す）どー！」ということで， 

「へぐどー」→「ヘクドー」．．．と 

「二葉亭四迷」の由来のように，こういう理由が案外，事実なのかもしれません. 

 

写真 11-6 ヘクドー橋 

撮影：植野撮影（2018 年） 
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⑥野坂橋（のさかばし） ～西条が生んだ「赤ひげ先生」を偲ぶ橋の名～ 

 「野坂橋」は，「岡畠土橋」と書かれ，『書出帳』には「土橋，長十間（約 18.2ｍ），巾二

尺（約 60cm）」と記されています（図 11-2）.山陽道から分かれた道が厳島神社を経由して

南下し，この橋を渡って対岸の正福寺へ抜け，下見・田口方面に向かう場所に当たります. 

 「岡畠」は当地の地名ですが，現在の橋の名は「野坂」です.これには逸話があります. 

江戸時代の後期，このあたりに野坂完山（生没年 1785～1840）という医師がいました.彼は

地域医療に貢献した人物として知られ，コレラの流行に際して薬を無料配布しています.無

料診療や無料宿舎の提供もおこないました.彼が記した『鶴亭日記』は文化４(1807)年から

天保 11(1840)年に及ぶ貴重な記録です.野坂氏の祖先は下見の二神山城主水戸氏とされ，さ

らに宮島にある厳島神社の神主・野坂氏の子孫とも伝えられています.当地の厳島神社の近

くに屋敷地があったことも関係しているのかもしれません.地域の偉人を偲び，橋の名とし

たのでしょう. 

 

「橋」は川の両岸を結ぶだけでなく，過去と現在を結ぶ貴重な「地域遺産」なのですね. 

 

写真 11-7 野坂橋 

撮影：植野撮影（2018 年） 
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図 11-3 西城町域交通変遷図（部分）， 

資料：『西条町誌』付図 
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減産の危機？！原産西条柿 
 

１）西条柿の発祥地 

 食欲の秋,安芸に住む我々のお腹を満たしてくれるものと言えば牡蠣だけじゃない,そう,

柿ですね.柿は独特のぬめりと食感,そして何よりも濃厚だけれどもさっぱりとした甘さが

特徴的です. 

 ところで柿と言えばどのような形を思い浮かべるでしょうか.平べったく丸い形状を思

い浮かべているのではないかと思います.「細長いもんもあるが,渋くてそのままじゃ食べ

られん,ありゃあ干し柿用じゃッ」という広島弁が聞こえてきそうです. 

 しかし,その細長い形状の柿こそ,我々の暮らす街に根差した,伝統あるものです.それは

「西条柿」です.西条柿は細長い形状と縦に入った 4本の深い溝が特徴の完全渋柿（生長の

過程で種が入っても渋いままの渋柿）です.西条柿は東広島市西条町寺家にある長福寺（ち

ょうふくじ）が発祥地とされています（図 12-1）. 

 

図 12-1 西条柿に関する旧西条町の地図 

資料：国勢調査 2015 の区域をもとに作成 
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写真 12-1 長福寺境内の西条柿の木と案内板 

資料：冨田撮影（2018年 10月） 

 

境内にある柿の木の下に案内板があります（写真 12-1）.少しみてみましょう. 

案内板には, 

『 西条柿の由来については,江戸時代初期の作と推定される「長福寺縁起」に「暦仁

元年(1238),長福寺の僧良信が本尊薬師如来座像の霊夢を受け,弟子の信常を鎌倉

の永福寺へ遣わし,種を持ち帰り境内に植えたのが原種である.」 

4 代将軍頼経の子が疱瘡をわずらった際に,この西条柿を食したら病が完治した

ことから,長福寺に対して寺領が寄進され,以後代々の将軍に毎年西条柿を献上し

たと伝わっています. 』  

と記述されています.ここでは西条柿の種は鎌倉から持ち帰ったとされています.ちなみに

中国電力（株）エネルギア総合研究所(2008)によると,日本への柿の伝来はさらにさかのぼ

って,西暦 700 年頃とされています. また,西条柿は雄花がないため接ぎ木により栽培され

るという特徴がありますが,接ぎ木技術も柿と同様に西暦 700年頃に中国から伝来したとさ

れています. 

 長福寺の西条柿の木は文政末期（1829年）に枯死したとされ,樹齢約 590年であったと考

えられます.また,『西条町誌』によると長福寺境内において西条柿の木と同樹齢の松の木が

並立していたということですが,それは昭和末期に枯死したとされ,現在は案内板と新たに

植えられた西条柿の木が,西条が西条柿の発祥地であるということを境内でひそかに発信

し続けています. 



96 

 

２）西条柿の伝播（広島県外） 

 長福寺の案内板によると, 

『 江戸時代,広島藩の特産物として西条柿は,広く全国に知られました. 』 

とあります.そのような西条柿ですが,広島浅野藩は 1619年に西条柿奉行を設置することで,

柿の増産に力を入れ,藩財政へ貢献したとされます.また,『芸藩通史』によると, 

『 柿 西條柿とて,昔より名産なり,一説には,最上柿とかきて,汎く當國の柿,上品

をいふともいへり 』 

とあることからも西条柿は安芸国の名産品であったことがわかります.更にさかのぼって,

寛政（1789―1801年）の書上帳には, 

『 西條柿ハ賀茂郡西條ニ在リ,秋初之ヲ取リ皮ヲ剥ギ陰ゲ乾シ白柿ト爲シ冬到リ初

外皮霜ヲ浮キ肉熟ス,則菓子之第一味爲ス,大和之生柿,美濃之熟柿及ブ所ニ非ザ

ル也 』 

とあり,西条柿を干柿にしたものは,大和国（奈良県）の生柿や美濃国（岐阜県）の熟柿（じ

ゅくし,ずくし）以上に美味であると記されています.また,文政（1818年―1830年）の国郡

志御用書上帳には,異国の名産品が集まる肥前国長崎港において,果物では安芸国の西条柿

が一番であると記されているということです. 

 このように西条柿は我々の暮らす西条が原産の誇れる特産品であります.ところで栽培

面積を見てみると,2015年の時点で,1位：岡山県（67.0ha）,2位：島根県（63.0ha）,3位：

山口県（35.7ha）,4 位：鳥取県（33.2ha）,5：広島県（20.3ha）という順になっています

（図 10-2）.また栽培地域に関しては,中国地方を中心に栽培されていることが読み取れま

す.（図 10-3） 

 

図 10-2 中国地方における西条柿の栽培面積の変遷(2003-2015年) 

資料：「特産果樹生産動態等調査」（農林水産種）より作成 
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原産地の広島県だけでなく,周辺地域で栽培がおこなわれています.むしろ他の地域の方

が盛んといえるかもしれません.この理由としては,各地に適した西条柿が栽培されるよう

になり,特産品化が進んだためと考えられています.背景として,脱渋技術の進歩による干

柿用から生食用へといった西条柿の需要の変化があります.この変化に対応するため,島根

県農業試験場などを中心に改良が進み,西条柿の系統選抜が進んでいったといわれていま

す. 

 中国地方以外での西条柿の栽培状況はどうなっているのでしょうか？農林水産省の「特

産果樹生産動態等調査」によると,図 10-4 に示したように,南は宮崎県,北は福島県まで勢

力を伸ばしています.西条柿が中国地方外へ進出するにあたって,国道 10 号（江戸時代の日

向街道）や国道 8号（江戸時代の北国街道/律令体制下の五畿七道における北陸道）といっ

た,日本の国土全体からみてどちらかと言えばメインでないルートに沿って広がっていっ

たことが想像できておもしろいです. 

 

３）西条柿の分布（東広島市内） 

 発祥地である西条（東広島市西条町とする）における西条柿の栽培状況はどのようになっ

ているのでしょうか. 

 農林業センサス（2015）によると,東広島市における柿の農業経営体数は 51戸,栽培面積

は 6haとされます.また,JA広島中央の HPによると,JA広島中央管内（図 10-5）において西

条柿は 49 戸,約 14ha で栽培されています.栽培農家数に関してはどちらのデータに基づい

てもほとんど変わりはありません.栽培面積は JA 広島中央のデータの方が大きくなってお

ります.図 10-2 と併せて考えると,広島県における西条柿の栽培面積の約 3/4（約 69%）を

JA 広島中央管内が占めているということになります. 

図 10-3 西条柿の栽培面積(2015年) 

資料：図 10-2と同様 

図 10-4 西条柿の版図（2003-2015年） 

資料：図 10-2と同様 
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図 10-5 西条町寺家と上三永・三永・下三永及び旧賀茂郡大和町 

資料：境界データは国勢調査（2015）を使用 

 

一方で,農林水産省のデータ同士で考えてみると,栽培面積の約 30%を東広島市が占める

ことになります.このような違いが生じる理由として考えられるのは, 

(1)JA広島中央が示しているデータが平成 27 年のものでないから, 

(2)JA 広島中央管内と東広島市における栽培面積の差は旧賀茂郡が含まれるか否かの差で

あるから,つまり,現在の三原市大和町での栽培面積が大きいから,といったところ

でしょうか. 

 また,旧西条町内での栽培地域は JA広島中央への聞き取り調査（2018年 12月 12日実施）

によると,西条町寺家,西条町三永（上三永,下三永）であるということです.それ以上の詳細

は現時点において不明です. 

ただひとつ言えることは,生産者の高齢化により,今後の西条柿栽培の見通しは不透明で

あるということです.柿の木は放っておくとどんどん高く成長していくため,果樹として栽

培するならば剪定などによって木を低くするなどの管理が必要ということであります.西

条柿の栽培は,ただ木に実がなるのに任せるのではなく,手間をかけなければならないもの

であるのです. 
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４）西条柿の流通 

 JA 広島中央への聞き取り調査（2018 年 12 月 12 日実施）によると,昭和の終わりから平

成の初めあたりの時期に東広島の農協（現在の JA広島中央）と東広島市,旧賀茂郡が共同で

西条柿の振興に取り組み始めたということです.それは,スーパーマーケットなどでみられ

る西条柿の段ボール箱に「原産」,「1000年の歴史」,「ひろしま特産」といった言葉がデザ

インされていることからも確認できます（写真 12-2）. 

 

 

写真 12-2  JA広島中央が出荷する西条柿の段ボール箱 

資料：冨田撮影（2018 年 11 月） 

 

 ところで,１）西条柿の発祥地では柿の実の形状に関して「細長いもんもあるが,渋くてそ

のままじゃ食べられん,ありゃあ干し柿用じゃッ」という広島弁が聞こえてきましたが,本

当にそうでしょうか.確かにそのままでは渋くて食べられません.しかし,ドライアイスに

よる渋抜きという方法を用いて,甘柿として生食することができます.むしろ,スーパーマ

ーケット等で販売されている西条柿は渋抜き済みのものが多くなっています（写真 12-3）. 

 一方で,渋柿としての需要も依然としてあります.そのため,渋抜きされていないそのま

まの西条柿も「干柿セット」のような形で販売されていることもあります.また,干柿として

加工された西条柿も販売されています（写真 12-4）.干柿の変化形とも言える「ドライフル

ーツ西条柿」というものも発見しました.これは薄切りして干された西条柿という感じのも

のです（写真 12-5）. 
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 更におもしろいものもありました.それは「西条柿アイス」です.熟柿となった西条柿を冷

凍したものであり,半解凍の状態で食べるものです.熟するのが早い西条柿ならではの活用

法ではないでしょうか.西条柿の濃厚な甘みとシャリシャリとした食感が市販のシャーベ

ットに勝るとも劣らないおいしさです（写真 12-5）. 

 こういった様々な工夫から,原産地としての西条柿の普及にかける情熱が伝わってくる

ように思われます. 

        

 

 
写真 12-5  様々に加工された西条柿 

資料：冨田撮影（2018 年 12 月） 

写真 12-3 ドライアイスによって 

渋抜きされた西条柿 

資料：冨田撮影（2018 年 11 月） 

写真 12-4 干柿に加工された西条柿 

資料：冨田撮影（2018年 12 月） 
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５）平成最後の西条柿 

 ご存じの通り,2019 年 4 月末をもって平成という時代は幕を閉じます.つまり,平成 30 年

（2018 年）秋の西条柿が平成最後の西条柿であったということです.本稿の最後に,そんな

平成最後の西条柿の作況について確認しましょう. 

 ところで,柿と言えば「裏年」,「表年」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょ

うか.裏年は果実がよくできない年であり,表年は果実がよくできる年です.平成 30年（2018

年）はずばり,「裏年」だったようです.裏年になる要因は,複数の原因があり一概に断言で

きませんが,今回はつぼみの霜害による凍傷の影響が大きいといわれています.筆者自身,

春先の天候について記憶は定かではありませんが,JA広島中央の HPの掲載記事には,「4月

の遅霜や,夏の西日本豪雨,猛暑,干ばつ,台風と天候に恵まれず」とあり,4 月につぼみが霜

害に遭ったということです.加えて,東広島市にも甚大な被害を生じさせた平成 30年 7月豪

雨（西日本豪雨）や夏の災害級の猛暑,台風といった異常気象の影響も大きいでしょう. 

 このように波乱の中で平成最後の秋を迎えた西条柿ですが,小玉傾向でありながらも高

糖度で仕上がったということですので,ひとまず安心して平成を終えられるでしょう.平成

最後の西条柿を食べ損ねたという人も,元号新たなる年の秋に,新たなる気持ちで西条柿を

食べてみてはいかがでしょうか. 
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大地に現れた謎の円形～円筒分水～ 
 

 

写真 13-１ 西天竜円筒分水群 田畑 29号 

資料：筆者撮影（2018 年 8月） 

 

１）はじめに 

 みなさんは,円筒分水という用水を配分する装置を知っていますか？円筒分水とは,誰が

見ても公平だとわかる分水工として日本の技術者が考案した円形の分水工です.分水工と

は 1本の用水路を複数の用水路にわける分岐点にあって,それぞれの用水路に一定の比率で

水を流すための構造物です. 

 稲作には用水が必要であり,限られた水資源を正確に配分し,地域間の利害を調整するこ

とに対しては,当該地域の人々の知恵と努力が注がれてきました.しかし一度旱魃が起これ

ば,激しい『水争い』が起こっていました.円筒分水の誕生はこのような『水争い』の解決の

一助になったといわれています. 

西条盆地も稲作が盛んな地域です.旧西条町には,下三永にある千足池と広島大学南の門

脇調整池に１基ずつ円筒分水が確認されています.また東広島全体では上記に加え,志和の

小野池,高屋の大久保ダムにみられるので,合計４基の円筒分水が存在しています（図 13-2）. 
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図 13-1 東広島の円筒分水マップ 

資料：現地調査より筆者作成 

 

２）円筒分水の原理 

 円筒分水の原理については,中四国農政局 HP や新潟県 HP に詳しい説明が載っています.

分水の方法としては,図２のような模式図で示される背割り分水工と呼ばれるものが使用

されていました.一見,背割りに従って水を分けられているように見えます.しかし,実際は

意図したとおりに水がわかれることはほぼあり得ません.水は勾配が大きな方によく流れ
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るという特性があるためです.水を必要とするそれぞれの集落の標高や分水工との距離が

全く同じであれば水は公平に流れるでしょうが,現実的には集落の位置は様々です.また流

速は分水後の水路の構造にも影響を受けます.それゆえ通常の背割り分水工では水を意図

したとおりに分けることができないという問題があったのです. 

 

  
図 13-2 一般的な背割り型分水工模式図    図 13-3 円筒分水の模式図 

資料：中四国農政局 HPより抜粋          資料：中四国農政局 HPより抜粋 

 

 ここで登場したのが逆サイフォンの原理を応用した円筒分水です.逆サイフォンの原理

とは,ある高さから隙間のない管を通して水を落とした場合,水が同じ高さまで戻ろうとす

ることです.この原理を利用して分水すれば,一度水を下に落としてから上がってくる水を

分けるので,水の流れる方向に多く流れてしまうという問題は起こりません. 

 

３）円筒分水の歴史 

まず,円筒分水の歴史について簡単に述べておきます.円筒分水は明治 44年（1911）に水

を公平に分配するために考案されたものです.農業土木研究第 2 巻 1 号によると,可知貫一

氏によって岐阜県可児郡小泉村耕地整理地区（現在の多治見市）に設置されたプロトタイプ

が最初に設置された円筒分水ではないかと言われています.その後昭和中期までは全国で

製作されました.ただ円筒分水にもいくつか弱点がありました.大きくまとめると以下の３

つです. 

 

第一に,設置費用が高価であること. 

第二に,清掃に手間がかかること. 

第三に,水の勢いを殺しすぎてしまうこと. 
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これらの弱点を克服した射流分水工が台頭するにつれ,次第に円筒分水は設置されなく

なったと言われています.ただし,設置された円筒分水は現在も現役で多数使用されていま

す.全国でいくつ作られたかは定かではありませんが,『円筒分水データベース』による

と,174 基の円筒分水が記録されています.ただ,ある地域でまとまってある場合は○○円筒

分水群のように表示されており,実数はもっと多いです.筆者が 2018年の夏に長野県の西天

竜用水の円筒分水を調査した際には 34基の円筒分水が使用中であることが確認されたこと

から,製造台数は 200 基近く,あるいはそれ以上かもしれません. 

 

４）円筒分水の種類 

 『円筒分水ドットコム』の円筒分水の知識によると,円筒分水はその型式により以下の 3

つに分類できるとされています.円筒分水は逆サイフォンにより下から吹き上げられた水

を,同心円上に越流（またはオリフィス）させることにより,用水を均等・厳格に分けること

ができるのです. 

 

Ⅰ 扇形分水 

 円筒分水の原型.流速分布（速度水頭）を解消するための扇形溢流堰と同心円からなる分

水堰からなっています.見分け方は扇形をしているか否かです. 

Ⅱ オリフィス型（サイホン型） 

 オリフィスの孔数によって分水比が分かるほか,内円筒内の水位を計測することで流量

を算出することができます.弱点は塵芥による目詰まりです.シンプルにいえば,穴の数で

水を分けているタイプです. 

Ⅲ 溢流型 

円筒分水の最終型.越流部を格子状（スリット）とすることにより分水比を明確化してい

ます.また,全面溢流型では溢流長の比率によって分水比を設定できます.区分け板で水を

分けている場合は,こちらに分類できます. 

 

   

扇形分水 

写真 13-2：西天竜円筒分水

群『沢 4号』 

資料：横川撮影（2018 年 8月） 

オリフィス型 

写真 13-3：西天竜円筒分水

群『松島９号』 

資料：横川撮影（2018年 8月） 

溢流型 

写真 13-4：有田市保田の 

円筒分水 

資料：横川撮影 

（2016 年 7月） 
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５）西条の円筒分水 2－千足池の円筒分水 

 

図 13-4 千足池円筒分水の位置 

資料：現地調査より筆者作成 

 千足池は西条町下三永福本にある巨大なため池です（図 13-4）.千足池堰堤にある千足池

竣工記念碑（写真 13-5）によると,昭和 16年から溜池築造に着工し,昭和 25年 7月に竣工,

現在の状態になったのは昭和 34年 10月であるとされています.この溜池が作られた要因と

して,この地域が長年水不足で苦しむ地域であったことが挙げられます.特に昭和 14年の大

旱魃に被害が大きく,巨大なため池築造の声があがってきました.また三永水源地水没地域

からの立退者が移転した下三永向原地区で開田事業が始まり,その用水確保のためでもあ

ると記載されています. 

 千足池の円筒分水は,利水放流設備として設置されています（図 13-5）.円筒分水からあ

ふれ出た水は 4方向に分配され,一つは松板川へ直接流れ出て,残りは用水路として流れ,こ

の地域一帯に利用されています. 

千足池の円筒分水を上記の定義で分類してみようと思います.この円筒分水は,水を区分

するために隔壁が存在せず,それぞれの用水路に分配される場所の間口の大きさで分配量

が決定されています.つまり少し変わってはいますが,溢流式の円筒分水であると言えます.

間口の大きさを測定してみると,松板川に直接流れ込む A の間口は 60cm,松板川を越え左岸

を流れる Bの間口は 58cm,松板川右岸のより下部に流れる Cの間口は 58cm,松板川右岸のよ 

り上部を流れていく Dの間口は 170cmとなっています.これは補足ですが,Dの間口から流 
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写真 13-5 千足池竣工記念碑 

資料：横川撮影（2016 年 10 月） 

 

図 13-5 千足池円筒分水 

資料：横川撮影（2017 年 4月）の写真を加工して作成 
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れる用水は下三永向原地区だけでなく,下三永地区の福本一帯,さらには三升原を通り過ぎ,

東広島運動公園の南の一部まで通水しています.この地域の主要幹線用水路といっても過

言ではありません. 

 ところでこの円筒分水には 3つの円が存在しています.一番外側にある円と一つ中にある

円,さらには水が出てくる場所も円となっています.それぞれ直径を図ると外から順に約

790cm,約 480cm,約 120cm となっています.このように単純な大きさに着目するのも楽しい

ですね. 

 

６）その他の円筒分水 

 その他の円筒分水に関して,簡単に紹介だけしておきます. 

Ⅰ 門脇調整池円筒分水（写真 13-6） 

 広島大学の南側にある門脇調整池から流れる用水路沿いにあります（図 13-6）.中郷の農

家に聞いたところ現在も使用中で,時期によっては週に一回ぐらい用水路と円筒分水を確

認に行くとのことです.また年に一度は大掃除を行うと聞いています.広島大学の移転に伴

い,作られたようです.円筒分水の建てられた詳細な年代は不明ですが,円筒分水の中では

比較的新しいものとなっています.門脇川に直接落とすものと,中郷へ流れるもの,古河へ

流れるものに分かれます.中郷へ流れるものは,門脇川を越えるために用水路を橋で渡して

いるのが特徴です. 

 

写真 13-6 門脇調整池円筒分水 

資料：横川撮影（2018 年 3月） 
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図 13-6 門脇調整池円筒分水の位置 

資料：現地調査より筆者作成 

 

Ⅱ 小野池円筒分水（写真 13-7） 

 志和の小野池の下流にあります（図 13-7）.小野池の堰堤から流れる用水路が一度下に落

ちる場所がはっきり見えます. 

 
写真 13-7 小野池円筒分水 

資料：横川撮影（2016 年 7月） 
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図 13-7 小野池円筒分水の位置 

資料：現地調査より筆者作成 

 

Ⅲ 大久保ダム下流の円筒分水（写真 13-8） 

 

写真 13-8 大久保ダム下流の円筒分水 

資料：横川撮影（2018 年 8月） 
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図 13-8 大久保ダム下流の円筒分水 

資料：現地調査より筆者作成 

 

大久保ダムは広島県東広島市高屋町杵原に位置しており,広島県の事業で 1974 年に建設

され現在は東広島市が管理しているといいます（図 13-8）.国道 375号線が近くを通ってお

り,そこから一瞬だけ円筒分水を見ることができます.東広島市の円筒分水の中では最も写

真をとりづらい円筒分水でした. 

 

７）おわりに 

 最後に円筒分水の見方,楽しみ方について筆者の意見を述べたいと思います. 

１つ目は円筒分水そのものを楽しむ事です.円筒分水は非常に美しい円形をとっている

ものが多くみられ,東広島にある円筒分水もきれいな円形です.この造形美を眺めるのも悪

いことではありません.また円筒分水は季節により異なる姿を見せてくれます.水が止まっ

ている時期もそれはそれで風情があるのかもしれませんが,個人的には通水期の円筒分水

が最も美しいと感じます. 

 ２つ目は円筒分水を探すことを楽しむことです.子供の頃のワクワクしながら探検する

時の気持ちを思い出すことができます.現時点では,円筒分水の全容は解明されていません.

分布や総数が明らかになっていないのです.だからこそ,ネットなどには載っていない円筒
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分水を初めて見つけたときの喜びが非常に大きいです.ただ,やみくもに探すだけではなか

なか発見することが難しいです.地形や土地利用などを踏まえて,ある程度目星をつけてい

くとより,発見しやすくなります.東広島には 4つの円筒分水が確認されましたが,もしかし

たら,まだまだ発見されていない円筒分水があるかもしれません. 

 3 つ目は地域の歴史を読み取ることです.円筒分水の分水比率は単に地域間の耕地面積の

比を表している訳ではありません.『水争い』の歴史や地域社会の構造,政治的力関係の縮図,

それらが凝縮されて一つの形となったものが円筒分水です.円筒分水の存在,またその分水

比率には地域の歴史が詰まっているのです.これは当該地域を知る上では重要なメルクマ

ールとして機能することでしょう. 

 地域の歴史を知るだけでなく楽しむこともできる円筒分水を一度訪れてみてはいかがで

しょうか. 

 

参考文献・引用文献・資料 一覧 

「構造が特徴的な農業水利施設│新潟県 HP」 

（http://www.pref.niigata.lg.jp/nochi/1356806740193.html  

2019年 1月 11日最終閲覧 ） 

「水を分ける 分水工の仕組み│中四国農政局」 

（http://www.maff.go.jp/chushi/seibibu/shigen/1_5.html 2019 年 1 月 11 日最終閲覧） 

「円筒分水ドットコム」 

（http://entoubunsui.com/ 2019年 1月 11日最終閲覧） 

可知貫一（1930）：「灌漑計書と放射式分水装置に就て」農業土木研究第 2巻 1号 pp1-11 

佐藤寛（2016）：「千葉県内の円筒分水」中央学院大学社会システム研究所紀要 第 17巻 第

1号 pp54-81 

佐藤寛（2017）：「千葉県内の円筒分水２」中央学院大学社会システム研究所紀要 第 17巻

第２号 pp53-82 

佐藤寛（2018）：「千葉県内の円筒分水 3」中央学院大学社会システム研究所紀要 第 18 巻

第 1号 pp53-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.niigata.lg.jp/nochi/1356806740193.html　
http://www.maff.go.jp/chushi/seibibu/shigen/1_5.html　2019年1月11
http://entoubunsui.com/


114 

 

用水路トレイル～先人の知恵～ 
 

１）はじめに 

今回は東広島市西条町福本にある千足池の幹線水路のトレイルを行います.田口の一部

と大沢東部の両地区から成る三升原地域では水田が広がっていますが,どのようにして用

水を確保したのでしょうか？段丘上にある三升原は黒瀬川から水を引くことができず,例

年水不足が問題になっていたといいます（図 14-1）.先人たちはどのように地形を利用して

課題を克服していったのだろうか？実際に歩いて解き明かしましょう. 

 

図 14-１ 三升原周辺の色別標高図 

資料：国土地理院の 5mDEMデータを加工して作成 

注１）三升原の範囲は農業集落区分の三升原と大沢を合算している.厳密には大沢西部の西大沢

は三升原ではないのでその点は留意してください. 

 

２）用水路とは？ 

 ここでは用水路の説明をします.一言で用水と言っても,農業用水（灌漑用）,生活用水,工

業用水など役割は多様です.今回は農業用水に限って説明していきます（以下農業用水路は

用水路と表記する）. 

 用水路とは主として田んぼに水を入れるために人為的に作られた灌漑設備です.田んぼ
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の横に溝があるでしょう（写真 14-１）.それが用水路です.この用水路は先人たちの戦いの

歴史でもあります（写真 14-2）.水がなければ,人間は生活できません.農業が生活の基本だ

った時代,村をつくり,農地を広げるためには必ず用水路が必要だったのです. 

  

写真 14-１ 下三永向原地区の用水路   写真 14-2 柏原の深道池より流れる用水路 

資料：横川撮影（2017 年 4月）       資料：横川撮影（2016年 11月） 

                     注１）素掘りの用水路が確認される 

 

 コンクリートもブルドーザーもなかった時代にクワとスコップだけで何キロもの水路を

掘ってきた先人たちの苦労はいかほどだったでしょうか.農林水産省によると国内で造ら

れた用水路は約 40 万 km！で地球 10 周分にもなります（国内の一般国道は約 2 万 km）.太

古の時代から築かれてきた日本の用水路網はもはや,国民的財産と言っても過言ではない

でしょう.童謡「春の小川」に歌われた風景は農業用の水路だと言われています.平野を流れ

る小川のほとんどは,先人たちが作り上げてきた水路なのです. 

  

３）用水路に関する設備・知識 

 ここでは用水路に関する設備について,簡単に説明していきます（東海農政局参考）. 

Ⅰ 頭首工…………川の水を堰き止めて,用水路に水を取り入れる場所 

Ⅱ ため池・ダム…川がない場所や水が不足しがちな地域ではため池などを作り,そこから

用水路を田んぼまで引いています. 

Ⅲ 農業用水路……取水した水を農地まで運ぶ水路 

Ⅳ 農業排水路……田んぼから水を吐き出すときに使用,川へ流します. 

Ⅴ 暗渠……………地下に設けられたりして,外から見えなくなっている水路 

Ⅵ 幹線水路………水を必要とする地域全体に水を流している最も主要となる水路 

Ⅶ 支線水路………幹線水路から枝分かれして,細かな地域ごとに水を流す水路 

Ⅷ 分水工…………水を公平に配分する施設のこと. 

  

今回トレイルするのはⅥの幹線水路とします. 

 用水路,特にこの幹線水路には特徴があります.それは可能な限り高さを落とさずに,水
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路が引かれていることです.また川からの取水の場合は,水を必要とする田んぼよりかなり

上流の方から取水していることが多々あります. 

水は高い所から低い所へ流れますが,その逆はあり得ないという特徴があります.なら水

田を低い場所に作ればいいのではと思いますが,低すぎると洪水の被害を受ける可能性が

高く危険です.つまり田んぼの立地は,洪水が来ない場所で,水をたくさん使える場所とい

うのが適していることになります.ある程度の高さの位置にある水田に水を運ぶために,上

記のような工夫をしているのです（図 14-2）. 

 

 

図 14-2 用水路の特徴 

資料：国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 HP 

 

４）用水路トレイルの開始 

実際に歩いてみましょう.用水路トレイルには,用水路の下流から上流へひたすら登って

いくタイプと,地図から予測をしたうえで上流から下流へと下っていくタイプの 2パターン

があります.今回は後者を採用したいと思います.なぜなら,三升原の標高を考慮すると,千

足池以外取水場所としては考えられないためです（図 14-3）.三升原の北と西は黒瀬川の段

丘崖であり,南も松板川による段丘崖となっています.東の方から取水するしかなく,条件

に合う場所はおそらく千足池の場所であろうと推測できます.このように,地形的に取水場

所がほぼ確定できる場合は上流から,確定が困難である場合は下流からと条件によって使

い分けるとよいでしょう. 
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図 14-3 千足池から伸びる幹線水路 

資料：現地調査より作成 

図 14-3に実際に歩いて確定させた幹線水路を示しました.やはり,千足池から取水してお

り,サルマタ池まで伸びています.所々で特徴的な工夫が見られました.これについて記述

したいと思います. 

 

①千足池円筒分水 

 

写真 14-3 千足池円筒分水 

資料：横川撮影（2017年 4月） 
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 幹線水路の始まりの場所です.奥から手前に流れている水路が幹線水路です.円筒分水に

関しては, 『13 大地に現れた謎の円形～円筒分水～』を参考にしてください. 

 

②分水工 

  

写真 14-4 分水工（上流側より）      写真 14-5 分水工（下流側より） 

資料：横川撮影（2017年 4月）        資料：横川撮影（2017年 4月） 

 区分け版を移動させることができるこのタイプの分水工は珍しいです.円弧の穴の位置

によって配分比が変わります.上流側から見て,右側へ流れるのは向原に流れる支線水路で

す（図 14-3）.左へ流れるものがこの地域全体を流れる幹線水路です.なので今回は左側に

向かいます. 

 

③山陽新幹線を超える 

   

写真 14-6 山陽新幹線を超える水路（パイプ）写真 14-7 福本地区の用水路沿い 

資料：横川撮影（2017 年 4月）        資料：横川撮影（2017年 4 月撮影）  

注１）橋を越えて下流側から撮影        

 山陽新幹線を超える際には,パイプを使用して渡しています.他の支線水路が山陽新幹線

を超える際は,水路（開渠）で渡していたが,ここはパイプとなっています.近くの農家が言

うには,『ゴミをポイ捨てする人が多すぎて,用水路が詰まってしまうことが多かったので

す.ポイ捨てされても詰まらないようにパイプにした.』ということでした.ちなみに 

この地域一帯の用水路を管理している団体は千足池水利組合で,シバザクラの植栽などを
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行っています.千足池水利組合は平成 26 年度多面的機能発揮促進事業において中四国農政

局長賞を受賞しています.シバザクラの植栽は,用水路への土砂流入量を減らすだけでなく,

草刈り作業の軽減や美しい景観形成につながっています.写真 14-7では,『フクモト』とカ

タカナで表記されています. 

 

④千年池 

  

写真 14-8 千年池堰堤より撮影       写真 14-9 千年池にある 3つの石碑 

資料：横川撮影（2017 年 5月）        資料：横川撮影（2017年 12月撮影）        

千年池は文化（1804-1818年）の初め頃,時の郡奉行寺西某が墾田を勧め,水利を開いた際

に作られたため池です.約 5町もの広さがあり,かつては千歳池と呼ばれていました.現在の

状態になったのは,県営ため池等整備事業が終わった 1989（平成元）年だそうです. 

ここで疑問が発生します.千年池はなぜこんなに大きいのでしょうか？この場所を水田

にした方がたくさん米を作れますよね.この理由としては,当時は千足池からの水のみを用

いて農業を行うには,地域一帯に必要な水の量が足りなかったからなどが考えられます.も

し旱魃が起こったとしたら,その影響はより大きくなるでしょう.加えて千年池は平地に作

られるタイプの皿池です.谷に作られる谷池とは違い,深さがないので水を多く溜めること

ができません.また,千足池からの幹線水路は千年池に水を入れることができます.つまり,

水を使っていない時期に,千足池からの水を貯えることも可能なのです.幹線水路沿いにあ

る溜池はだいたい幹線水路から水を蓄えられるようになっています.このような点に着目

するのも面白いですね. 

 ちなみに現在,千年池はゴルフの打ちっぱなし場となっており,地域の方々がたしなまれ

ています.用水路トレイル中に立ち寄ってみるのもいいかもしれませんね. 

 

⑤千年池堰堤分水工 

 千年池の南には分水工があります.この分水工は上流から見て左は幹線水路,右は千年池

堰堤を通る支線水路となります.ルート的には左に行くのが正解なのですが,千年池堰堤を

通る用水路は一見の価値ありです.堰堤に沿って流れる用水路や立体交差水路など変わっ

た用水路が見られます.新しい発見があるかもしれませんよ. 
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写真 14-10 千年池堰堤分水工       写真 14-11 堰堤に沿った用水路 

資料：横川撮影（2017 年 4月）        資料：今井貴秀氏提供（2017 年 5月） 

注１）下流から撮影している.        注 1）支線水路にて撮影 

 

⑥盛り土の始まり（写真 14-12） 

  

写真 14-12 盛り土の始まり        写真 14-13 ポールカメラで見た用水路 

資料：横川撮影（2017 年 5月）        資料：今井貴秀氏提供（2017 年 5月） 

 

 

図 14-4 ポイント⑥―⑫までの断面図 

資料：Google Earth より作成 

注１）線がある地点は⑩の地点である. 
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 ⑥の盛り土の始まりから⑩の暗渠とバス停までの間は盛り土が行われています.これは

⑥―⑩の間が少し低いことが影響しているのです（図 14-4）.⑥の地点では標高 215-216m

ほどですが,⑩の地点は 215m ほどになります.ところが,その途中には標高 212―213m のゾ

ーンがあります.これでは水が運べないので,盛り土を行い,用水路の高さを維持していま

す. 

 

⑦クランク 

 

写真 14-14 クランク 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月） 

きれいなクランクとなっています.歩いてみると楽しいです.また用水路は,奥の道路よ

りも高いところを通っていることがわかりますね. 

 

⑧逆サイフォン 

  

写真 14-15 逆サイフォンの場所        図 14-5 宮竹逆サイフォンの模式図 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）      資料：北陸農政局手取川流域農業水利事業所 

「わたしたちの生活をゆたかにする 

手取川と用水」より抜粋 

 ⑧の地点では水路が見えなくなってしまっていますね（写真 14-13）.どこに水路は消え

たのでしょうか？答えは道の下です.これは逆サイフォンの原理を利用した水の運搬方法

で,川や道などが用水路の通路にある場合にしばしば取られる方法です.図 14-5を見るとわ
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かりやすいです.隙間のない管で水を落とすと,水は同じ高さまで戻ろうとします.この特

徴を活かして水を運んでいるのです.ちなみにここのサイフォンの管理は三升原水利組合

が行っているようです.つまり少なくともこの地点から用水路の権利が千年池水利組合か

ら三升原水利組合へと変わっていることがわかります. 

 

⑨盛り土 

 この地点での用水路は,周囲の土地と比較して,かなり高く盛り土されています.東広島

運動公園から東広島駅へ移動する際に左側を見れば,不自然に土地が高くなっているのが

確認できます. 

  

写真 14-16 盛り土された用水路      写真 14-17 盛り土された用水路２ 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）     資料：今井貴秀氏提供（2017 年 5月） 

注１）下流から上流側を撮影         注１）上流から下流側を撮影 

 

⑩暗渠とバス停 

 三升原へ行くには,道路をいくつか越えなければなりません.そのため,いくつかの場所

で暗渠となっています（写真 14-18）.道路の下を同じ高さで用水路を通しているのです.ま

た,三升原のバス停は用水路の上に立地しています.とても珍しいですね.バス停へ用水路

が続いていることがはっきりとわかります（写真 14-19）. 

    

写真 14-18 暗渠となった用水路      写真 14-19 三升原のバス停へ続く用水路 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）     資料：横川撮影（2017年 5 月） 
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⑪暗渠 

 

写真 14-20 暗渠となった用水路 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）     

 この位置は三升原交差点のすぐそばで,交通量が多いため用水路トレイルをする際には

気をつけなければいけません. 

 

⑫稲荷神社鳥居 

  

写真 14-21 稲荷神社へと続く用水路    写真 14-22 稲荷神社鳥居 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）     資料：横川撮影（2017年 5 月） 

 稲荷神社の鳥居までやってきました.稲荷神社へと続く用水路がまっすぐと延びている

ことがわかります（写真 14-21）.ここである特徴が判明しました.実は,この用水路は三升

原を構成する村である田口と大沢の境界を通るように作られているのです.この神社の参

道を境に田口と大沢で別れています.用水路はこの参道のそばを通っていることからも明

らかです. 

 二つの村が協力して用水路をつくる場合,その用水路は境界上を通ることが多くありま

す.これは,なるべく用水路の高さを保つために,分水界上に用水路を通すことが多いから

だと考えられます.分水界とは,水が分かれる場所です.二つの村の境界はだいたい,分水界

を基準に設置されているので,用水路は境界上を通過することになるのです. 

 ちなみに,鳥居は車の事故に巻き込まれ,壊れてしまったそうです（写真 14-22）.そのた

め,鳥居の下部は新しいものとなっています. 
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⑬稲荷神社 

  

写真 14-23 稲荷神社           写真 14-24 稲荷神社横の用水路 

資料：今井貴秀氏提供（2017年 5月）     資料：横川撮影（2017年 5 月） 

 稲荷神社に関しては『10 双子神社 』を参照ください.ここで,三升原まで用水路が来て

いることが確定したので,用水路トレイルを終えても良いのですが,どこに繋がっているの

か明らかにしておきましょう. 

 

⑭池,⑮サルマタ池 

  

写真 14-25 サルマタ池の北にある池    写真 14-26 サルマタ池に繋がる用水路 

資料：横川撮影（2017 年 5月）        資料：横川撮影（2017年 5 月） 

 最終的にはサルマタ池までつながっていました.これで用水路トレイルを終わります.約

3.5キロほどでしたが,濃密な旅でしたね.お疲れ様です. 

 

ここまでの結論として,用水路トレイルで判明した三升原に水を運んでくる方法に関し

て箇条書きでまとめておきます. 

ⅰ 水利に乏しい段丘上の三升原は,千足池から取水し,用水路で水を運んできています. 

ⅱ 用水路の高さを保つために,盛り土を行っています. 

ⅲ 用水路の通路に道がある場合は,逆サイフォンや暗渠で通しています. 
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５）おわりに 

 いかかでしたでしょうか.用水路トレイルにより,三升原がいかにして水を運んできたの

かがわかりましたね.最後に用水路トレイルの魅力に関して筆者の考えを述べて終わりに

したいと思います. 

最初に,地域の歴史や地形を学ぶことができるというのが第一に来ます.地図を使うので,

読図能力は鍛えられます.また用水路は地形と密接に関わっており,先人たちの工夫や努力

の結晶でもあります.先人たちの立場に立って,自分だったらどうするかを考えても楽しい

かもしれません. 

次に,深い学びにつなげることができるという事です.今回の場合では,三升原で水を運

んできた方法を学ぶことができました.ここから,『なぜ,水利の悪い三升原に村ができたの

だろうか』や『この事例は他の地域とも同じなのだろうか』『現在では,どんな課題があるの

かな』『そもそもいつからこの用水路はあるのだろうか』などにつなげることができます.ほ

かにも,本文には述べれませんでしたが,三升原の西部の一部では揚水ポンプを使用してい

ました.『なぜ用水路ではなく揚水ポンプを使用しているのか？』このことについて学んで

いくのも悪くないでしょう. 

第三に,文献調査ではわからない新しい発見があるという事です.サイフォンや盛り土な

どは場合によっては記述があるかもしれませんが,用水路の上にバス停があるなどは通常

記述されません.このように実際に歩くことで,自分なりの発見をすることができるのです.

これが自分の中では最大の魅力だと考えています. 

また人との出会いもあります.用水路トレイル中は,疑問に思ったことやわからないこと

を地元の人に聞くことになります.ここでは,知りたかったことだけでなく,様々な情報や

人間ドラマ,裏話を知ることができます.これはきっと人生を豊かにしてくれるものでしょ

う. 

 以上,用水路トレイルの魅力でした. 
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「とんど」を追い求めて 

 

写真 15-1 上戸のとんど 

資料：横川撮影（2019 年 1月） 

 

写真 15-2 東子のとんど 

資料：横川撮影（2019 年 1月） 
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１）とんどを知ろう 

とんどとは,無病息災や大漁,豊作などを願って行われる伝統行事で,日本全国で行われ

るお正月の風物詩です. 

『保存版ふるさと東広島』や三ツ城自治協議会西条中央支部発行の『西条中央とんど祭り』

のパンフレットなどに詳細な説明があります.とんどは日程的には,小正月(1/15(本来は旧

暦 1/15(新暦 2/5～3/5)))前後に行われるとあります.竹でやぐらを組み,そこにその年に飾

った門松やしめ飾りなどの正月飾り,書き初め,古いお札やお守りなど神事に関連したもの

を持ち寄って,焚き上げます.門松やしめ飾りによって出迎えた歳神を,それらを焼くこと

によって炎と共に見送る意味があるとされています.その残り火で餅を焼いてみんなで食

べる,しめ飾りなどの灰を自宅の周囲にまくと,その年の病を除くと言われています.また,

書き初めを焼いた時に炎が高く上がると字が上達すると言われています.とんどは組み立

て終わってから 1週間置くのが通例でしたが,近年は当日に焚き上げる地域が増えているそ

うです.さらに地域によって呼び名も異なり東広島では「お焚き上げ」「しんめいさん」「左

義長」などとも呼ばれているようです. 

 

   

写真 15-3 餅を焼く様子（下見 3区）     写真 15-4 とんどと正月飾り（中央中隣） 

資料：横川撮影（2019 年 1月）         資料：横川撮影（2019 年 1月） 

 

２）西条やその近辺のとんどの分布 

2019年 1月 6日から 1月 30日にかけて西条町を中心に，とんどがどこで行われているの

かを調査しました.その結果,少なくとも 88基のとんどが作られていました（図 15-1）. 

分布の特徴としては， 

１）西条町の広範囲に分散して分布していること， 

２）西条駅の南側など建物が密集する市街地では分布していないこと, 

３）水田が広がる農村部では大部分に分布が見られること, 

４）小字単位で分布しているように見えること, 

が挙げられます. 
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図 15-1 西条町とその近辺におけるとんどの分布（2018年 1月 30日時点） 

資料：現地調査より筆者作成 

 

聞き取りによると，かつては西条駅前や西条中央の方でも行われていたようですが,現在

は行われていません.ただし,市街地であっても子供たちの郷土学習を兼ねて,各地の小学

校の校庭で行われる場合（御薗宇小学校）も確認できました. 

 またとんどが作られる場所の傾向としては,以下のような場所に立てられています. 

１） 田畑（休耕田含む） 

２） 運動場（小学校,各集落の会館など） 

３） 庭先（個人,企業両方） 

４） 空き地 

なお，田でとんどを行う場合は,その田だけは，鋤かずに稲株を残したままにしておきま

す.鋤くと土が軟らかくなり,とんどを立てにくくなってしまうからです． 

 

３）西条やその近辺で見られたとんどの構造 

とんどの構造について見ていきましょう.まず中心に竹を立てるというのは，いずれのと
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んどにも共通でした.ただし,竹の本数は１本から５本以上など，地区によって異なってい

ました.竹の長さも地域差があり,個人農家の 8m弱から三永小学校の約 20mまで確認できま

した.近年は，中心に使う竹は以前より小さいものを使っているという地域が多かったです. 

 理由としては宅地化の進行によって燃やす場所が小さくなったことや巨大な竹の入手・

運搬が難しくなったことなどが挙げられます. 

 中心の竹の周囲は余った竹やクヌギ,檜,松などの木材で固めます.内部に使う木材は後

で餅を焼くために使われます.木材をある程度入れておかないと,「燠（オキ）」ができなく

て餅を焼くことができないのです. 

 とんどの外側は「ハカマ」と言います.「ハカマ」に使われる材料を見ると,ウラジロ,檜

の葉,杉の葉,藁,竹など様々です.この「ハカマ」を作った後に,正月飾りなどを表面に置い

ていきます.最後に藁や竹で作った鳥居をつける地域も見られました.この鳥居がある方が

正面で,恵方を向いています.ちなみに今年は東北東でした. 

 

    

写真 15-5 杉の葉で覆われた「ハカマ」        写真 15-6：竹で作られた鳥居（馬木上郷） 

（下見 8 区）            資料：横川撮影（2019 年 1月） 

資料：横川撮影（2019年 1月）       

 

４）事例紹介 

ここでは筆者の独断により選んだ，興味深いとんどを紹介したいと思います. 

（例）馬木久善田神社周辺集落のとんど 

 この地域では,樽神輿（子供神輿）をとんどにより焚き上げています.もともと樽神輿は地

域に 3 つありましたが,古くなったので新しくすることになりました.樽神輿は神聖な物と

いうことで簡単に処分することをためらっていたようです.そこで久善田神社の神主さん

に相談したところ,久善田神社の氏子がいる集落（下馬木,為則,大谷）でそれぞれとんどで

焚き上げるのが良いとアドバイスを受けたとのことです.ちなみに大谷地区では歓迎の看

板が立っていたり,スピーカーを設置して音楽を流したりしていました.また竹を加工し,

ジョッキやお猪口を作っていて,遊び心が多々見られました. 
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図 15-2 馬木周辺のとんどの分布 

資料：現地調査より筆者作成 

写真 15-7 久善田神社の樽神輿 

資料：横川撮影（2019年 1月） 

 

  

写真 15-8 下馬木のとんどと樽神輿 

資料：横川撮影（2019 年 1月） 

写真 15-9 燃やされる樽神輿（為則） 

資料：横川撮影（2019年 1月） 

 

  

写真 15-10 大谷地区のとんど 

資料：横川撮影（2019 年 1月） 

写真 15-11 大谷地区のジョッキとお猪口 

資料：横川撮影（2019年 1月） 
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５）市の畑地区の巨大なとんど（写真 15-12） 

 西条町内のとんどを調査していると,西条町南部の市の畑地区に 20mクラスの巨大なとん

どを発見しました.竹をやぐらのように組み立ており,調査中ではここでしか見られないタ

イプでした.今回は，この他地区とは異なる巨大なとんどを紹介します. 

 

写真 15-12 市の畑のとんど 

資料：横川撮影（2019 年 1月 20 日） 
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ⅰ）地域紹介 

市の畑地区は西条町の南西部に位置しています（図 15-3）.自然条件的には南北を山に囲

まれており,小田山川が東西に流れています.この小田山川が形成した段丘面の上に人々が

住んでいます.この地域では農業を営む人が多く,耕地整地された水田が広がっています.

集落の氏神は石神八幡神社です.今回紹介する，とんどはこの地域に住む 22 軒の人々の手

によって運営,製作されています. 

 

 

図 15-3 市の畑の周辺地形図ととんどの分布 

資料：現地調査より筆者作成  

 

ⅱ）とんどの製作と焚き上げ 

 とんどの製作についてはまず,年明けに集落内で話し合いが行われます.そこで,とんど

を作るか否か,どこで作るか,誰が何を用意するのか,いつから組みたてるのか,などの内容

が話し合われます.材料が用意されると,竹を中心に据えて,やぐらを組み上げていきます

（写真 15-13）.三角錐に近い形となっており,この組み立てには 3日ほど時間がかかります.

ちなみに組み立ての最中に中心の竹の上部に日の丸の扇子を設置していました.またやぐ

らの上部に赤と白の紙垂（シデ）をつけてもいます（写真 15-14）.紙垂は神社を囲ったり

する際に使用される紙で,普通は白で作ります.赤も使う理由は,『見栄えが良くなって,楽

しいから』とのことでした. 
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写真 15-13 組み立てられるとんどの土台 写真 15-14 赤と白の紙垂（シデ） 

資料：横川撮影（2019 年 1月 8日）      写真：横川撮影（2019年 1月 8日） 

  

組み立てが終わると,やぐらの内部に檜などの木材を詰めていきます（写真 15-15,16）.

市の畑ではこの土台の内部の部分を「ドブ」もしくは「ハラワタ」と言います.「ドブ」に

木材を詰める理由は竹だけだと,直ぐに灰となり,「燠（オキ）」ができず,最後に餅を焼いて

食べることができなくなってしまうからだそうです.ちなみに檜を使用する理由は宗教的

なもので,常緑樹を使用しなければならないからだそうです.言い伝えによると,神様が降

りてくる際には,山の緑の部分,常緑樹の部分を降りてくるという伝説があり,このことか

ら神事には檜や榊などの常緑樹を使用するのだそうです.木材を詰め終えた後,竹の枝を周

りにつけておきます.こうしないと「ハカマ」をきれいに飾れないのです. 

 

   

写真 15-15 土台内部の木材        写真 15-16 来年用に保存される木材（檜） 

資料：横川撮影（2019 年 1月 8日）      写真：横川撮影（2019年 1月 20 日） 
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 「ハカマ」とは土台の外側の部分で,とんどの表面に見える部分を指しています.市の畑の

場合,檜の枝と葉で覆っていきます.檜の枝を先ほどつけられた竹の枝の隙間に刺していき

ます.この方法だと檜の枝がきれいに引っかかり,なかなか落ちません.「ハカマ」の飾り付

けが終わると,各々が正月飾りを「ハカマ」につけていき,１週間飾っておきます（写真 15-

17）. 

 

写真 15-17 ハカマの飾り付けが終わり,正月飾りもつけられたとんど 

資料：横川撮影（2019年 1月 14 日）       
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最後に焚き上げです.竹の先に着火用ライターを接着して点火します.今年は地域の子供

が先陣を切りました（写真 15-18）.火がつくと竹が「パンパン」と音を立てて燃えていき

ます.非常に気持ちいい音です（写真 15-19）.音が出るのは竹の内部が熱で温められて,空

気が膨張し割れるためです.竹が燃え切る頃には「ドブ」に入れていた木材が「燠（オキ）」

になって良い感じに熱を保っています（写真 15-20）.これを使って,餅を焼き,ぜんざいに

してからみんなで食べます（写真 15-21）.市の畑では竹の先に餅を挟んで焼くよりも,竹に

金網をひっかけてその上で餅を焼く人の方が多いようです.日が暮れ始めると,各々帰って

いきます.最後に火の番をしている方が鎮火を見届けてから終了となります. 

 

   

写真 15-18 着火する子供         写真 15-19 勢いよく燃え上がるとんど 

資料：横川撮影（2019 年 1月 20 日）      資料：横川撮影（2019年 1月 20 日） 

 

  

写真 15-20 燃え落ちたとんど        写真 15-21 餅を焼く様子  

資料：横川撮影（2019 年 1月 20 日）     資料：横川撮影（2019年 1月 20日）  
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市の畑のとんどは巨大なものです.しかし,このとんどができるのには紆余曲折がありま

した.次は,とんどの変遷について見ていこうと思います. 

 

ⅲ）市の畑の巨大とんど誕生まで 

表 15-1 市の畑におけるとんどの運営主体,場所,大きさの変遷 

番号 時期 運営主体 場所 大きさ 

① 30年前より以前 個人 個人の田畑・庭 小・中 

② 約 30年前 集落 個人の田畑 大 

③ 約 25年前 × × × 

④ 約 25－20年前 個人 個人の田畑・庭 小・中 

⑤ 約 20年前 集落 個人の田畑 中・大 

⑥ 平成 13年から現在 集落 石神神社隣の運動場 巨大 

資料：筆者聞き取り調査より作成 

注１）この場合の個人とは１～数軒の集まりを指す 

 

① 伝統的に昔からの方法で各家が個人で自分の田畑や庭でとんどを作っていました.圃

場整備がされていない時代は小規模な水田しかなかったので,基本的には小さなとん

どを作っていました.圃場整備後は旧来より多少大きなとんどを作ることが可能とな

ったのです.（90 代女性） 

 

② 約 30年前から個人個人で行っていたとんどを団体（集落）で行う運びとなりました.集

落単位で作るので,個人で作っていたものよりも大きなとんどとなったそうです.この

集落で作るようになったのは,コミュニティ推進協議会の影響があったとされていま

すが,詳しいことはよく覚えていないとのことです.（70代男性） 

 

③ 約 25年前から数年間,とんどをやめてしまったことがあるといいます.この要因として

は,「集落の人々が忙しかった」「昔より子供の数が少なくなったから」などが挙げられ

ましたが,一番は場所の問題でした.市の畑の場合,集落で大きなとんどを作る場合,縄

ではなく金具を使用してとんどを組み立てていました.場所は広く適当な所がなかっ

たため,比較的大きな田畑を持つ農家の土地を貸してもらい,そこでとんどを作ること

にしたそうです.問題となったのは,燃やした後の金具です.この金具はとんど製作に

使用されていたのですが,これが田んぼに何らかの形で残ってしまい,農業機械が故障

するということが起こってしまったのです.この件以降,とんどのために場所を貸すこ

とを渋るといったことが起こったとされています.（70代男性） 

 

④ 一度はやめてしまったとんどでしたが,ある農家で子供が生まれたことをきっかけに
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また個人で作られ始めました.これがきっかけとなり,また市の畑で個人的にとんどを

製作する人々が現れることとなったのです.（60代男性） 

 

⑤ その数年後（今から約 20 年前）,再び集落単位でとんどを作るという話が出てきまし

た.この要因としては,明確な根拠があるわけではないですが,70 代の男性は以下のよ

うに述べています. 

 

「昔は結婚式などなんでも集落内でみんなが集まって行っていたが,時代の流れとい

うか,気づいた時にはそのような行事は各家で個人個人が行うようになっていた.とん

どまで個人化してしまったら,集落内のコミュニティのつながりがほとんどなくなっ

てしまう.やはり,それは寂しいことです.まあ年に一度くらいみんなで集まってワイ

ワイやるのも悪くないと思う.それでというか,昔は 15時点火だったのを,最近は 13時

半点火に早めた.15 時点火だとみんな家のことをするためにすぐに帰らないといけな

いし,暗くなったら危ないから小さな子供は家に帰った方が良いので.13 時半だと明る

いうちに全部の行事を終えることができるし,集落の人が一緒にいることができる時

間が増えるからね.」 

 

この話を要約すると,再び集落でとんどを始めたのは,コミュニティの繋がりを保つ

ためであるといえます.しかし場所の問題は残っています. 

 

⑥ 2001 年（平成 13 年）に区長さんが変わり,以降とんどは石神八幡神社の隣の運動場で

行う事となりました.元々石神神社の隣はため池であったが,埋め立てて,運動場を作

りました.この運動場はゲートボールなどに地域の人々の憩いの場として利用されて

いて,国旗掲揚台も設置されていたようです.ただ,平成 13 年当時ではほぼ空き地と化

していたため,この場所を利用する流れとなったといいます.これにより場所問題は解

決されたのです.またこの場所は黒瀬―八本松を繋ぐ県道 338 号線から良く見えます.

そのためか,見栄えを気にしてより立派なものを作るようになったようです.製作に関

しては竹原出身の 70代男性の主導で製作しています.この巨大なとんどを,県道 338号

線を通っていた車が引き返して写真を撮りに来ることもあるらしいです. 

 

とんどについてはまだまだ奥が深いです.市の畑の事例を紹介しましたが,どうでした

か？人に歴史ありならぬ,とんどに歴史ありです.みなさんも自分の住む地域のとんどにつ

いて調べてみてはどうでしょうか.新たな発見があるかもしれませんよ. 
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６）とんどの運営形態 

ここではとんどの運営形態について述べます.聞き取りの結果,とんどの運営形態として

以下の 6形態が認められました. 

１．農業集落 

２．農業集落の中にあるより小さな団体（上組,○○区など）…子字ごとか？ 

３．小学校 

４．自治協議会など地域の団体 

５．団地 

６．個人 

 

１．農業集落について 

 もともとは各農家,もしくは数軒の農家が集まってとんどを行っていましたが,今から約

30－40 年前から農業集落で集まってやろうという風潮になったとのことです.この理由と

しては,少子高齢化の影響や，とんどをきっかけに地域コミュニティの繋がりを高めようと

いう気運が高まったのでは,などの回答が寄せられました. 

 

２．農業集落の中にあるより小さな団体（上組,○○区など）について 

 １．農業集落と同様だが,例えば上柏原,下柏原のように範囲が広く農家人口が多い地域

の場合,農業集落よりさらに小さな区分で集まってとんどを行っています. 

 

３．小学校 

 小学校の校区を範囲として,小学校が主体となり,各地域の自治協議会などと協力してと

んどを行っているようです.三永小学校などでは郷土学習を兼ねて,授業の一環として行っ

ています.また,小学校で行っている要因としては,上述の郷土学習に加え,宅地化の進行に

よりとんどのための適当な場所を確保できなくなったなども挙がっています.ただ,板城小

学校のように,かつては授業の一環として行っていましたが,業務の負担が大きいことや時

期的な問題によりやめてしまう事例も見られました. 

 

４．自治協議会など地域の団体 

とんどは小学校など公共の場所で行うが,学校は直接的に関与しておらず,地域の自治協

議会や小規模団体が中心となって行っている事例もありました.寺西小学校では今年は 1月

12 日にとんどが行われましたが,運営者は地域の寺家塾という団体だそうです.この寺家塾

は 20年以上前からとんどを寺西小学校で行っています. 

 

５．団地 

 団地単位でとんどを行っている例も見られました.例えば郷曽団地では,持ち回り制で順
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番にとんどを行っているようです.役員はとんどに使う竹や食べ物などの用意を行います.

負担は少なからずありますが,団地内でのつながり形成のきっかけとなるのが良い点だそ

うです. 

 

６．個人 

 農家,病院,神社など個人単位でとんどを行っている例も多くあります.農家では,集落の

とんどにも参加するが,個人でもとんどを行うという方もいました.理由は,しきたりとし

て毎年作っているや孫が帰ってくるタイミングに合わせたなどが挙げられました.病院の

例を見ると,宗近病院では病院内の運動場でとんどを行っていました.これは行動療法とい

って入院患者の治療の一環として行っているとのことでした.神社でも行っています.新宮

神社では例年伝統的な手順に従って,古いお守りや破魔矢などを処分しており,最後はとん

どを作って,焚き上げています. 

 

７）とんどの課題 

とんどを維持する課題は各地域によって異なっています.調査中よって明らかになった

とんどの維持の課題をまとめると次のようになります. 

 

１．とんどに適した場所がない 

２．新住民からの苦情 

３．とんど用の竹の入手 

４．少子高齢化 

５．リーダーの不在 

６．日程面の負担 

 

以上のような課題のためとんどをやめる地域が増えているといいます.これは地域の文

化の喪失を意味すると共に,地域内でのつながりを作るきっかけが失われていることを意

味しています.とんどのような行事が失われるということは人と人とのつながりが失われ

ていくことにつながるのです. 

このとんどを廃止していく流れに対して,とんどが復活している事例もあります.平成 27

年に東広島市が発行したの『まちづくり活動事例集』には,かつて西条中央の三城小学校で

実施されていましたが、急速な都市化により廃止されたとんどを,三ツ城自治協議会が復活

させた例が紹介されています.自然が残る宮本地区を選定し,とんどの騒音や灰などで迷惑

をかけるすべての近隣住民に了解を得たうえで,とんどを行いました.この成果として,『大

勢の子ども達で作った「子どもとんど」が,この地区の特徴となり,子どもを中心とした地域

のつながりを創るきっかけとなった』,と報告されています.とんどにより人と人とのつな

がりができた良い事例だと思います. 
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８）おわりに 

いかがでしたでしょうか.身近にあり知っているようで,意外と知らないとんどについて

学ぶことができたでしょうか？私の生まれた地域にはとんどがなかったので,調査するま

では全く分かっていませんでした.とんどのある地域に住んでいる方にとっては,普通のこ

とかもしれませんでしたが,とんどがない地域の人にとっては不思議で面白いものなので

す.この報告で,自分の住む地域のとんどについて,少しでも興味,関心を持ってくれる人が

増えると嬉しく思います. 

 

参考文献・引用文献・資料 一覧 

安部英樹監修（2014）：『保存版ふるさと東広島』神津良子発行；発行所株式会社郷土出版社 

東広島市（2015）：『まちづくり活動事例集』 

東広島市 HP 

三ツ城自治協議会 西条中央支部：『西条中央とんど祭り』パンフレット 

http://www.higashihiroshima.genki365.net/gnkh12/pub/sheet.php?id=71000 
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身近な事柄から地域をとらえる 

～校区と地区境界は一致する？～ 
 

１）はじめに 

私たちは,自分の暮らしている町について,どれくらい認識ができているでしょうか.こ

の町はどこからどこまで広がっているのだろうか,普段見慣れたあの場所の地名は何とい

うのだろう,身近なはずなのに行ったことのない場所もあるかもしれないなど,さまざまな

ケースが想像できます.地域をとらえる視点として多様なものがありますが,今回は「身近

な事柄」の一例として,小学校区と町内の地域区分との関係から西条町をとらえていきたい

と思います. 

 

図 16-1 西条町内における小学校別地域区分図  

資料：国土数値情報ダウンロードサービスの小学校区のデータ（平成 28 年）より作成 

 

２）西条町内の校区を調べてみよう 

 まず,西条町にある 10 個の小学校の校区について,校区に含まれる地域名を調べ,書き出

していきます.北部・中央部・南部におおよそ分類した上で,各校区の概要と詳細を見ていき

ましょう.図 16-1 は小学校区を地図に表したものとなっており,以下は図 16-1 を参考にし

つつお読みください. 
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＜西条町北部＞ 

①平岩小学校（学校所在エリア：西条町寺家）の校区 

校区概要…八本松町の一部および寺家町の一部を合わせた校区となっています. 

詳細な地域…寺家駅前ならびに西条町寺家 

解説…寺家の中でも,上寺家や塚の峠といった地名にあたる場所です. 

 

②寺西小学校（学校所在エリア：西条町寺家）の校区 

校区概要…平岩小より東側の寺家に校区が広がっています.かつては,次に登場する龍王

小の校区と合わせた全体が寺西小学校の校区でしたが,龍王小ができて分離

し,以前の校区のうちの南側が現在の校区となりました. 

詳細な地域…西条町寺家／西条東の一部 

解説…寺家は,国道 486 号線より南の,校区の大半を占める広いエリアです.また,西

条東も,三ツ城小の校区を除いた一部が含まれます. 

 

③龍王小学校（学校所在エリア：西条町寺家）の校区 

校区概要…かつての寺西小の校区のうち,北側が,新設された龍王小の校区となりました. 

詳細な地域…西条町寺家／西条東北町／西条西本町／西条町西条の一部 

解説…寺家の,平岩小と寺西小の校区以外の範囲が龍王小の校区に該当します.その

他に,国道 486 号線より北に位置する東北町や西本町,西条町西条も一部校区

が分布しています. 

 

④西条小学校（学校所在エリア：西条中央 2丁目）の校区 

校区概要…JR西条駅周辺から,ブールバール（都市計画道路）を中央にとりながら縦長に

校区が広がっています. 

詳細な地域…西条町西条／西条岡町,本町,栄町,朝日町,昭和町,御条町／西条上市町,大坪

町／西条中央 2,3丁目／西条町御薗宇の一部 

解説…JR 西条駅より北に西条町西条が位置し,それ以外は西条駅より南にある町で

す.駅周辺にあたる岡町～御条町,東西条小との境に位置する上市町と大坪町,

さらに西条中央の一部まで校区が広がっています.御薗宇は,国道 2 号線より

北側のうち,御薗宇小の校区よりも北のエリアです. 

 

⑤東西条小学校（学校所在エリア：西条町吉行）の校区 

校区概要…西条町全体の北東に位置し,高屋町と隣接するエリアにあたります. 

詳細な地域…西条上市町,大坪町の一部／西条末広町／西条土与丸／西条町助実／西条吉

行 1丁目,2丁目の一部／西条町西条の一部 
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解説…西条小の校区より東側の地域が校区です.校区の中央に位置する土与丸は,1

～6 丁目に細かく分かれています.校区南部には助実地域が広がり,小学校周

辺は工業団地のある吉行地域です.ただし,2 丁目の一部は工業団地がちょう

ど立地しているため,西条町の範囲内でも当然校区からは除かれます.西条町

西条は,龍王小,西条小の校区以外の地域です. 

 

＜西条町中央部＞ 

⑥三ツ城小学校（学校所在エリア：西条中央 7丁目）の校区 

校区概要…西条中央～鏡山,下見にいたる地域を校区にもちます. 

詳細な地域…西条東の一部／鏡山 1,2丁目／鏡山北／西条下見 5～7丁目／西条中央 1,4 

～8丁目／西条町御薗宇の一部 

解説…鏡山１丁目は広島大学周辺,下見 5～7丁目は大学の北に位置する一帯です. 

2 丁目は鏡山周辺一帯,鏡山北はその北にあたります.西条中央は西条小の校

区より南,西条東は寺西小の校区部分より東,御薗宇は国道 2 号線より南のう

ち御薗宇小の校区を除いたエリアを指します. 

 

⑦御薗宇小学校（所在エリア：西条町御薗宇）の校区 

校区概要…学校名の示す通り,西条町御薗宇を中心に広がっている校区です. 

詳細な地域…鏡山 2,3丁目／西条町御薗宇／鏡山北の一部／西条中央 4 丁目の一部 

解説…御薗宇の大部分を占めている校区になります.鏡山 2 丁目は郷田小,西条小の

学区を除いたエリアです. 

 

＜西条町南部＞ 

⑧郷田小学校（学校所在エリア：西条町郷曽）の校区 

校区概要…下見より南側に校区が広がっており,西条町全体の南西部に位置します. 

詳細な地域…鏡山 1～3丁目の一部／西条町下見二神／西条町田口／西条町郷曽 

解説…北部は鏡山周辺および田口,南部は郷曽で構成されています.二神は広島大学

の西にあたるエリアです. 

 

⑨板城小学校（学校所在エリア：西条町森近）の校区 

校区概要…西条町の南端にあたる地域を校区にもち,黒瀬町と隣接しています. 

詳細な地域…西条町田口の一部／西大沢 1,2丁目／西条町馬木,森近,福本 

解説…郷田小の東側に校区が広がっています.西条町馬木,森近,福本は,校区の中央

～南部に位置し,西からこの順番に連なっている地域です. 

 

⑩三永小学校（学校所在エリア：西条町下三永）の校区 
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校区概要…西条町三永全体を校区にもちます. 

詳細な地域…三永 1～3丁目／下三永／上三永 

解説…東広島駅南のエリアである三永 1～3 丁目,東広島駅や三永水源地を含む下三

永,その東に隣接する上三永で校区が構成されています. 

 

３）校区と地区境界との関係はどうなっているか 

 今までは小学校区の概要に関して紹介してきました.では,校区と地区境界との関係はど

うなっているか,図 16-2を見ながら確認してみましょう. 

 

図 16-2 小学校区と地区境界の関係  

資料：国土数値情報ダウンロードサービスの小学校区（平成 28年）,及び行政区域（平成 30 年

より作成 

 

細かな地区は,その校区の範囲内に全体がおさまっていますが,寺家や御薗宇,田口のよ

うな広い地域では,複数の校区にまたがって地域がひろがっています.寺家は平岩,寺西,龍

王小の３校（寺西と龍王が国道で分かれているのは,児童の交通安全上とても合理的）,御薗

宇は三ツ城,西条,御薗宇小の 3校,田口は郷田,板城小の 2校の校区で構成されています.鏡

山も,図２の範囲は１～３丁目を合わせたものですが,複数の校区にまたがっている地域で

あることが見てとれます. 

そして,複数にまたがる地域は,広いところばかりでもないことが,鏡山北,西条東,西条
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町西条から分かります.特に西条町西条は,山が広がる地域なので,エリアごとに細かく３

つに校区が分かれています.また,上市町や大坪町のように,大半が片方の校区に属するも

のの,一部隣の校区になるケースも存在します. 

さらに,同じ小学校でも,複数の町にまたがっていることもあります.平岩小学校は,ちょ

うど西条町と八本松町の境目に立地し,両町から子どもたちが通っています. 

このように,校区と地区境界は,必ずしもきれいに一致するわけではなく,立地や周囲の

環境によってさまざまに規定されていることが分かります.『身近な事柄から地域をとらえ

る』…,校区の細かな分布を知ることで,西条町を新しい視点から見ることができました. 
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学び舎『今昔物語』 

～小中学校の閉校・開校と町の姿～ 
 

１）小中学校の開校と閉校 

 平成 30(2018)年４月，東広島市に新たな小学校が誕生しました.東広島市立龍王小学校で

す（写真 17-1）.広島県内で閉校が相次ぐ中，市内の小学校では 2001 年の三ツ城小学校以

来 17年ぶりの開校でした（中学校では 2011年に中央中学校が開校）. 

 
写真 17-1 龍王小学校 

資料：植野撮影（2018年） 

 

図 17-1 戦後における西条・八本松地域の人口推移 
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資料：「東広島市統計」より作成 

東広島市は，広島大学の移転決定や４町（西条・八本松・高屋・志和）合併による市制施

行がなされた 1970年代半ば以降，西条・八本松地域を中心に人口が増加し，６つの小中学

校（小学校４校，中学校２校）が開校されました.しかし，７つもの小中学校（小学校５校，

中学校２校）が姿を消した時期があったのです.1950 年代から 1960 年代後半，いわゆる高

度経済成長期の初期に若年層を含めた生産年齢人口の都市流出が要因で，人口が減少・停滞

していたのです. 

小中学校の開校・閉校は，社会構造の変化など人々の生活や町づくりを反映しており，同

時に町の姿を大きく変容させるものです.そこで，いくつかの事例を取り上げます. 

 

２）戦前から戦後まで…西条駅の間近で時代の変化を見続けてきた「学び舎」 

〇吉土実（よしとみ）小学校【1960年閉校→西条小学校に統合】 

 西条駅に近く，賀茂鶴酒造の「旧吉富蔵」にも近接する地域で，戦時中は陸軍被服工廠の

縫工部が置かれました.終戦直後には，広島高等師範学校附属中学校（現広島大学附属中・

高等学校）の校舎が置かれ，入学試験も行われたそうです.1960年に閉校とされ，西条小学

校に統合されました.その後は，再び増加した人口に対応して「吉土実保育所」として利用

され，2009 年時点では 100 名の定員を有していました.しかし，2010 年に土与丸地区に私

立保育園がオープンしたため，西条保育所（定員 120名）とともに閉鎖され，現在は建物も

ありません.「吉土実公園」として近隣住民の憩いの場として活用されています（写真 17-

2）. 

写真 17-2 吉土実公園入口               写真 17-3 武田精華先生之碑 

資料：植野撮影（2018 年）                資料：植野撮影（2018年） 

注１）吉土実公園内にある 

 ちなみに，「吉土実」とは「吉行」「土与丸」「助実」から１字ずつ合せた合成地名です.1889

年に「吉土実村」が誕生した際に名付けられ，今年で 130年を迎えます. 

〇石碑「武田精華先生」（写真 17-3） 
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助実の出身で，1891 年から 1915 年まで 24 年間にわたって吉土実尋常小学校長をつとめ

た教育者です.1955 年に米寿の記念として建立されました.題字を書いた池田勇人は，後に

「所得倍増政策」を推進した首相で，1964年の東京オリンピック当時の首相でもあります. 

 

３）閉校から 20 年を経て再び開校…西条のＶ字回復を象徴する「学び舎」 

〇御薗宇（みそのう）小学校【1960年閉校→西条小学校に統合】 

 御薗宇小学校は，1960 年にいったん閉校して西条小学校に統合されたものの，西条小学

校の児童数急増に対応するため，1981年に分離して改めて新設・開校されました.現在の校

地は三永水源地の周辺の松林を開発して建設されました.まさに，西条地区の人口停滞から

人口増加という「人口のＶ字回復」を象徴する存在といえる小学校です.（写真 17-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17-4 御薗宇小学校航空写真 

資料：東広島市 HP 

 

４）建ち並ぶ石碑が地域と学校の歴史を伝える 

…福祉会館に生まれ変わった「学び舎」 

〇下見（したみ）小学校【1960年閉校→西条小学校に統合】 

 旧下見小学校は，通称「下見街道」沿いにありました.現在では，下見福祉会館（写真 17-

5）として，地域行事などで地域住民にかけがえのない存在となっています.この敷地には，

さまざまな石碑が建ち並ぶ一角があるのをご存じですか（写真 17-6）.  

 

写真 17-5 下見福祉会館            写真 17-6 下見福祉会館の石碑 

資料：植野撮影（2018 年）            資料：横川撮影（2017 年 12 月） 
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 最も古いものは 1910年の旧下見尋常小学校への「校舎建築寄付」，続いて旧下見尋常高等

小学校の校地を寄付した西川氏の顕彰碑(1928 年)です.学校建設が地域住民の支援による

ものだったことが分かります.日中戦争の始まった 1937年には「忠魂碑」が建設されており

時代の雰囲気がうかがえます.戦後になると，公園の設立(1966年)や，旧村役場（1939年に

周辺 4町村が合併して西条町に）や旧下見小学校の記念碑，近年では河川改修の石碑が建立

されました.旧下見小学校跡地は，地域の歴史の伝承の場として，今なお健在な姿を見せて

います. 

 

表 1 下見福祉会館にある石碑一覧 

碑銘 建立年 内容 

校舎建築寄付 1910(明治 43)年 下見小学校の校舎建築に際し,寄附した人物や金

額が記載 

西川岩次郎翁頌徳碑 1928(昭和 3)年 下見尋常高等小学校用の土地を寄付 

忠魂碑 1937(昭和 12)年 戦没者名一覧 

山中公園設立記念碑 1966(昭和 41)年 山中公園設立発起人一覧 

下見村役場跡 

下見小学校跡 

1980(昭和 55)年 下見小学校と下見村役場の変遷に関して記載 

番蔵川改修記念碑 2009(平成 21)年 下見地区を流れる番蔵川の改修に関して記載. 

資料：現地調査より筆者作成 

 

表２ 東広島市西条・八本松地域の開校・廃校（市立の小・中学校）一覧 

元号 ／西暦 小学校《小》・中学校《中》 

昭和 22／1947 学制改革により全国に新制小学校・中学校が設置される. 

昭和 32／1957 《小》三永小学校が新設される （上三永・下三永の２小学校が合併） 

昭和 35／1960 
《小》西条小学校が新設される （吉土実・御薗宇・下見・西条の 

４小学校が合併） 

昭和 42／1967 《中》八本松中学校が新設される（川上・三和の２中学校が合併） 

昭和 52／1977 《小》東西条小学校が新設される（西条小学校から分離） 

昭和 55／1980 《小》平岩小学校が新設される （寺西小学校・川上小学校から分離） 

昭和 56／1981 《小》御薗宇小学校が新設される（西条小学校から分離） 

昭和 60／1985 《中》松賀中学校が新設される （西条中学校から分離） 

平成 13／2001 《小》三ツ城小学校が新設される（西条小学校から分離） 

平成 23／2011 《中》中央中学校が新設される （西条中学校から分離） 

平成 30／2018 《小》龍王小学校が新設される （寺西小学校から分離） 

資料：『西条町誌』や東広島市 HP「市立幼稚園・小・中学校」より作成 

注１）学制改革(1947 年)以降 
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図 17-2 西条における小学校の分布（廃校含む） 

資料：筆者自作 

 

参考文献・引用文献・資料 一覧 

西条町誌編纂室（1971）：『西条町誌』西条町 

原村史編纂委員会（1967）：『原村史』八本松町 

財団法人寺家会（2005）『寺家の歴史散歩』 

東広島市ＨＰ（最終閲覧日 2018/12/31） 

今井貴秀・横川知司（2017）：『西条石碑巡りガイドマップの開発—東広島市西条町内 509 基

の石碑調査を通して—』「平成 29年度地域課題研究懸賞論文」，  

今井貴秀・横川知司・氏原秀・竹下紘平・陶子・潘意涵・江頭千尋・鎌田祥子・鎌田祐介・

中村勇介・復本真利江・藤本理志 橋本訓典・村田翔・弘胤佑・熊原康博，（2017）：『広島

県東広島市旧西条町内に分布する石碑の特徴と社会科教材としての意義』 
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高齢化と円城寺団地の取り組み 
 

１）少子高齢 

皆さんがご存知のように現在日本は超少子高齢社会となっており,日本が抱える大きな

問題の一つとなっています.地方から都市部への転出も激しく,過疎過密の問題もありま

す.2060 年には約 900 もの市区町村が高齢化や人口減少により,その機能ができず消滅危機

となる予想もたてられています. 

東広島市は,現在人口は増えており,高齢化率も全国平均の 26.6％よりも低い 22.2％でそ

こまで深刻ではないように見えます（図 18-1）.これは東広島市内には広島大学や近畿大学

工学部キャンパス,広島国際大学などの大学があり,約 15,000人もの多くの学生が住んでい

ることが理由の一つとして挙げられます.しかしそれらの学生の居住は一時的な居住に過

ぎず多くは卒業すると東広島市を去るため,偏に他地域より安心というわけではありませ

ん.出生率は全国平均より高いですが,人口維持に必要とされる 2.07よりも低い状況です. 

 

図 18-1 広島県市町村別の高齢化率（2015年） 

資料：国勢調査より作成 

注１）65 歳以上を高齢者とする. 
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２）円城寺団地の造成 

今から約 50～60 年前,日本は高度経済成長期でした.景気はよく,出生率も今と違い高い

時代でした.その人口増加に対処するために日本各地でニュータウンが作られました.東京

都にある「多摩ニュータウン」などに代表されます.しかしニュータウンは同時期に同年代

の人が入居するという特質を持ち,子供も転出するが故,同じように年を取り高齢化が起こ

ることが多いと言われています. 

今回例に挙げる円城寺団地の土地は周りに比べて高く水を得にくいことから住居として

戦後しばらくまで利用されていませんでした（図 18-2）.しかし高度経済成長による人口増

加に対応するために,円城寺団地は財団法人西条町開発公社(今は東広島市土地開発公社に

名称変更)によって 1964年(昭和 39年)から始まった円城寺団地造成事業によって作られま

した.国土交通省の定義によると規模の小ささによりニュータウンとは定義されませんが,

ニュータウンと同じ目的の下作られ同じ特質をもった団地ということができます.また土

地開発公社によって作られたこの地域でもっとも古い団地ということもあり,現在どのよ

うになっているかを調べるため円城寺団地を選定しました. 

 

 

図 18-2 円城寺団地 

資料：現地調査から筆者作成 
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３）円城寺団地の現状～佐藤商店での取り組みをふまえて～ 

御薗宇には現在 13 か所の介護相談窓口が開かれています.その内のほとんどが病院関係

や福祉施設の中,円城寺団地の佐藤商店というお店が介護相談窓口となっています.このお

店は駄菓子やたばこなどを売っている昔ながらのお店です（写真 18-1）.今回そこの店主に

お話を聞くことができました.ここからはそのお話も踏まえて述べていきたいと思います. 

 

写真 18-1 佐藤商店の外観 

資料：藤村撮影（2018 年 9月） 

まずは佐藤商店の取り組みについてです.現店主は介護福祉士の資格を持っており,3 年

前に高齢の親から店を引き継ぎました.現在円城寺団地周辺はやはり高齢化が進んでおり,

特に一人暮らしの高齢者の問題を抱えています.佐藤商店はお店を開けることでそのよう

な高齢者が気楽に集まり,話し相手をすることによりコミュニティ希薄状態にならず,社会

からの孤立,孤独死などを未然に防ぐ役割を担っています.2018 年 4 月には東広島介護支援

専門員連絡協議会が企画する『きく茶屋』という認知症患者やその家族の相談の場を佐藤商

店にて開きました.この『きく茶屋』は東広島市高屋町高屋堀にある仙石庭園や東広島市役

所などで行っていましたが,より地域の人に来てもらうために佐藤商店にて開いたとのこ

とです. 

高齢者の交通の便はどうなのでしょうか.円城寺団地には北と南のバス停に『のんバス』

という地域循環型のバスが停まります（図 18-2）.このバスは東広島市市役所や西条駅,図
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書館,ゆめタウン,フジグランなどのショッピングモールなどを循環するバスで,東回り西

回り合わせて 15 分に一回バスが来ます（図 18-3）.このバスができる前にはゆめタウンま

で無料で行けるバスがあり不満も当時少しあったそうですが,料金も一回 200 円と安く,自

分で運転ができなくなった高齢者もこれを利用することである程度遠くまで行けるように

なりました. 

 

図 18-3 のんバス運行のルート 

資料：東広島市 HP より 

円城寺団地の特徴として,団地の新陳代謝が良いことも特筆すべき点です.昔に作られた

団地はそのまま空き家になったりすることが多いのですが,ここ円城寺団地では 4年前から

急激に増加しているとのことです（写真 18-2）.その理由として一つとして地盤が強く微高

地にあることが挙げられます.2018 年におこった西日本豪雨でも大きな被害がなく,長らく

空き地だった佐藤商店の向かい側も現在建築中となっており,空き地がほとんどない状態

となっています.現在高齢者の世代の子供たちが Uターンで戻ってきて家を建てていること

も多いそうです. 
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写真 18-2 佐藤商店とその周辺の建築中,新築の建物 

資料：藤村撮影（2018 年 9月） 

 

４）おわりに 

 冒頭でも述べたように日本全体で高齢化は大きな問題となっています.今回取り上げた

円城寺団地の大きな特徴は行政や医療,介護機関のみならず,その住民も参画し対応してい

る点だと考えられます.そうすることにより,コミュニティ希薄による高齢者の孤立を防ぐ

こともできます.もちろんその地域ごとに異なる問題点はあると思いますが,この住民の参

画というものは高齢化を迎えるどこの地域にも必要となるのではないでしょうか. 

 

 

参考文献・引用文献・資料 一覧 

「東広島市長期人口ビジョン」 

「東広島市土地開発公社の概要及び経営状況等について」最終閲覧 2018年 12月 31日 

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shisei/gyoseiunei/3/totikaihatukousya/129

15.html 

「西条市街地循環バス「のんバス」運行中！」最終閲覧 2018年 12月 31日 

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/3/1/14836.html 
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街角のグリーン・ボックス 

─公衆電話のもつ意味と可能性─ 
 

１）もはや遺産？公衆電話 

 

とにかく公衆電話まで行こう 確かコンビニが近くにあった 

憶えたての君の番号 もうソラで言えるかな!? （雷が鳴る前に／槇原敬之, 1992） 

 

 皆さんが最後に公衆電話を使ったのはいつでしょうか.平成初期に「どんなときも.」など

で大ヒットを飛ばしたアーティスト・槇原敬之の 1992年の曲には上記のように登場します.

「公衆電話に行こう！」→「コンビニが近くにあるぞ！」という流れから,コンビニには公

衆電話があるものだという世相を反映していると考えられます.そして,携帯電話あるいは

スマートフォンがない時代に電話帳機能を果たすものは自分の頭だったのです.しかし,7

年後,曲の主人公を取り巻く環境とともに電話事情も変わってしまいます. 

 

  携帯電話を出して ポケットに戻した 伝えたい言葉がいくつも 

  世間話に変わってしまうから 雷がひどかった あの夜と同じように 

  屋根のない公衆電話から もう一度話したい （この傘をたためば／槇原敬之, 1999） 

 

 そうです.携帯電話の登場です.二重の意味で環境が変化しているものの,曲の主人公が

公衆電話を懐かしんでいることから,携帯電話が公衆電話を圧倒しつつあるということも

推測されます. 

 更に 6 年後の 2005 年には NTT docomo から「ドコモダケ」というキャラクターが登場し

ました.また,その 2 年後の 2007 年にはソフトバンクのテレビコマーシャルにて「白戸家」

という白い犬の姿をしたお父さんを大黒柱とする架空の家族が登場します.このような各

社の広告戦略からも,携帯電話がどんどん普及していったものと考えられます. 

 今では従来の携帯電話は「ガラケー」と呼ばれ,「スマートフォン」が主流となっていま

す.携帯電話に馴染みのない主に高齢者層をターゲットとした「らくらくホン」（ガラケータ

イプ）にも「らくらくフォン」（スマートフォンタイプ）が登場し,「らくらく」シリーズの

3/4を占めるようになっています. 

 それでは,このような時代における公衆電話の存在意義についてみていきましょう. 

 

２）公衆電話の存在意義 

 公衆電話の存在意義を法的根拠に則って説明するならば,それは「電気通信事業法」にあ
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ります. 

 

  第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国におけ

る提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう.以下同じ.）

を提供する電気通信事業者は,その適切,公平かつ安定的な提供に努めなければならな

い. （電気通信事業法 第一章 総則 第七条） 

 

 上記にある「基礎的電気通信役務」つまり「ユニバーサルサービス」の 1つに公衆電話が

含まれます.他には加入電話,110 番,118 番（海上における事件・事故の緊急通報用電話番

号,2000 年 5 月 1 日より運用開始）,119 番の緊急通報がユニバーサルサービスに含まれま

す. 

ただし,注意しなければならないのは,公衆電話には 2種類あるということです.結論から

言いますと,「第一種公衆電話」がユニバーサルサービスにあたり,もう一方の「第二種公衆

電話」はユニバーサルサービスにはあたりません.「第一種公衆電話」は「戸外における最

低限の通信手段の確保のため,市街地にあっては概ね 500ｍ四方,その他の地域にあっては

概ね 1km 四方に一台を基準に設置」されます.平成 17 年度末における設置台数は NTT 西日

本管内において 5.1 万台とされ,設置台数は維持されているということです.また,年度は不

明ですが,NTT東日本管内においては 5万 7983 台設置されているということです. 

ちなみに,「第二種公衆電話」は「公衆電話の利用が多く見込まれる場所に,利用の実態に

応じて設置」されている公衆電話にあたり,平成 17 年度末における設置台数は NTT 西日本

管内において 15.5 万台とされます.これは平成 7 年度末の 36.3 万台から 57%の減少という

ことです.というのも,第二種公衆電話に関しては,利用額が月額 4000 円未満のものを低利

用の公衆電話として撤去を進めているとされるからです.公衆電話全体の減少は数値とし

ても明らかと考えられますが,「日本全国における提供が確保されるべきもの」としての「第

一種公衆電話」の数は維持されていると言えます. 

 

３）旧西条町における公衆電話の分布 

 まず一般的な公衆電話の分布の特徴はどのようなものでしょうか.「第一種公衆電話」に

ついてみてみますと, 

①誰でも 24 時間利用可能な公衆電話を確保するため,原則として屋外の公道上あるいは公

道に面した場所に設置している 

②多くの人が集まる場所については同一地域でも複数台を設置し,緊急時・災害時における

利用者利便に配慮している 

③設置場所については,各地域の実態に応じて選定しており,例えば公共施設の前の路上,

駅前・バス停付近等の路上,コンビニの軒先等である 

となります. 
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 旧西条町における公衆電話の設置場所の分布は図 19-1,表 19-1 のようになります.設置

場所の数は 42 か所となります.1 つの場所に複数台設置されている場合もあるため,設置台

数とは異なります.それでは①～③それぞれについて,旧西条町ではどのようになっている

か確認してみましょう. 

 

図 19-1 旧西条町における公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

資料：公衆電話の設置場所は「公衆電話 設置場所検索│NTT 西日本」（https://www.ntt- 

west.co.jp/ptd/map/ 2019 年 1 月 22 日最終閲覧）を基に,Google ストリートビューで

確認した.それでも確認できなかったものについては現地調査（2019 年 1 月 24 日）を行

い確認した.旧西条町範囲は国勢調査（2015 年）より. 

 

表 19-1 旧西条町における公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

番号 所在地 特徴 

1 セブンイレブン東広島三永店前 屋外終日利用可 

2 セブンイレブン東広島田口店前 屋外終日利用可 

3 セブンイレブン広島大学北口店前 屋外終日利用可 

https://www.ntt-/
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4 セブンイレブン東広島西条大坪町店前 屋外終日利用可 

5 西田酒店（ヤマザキショップ）前 屋外終日利用可 

6 ローソン東広島西条中央店前 屋外終日利用可 

7 ローソン東広島西条東店前 屋外終日利用可 

8 ローソン東広島西条昭和町店前 屋外終日利用可 

9 大井商店角 屋外終日利用可 

10 飯田商店前 屋外終日利用可 

11 国道 2 号線下三永交差点前（三永郵便

局,うどん屋近く） 

屋外終日利用可 

12 ショージ田口店新館側 屋外終日利用可 

13 フレスタ西条店駐車場内 屋外終日利用可 

14 フタバ図書ソフトピア東広島店駐車場

内 

屋外終日利用可 

15 リサイクルショップリバース東広島店

前,NTT西日本横 

屋外終日利用可,ボックス広め 

16 やよい軒（ゆめタウン東広島）前 屋外終日利用可 

17 マックスバリュ西条西店前 屋外終日利用可 

18 新幹線東広島駅前 屋外終日利用可,ボックス広め,車いすで利用可 

19 新幹線東広島駅改札前 駅営業時間内（6時～24時）利用可,2台設置 

20 西条駅南口バスロータリー前 屋外終日利用可,4台設置,1台はボックスが広い 

21 西条駅北口 屋外終日利用可,ボックス広め,車いすで利用可 

22 寺家駅国道 486号側 屋外終日利用可,ボックス広め,車いすで利用可 

23 御薗宇のアパートに設置された自販機

横 

屋外終日利用可 

24 水戸ビル前 屋外終日利用可 

25 寺家会館前 屋外終日利用可 

26 広島大学内郵便局横 屋外終日利用可,NTT西日本公衆電話設置場所検索には記載なし 

27 憩いの森公園売店横 屋外終日利用可 

28 大沢田池公園横 屋外終日利用可 

29 東広島運動公園体育館前 屋外終日利用可 

30 三ツ城近隣公園管理事務棟横 屋外終日利用可 

31 鏡山公園入口（ブールバール沿い） 屋外終日利用可 

32 西条タクシー営業所敷地内 屋外終日利用可,一般人利用可（西条タクシー営業所での聞き取り

より） 
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33 国道 375号線沿い大沢バス停横 屋外終日利用可 

34 ががら口バス停近く 屋外終日利用可 

35 西条朝日町バス停前 屋外終日利用可,ボックス広め,車いすで利用可 

36 三永水源池正門前 屋外終日利用可 

37 国道 2 号線広島方面パーキングスペー

ス（上三永） 

屋外終日利用可 

38 国道 2 号線広島方面パーキングスペー

ス（寺家） 

屋外終日利用可 

39 川原酒店前交差点 屋外終日利用可,2013年 10月撮影の Googleストリートビューでは

確認できなかったため,比較的新しい公衆電話と考えられる. 

40 広島大学第 8ゲート角 屋外終日利用可 

41 西条中央公園横 屋外終日利用可,酒蔵デザインのボックス 

42 西条 IC手前 屋外終日利用可 

資料：公衆電話の設置場所は「公衆電話 設置場所検索│NTT 西日本」（https://www.ntt- 

west.co.jp/ptd/map/ 2019 年 1 月 22 日最終閲覧）を基に,Google ストリートビュー

で確認した.それでも確認できなかったものについては現地調査（2019 年 1 月 24 日）

を行い確認した. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①公道（国道,県道等）沿いの分布 

旧西条町における設置場所は 8 か所となります.（図 19-2 参照）そのうち大動脈である

国道 2 号線沿いには 2か所あり,いずれもパーキングスペースに設置されています.また,県

道沿いには 3か所,市道沿いに 2か所,高速道路の IC手前に 1か所設置されています.なお,

写真 19-1 車いすで利用可能な

公衆電話の例 

資料：冨田撮影（2019年 1月） 

注１）番号 22の寺家駅国道 486号

側の公衆電話である.扉に

車いすマークのステッカ

ーが貼られている. 

https://www.ntt-/
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ここではこれらの沿道に立地するバス停,コンビニ等商業施設,その他施設前（付近）に設置

されている公衆電話は除いているため,実際に道路を走っていて公衆電話に出合う可能性

はより高いと考えられます. 

 

図 19-2 旧西条町における公衆電話（第一種公衆電話）の分布（公道沿い） 

資料：図 19-1と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②多くの人が集まる場所への集中的な分布 

JR山陽本線西条駅から広島大学方面に延びるブールバール（県道 195 号線）が,国道 2号

写真 19-2 公道沿いに設置

された公衆電話

の例 

資料：冨田撮影（2019年 1月） 

注１）番号 31 の鏡山公園入口

（ブールバール沿い）の

公衆電話である. 
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線西条バイパスと合流するまでの沿線周辺地域には公衆電話の集中的な分布がみられます

（図 19-3）.この沿線には市役所をはじめとした行政機関,金融機関,商業施設等が立ち並ん

でおり,人の往来が激しい場所と考えられます.それが公衆電話の集中的な分布につながる

ものと考えられます.また,西条駅前には 1か所に４台の公衆電話が設置されており,旧西条

町において他に例をみない超集中的分布となっています. 

 

図 19-3 旧西条町における公衆電話（第一種公衆電話）の分布と人が多く集まる 

場所の関係 

資料：図 19-1と同様 

③各地域の実態に応じた分布： 

これに分類される公衆電話の設置場所は 34 か所です.（図 19-4）内訳はコンビニ前が 8
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か所（ヤマザキショップもコンビニとして扱った）,その他商業施設（スーパーマーケット,

飲食店等）が 7か所,公園が 4か所,駅が 5か所,バス停付近が 3か所,個人商店が 2か所,ア

パートが 2 か所,公民館前が 1 か所,郵便局前が 1 か所,タクシー営業所が 1 か所です.コン

ビニ前に公衆電話が多く分布する傾向にあるということは 1992年頃と変わっていないのか

もしれません. 

 

図 19-4 旧西条町における公衆電話の分布（各地域の実態に応じた分布） 

資料：図 19-1と同様 

４）使えるか？公衆電話～旧西条町編～ 

 2018 年は様々な災害が発生しました.広島県でも大きな被害が発生した平成 30 年 7 月豪
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雨（西日本豪雨）をはじめ,9月の北海道胆振東部地震,台風の上陸などです.そして,自然災

害ではありませんが,12 月にはソフトバンクの大規模な通信障害が発生しました.このとき,

通信手段を求めて公衆電話に行列ができる様子が報道されていたことは記憶に新しいでし

ょう. 

公衆電話は災害等緊急時における有効な通信手段とされます.それは公衆電話が以下の

ような特徴をもつためです. 

（１）災害時優先電話：災害等の緊急時において通信規制が実施される場合でも,公衆電話

は通信規制の対象外として優先的に取り扱われる. 

（２）通信ビルからの給電：公衆電話は NTT 西日本あるいは NTT 東日本の通信ビルから電

話回線を通じて電力の供給を受けているため,停電時でも電話をかけることができ

る. 

 

図 19-5 旧西条町の大字別総人口分布と公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

資料：人口の分布は「2018年（平成 30）年度大字別人口及び年齢別人口等／東広島市ホー

ムページ」 

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shisei/tokeijoho/1/17265.html  2019

年 1月 25日最終閲覧）より,2018年 11月のデータを利用した.図は QGISと地理院地

図,国勢調査（2015年）より筆者作成. 

 こういった特徴を最大限に発揮するためには,災害に強い場所に公衆電話が設置される

ことが求められるとともに,災害等緊急時でも周辺住民等公衆電話を利用したい人がアク
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セスしやすい場所に公衆電話が設置されることが求められると考えられます.ここでは旧

西条町における公衆電話の分布を人口分布と照らし合わせながら考えてみたいと思います. 

 なお,公衆電話の災害等緊急時の利用可能性を考えるため,調査対象の公衆電話はここで

も「第一種公衆電話」のみとします. 

①総人口 

 旧西条町の大字別総人口と公衆電話の分布をみてみますと,寺家地区や田口地区,御薗宇

地区といった人口の集中している地区には,他の地域に比べて公衆電話の分布も集中して

いると言えます.（図 19-5）一方で,田口地区の西側には公衆電話の分布がみられないよう

に,同一地区内においても公衆電話の分布している場所には偏りがみられると言えます. 

 

②若者（20代） 

 旧西条町には広島大学が立地し,20 代の若者が多く居住していると考えられます.また,

このような若者はアパートでの一人暮らしが多いと考えられ,携帯電話を所有していても

固定電話を設置している可能性は低いと考えられます.携帯電話の通信障害が起こったこ

とを想定して,若者（20～29歳）の人口分布と公衆電話の分布についてみていきましょう. 

 

図 19-6 旧西条町の大字別人口分布（20～29 歳）と公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

資料：図 19-5と同様 

人口分布の特徴としては,広島大学に近い西条下見 5丁目,西条下見 6丁目,鏡山 2丁目の 

人口が総人口の分布に比較して多くなっていることが挙げられます.（図 19-6） 
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これらの地区に公衆電話が集中的に分布しているとは言い難いですが,西条下見 6 丁目に 1

か所,広島大学の所在する鏡山 1丁目に 3か所,また,鏡山 2丁目の鏡山公園入口あるいはバ

ス停の近くに 1か所分布しますので,広島大学に滞在する学生にとっては利用しやすい環境

にあるのではないかと考えられます. 

 

③高齢者 

 次は若者とは対照的に携帯電話に馴染みがないであろう高齢者の人口分布と公衆電話の

分布についてみていきましょう.まず,高齢者（60～69 歳）の人口分布と若者（20～29 歳）

の人口分布を比較しますと,高齢者（60～69歳）に人口分布は旧西条町の周縁部でも多くみ

られると言えます.（図 19-7）これは 70 代,80 代,90 代にも共通して言えます.特に 90 代

（90～99歳）の人口分布は旧西条町の周縁部を広くカバーするようになっています.（図 19-

8） 

 

 

図 19-7 旧西条町の大字別人口分布（60～69 歳）と公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

資料：図 19-5と同様 
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図 19-8 旧西条町の大字別人口分布（90~99歳）と公衆電話（第一種公衆電話）の分布 

資料：図 19-5と同様 

 

 公衆電話の分布について,竹原市と隣接する上三永地区では 2 か所みられるものの,どち

らも国道 2号線沿いに分布する「公道沿い分布型」であり,日常生活における利用には結び

付きにくいのではないかと考えられます.馬木地区にはバス停付近に 1 か所,郷曽地区には

交差点に 1 か所みられます.郷曽地区については交差点に立地するものの,周辺には住宅も

みられるため,どちらの場合も日常生活における利用に結び付きやすいと考えられます. 

 一方で,森近地区,福本地区には公衆電話の分布がみられないため,災害等緊急時でも使

えるインフラとしての公衆電話を考えるならば,「第一種公衆電話」の設置が望まれると考

えられます. 

 

５）地域における公衆電話の展望─災害等緊急時にも使えるインフラとしての 

機能に着目して─ 

ハード面整備の観点からは,災害時にもアクセスできる位置に設置されることはもちろ

ん,固定電話を置かないと予想される若者や単身世帯が多い場所,また,携帯電話に馴染み

のない人も多いと予想される高齢者が多い場所に公衆電話が設置されることが望ましいと

考えられます.特に,「第一種公衆電話」の空白地区をなくすことが最優先課題ではないでし

ょうか. 
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また,ソフト面整備の観点からは,携帯電話の普及等であまり馴染みのなくなった公衆電

話について知ることが重要であると考えられます.そのためには,近所の公衆電話の位置や

公衆電話の使い方といった情報を,積極的に住民たちに知らせていくことが重要ではない

でしょうか. 
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八本松廃線巡り 
 近年,鉄道ファンにとどまらず,多くの人々にかつての鉄道遺構を巡る廃線ツーリズムが

注目されています.東広島市にもかつて 2本の引き込み線が存在していました（図 19-1）. 

 

図 19-1 八本松周辺の廃線跡 

資料：二万五千分の一地形図広島六号海田市『西条』（1945年）より廃線跡を推定し 

現地調査より作成した.背景は地理院地図と傾斜量図の合成である. 

 

図 19-2 八本松周辺地形図（1945年） 

資料：二万五千分の一地形図広島六号海田市『西条』（1945年）加筆修正 
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現在では道路や工場などに転用され,その姿は失われつつあるが,郷土の歴史遺産を継承

するためにもこの場で紹介したいと思います. 

 

１）旧呉海軍軍需部川上火薬庫線 

 八本松駅から西側に伸びるおよそ 2.5キロの部分が旧呉海軍軍需部火薬庫線です.後半部

分は谷筋に沿うように時計回りにカーブしています（図 19-1）. 

〇いつごろできたの？ 

 1940（昭和 15）年,当時の日本海軍が作った極東最大級の弾薬庫である.面積はおよそ 2.6

平方キロメートルで広島大学東広島キャンパス（2.5平方キロメートル）とほぼ同じ広さで

す. 

〇何に使われていたの？ 

 線路の先にある川上火薬庫へ武器,特に火薬などの運搬に使用されていました. 

 現在では,敷地は在日米軍の川上弾薬庫として使用されています. 

〇いつまであったの？ 

 正確な年はわからないが,1975（昭和 50）年の国土地理院地図「安芸西条」では,線路の

記号が確認されます.一方その後の昭和 60年国土地理院発行「安芸西条」では線路の記号が

なくなっているため,この間の 10年間で撤去されたと考えられます. 

  

写真 19-1 遺構①線路の面影  写真 19-2 遺構②橋げたの跡 

を残す歩道     資料：安部撮影（2018年 10月） 

資料：安部撮影（2018 年 10 月） 

 

２）川上弾薬庫について 

 川上弾薬庫とはどのようなものであったのでしょうか？廃線跡という本線から少し脱線

して,コラム的に紹介したいと思います. 
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コラム 『 川上弾薬庫 ～弾薬庫から見る戦争と平和～ 』 

Ⅰ）川上弾薬庫のこれまで 

JR 山陽本線から車窓を眺めていると,日の丸と星条旗が見える場所があります.それが川

上弾薬庫です.入り口には,日本語と英語でその敷地が在日米軍の施設であることを表した

看板が掲げられていて,高い柵が張り巡らされているという,その物々しい様子から,少し

近寄りがたい印象です.（写真は撮影不可でした） 

この施設は,現在米軍が所有していますが,元々は旧大日本帝国海軍が建設したものです.

すでに日中戦争が始まっていた昭和 15（1940）年の６月,呉鎮守府の主計大佐が旧川上村宗

吉にやってきました.この地域に住んでいた 44戸の住民に,海軍の施設ができるため年内に

立ち退きをするよう告げたといいます.その予告通り旧川上村宗吉の一帯は買収されて,弾

薬庫が昭和 17（1942）年に完成しました. 

太平洋戦争が終結したのち,連合国軍による日本占領が始まり,当初,日本占領は米軍に

よる単独占領であったため,この弾薬庫も米軍に接収されることとなりました.中国四国地

方には昭和 21（1946）年から英連邦占領軍が進駐し,かつての旧呉鎮守府に司令部を置きま

した.米軍に接収されてからは,広（呉市）,秋月（江田島町）の２つの弾薬庫と合わせて,米

陸軍第 83 秋月兵器大隊として位置付けられました.３つの弾薬庫で,弾薬の貯蔵量は計 12 

万トンとも推計されています.極東でも有数の規模といわれる弾薬庫群は,太平洋戦争が終

わって米軍の手にわたっても,重要な戦略拠点として存在し続けました.朝鮮戦争が勃発す

ると,補給基地としての役割を果たし,遊休の時期をはさみながらも,ベトナム戦争,湾岸戦

争と稼働を続けてきました. 

 

Ⅱ）旧海軍時代の川上弾薬庫 

 旧日本軍の弾薬庫と聞くと,いったい中には何が置かれていたのか不安に思うかもしれ

ませんね.もちろん,これに関しては,終戦直後から何度か調査されてきました.GHQ が取り

まとめた時点では,”Kawakami-mura”となっていますが,ここには嘔吐剤（くしゃみ剤など

とも呼ばれた毒ガスの一種）が 1198 弾,びらん剤（皮膚をただれさせる毒ガスの一種）が

1796 弾などと記されています.化学兵器は第一次世界大戦で使用されるようになり,非人道

的兵器として,その後国際的に使用が禁止されましたが,実際にはこのように配備されてい

たということが分かります. 

近くの方は飲み水や農業用水に関して心配するかもしれませんね.しかし,この周辺には

水道の水源はありませんし,環境省が実施した地下水調査の結果,毒ガス関連成分は検出さ

れなかったと報告されています. 

 

Ⅲ）鷹巣八幡神社と川上弾薬庫 

かつて旧川上村宗吉の住民の所有地だった川上弾薬庫の敷地.ここでの生活を移さざる

を得なかった痕跡は確かに残っています.そのうちのひとつが鷹巣八幡神社です（図 19-3）. 
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図 19-3 鷹巣八幡神社の移動 

資料：二万五千分の一地形図廣島六號海田市『西條』（1925）をもとに場所を推定した. 

 

図 19-4 もともとの鷹巣八幡神社の位置（推定） 

資料：二万五千分の一地形図廣島六號海田市『西條』（1925）加筆修正 
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鷹巣八幡神社は芸藩通史にも記録されている,古くからの神社です.南北朝時代初期（14

世紀前半）の建武年間に現在の京都府の岩清水八幡宮より勧請を受けて建てられたという

ことが伝えられています.室町時代の永禄年間（16世紀半ば）には麓の末竹に社が移されま

した.江戸から明治にかけて 3回の建て替えが行われました.祀られているのは品陀和気命,

帯中日子天皇,息長帯姫命,市杵島姫命,湍津姫命,思姫命の 6柱とされています. 

そんな由緒ある鷹巣八幡神社も,旧川上村宗吉が弾薬庫予定地になったため,昭和 16

（1941）年 3月,現在の丸子山に遷座しました.このことは鷹巣八幡神社内にある「鷹巣八幡

神社の由来」にも書かれています（写真 19-3）.また遷座する前は現在の弾薬庫がある敷地

内に立っていたことが分かります（図 19-4）. 

 

写真 19-3 鷹巣八幡神社の由来 

資料：安部撮影（2018 年 10 月） 

 

Ⅳ）川上弾薬庫と地域 

 極東でも有数とされる川上弾薬庫ですが,その運用実態は明かされていません.どんな弾

薬がいくら,いつ,どこからどこへ運ばれているのかは非公開となっています.以前は,輸送

をする際にその時間帯やトラックの台数は通知されていました.しかし,平成 18（2006）年

２月,在日米軍は弾薬輸送の関連情報は,テロの標的となる危険性があるとして通知を停止

しました. 
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３）旧国鉄八本松材修場専用線 

 八本松駅から東に伸びるおよそ 2.1キロの区間である.終着点である旧八本松材修場跡地

は,㈱SHARPの工場を経て,現在は㈱オンドの工場になっています（図 19-1）. 

〇いつごろできたの？ 

 明治 28年ごろ,旧日本陸軍（現陸上自衛隊海田市駐屯地の演習場）が八本松原村に作られ

ました. 

〇何に使われていたの？ 

ⅰ)戦前の軍が保有していた時代には,陸軍の演習場まで輸送していたのではないか？

(当時,広島には大本営が置かれており,呉や宇品などに大きな軍施設もあり,軍人たち

が多く集まる地域でした.) 

ⅱ) 昭和 14年―19年(1939-44) 日本陸軍兵器補給支廠,引込線用地として収容 

昭和 23年(1948)02/-- 旧陸軍兵器補給支廠跡地に工事開始(敷地,建物,引込線など利

用) 

ⅲ)八本松材修場で作られたロングレールを輸送.八本松材修場は昭和 24年に開場しまし

た.日本で初めてロングレールの溶接を行い（500m,1000m）,フラッシュバット法と呼ば

れる当時最先端の技術を持ち,西日本各地へレールを供給.従業員は 100 名程度いたと

考えられます. 

〇いつまであったの？ 

八本松材修場が閉鎖した昭和 43年ごろではないかと考えられます（写真 19-5）.昭和 50

年の国土地理院発行地図にはレールの地図記号は見つけられませんでした. 

  

写真 19-4 遺構③信号機跡      写真 19-5  遺構④八本松木材修場跡の石碑 

資料：安部撮影（2018年 10月）    資料：安部撮影（2018年 10月） 
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 しかし,現在でもその名残を見ることは出来ます.写真 19-4はかつて使われていた信号機

です.小さな倉庫の裏に設置されたままとなっています.このような名残を発見するのが廃

線ツーリズムの楽しさの一つであります.小さな発見が,過去の再発見につながることもあ

って面白いですね. 
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屋根を訪ねて 3,000軒 

～赤瓦と居蔵造～ 
 

 私は大学進学時に熊本から引っ越してきました.西条の町並みを拝見して赤い屋根の家

が多いことがとても印象的でした.そこで，西条の赤瓦の成り立ちや歴史について調べるこ

とにしました.また，赤瓦の普及と時を同じくして西条では居蔵造と呼ばれる家の構造も西

条の家屋の特徴であることが分かりました.今回の調査では赤瓦と居蔵造という，西条にお

ける２つの伝統的な景観についてまとめました. 

 

１）赤瓦 

 西条の赤瓦は，元々島根県の江津で盛んに生産されていた石州瓦が伝わったものです.石

州瓦は，愛知県三河の三州瓦，兵庫県淡路島の淡路瓦と並んで日本三大瓦と呼ばれています.

その中で石州瓦は三州瓦に次いで全国シェア約 20％を誇っています.石州瓦の最大の特徴

ともいえるのは，鮮やかな赤茶色の色合いです.その要因は，釉薬の原料に使用されている，

凝灰岩質砂岩の来待石です.来待石は，日本では松江市宍道町来待地区で産出される石であ

り，来待地区一帯は世界でも稀な埋蔵地帯となっています.この来待石は，地場産業である

伝統工芸品，出雲石灯籠の原材料として広く知られています.その他にも，建材や灯籠，石

臼，かまど，棟石，墓石など身近なものに使用されていました.江戸時代には松江藩主が御

止石として藩外に持ち出しを禁じたほど重要視されていました. 

 来待石の特徴は，耐寒性，耐熱性に優れ風化に耐えられることです.この特徴が，瓦造り

に適しているといわれています.この来待石の釉薬で作った瓦は，冬の凍結や塩害に強く割

れにくいという特徴を持ち，防火性能も兼ね備えていました. 

写真 21-1 赤瓦 

撮影：大岩撮影（2019年 1月） 

写真 21-2 赤瓦の街並み（西条町大沢） 

撮影：大岩撮影（2019年 1月） 
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赤瓦は一般庶民の人気が高かったのですが，高価なことと，驕奢を嫌う幕府や藩が使用を

制限し，また藩が節約令を出したため生産が減少し他国へ出稼ぎに行く瓦職人も増えまし

た. 

 江津の赤瓦が西条へと伝わったのは，江戸時代後期でした.それまで西条の家屋は茅葺き

の屋根が殆どでしたが，江戸時代になると，幕府から西条の四日市周辺の酒蔵などの屋根を

赤瓦に代えるように指令が出ました.東広島地方は，耐火度の高い良質の粘土を豊富に産出

し，周辺の丘陵は十分な燃料を供給できたので，石見の瓦職人の技術導入で文政 8年（1828）

部は赤瓦が生産されていたようです. 

赤瓦に使用する釉薬には当初，出雲の来待石を使用していましたが，その後，西条町上三

永辺りで，来待石に類似した岩層があり，来待釉の需要が増大した明治から大正にかけて，

この石も釉薬用として売り出され始めました.石見地方の窯場でもこの釉薬を使っていた

ところがかなりあったといわれています.西条の来待釉は，明治 26年（1893）頃，当時の賀

茂郡下三永村の福島伊助（後に福島釉薬株式会社を創設）が，賀永村（現東広島市と竹原市

の一部）と，豊田郡田万里村（現竹原市）の境界の山で来待釉の原石に似たものを発見して，

荒石を窯元に持って行き，粉砕して使用したことから「西条来待釉」ができたそうです.こ

の西条来待は，国鉄山陽本線の西条駅から日本全国のみならず，朝鮮弥台湾にも発送され，

最盛期の昭和 10年から 15年には，年間約 1,000トンもの西条来待が出荷されました. 

図 21-1 赤瓦の作業風景（昭和 25年頃） 

資料：「赤瓦と居蔵造り 加茂台地を代表する景観」伊東茂夫 
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またこれにより，西条にも赤瓦の工場が次々に作られ，赤瓦の生産も活性化していきまし

た.明治初期に西条近辺に数軒あった瓦の製造所は，大正 2年（1913年）には西条盆地で約

40軒となり，150万枚の瓦を生産するまでに発展していました.生産方式は登り窯から 24時

間連続生産方式のトンネル窯に移行しました.しかしそれでも，西条の家屋の屋根の約 8割

は茅葺きであり，本格的に赤瓦が普及するのは戦後以降のことでした. 

  西条に現存している瓦の窯跡の 1つに，元高橋瓦所窯跡があります.この瓦所は，明治初

頭から昭和 36 年（1961 年）まで操業されていました.東広島市西条町において赤瓦の屋根

がどの程度受け継がれているのかを私が，Google Map より確認したところ，西条町におい

て，赤瓦の屋根を携えた家屋はおよそ 3,000件でした.黒の瓦や瓦を使わない屋根も普及す

る中で，いまだに赤瓦が西条に根付いているという印象でした. 

瓦の製造所は，現在生産規模の大きい石州瓦に押され，また戦時中の企業統制によって瓦

所は半数以上が閉鎖，転業を余儀なくされました.現在では東広島地方の製造所は高屋町の

本藤瓦工業のみとなっています. 
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写真 21-3 元高橋瓦所窯跡 

資料：大岩撮影（2018年 12 月） 

写真 21-4 元高橋瓦所窯跡（登り窯の側面） 

資料：大岩撮影（2018年 12月） 
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２）居蔵造 

 
図 21-2 居蔵造りの屋敷 

資料：「赤瓦と居蔵造り 賀茂台地を代表する景観」伊東茂夫 

 

居蔵造とは，外見は二重屋根で赤瓦葺であり，内部は二階に見られるような床は張らず，

天井に張りを従えた家の造りをいいます.つまり，天井と屋根の間は単なる空間で居住空間

や物置のスペースではありません.なぜこのような一見無駄な空間を持つ二重屋根が発生

したのか明らかではありませんが，『寺家の散歩道』では次のように説明されています. 

 

 まず，茅・藁葺の家の弱点である棟と軒に瓦を使用し，瓦の箱棟と庇（シコロ）を付加し

て居住性や耐久性を向上させた.次に総瓦葺へ移行する時，単なる一重の瓦屋根では屋根に

厚みがなく軽い感じになる.そこで，茅・藁葺の家の主屋根と庇の二重屋根から発送して居

蔵造ができた，と考えられるのである. 

 

また，家の中の湿気を調整する役目もあったとも言われています. 

 

西条の居蔵造の家屋は，明治に入って以降赤瓦の普及とともに広まっていきました.しか

し，昭和になると張りの部分を，天井を張って隠してしまう家屋が増え，現在では張りが見

える状態にしている家屋で，寺家会が把握しているものは 1件のみとなっているそうです.
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西条の居蔵造はおよそ 100年の短い歴史であったようです. 

 私が現地調査で西条の町を回って調べた際も，二階の部分は前回建て替えた際に埋めて

しまった家屋が多く，外見だけは受け継いでいる状態でした.先ほどの赤瓦の屋根を携えた

家屋，約 3,000 件のうち，外見が居蔵造であろうと思われる家屋はおよそ 420 件であり割

合にして約 14％でした.西条がその昔農村であり，近年の町の発展を考慮すると，外見だけ

とはいえまだ居蔵造は残っているといえるのではないでしょうか.また，町を見て回った中

には黒の瓦を携えた居蔵造の家も見られました. 

 

 

図 21-3 赤瓦と居蔵造りの分布（旧西条町全体） 

資料：筆者作成（2019 年 1月） 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-4 赤瓦と居蔵造りの分布① 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-5 赤瓦と居蔵造りの分布② 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-6 赤瓦と居蔵造りの分布③ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-7 赤瓦と居蔵造りの分布④ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-8 赤瓦と居蔵造りの分布⑤ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-9 赤瓦と居蔵造りの分布⑥ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-10 赤瓦と居蔵造りの分布⑦ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-11 赤瓦と居蔵造りの分布⑧ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-12 赤瓦と居蔵造りの分布⑨ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-13 赤瓦と居蔵造りの分布⑩ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-14 赤瓦と居蔵造りの分布⑪ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-15 赤瓦と居蔵造りの分布⑫ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-16 赤瓦と居蔵造りの分布⑬ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

図 21-17 赤瓦と居蔵造りの分布⑭ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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３）赤瓦と居蔵造りの分布の特徴 

 図 21-19 は旧西条町を一定の区画に分け，その中で赤瓦の屋根を持つ家屋の数を色別に

表したものです.色が濃くなるほど，区画内で赤瓦の家の数が多いということを示していま

す.また，図 21-20は赤瓦の家で，かつ居蔵造りの構造を持つ家の数を色別に表したもので

す.こちらも色が濃くなるほど，数が高いということです. 

まず，図 21-19を見ると，寺家，西条駅南部，吉行など主に旧西条町の北部で色が濃くな

っています.つまり，赤瓦の家の数は北部の方が多いということです.これは，そもそもの世

帯数が南北で異なることからこのような色の違いになると思われます. 

一方図 21-20では，上三永，大沢，森近，福本といった主に南部で色が濃くなっています.

赤瓦の家でなおかつ居蔵造りの家は南部が多いということが判明しました.このようにな

る原因は分かりませんが，メッシュマップが作成されるまでこの特性には気づきませんで

した.筆者の現地調査と QGISによるデータ加工で今回新たな発見と疑問が得られました.今

後の課題にしていきます. 

 

 

 

 

図 21-18 赤瓦と居蔵造りの分布⑮ 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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図 21-20 赤瓦の屋根を持つ家屋で，かつ居蔵造りを持つ家屋の数を，その多さで 

色分けしたもの. 

図 21-19 西条町を一定の区画（1ｋｍ×ｋｍ）に分け，その区画内で赤瓦の

屋根を持つ家屋の数の多さで色分けしたもの. 

資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 
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資料：筆者作成 

注１）筆者の現地調査に基づき，QGISにて作成 

 

４）おわりに 

 西条に住む中で，赤瓦の屋根の風景は今となっては見慣れたものとなっていますが，その

歴史を調べると，とても奥が深いものであると思いました.特に，瓦の釉薬に必要な来待石

が西条でも産出して自給できたということは，西条で瓦の生産を活性化させたという点で，

とても大きなことだったと思います.また居蔵造りについては，赤瓦を調べる段階で初めて

耳にしたもので，学部生のときは全く知りませんでした.居蔵造りは，明治から昭和までと

いう非常に短い歴史でしたが，西条に住む人々が，自身の暮らしを西条の気候に順応させる

ための知恵に触れることができました. 
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上を向いて歩こう 
「西条」と聞いて多くの人が最初に思い浮かべるのが「日本酒」だと思います.兵庫の

灘,京都の伏見と並んで日本三大酒都の１つとして数えられる西条は,古くから酒造りが盛

んであり,現在でも西条駅前の酒蔵通りには 7件の蔵元（賀茂鶴,福美人,白牡丹,西條鶴,

亀齢,賀茂泉,山陽鶴）が軒を連ねています.西条を訪れた多くの観光客が７つの蔵を巡っ

て試飲をしながら,ほろ酔い気分で散策を楽しんでいます.そんな時,ふと青空に伸びるレ

ンガ造りの煙突に注目してみるのはいかがでしょうか？（写真 22-1,2） 

 

写真 22-1 酒蔵通りの煙突群１ 

資料：倉本撮影（2018 年 12 月） 

 

写真 22-2 酒蔵通りの煙突群 2 

資料：倉本撮影（2018年 12 月） 
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１）西条と酒造り 

まずは,簡単に西条の酒造りの歴史についてまとめておきます.西国街道の宿場町として

栄えた西条では,江戸時代初期から酒造りが始まっていましたが,その規模は決して大きく

はありませんでした.しかし,明治時代に入り酒株制度が廃止されると,西条の酒造りは本

格的に発展していきます.一般的に酒造りに適しているとされる水は硬水ですが,西条の湧

き水は中硬水（硬水と軟水の間）でした.そこで安芸津の三浦仙三郎が 1894（明治 27）年

頃に当時としては画期的な軟水による醸造法を発明し,それが西条にも伝わり,より質の高

い酒の生産が可能になりました.また,山陽本線の開通（1894年）により大量輸送が可能に

なったことや,戦争による酒需要の増加などの様々な要因によって,生産量は大きく増加し

ていきます.また数々のお酒の品評会で西条の日本酒が賞を獲得し,全国にその名が知れ渡

っていきました. 

 

２）酒造りと煙突 

 現在,西条の酒造り関連の煙突として 16本の煙突が存在しています.しかし,2年ほど前

に西條鶴醸造酒宝蔵煙突が使われなくなってから,現役で働いているものはなくなってし

まいました.では,かつて煙突は酒造りの中でどのように使われていたのでしょうか？「西

条の酒蔵煙突」（東広島郷土史研究会，2012）によると,酒造りの工程において,酒米を蒸

すために窯場で薪・石炭を燃料にして水を沸かして蒸気を送る際に,燃料の燃焼を助ける

ための通風の役割と燃料が排出する煤煙を空気中に送り出すための装置として使われたそ

うです.また,燃焼効率を高め,排煙の公害防止のためにより高い煙突が必要でした. 

 今では重油を燃料としてボイラーで水を加熱し,高温・高圧の蒸気を発生させるため,煙

突の必要性はなくなっています. 

しかし,明治期の近代遺産としての価値は高く,また煙突は西条の酒蔵通りの景観を形成

するうえで今なお重要な役割を果しています. 

 

３）煙突をよーく見てみよう 

 西条の煙突の分布を地図で示しまし,一覧表を作成しました（表 22-1,図 22-1,2）. 

分布をみると,やはり山陽本線沿いに多く立地しているのがわかります.また,山陽本線

より南側にのみ立地しており,特に西条駅前に集中しています. 

煙突の建築年は 1800年代後半から 1900年代初頭に集中していますが,正確な年代が分

かっているものは少ないです.煙突の中で最も高かったのは福美人酒造三号蔵煙突で 27ｍ

もありました.煙突は高ければ高いほど,煙を吸う力が強くなるとされています（図 22-

3）.煙突の形状としては,四角形のものが大多数ですが一部円形の煙突も存在しています.

亀齢酒造の五号蔵煙突と七号蔵煙突は円形の形になっていますが,亀齢酒造のスタッフの

方の話によると「周りの酒造会社の煙突が四角い形ばかりだったので,当時の社長があえ

て目立つように円形にした」とおっしゃっていました. 
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図 22-1 西条町内における煙突の分布図 

資料：現地調査より筆者作成 

 

図 22-2 西条駅前における煙突の分布図 

資料：現地調査より筆者作成 
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表 22-1 西条にある酒造会社の煙突一覧 

 

資料：東広島市教育委員会（2013）「東広島市の酒蔵（東広島市＜西条町・志和町＞の酒蔵及び

その他建造物調査報告書）」 

文化遺産オンライン（http://bunka.nii.ac.jp/index.php） 

   東広島市郷土史研究会・四日市町並研究会（2012）「西条の酒蔵煙突」 

一部聞き取り調査,実測調査をもとに作成 

注 1）1975年に閉鎖した「旧広島県醸造試験場西条支場」の施設を賀茂泉酒造が購入,管理 

注 2）2005年に煙突の上部 3 分の１が切り取られて,現在の姿になっている 

注 3）かつては醤油の醸造にも使用されていた 

注 4）上部が欠落し,下部の 7m が残っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名称 建築年
基部の一辺

（m）

高さ

（m）
形状 積み方 用途 備考

1 賀茂泉酒造煙突 1912-1926 1.6 17.7 四角 イギリス積み 酒造

2
旧広島県西条清酒醸造

支場煙突
1929 1.3（直径） 18.9 円形 鉄筋コンクリート 酒造 注１）

3 福美人酒造三号蔵煙突 1919-1926 2.2 27 四角 イギリス積み 酒造

4 福美人酒造恵比寿蔵煙突 1912-1926 2 24.1 四角 イギリス積み 酒造

5 亀齢酒造一号蔵煙突 1912-1926 1.9 24 四角 イギリス積み 酒造

6 亀齢酒造五号蔵煙突 不明 1.1（直径） 15 円形 鉄筋コンクリート 酒造 注２）

7 亀齢酒造七号蔵煙突 1955頃 1.7（直径） 19.5 円形
ドイツ積み

（小口積み）

醤油

酒造
注３）

8 賀茂鶴酒造二号蔵煙突 1897 1.4 13.1 四角 イギリス積み 酒造

9 賀茂鶴酒造三号蔵煙突 1918 1.9 23.4 四角 イギリス積み 酒造

10 賀茂鶴酒造四号蔵煙突 1919 1.9 22 四角 イギリス積み 酒造

11 賀茂鶴酒造八号蔵煙突 1939 1.8 16.9 四角 イギリス積み 酒造

12 西條鶴醸造酒宝蔵煙突 1912-1926 1.7 19 四角 イギリス積み 酒造

13 白牡丹酒造延宝蔵煙突 1868-1882 1.9 25 四角 イギリス積み 酒造

14 白牡丹酒造天保蔵煙突 1868-1882 1.7 21 四角 イギリス積み 酒造

15 白牡丹米満醸造場煙突 1968 1.6 20 四角 長手積み 酒造

16 旧芸陽酒造煙突 不明 1.3 7 四角 イギリス積み 酒造 注４）
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図 22-3 煙突の高さランキング 

資料：表 22-1をもとに作成 

 

次に煙突の構造に注目してみましょう.多くの煙突がレンガを積んで建てられており,ま

たそのレンガの積み方にも特徴があります.一般的にレンガには長手面（21×6cm）と 

小口面（10×6cm）があり,そのどちらかを化粧面（外から見える部分）にして積んでいき

ます.そしてその積み方に様々な種類がありますが,西条の煙突のほとんどがイギリス積み

という工法で積まれています.イギリス積みは長手面だけの段と小口面だけの段を交互に

積み重ねており,縦に見ると各段の長手面と小口面が一直線に並んでいます.このイギリス
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積みは,もっとも堅実で頑丈な積み方だとされています.福美人酒造の恵比寿蔵煙突など

は,酒蔵の入口に建っており,間近でレンガ模様を確認することができます.（写真 22-

3,4） 

  

写真 22-3 福美人酒造恵比寿蔵煙突  写真 22-4 福美人酒造恵比寿蔵煙突の外壁表面 

資料：倉本撮影（2018 年 12 月）     資料：倉本撮影（2018年 12月） 

 

表 22-2 レンガの積み方 

イギリス積み ドイツ積み（小口積み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス積み 長手積み 

 

 

 

 

 

 

 

資料：筆者自作 
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また,少数ですが他の積み方の煙突もあり,亀齢酒造七号蔵煙突はドイツ積み（小口積

み）という積み方になっているほか,白牡丹米満醸造場煙突（八本松）は,長手積みという

積み方になっています.上記のイラストでは他の積み方と合わせて紹介しています（表 22-

2）.ちなみにレンガ造りで有名な東京駅はドイツ積み（小口積み）,富岡製糸場はフラン

ス積みになっています.ぜひ,他の場所のレンガの積み方に着目してみるのもおもしろいと

思います. 

 

酒蔵通りを訪れる際は,お酒はもちろん,白壁が連なる美しい酒蔵通りの中の景観に溶け

込む煙突にも注目して,高さの違いやレンガの積み方を比較しながら歩いてみるのはいか

かでしょうか？ 
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