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松河戸町の沿革

3 暮らしと川
(1) 松河戸の川
松河戸の人たちの生活にとって、庄内川は深い関りを持っています。
この川は、岐阜県恵那市の夕立山(標高 727 メートル)を水源とし、岐阜県では土岐川、岐阜と愛知県
堺では玉野川とその沿川の地名でいろいろ呼ばれています。
庄内川は、延長 96Km の一級河川で、松河戸は河口から 24Km~ 26Km の位置にあります。
庄内川は、江戸時代に山田庄（現在の名古屋市西区付近）で、庄の内を流れる川で庄内川と呼ばれる
ようになったと考えられています。(松河戸では大川と呼んでいました。)
今は強固な堤防で守られていますが、自然堤防の時代は頻繁に洪水が起こり大きな被害が起こってい
ました。松河戸には十五の森治水悲話が、室町時代 15 世紀
後半から語り継がれています。
また、この川は古墳時代から交通路が存在していた(庄内
川流域を中心に展開している弥生時代の遺跡から)と考え
られています。最近まで船が運航していたこともうかがえ
ます。
江戸時代の渡河は、徒(かち)渡りか笹舟が基本であした
が、渇水期には仮橋が設けられていました。松河戸と川村
を結ぶこのルートはこの地域の主要経路であったので、通
行人は相当あったものと思われます。(図 1)
享保 5 年(1720)に橋がかけられたことがありましたが、

(図 1)庄内川で魚を釣る人が 5 人

勝川の渡しとの権利争いから、取壊しとなりました。

下流の流れの狭いところに木の仮橋が

(当時勝川村は宿場的機能があり一帯に大きな力を持っていた。)

架けられ、馬を引いた人が渡っている。

大正時代の終わりごろは、両岸に綱を張り、それを手繰っ
て操船していたといいます。(図 2)

(図２)
写真は松河戸の渡し

(明治 33 年年頃)

中央線開通以前は船で荷物を運んでいたようである。
山の上に龍泉寺が見える。
現在の松川橋の下流約 150m(東雲の松辺り)の浅瀬
を笹舟 (小舟)により運行し、県道の渡し場で運賃は
無料だった。
古くは松河戸村が運行を担当したが、大正時代には
川村が担当。1933 年(昭和８)流れの部分にのみ欄干
のない木橋が架けられ、渡しは廃止となった。
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(図 3)
竜泉寺から庄内川・松河戸方面を望む
(昭和８年頃)
中央に本流のみに架橋された松川橋。
奥は中央線(西線)庄内川鉄橋。

昭和 8 年に流れの部分のみ欄干のない木橋が架けられました(図 3)。
昭和 13 年に直径 30 センチほどの丸太を橋桁に使った堤防と堤防を繋ぐ本格的な橋が完成し自動車
も通れるようになりました。その時の人々の喜びは今も語り草になっています。(図 4)
昭和３６年には現在の鉄筋コンクリー製の松川橋が完成し、乗合バス路線も開通しました。
小野小学校の校歌に「流れも清き松河のみな
かみの空虹かかる」と歌われているように、昭
和 30 年代前半までは清流で鮎・うぐい・はえ
などがよくとれ、投網や釣りが盛んでした。松
河戸の子供たちは川遊びや、駐在所のお巡りさ
んに川で水泳を習いました。
庄内川の水質は、昭和 30 年代から 40 年代に
かけて、陶磁器原料、釉薬生産、製紙工場等の
排水や、生活雑排水の流入により悪化しました。
その後、昭和 45 年に制定された水質汚濁防

(図 4)

昭和 13 年開通した松河戸橋

止法の排水規制や下水道整備により改善されて
きたこともあり、現在では河川敷でのスポーツ、
散策など市民の憩いの場所になっています。
(注意、子供たちだけで川に近づかないように!)

松河戸の渡しから上流へ 2Km のところに下津の渡しがあった。
下津の渡しは下津から庄内川を渡って、対岸の龍泉寺の下へ着いた。
初観音や節句のときは参拝の人たちが多く利用した。
1939 年(昭和 14)頃までは通年運航されていたが、昭和 13 年に
松河戸橋が架けられたことで、1942 年(昭和 17)に廃止された。
しかし、竜泉寺の節分や初観音の時など利用客が多い時は

(図 5) 下津の渡し(1962 年(昭和 37)頃)

『春日井・小牧の昭和』樹林舎

運航し 1965 年(昭和 40)頃まで続いていた。
松河戸の人たちもこの時期は松河戸橋があってもこの渡しを利用
して龍泉寺へ行ったものである。
料金は片道 20 円、往復 30 円であった。この渡しは県の許可のもと
「渡し賃」が取られていた。
「広報かすがい」より

(図 6)

現在の下津の渡し跡

下津の人達によって記念として建てられた
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(２) 川と災害
今は強固な堤防で守られていますが、自然堤防の時代は頻繁に洪水が起こり大きな被害に遭いました。
松河戸には、今も十五の森治水悲話が室町時代 15 世紀後半から語り継がれています。
明治なってからも庄内川堤防決壊は多くの場所でありました。松河戸地区は、支流の決壊による被害
はたびたびありましたが、明治元年の庄内川一部決壊以降は堤防決壊における大きな被害はありません。
松河戸の人達は、度重なる水害に遭ったことでいろいろ工夫も凝らしました。
江戸時代の松河戸村絵図には東と西に堤防の切れ目があり、そこを排水路が流れていました。この水
路の水門は片開きの大きな板戸で、通常は排水のため三分の一程が開放されていました。庄内川の水位
が上昇すると 水圧によって水門が閉じ、集落や田畑を守るようになっていました。
今もその当時の場所に排水ひ管施設として使われています。(図 7)(図 10)(図 11)
また、集落の東側を北北西の方向に、集落を囲む形で庄内川の堤防から「よげ」堤が伸びていいまし
た。上流地域よりの大水を防ぐためで、庄内川堤防から河川敷の反対側の中切境に高さ３~４ﾒｰﾄﾙ位堤
防が造られていました。これは集落の西にも見られます。(図 7)(図 8) (図 12)
堤防には松が植えられ(流し松)、増水すると刈って堤防に横たえ、水が直接に堤防に当たらないよう
な工夫もしました。 (図 9)
松河戸という地名の由来はこの、松、河戸から来たといわれています。
河戸…… 灌漑用水(かんがい用水)を取るために堤防に作った圦(入り)のこと
松

東の河戸

…… 堤防に水害を防ぐため松が植えてあった。

ヨゲ堤……集落を守るために張り出した堤防

西の河戸
圦(入り)

圦(入り)

ヨゲ堤
ヨゲ堤

(図 7) 松河戸村絵図
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図8

ヨゲ堤

図9

(図 10)松河戸の西の河戸(圦)付近

(図 11)松河戸の東の河戸(圦)付近

現在の松河戸排水ひ管施設

現在の松河戸排水ひ管施設

4 / 8

3 暮らしと川

3 暮らしと川

(図 12) 区画整理開始前(昭和５５年頃)

区画整理が始まるま
で残っていたヨゲ堤
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〇 庄内川の洪水(松河戸に大きな被害が出た主なもの)
1460 年(寛正元年)

洪水により上条用水圦及び堤防破壊 523m

1494 年(明応 3 年)6 月

十五の森の伝説を作った洪水

1854 年(安政元年)5 月 松河戸村一ツ橋で堤防決壊 215m
1859 年(安政 6 年)6 月

松河戸村村中で堤防決壊 208m

1867 年(慶応 3 年)8 月

松河戸村八反田で堤防決壊 183m

1868 年(慶応 4 年)5 月

入鹿池決壊 庄内川も 17 か所決壊 松河戸も被害被る。

1868 年(明治元年)8 月 大留村、神領村、上条村、下津尾村、志段村、松河戸、勝川地内で堤防破壊
1959 年(昭和 34 年)9 月 伊勢湾台風、松河戸も被害大きく倒壊した家数戸
2000 年(昭和 12 年)

台風１４号により庄内川、新川の１３か所が破堤したものの、堤防決壊に
よる直接の被害は少なかった。

2011 年(平成 23 年)

台風１５号により、志段味地区で越水、支川で内津川、地蔵川で越水
写真と図表で見る松河戸

松河戸誌研究会より

(3) 勝川、松河戸、下津の渡し
勝川の渡し
庄内川を渡る下街道には橋がありませんでしたが、渇水期の秋の末から春までは仮橋を架けてい
ました。仮橋から上がる収益は近くの村にとっては重要な収入源であったので、この権利をめぐっ
て勝川村と瀬古村・松河戸村が享保年間に争っています。いずれも勝川村の権利が認められ、運上
金 5 両宛年々藩へ出すことで決着しています。
渡しについては「勝川船渡し一艘、自分造作、船頭四人、船駄荷十文、人六文、旱(かん)水には
渉(わた)りなり。」（古義）とあり、藩からの助成はとくにないので、船頭の給金の不足分は近隣
の村々が負担していました。例えば玉野村の文政元年（1818）の記録に
銀三拾匁

勝川橋船賃

同弐匁五分

山田村橋賃

同弐匁五分

入尾船橋賃

とあり、村の必要経費として庄屋を通してそれぞれの村へ納められていたことがわかります。
細野要斉は万延元年（1860）の『内津紀行』で、「内津山の祭礼を見んと妻児を携(たずさ)えて、
暁(あかつき)丑みつ此より家を出づ。（中略）勝川に至れば、村夫出て、川を渡る者を負ふて銭を
取る。堤上堤下に、酒肴を売る者あり、夜半の行客多きを以て也。」とにぎわっている様子を記し
ています。
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松河戸の渡し
松河戸の東雲の松あたりの浅瀬と川村を笹舟で結んでいました。渇水期には水の深い部分だけ板
橋を設けて人馬を渡していたようで『名区小景』（小田切春江著、弘化 4 年・1847）の版画の一つ
に「松河戸釣人」として描かれています。(図 13)
享保 5 年（1720）に新橋が架けられたが、勝川

図 13

村の庄屋からの訴えで、「永々松河戸村ニ橋懸ケ
往来致事不成」と裁定され、役人立会いの上取り
払いが行われました。
昭和 8 年の仮橋がかかるまでは今の橋の下手に
渡舟場がありました。天正の小牧合戦の折りには
秀吉方の三好の軍勢が多数長久手を目ざして渡河
した所であります。

下津尾の渡し
下津尾にあり、竜泉寺への近道で、八田や下原から上条・関田を経て下津尾へ至る道を竜泉寺街
道と呼んでいました。竜泉寺古記録には、「毎年五月十八日に熱田梵天と観音梵天の二本と神馬二
匹を下津村から出して竜泉寺まで引き上げる。また、正月七日には観音堂前で下津尾村の社人が神
楽祝詞をあげ五穀祭りを行う。」とあり、このことから下津尾と竜泉寺は古くから関係が深かった
ことがわかります。
ここの渡しの川舟は舟腹の横板の枚数で二枚腹とか三腹と呼ばれ、ここは木曽川から払い下げら
れた二枚腹が多かったといいます。
昭和 13 年頃までは竜泉寺の節分や初観音の時は特別利用客が多いので、前日に部落総出で仮橋を
架け、当日は橋の通行料として片道 2 銭（往復 3 銭）を取って渡していました。
ここの渡しは市内で最も最近（昭和 40 年）まで続き、渡舟場跡には当時をしのぶ「下津尾渡し
跡」の標柱が建てられている。

図 14 下津の渡し 1962 年(昭和 37)頃

図 16 春日井の主な道と渡し
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図 15 現在の下津の渡し跡
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(4) 庄内川に架かる春日井市近辺の橋
庄内川には大小さまざまな橋が架かっており、地域の住民にとって重要な役割を果たしています。
市内で一番下流にある勝川橋から諏訪大橋まで 12 の橋があります。
1. 勝川橋（河口より 23.2 キロメートル）
2. 松川橋 （25.2 キロメートル）
3. 吉根橋（30.0 キロメートル）
4. 下志段味橋
5. 志段味橋
6. 大留橋
7. 新東谷橋（35.0 キロメートル）
8. 東谷橋（35.2 キロメートル）
9. 鹿乗橋（36.8 キロメートル）
10. 玉埜橋
11. 城嶺橋
12. 諏訪大橋（42.2 キロメートル）

◎

庄内川の左岸は守山の丘陵地となっていることから、右岸の上条から松河戸にかけて、大雨ので
川はいくたびも流路を変えてきた。その土の中には今でも多くの遺跡が残っている。
川なくしては、松河戸の人々の暮らしは無かったし、文化も生まれなかった。時には十五の森の
ような悲話も生まれた。
時には流れに逆らいながら、人々は川とともに生きてきた。

(注意)
「松河戸町の沿革」は、《参考資料》の記事を転記又は抜粋してまとめたものです。
間違いや追加など補筆訂正がありましたらご連絡ください。

《参考資料》
写真と図表で見る松河戸

松河戸誌研究会

郷土誌かすがい
春日井市史
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