
１ 筑後川の流れ

筑後川は、九重連山と阿蘇外輪山を水源とし

て、林業及び温泉地帯を流下し、昭和48年に完成

した下筌ダム、松原ダムを下り、水郷の街大分県

日田市に入り、夜明（夜明ダム）峡谷を下り、江

戸期に造られた袋野堰（有馬藩)、大石堰・長野

堰（有馬藩)、山田井堰（黒田藩)、恵利堰（有馬

藩）の四大井堰で農業用水を分かち、うきは市、

朝倉市、久留米市を流れ、肥沃な筑紫平野を形成

し、河口から23㎞地点のところに、昭和60年に完

成した筑後大堰によって、福岡県及び佐賀県に水

道用水、農業用水を分かち、なお下り、左岸福岡

県大川市、右岸佐賀市の昇開橋地点から早津江川

を分流し、有明海に注ぐ幹川流路延長143㎞、流

域面積2,860㎢の九州最大の大河である。

筑後川が流入する有明海は、干満の差が６ⅿに

及ぶ内湾であり、ノリ養殖をはじめ、エツやムツ

ゴロウなどが生息する水産資源に恵まれた宝の海

と呼ばれている。筑後川の特徴の一つとして、藩

境、県境の川であることが挙げられる。江戸期ま

で上流から天領日田、黒田藩、有馬藩、立花藩、

鍋島藩を流れ、現在では熊本県、大分県、福岡

県、佐賀県を流れ、それぞれの藩・県の利害関係

の争いが続いてきた。

筑後川はその流域の人々に多くの恵みを与えて

きたが、その反面、洪水を起こし、人々の生命と

財産を奪ってきた川でもある。藩境の川のため、

統一的な治水対策が実現しなかった。漸く明治期

に入り、新政府によって治水事業が進んだが、水

害は絶えなかった。かつては、降雨後の田畑が一

夜にして荒涼たる土地に変貌することから「一夜

川」とも呼ばれていた。筑後川は、梅雨前線豪雨

による水害を引き起こすという特徴を持ってい

る。明治22年７月、大正10年６月、昭和28年６月

に起こった洪水は、多大な被害を及ぼしたことか

ら、これらの水害は筑後川三大水害と呼ばれてい

る。

そこで、明治22年７月の水害によって農地を失

くした久留米市の農民が、筑後川上流大分県九重

町千町無田地区へ、元久留米藩士青木牛之助の指

導により移住したことについて追ってみたい。青

木牛之助の行動の中に補償の精神が見えてくるよ

うだ。

２ 筑後川三大水害の惨状

この三大水害ついて、建設省筑後川工事事務所

編・発行『筑後川五十年史』(昭和51年）に次の

ように記してある。

① 明治22年７月の水害

７月４日から５日にかけて、久留米市の梅雨前

線による連続雨量は184.1㎜に達し、５日の瀬ノ

下の水位は8.62ⅿとなり、堤防決壊は2,800ヶ所

にのぼり、久留米市などは大被害を受けた。三谷

有信・作の「福岡県下水害図・堤防決して家屋流

亡する図」によれば、 筑後川の汎濫のため其害
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を被る処上座、下座、生葉、竹野、山本、御井、

三潴の 郡を以て最甚しとなす 試に其要点を挙

ぐれば溺死者52人、負傷者71人、家屋の流亡せし

もの1,262戸」とある。明治22年は大日本帝国憲

法の公布、福岡市、久留米市が誕生した年でもあ

る。この水害で、田畑を失った久留米市の農民た

ちが大分県九重町千町無田へ開拓移住することに

なる。

② 大正10年６月の水害

６月13日～21日までの連続雨量は、小国で

641.1㎜、久留米市で427.5㎜に達し、瀬ノ下の最

高水位は19日7.11ⅿを記録した。日田市では小淵

橋、銭淵橋、庄手橋、久留米市では豆津橋が流失

し、日田郡大山村では死者13人、日田市小淵町で

は死者17人となり、筑後川上流から下流域まで大

被害を被った。大正10年６月22日の九州日報には

「ああ何たる惨状ぞ、死者60余名を出し、流失家

屋260戸に及び、狂暴を極めたる洪水の跡 日田

郡11ヶ町村の損害」と報じた。

③ 昭和28年６月の水害

６月25日～29日までの連続雨量は、小国994.6

㎜、天ヶ瀬825.3㎜、日田705.6㎜、甘木632.7㎜、

久留米564.3㎜、佐賀で587.1㎜に達し、26日17時

30分の瀬ノ下の水位は9.02ⅿを記録した。筑後川

流域は上流から下流域の至るところで破堤し、越

水が生じ未曽有の大被害となった。その被害は、

死者147人、被災者54万人、家屋の流失、全壊、

半壊、耕地の流失、冠水が生じた。漸く戦後の復

興期を迎えたときで、この大水害は人々に深刻な

打撃を与えた。

今夏平成24年７月にもまた、筑後川流域は梅雨

前線によって洪水が起こった。筑後川の上流域の

花月川（かげつかわ)、隈上川（くまのうえがわ）

などの支川が氾濫し、土砂崩れが起こり、尊い人

命と財産が奪われた。

水害に遭遇した人は、大きく自分の人生を変転

することになる。明治22年７月の水害で田畑を喪

失した農民が、新天地を求めて大分県九重町千町

無田に開拓移住することになったからだ。なお、

明治22年に十津川で水害に遭った人々は、北海道

に移住している。

古賀勝著『大河を遡る―九重高原開拓史』(西

日本新聞社・平成12年）から、その千町無田移住

の苦難の道のりを辿ってみる。

３ 青木牛之助の移住への尽力

青木牛之助は元久留米藩士である。20歳で一伝

流の免許皆伝を受け、また弓術、砲術にも優れて

いた。廃藩置県後は近隣の農民たちに剣術を教え

たり、相談相手になっていた。気さくな人柄であ

ったという。筑後川の水害時は43歳で、農民たち

の窮状には心を痛めていた。明治18年から始まっ

たハワイ王朝への移民の募集に、わざわざ青木

は、九州から神奈川県庁に足を運び、38歳以下の

ものがハワイへ移住する手はずを整えた。しか

し、ハワイ移住者は38歳以下とされたために、残

された者の移転先をどうするかという問題が生じ

▲明治22年７月の水害図

出典：『筑後川五十年史』より

用地ジャーナル 2012年(平成24年)９月号

随想 文献にみる補償の精神【99】



てきた。

青木は筑後川の源流、大分県九重町千町無田の

広大な平原に目をつけ、水害の翌年明治23年１

月、久留米から筑後川を遡上し日田に出て、さら

に厳冬の雪道を乗り越え山中を進み、玖珠、九重

を過ぎて千町無田まで70㎞の道のりを歩き、その

土を採集してきた。分析の結果は、火山灰地に枯

草が堆積した肥沃な土であり、窒素分も多く農耕

に適しており、また、中央に川があるので水田耕

作が可能であり、近傍には牧草になる草原もある

ので牧畜も可能であると判断した。早速、牛之助

は大分県庁に国有地移住開墾許可を出願した。

しかし、無名の一士族の願いは黙殺されてしま

う。それでも粘り強く、時には喧嘩腰で願い続

け、明治26年に漸く許可が下りる。青木が千町無

田に足を踏み入れて４年近くが経っていたが、そ

の間青木は別府にある大分県庁に37回も足を運ん

だ。久留米から140㎞も歩いて往復するのだ。こ

の精神力には感嘆せざるを得ない。明治27年３

月、青木は20戸の農家を引率して千町無田へ入植

するが、その後は苦難の連続であった。そして、

この年には日清戦争が始まった。

４ 千町無田の開拓経過

青木牛之助と九重・千町無田の開拓経過につい

て、前書『大河を遡る』からみてみたい。

明治22年 筑後川大洪水被害甚大

青木、被災農民の救済に立ち上がる

神奈川県庁にハワイ移住申請

23年 青木、千町無田視察

政府に官有地払下げ申請 却下される

26年 大分県より開拓の正式許可くだる

27年 青木、先遣隊27人を率いて千町無田に入植

28年 春、移住開拓団（家族）入植

秋、台風襲来、開拓団は決定的な打撃を受

ける

30年 硫黄山の硫黄運搬で日銭が入る

31年 試験田で初めて籾３俵の収穫

開拓団の中に青木非難充満、稲作一時断念

32年 生活苦と失望で脱落者続出

開拓村内に小学校設立、生徒数39人

35年 開拓村内に年の神と水天宮合祀

米づくり本格化

37年 入植者数最高の43戸となる

稲品種「関山」を秋田県から入手

38年 大分県知事に開拓成功届提出

各人に土地分配

「青木牛之助氏開墾記念碑」建立

40年 青木、大事業を終えて久留米に帰る

43年 第２次入植20戸

大正12年 青木牛之助逝去77歳

昭和元年 千町無田の米売れず、開拓村危機状態にな

る

８年 「陸羽132号」が千町無田に適応し、再び

活況を取り戻す

16年 終戦時、開拓村の小作率60％になる

20年 終戦後、農地改革で再び自作農になる

５ 開拓団の苦難

大分県知事との間に交わした移住契約書には、

厳しい条件が付けられていた。それは「契約日か

ら10年後の明治37年２月までに百五十町歩の開発

を必ず終了すること」であった。

青木は、先ず先発隊を編成した。次に総代と入

植農民との約束事を決めた。途中で我がままは絶

対に許されない。不要不急の財産は移住前に全て

▲青木牛之助

出典：『大河を遡る』より
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処分し換金すること。共通の経費を確保するため

に一定の拠出に応じること。選ばれた先発隊27人

は水天宮の境内に集合した。開墾する鎌や鍬、そ

の時に蒔く種等を10台の荷車に積み出発した。

「ここを開墾するとですか 」木戸伝六が素っ

頓狂な声を発した。見渡す限り茅と葦と鬼頭の荒

野であった。眼前に聳える火山群の全てが真っ白

い雪帽子を被っていた。

翌明治28年、家族らが千町無田に入植する。

これが俺たちの家か。目の前に建っているのは、

家とは名ばかりで３本の柱に竹と木を組み合わ

せ、屋根と壁は茅を被わせてくくりつけただけの

もの。人が住むというより馬小屋のありさまであ

った。」

明治28年の台風は、千町無田の開拓団に大打撃

を与えた。熱心に育てた農産物が台風のために収

穫できなかった。現金収入を見込んでいた矢先の

被害であった。そんな家族の危機を救ったのが日

清戦争である。母のシマが夜鍋をして編んでいた

カマスに入れる硫黄が、今や戦争に欠かせない燃

料になっていた。硫黄山の鉱業所は採取した硫黄

を麓の街まで運び出す手段として開拓団の若手労

働者に目を付けたのである。九重連山の一つであ

る硫黄山から硫黄を運ぶ日稼ぎが開拓団の人々を

生き返らせた。

しかし、生活苦や失望から開拓を断念する人も

出ている。だが、新たに明治43年には第２次入植

者が入ってきた。

６ 開拓団の土地

青木牛之助の尽力もあり、湿地帯であった千町

無田は開拓団の苦労の末、見事に美田に変わっ

た。明治38年６月21日、青木は、大分県との開拓

許可条件から１年３ヶ月遅れて、大分県知事宛て

に成功届を出した。

耕作面積 百五十六町七反三畝

道路・川敷・溝敷等 十五町二反二畝

合計 百七十一町九反五畝

大分県はこれらの土地を川島利三郎ら48名に払

▲千町無田の美田

出典：『大河を遡る』より

▲朝日神社

出典：『大河を遡る』より

▲青木牛之助の記念碑

出典：『大河を遡る』より
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い下げると通知した。その知らせを聞いた入植者

は「これも水天宮と青木先生のお蔭たい」と全員

手を取り合って喜んだ。

明治41年８月、出資額と開拓の実績に応じて土

地の分配が開始された。開拓民が夢に見た自分の

土地を持つ日の到来だ。『大河を遡る』の中に、

次のように描かれている。

あの忌まわしい大洪水から十 年、先発隊が初

めてこの地に鍬を入れてから数えても十三年の歳

月を要していた。開拓村は牛之助の恩に報いるた

めに、朝日神社の境内に「青木牛之助氏開墾記念

碑」を建立した。

田川与吉が記念碑建立の祝宴からもどると、家

の中は灯もつかず薄暗闇であつた。奥の襖を開け

ると、妻のハルが一人座敷の真中で宙を見据えた

まま座り込んでいた。 どうした 」与吉の声に

驚いたハルが振り向いた。 ああ、帰っとつたで

すか 」ハルは夢の中をさまよっているような声

で応えた。 私らが拓いた畑がみーんな自分のも

んになったとですね」 ああ」与吉は、頭にめっ

きり白いものが目立つようになつたハルの横に座

ると、ささくれだつた彼女の手の甲を優しく撫で

た。

ここに、ハルの「私らが拓いた畑がみーんな自

分のもんになったとですね」の一語が、青木牛之

助の補償の精神に貫徹されているようだ。青木の

強靱な行動のバックボーンには、武士の本分が貫

かれていたのではなかろうか。

７ おわりに

青木牛之助は明治40年に久留米へ戻った。自宅

に戻った青木は趣味の和歌を詠み、屛風を貼って

墨絵を描き、それを売り物にして酒代の足しにし

た。千町無田の開墾にかけた強靱な精神力の青木

にとっては、一升徳利だけは死ぬまでそばから離

さなかったという。大正12年３月１日に逝去し

た。77歳であった。牛之助の訃報を千町無田で聞

いた開拓民の人たちは、幾晩も泣き明かしたとい

う。

筑後川の水害が青木牛之助の運命を大きく変え

た。そして開拓団の人々も同様に人生を変えた。

筑後川は流域の人々に多大な恵みを与えるが、そ

の反面水害ともなれば、人々の運命を左右するこ

とがある。

私は筑後川沿いの久留米市に住んでいるが、今

夏平成24年７月13日～14日の梅雨前線による出水

を土手から眺めていた。恐ろしいほど短期間のう

ちに水位が上昇するのに驚いた。13日朝８時の筑

後大堰（筑後川河口23㎞地点）直下の毎秒500㎥

が、13時1,400㎥、14時2,300㎥、17時3,500㎥に

上がり、14日朝５時は少し下がり3,300㎥、しか

しその後上流に１時間雨量80㎜近くが降り、８時

に4,200㎥、13時には最高の5,300㎥に達した。筑

後川洪水敷を越え河道をいっぱいにして流れてい

た。その後、雨も止み徐々に水位は下がった。

上流の花月川、隈上川等の支川では氾濫し、尊

い人命と財産が奪われた。今回の出水は、筑後川

上流本川には昭和48年に下筌ダム、松原ダムが完

成し、なおかつ原鶴分水路、大石分水路の竣工、

さらに河川改修が進んだおかげで、昭和28年６月

のような大水害には至らなかったといえる。しか

し、ゲリラ豪雨がたびたび起こるようになった今

日、油断は禁物である。

▲開拓地を見守る杉の木

出典：『大河を遡る』より
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