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地域の歴史シリーズ

地域の歴史シリーズ 第１回

植松小学校は鹿島開発の中でつくられた学校です。地域の変遷も鹿島開発

初期から見てきた学校で，その変化の様子は校内に展示された写真にも残され

ています。

そこで，私達の住む地域がどのように変化してきたのかをシリーズで連載し

たいと思います。歴史をたどることで植松小学校への愛着が増していただけま

すと幸いです。どうぞお楽しみにしてください。

第１回は有史前の姿からお話します。

今から 1,300年以上前の地形が右の地図です。
中央の島が昔の波崎・神栖の姿です。図のよう

に島だったことがわかります。当時は中島と言

われる島でした。鹿嶋市の国末は国の末の海岸

でしたし,潮来も潮の来る所つまり海岸でした。
市の浄水場のある鰐川という地名がありますが，

鰐はサメを意味しますので，当時は海だっ

たわけです。

中央の島にある左の○は現在の息栖神社の場所で右の○は昔の息栖神社があ

った場所です。現在の日川で石塚運動公園の場所です。昔は今の石塚運動公園

の辺りに息栖神社がありました。

ところが約 1,300 年前の大津波で最初に建てた息栖神社が流されてしまい，
当時の朝廷がより安全な現在の今の場所に移したとされています。石塚は大津

波で被害を受けた息栖神社の灯籠等の石の塚から残る名のようです。

さらにびっくりするのが日川・鹿島・香取の３つの神社の位置を線で結ぶと

正三角形になることです。今のような測量の技術もなかった時代に，しかも海

で隔てられた３つの土地が正三角形の頂点に位置するように東国三社を建立し

たのです。当時の測量技術の高さと不思議さに驚かされます。
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地域の歴史シリーズ 第２回

前回は以前神栖市の原形となる土地は海に囲まれた島であったお話をしまし

た。今回はその続きからお話をします。

右の写真は鹿島開発前の姿です。神之池近く

から若松にかけては砂山が続いていました。こ

の砂の山（丘陵地）をうずもと呼んでいました。

うずも図書館はその名から由来しています。う

ずも図書館の裏の高台はうずもであった時代に

サンドスキー場があり有名でした。

なぜうずもができたかというと，前回のお話

に出てきた，神栖市の元となった中島には鹿島灘の沿岸流と利根川の堆積作用
たいせき

で砂が寄せ集まってきました。この砂は潮の流れに沿って次第に銚子方面へそ

の砂の陸地を伸ばして行きました。そうしてできたのが波崎です。波崎は当初

「刃先」と呼ばれたと言われています。刃先のような形をした砂嘴（さし）が

中島を起点としたいまの神栖市の姿です。ちなみに隣接の銚子市は関東地方で

も最も古い地層の一つで中生代ジュラ紀から白亜紀にかけての地層です。アン

モナイトや樹脂の化石であるコハク，珍しいものではさざ波の化石も出土しま

す。とても固い地層ですから愛宕山や犬吠埼の岩盤は地震の周期波を通過させ

てしまうため，関東平野全体を覆う柔らかい地盤よりずっと揺れが少ない土地
おお

です。

話を戻しまして前回説明した中島だった地域には赤松が自生しています。し

かし，うずも図書館周辺や波崎方面は黒松しかありません。それは，中島から

南に砂の陸地が伸びて行った地域のほとんどは砂漠でした。その砂漠を農地に

しようと唯一根付いた黒松を人々の手植えで増やしていったのです。「植松」

はまさにこの人々の手植えでこれまでに増やした人々の苦労が詰まった名前で

す。植松小学校に込められた地域の歴代の人々の想いと重みが伝わります。

うずも（砂の丘）の様子



- 3 -

地域の歴史シリーズ 第３回

先月号では，「植松」の名前の由来と波崎がどのようにしてできたかを書き

ました。

今回は，歴史書からこの土地の変遷を見ていきま
へんせん

す。常陸国風土記によると奈良時代の鹿島半島の南

端が今の鹿島神宮のやや南のあたりでそこからは海

でした。前回も書いたように今の大野原から日川に

かけては島になっていました。常陸風土記には刈野

の名が出てきますが今の軽野を指します。そこから

南は海で，いくつかの島はあったものの一面の海で

あったそうです。

鎌倉時代になると波崎の陸化が始まりその存在が

記録に出てきます。今の矢田部と若松が砂漠化した

陸となり人は住んでいなかったようです。

江戸時代初期になると和歌山県の漁師が漁に来て定住者も出てきましたが，

ほとんどが砂漠で農地などの土地利用は皆無であったようです。古書によると

笹川から見る対岸は砂丘ばかりで人は住んでいなかったとあります。

享保年間になり太田新田の開墾が始まります。続く明治，大正，昭和前期と

小規模な松の植林の他は多くが砂漠でした。戦後になり砂地の畑へのさつまい

も作りが盛んになりデンプン工場も造られました。私の子どもの頃にはこのデ

ンプン工場が各地につくられ活発に稼働していました。

植林された松も植松小学校周辺を含め波崎全体を覆い，大きく成長していま

した。海岸線と利根川沿いの２本の街道沿いには子どもの目で天に伸びる大き

な松が並んでいたのを印象深く覚えています。

鹿島砂丘に根付いた松
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地域の歴史シリーズ 第４回

前回は植松周辺の波崎地方の土地は海と利根川から運ばれた砂がしだいに積

もって陸地を伸ばしていったお話をしました。今回はその続きをお話します。

私が子どもの頃は今の鹿島南共同火力発

電所のすぐ近くに弁天島という小高い山が

ありました。山と言ってもちょうど島のよ

うな形をした小高い丘ですが，頂上には松

林の中に社が奉ってありました。当時のお

年寄りの方が「この周辺は海で，弁天島は

その海に浮かぶ島だった。」と言っていた

のを覚えています。

そして，その弁天島の先に，それはそれは広い神之池が広がっていました。

池とは言っても湖と言ってもよいほどの広さがありましたから漁もしていまし

た。河岸にはサッパ舟がいくつもありコイ・フナ・ウナギ・エビなどの漁のほ

か，雁・カモなどの水鳥も相当多く捕獲されていたとのことです。

その広い神之池の大部分は鹿島開発で埋め立てられ，そのごく一部が今の神

栖市役所裏の神之池として残っています。

この神之池には漁師の娘が大きな白蛇にさらわれるという民話も残っていま

す。白い一面の砂原にある大きな池はこの地方唯一の豊かな水をたたえたオア

シスでした。

また，神之池のさらに先に鹿島港を掘り込む場所となった掘割川があります。

これは，利根川の度重なる洪水の苦しみから人々を救うため利根の水を海へ排

水するため明治初期に築いた堀です。次回はこの堀のお話をします。
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地域の歴史シリーズ 第５回

地域の歴史シリーズも今回は江戸時代後期に入ります。鹿島港の掘削地にな

った堀割川を探ってみることにします。

江戸時代は大雨が降ると利根川周辺は度重なる洪水

に見舞われていました。寛保・弘化の利根川大洪水で

は農漁民の打撃は致命的とも言えるものでした。その

被害は利根川流域に限らず霞ヶ浦，北浦周辺にまで及

び，その氾濫した水も長期にわたり引かなかったそう

です。

そこで考えられたのが「堀割川」です。利根川の水

を大平洋に抜く「放水路」を人々は幕府に陳情します。

何度も陳情しますが実現されないまま時代は明治に

移ります。

明治２年，水戸の郷士が私財を投じて農民を集め，人々を

救うために堀割川を着工しました。明治４年に鹿島灘に掘り割りは貫通します

が，鹿島灘の荒波に海岸口が閉じてしまい，長年用水路として使われてきまし

た。この堀割川は人工運河ですので川とせず「居切堀」として名を残しました。

しかし地元の人々には掘割川と呼ばれ親しまれてきました。この堀は一度だけ

利根川の大洪水に排水路として役立ったの記録があります。

そして，長い年月の後，この場所に鹿島港中央航路が掘削されました。

太平洋に注ぐ掘割川
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地域の歴史シリーズ 第６回

前回は歴史シリーズも江戸時代後期から明

治初期に入ってきました。さらに大正時代に

入ると今の神栖市北部に大きな出来事が起こ

ります。神栖市の水道をまかなう鰐川浄水場

一帯の「鰐川干拓」です。大正 8 年に開墾助
成法が制定されると地域の念願であった水田

開発に乗り出します。

馬場要之助，野口準の両氏が沿岸住民に働きかけ

苦労の末埋め立て免許を取得しますが，大正 12年に関東大震災が発生します。
そのため融資の話も途絶え住民も不安に陥り先行きが危ぶまれましたが，両氏

は寝食を忘れ東奔西走し融資を集め，私財一切を犠牲にし着工にこぎ着けます。

そして昭和 8年，荒れた湿地帯が一面の稲作地帯に生まれ変わりました。その
後も，鰐川の人々は昭和 30 年代まで，鹿島木滝の先の本郷から粘土質の土を
馬車で運び，土壌をつくりました。かつて湿地帯であったために次々に生えて

くる雑草と戦い，豊かな水田にして行きました。今の鰐川浄水場の場所には，

かつて排水機場があり干拓地全体の水の調整をしていたそうです。そして，昭

和 38年，世紀の大事業「鹿島開発」が始まります。

鰐川干拓を記した干拓碑
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地域の歴史シ リーズ 第７回

前回は神栖市北部の開拓の様子を書かせてい

ただきました。今回は南部（旧波崎）の開拓の

様子です。前にも紹介したとおり，奈良時代は

神栖市南部は一面の海で陸化が始まったのは鎌

倉時代になってからでした。やがて江戸時代初

期になると和歌山県から黒潮に乗って漁に来た

漁師が砂漠地帯の波崎に一部住んだようです。

この黒潮が紀州から人を運んだことは紀伊半島

の白浜，伊豆半島の白浜，房総半島の白浜とい

う地名からも分かります。勝浦という地名も同

じです。しかし，江戸時代を通じて若松・矢田

部・波崎は砂漠地のため土地利用は皆無であっ

たとされています。ところが享保（１８世紀初め）

になると八代将軍吉宗から産業振興政策で各地に開墾が行われました。その最

初が江戸神田の太田宗助による開墾で，幕府に払い下げ願いが出され今の太田

地区が開墾されました。続いて栃木県下の豪農須田官蔵による須田新田の開墾，

第三は幕末の柳川宗左衛門による柳川新田の開墾でした。柳川宗左衛門は鹿島

郡志崎村（今の鹿島市大野志崎）の出で慶応年間に入植しました。

太田新田・須田新田・柳川新田のどの開墾も砂漠との闘いであり,嵐が砂山一
つを動かしてしまう程の土地での開墾ですので, その困難さと,し烈な自然との
闘いは想像できます。３氏は不毛の砂漠を緑の新田にしようと,この土地に不
屈の愛情を注ぎ私財を投じて開拓と産業の振興,公共事業に尽力しました。更
に国家百年の計と教育に思いをいたし小学校の設立にも尽力され今に引き継が

れています。今は,舗装道路が縦横に整備され土地はどこまでも平らですが,人
の住めない砂漠の土地であった江戸時代は風で砂の土地がうねり,植物は育た
ず一面の砂で覆われた不毛の土地でした。昭和中期でさえ人の住まない内陸部

は大風が吹くと砂山が移動してしまう程でした。

柳川秀勝銅像（秀勝は父宗左

衛門と共に柳川新田を開墾）
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地域の歴史シリーズ 第８回

前回は，波崎は昔海であったことと陸

になり始めたのは鎌倉時代になってか

らであること。そして江戸時代に入っ

て太田･須田・柳川の新田開墾が始ま

り人が入植してきたことをお話しまし

た。今回は矢田部のお話です。

矢田部は太田・須田・柳川の新田開

墾より前から人が住んでいたようで

す。鎌倉時代になり波崎が陸となり始

めました。そして一面の砂漠状態が長

い間続いていました。当然のことに人は住んでいませんでした。ところが，古

文書によると，西国での源平の戦いに敗れた一団の一部が海を渡り無人地帯だ

った波崎の矢田部に住み着いたという記録があります。記録では１８軒とあり

ます。これは鎌倉時代のことですので太田・須田・柳川に人が住み始めた時代

より５５０年以上前になります。そして，矢田部に本格的に人が入り始めたの

は初代太田宗助氏が江戸幕府に利根川左岸の矢田部から日川の地域開拓を願い

出て，延享元年（1744年）に江戸幕府の許可を得たことに始まります。
そして 1889年（明治 22年）４月１日，町村制施行により矢田部村が単独で
自治体を形成しました。さらに 1928年（昭和 3年）1月 1日 町制施行で波崎

町に統合されました。

今も昔も変わらない利根川に夕日沈む夕日
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地域の歴史シリーズ 第９回

前回は矢田部に集落がつくられてきた過

程を扱いました。長い間砂漠であった土

地に農地が拓け定住が進みましたが，ま

だまだやせた土地で生産性はとても低い

ものでした。これは戦後まで大きく変わ

らない変遷をたどりました。

そして，昭和３０年代に入り,いよいよ
地域を一変させた大事業「鹿島開発」が

始まります。

今回はなぜその鹿島開発がはじまったかを取り上げます。

鹿島開発を決断し実行したのは当時の岩上二郎知事です。岩上知事は就任

して間もなく県内を視察して回りました。県北，水戸，県西と視察した後，鹿

行に入り,そして神栖村に足を踏み入れた時の驚きは大変なものだったそうで
す。県内にこれ程の貧困地域があったのかとショックを受けたと記録されてい

ます。農地は砂でやせており，生産性は低く,生活の貧しさの原因になってい
たとあります。さらに風が強い日は砂塵がすごく，生活そのものが大変だった

そうです。

当時サナトリウムとして奥野谷浜に設置されていた白十字病院の院長先生は

「この地域は年間を通じて赤痢が発生しています。」と知事に言われたそうで

す。

「この鹿島地域を貧困から救いたい。」知事のこの決意が世紀の事業の実現に

発展しました。

しかし，国家の大事業への道筋はそう簡単なものではありません。困難に次

ぐ困難で実現不可能に近い状況下にもあった鹿島開発が,知事を中心とした幾
多の人々の情熱と努力で実現へと向かい始めた事実はお伝えしたいと思いま

す。

鹿島海発前の地引き網を引く人々
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地域の歴史シリーズ 第１ ０回

先月号では，地域を一変させた鹿島

開発がなぜ始まったかを取り上げまし

た。今月は苦難の鹿島開発の序章を取

り上げます。

当初（昭和３０年代），国も計画して

いない鹿島開発に国の莫大な予算が割

り当てられることは不可能に近いこと

だったそうです。しかし，茨城県知事

の「鹿島地域を今の貧困から解放する。

この理想の種がやがて民を安らかに包む大樹となるように育てたい。そのため

には港は他に類のない巨大な港とし，進出企業は三井・三菱・住友の日本を代

表する企業を誘致する。」この強い決意が県職員を奮い立たせ，さらには運輸

・通産・大蔵等の各省庁の若い優秀な人材にも火を付けていったそうです。

自分たちの手で新しい日本を創ろうとする情熱と意気が鹿島開発のエンジン

となり，若手を中心とした結集力が上層部を動かしこの大事業が始動したそう

です。

当時の中央省庁の若者達の活躍は７人のサムライとして語り継がれていま

す。最初に県の描いた図面には北航路が利根川につながる案が書かれていまし

たが，これをより詳細で実現可能な計画に設計し直したのもこの７人のサムラ

イでした。

こうして今の神栖市の原案が誕生しました。

砂地に掘り込まれる鹿島港


