
発見館企画展 平成24年12月11日（火）～平成25年3月10日（日）

　豊田市南西部に位置する駒
こま

新
しんちょう

町金
かなやま

山。その高台の雑木林の中に、煉
れん が

瓦造りの「金
かなやまようすい

山揚水」の遺構があります。

この金山揚水は、逢
あいづまお

妻男川
がわ

と逢妻女
め

川
がわ

が合流する場所で川をせきとめ、蒸気機関による揚水機を利用して川から

15.5mの高台へ水を汲み上げることで、雑木も育たなかったやせ地での灌
かんがい

漑を可能にしました。その中心となっ

たのは、愛知県立農林学校（現在の安城農林高等学校）教頭の内藤乾
けんぞう

蔵です。彼の計画に賛同した高岡村大字駒

場（現・豊田市）、富士松村大字逢
あい

見
み

（現・刈谷市）、知立町大字知立（現・知立市）の関係者により、明治44年

（1911）６月に耕地整理組合が設立されました。明治45年（1912）７月、幾多の難関を経て待望の水が水路を走

りました。

　今年は、金山揚水が竣工してから100年目にあたります。今回の企画展では、金山揚水の歴史と近代化遺産とし

ての側面について紹介します。この企画展を通して、金山揚水について広く知っていただき、先人たちの開墾へか

けた思いを感じていただければ幸いです。

放水吐出口と幹線水路（明治 45 年）金山揚水土地改良区提供

組合設立時の組合員数及び総面積

組合員数 375 人

総面積 278 町 7反 6歩※1

「碧海郡金山揚水耕地整理地区現形図」
『金山揚水耕地整理組合摘要』より

※1 耕地整理組合へ国有地（官有林）編入後の面積です。

　金山地区は、起伏のある傾斜地にあり、腐植質を含まない松
林が大部分を占めるやせ地で、わずかな湧水を利用した耕地が
一部にあるのみでした。しかし、土壌に保水力があるため、水
さえあれば稲作には有望な土地と言われていました。「水さえ
あれば」と人々は思っていましたが、近隣を流れる逢妻川より
も15.5mの高地に水を引くことは夢でしかありませんでした。
　明治42年（1909）夏、駒場、逢見、知立にまたがるこの地区
では数十日間一滴も雨が降らず、多くの農作物は枯死し、その
被害は甚大でした。このとき、一人の指導者が立ち上がりまし
た。愛知県立農林学校教頭の内藤乾蔵です。
　内藤はこの干ばつを機に、大字駒場字新田（現・豊田市駒新
町）において、土

ひじかた

方次郎、石川清
せいぞう

蔵等とともに全字
あざ

一同発起と
なる揚水機利用の耕地整理を計画しました。同じ頃、大字逢見
字一里山（現・刈谷市一里山町）においても都築重

じゅうじろう

治郎、坂田
幸四郎等が揚水機の利用を計画していました。そこで、この二
つの字の有志が中心となり、耕地整理組合設立の準備を始めま
した。その結果、この計画に賛同した大字知立の一部を加え、
大字駒場、大字逢見の三つの字の関係者が同意し、明治44年
（1911）6月23日、愛知県知事より金山揚水耕地整理組合の設立
認可が下りました。

　明治44年（1911）6月29日、組合総会での選挙の結果、組合
長に内藤乾蔵、組合副長に都築重治郎と加塚尚一が選ばれまし
た。彼らが中心となり、同年12月に起工式が行われ、明治45年
（1912）6月には導

どうすいきょ

水渠、機関場、幹線水路などが竣工しました。
そして7月、幾多の難関を経て待望の水が水路を走りました。

待望の水、水路を走る

干ばつから組合設立まで



　金山揚水耕地整理組合の事業計画は、逢妻男
お

川
がわ

に取水口を建設し、

用水路を開削、蒸気機関動力のポンプを高岡村大字駒場字金山6番地

に設置し、組合地区※2で一番高い場所に揚水し灌漑するというもの

でした。当時、世界で最も機能が優れていたイギリスのアレン父子

社製の竪
たてがた

型複動蒸気機関とコンケロル式離
り し ん ど う

心動ポンプ（うず巻ポン

プ）を購入して、石炭でランカシャボイラーを焚き、その蒸気を動

力として揚水しました。その揚水能力は、毎秒393ℓの水を15.5ｍ※3

の高さにあげることができるものでした。

　同時に、国有地（官有林）の払い下げを受けて、183町歩（183ha）

の土地を開墾するという計画も進められました。大正2年（1913）1月

頃までに、約198町歩（198ha）の土地が開墾されました。

金山揚水の事業計画

蒸気機関及びコンケロル式ポンプ（明治 45 年）
金山揚水土地改良区提供

ランカシャボイラー（大正 5 年）
金山揚水土地改良区提供

幹線水路（大正 5 年）金山揚水土地改良区提供

　大正4年（1915）、組合設立当初不参加だった富士松村大字東境、

高岡村大字中田、富士松村大字逢見の今岡・今川地区も組合に参加

することとなりました。そのためより多くの水が必要となり、大正5

年（1916）6月からは、蒸気機関及び揚水機を2台に増やして運転し

ました。幹線水路も拡幅して、水量を確保しました。

　建設当初、揚水ポンプの動力は蒸気機関で、燃料の石炭は毎日刈

谷市
いちばら

原港から牛車で7,800斤（4,680㎏）もの量が運ばれていました。

しかし、第一次世界大戦の影響で石炭が高騰すると、燃料費が組合

の経営を圧迫しました。このため、二代目組合長の都築重治郎は大

正8年（1919）、蒸気機関を売却して、電力への動力変更をすること

で組合の経営を安定させました。

　大正11年（1922）と大正13年（1924）は大干ばつでしたが、組合

地区の被害はわずかでした。

　その後、金山揚水耕地整理組合は昭和22年（1947）に金山揚水普

通水利組合、昭和26年（1951）に金山揚水土地改良区となりました。

電力への動力変更

　明治から昭和初期にかけて、逢妻川は良質で豊富な水を流域にもたらしました。しかし、戦後の急速な高度経済成

長により逢妻男川の水質は目立って悪くなりました。このため、金山揚水土地改良区は愛知用水への水源転換をする

こととなり、昭和44年（1969）10月に「逢妻地区かんがい排水事業」が起工されました。そして、昭和48年（1973）

5月に竣工し通水式が行われ、現在に至っています。 現在の組合員数は439人、その灌漑面積は約101haです。

　金山揚水は、その水源を逢妻川から愛知用水へと切換え、灌漑揚水用設備もその役目を終えました。しかし、100年

前に先人たちによって開墾された田畑は現在も大切に守られています。また金山揚水は、豊田市域各地で大正から昭

和にかけて揚水機を利用した開墾が多数行われる先駆けとなりました。

愛知用水への水源転換

※2 当初の地区である駒場、逢見、知立
※3 摩擦損失を含んだ数字



内藤乾蔵

都築重治郎

明治 45 年（1912）建設の鉄管受台

金山揚水題額（放水吐出口）

組合設立に尽力した人たち

　逢妻川に築かれた取水口や導水路は、愛知用水への水源転換に

伴い取り壊されてしまいましたが、現在も金山の丘の上には「金

山揚水」と刻まれた煉瓦造りの題
だいがく

額が残っています。この題額の

後ろには、かつて放水吐出口があり幹線水路が続いていました。

現在は埋没していますが、これに沿って歩くと、左右には金山揚

水ができたことによって開墾された田畑や梨園が広がっています。

　また、「金山揚水」の題額の南側斜面には100年前に築かれた鉄

管受台や鉄管が残っており、煉瓦造りの鉄管受台横の石垣は人造

石工法で造られたことも確認されています。

　近年まで、金山揚水の遺構は雑木林の中に忘れ去られていまし

た。しかし、先人たちにより開墾された田畑と共にこの遺構の価

値が再認識され、これを農業における「近代化遺産」として保全

しようという取り組みが、地元の人々の手によって始められたと

ころです。

近代化遺産としての金山揚水

　内藤乾
けんぞう

蔵は、明治4年（1871）9月11日に自由民権運動で活躍した内藤魯
ろ

一
いち

の長

男として生まれました。明治34年（1901）7月に札幌農学校（現在の北海道大学）

を卒業後、愛知県立農林学校（現在の安城農林高等学校）の教諭となりました。

　干ばつ翌年の明治43年（1910）、県立農林学校の教頭だった乾蔵は、地元の人た

ちの困窮を知り、揚水機を利用した耕地整理を計画しました。そして、大字逢見

の都築重治郎等と金山揚水耕地整理組合を設立、初代組合長としてその実現のた

め尽力しました。

初代組合長　内藤乾蔵（1871-1960）

　文久2年（1862）5月20日に生まれた都築重
じゅうじろう

治郎は、赤松村（現・安城市赤松

町）村長を3回務めるなど村行政に尽くしました。

　明治42年（1909）9月30日、富士松村大字逢見（現・刈谷市一里山町伐
きりはらい

払）を

開墾するという強い決意のもと単身で転居し、同地区の坂田幸四郎等と揚水機利

用の計画をたてました。明治44年（1911）、内藤乾蔵と共に金山揚水耕地整理組合

を設立し、組合副長に就任。当初の資金難の際には五百円を無利子で組合に貸与

するなど、金山揚水を完成させるため尽力しました。その後、大正8年（1919）に

二代目組合長となり、昭和14年（1939）まで務めました。

二代目組合長　都築重治郎（1862-1941）



年　代 金山揚水の歴史
明治 42 年（1909） 金山地区において干ばつのため、作物が枯死する

明治 43 年（1910） 12 月 8 日　逢見、駒場、知立にまたがる国有地（官有林）の耕地整理組合編入申請を
愛知県知事に提出

明治 44 年（1911）

4月 29 日　愛知県知事より国有地（官有林）編入の認可が下りる
6月 16 日　耕地整理組合設立認可申請書を愛知県知事に提出
6月 23 日　愛知県知事より耕地整理組合設立の認可が下りる
6月 29 日　耕地整理組合総会、内藤乾蔵が組合長に選出される　
10 月　大阪ジェームスモリソン商会へポンプを注文する
12 月　起工式を行う

明治 45 年（1912）

3月　内務大臣原敬宛に 30,000 円の起債認可を申請する
5月　愛知県知事より 30,000 円の起債の認可が下りる　揚水機の据付完了、試運転を

行う
6月 10 日　機関設置許可申請を愛知県知事に提出
6月 25 日　逢妻男川の占有権を得る
7月 17 日　通水式を行う　農商務次官、碧海郡長、愛知県知事等が出席

大正 4年（1915） 12 月　富士松村大字東境、高岡村大字中田を組合地区に編入
　　　富士松村大字逢見の今岡、今川地区も参加

大正 5年（1916）
4月　蒸気機関及びポンプ増設の許可を得る
6月　ポンプ 2台を運転する（大正 5、6年）石炭の暴騰が経営を圧迫する

大正 7年（1918） 6月　蒸気機関から電力への変更を決定する
大正 8年（1919） 蒸気機関を売却して、150 馬力（112.5kW）の電動機を購入する
大正 11 年（1922） 大干ばつ　組合地区の被害はわずか
大正 13 年（1924） 45 年ぶりの大干ばつ　組合地区の被害はわずかで地価が上がる
昭和 22 年（1947） 金山揚水普通水利組合となる
昭和 23 年（1948） 11 月８日　逢妻女川の占有権を得る
昭和 24 年（1949） 逢妻女川立切竣工
昭和 26 年（1951） 金山揚水土地改良区となる
昭和 34 年（1959） 9月 26 日　伊勢湾台風　揚水場、頭首工の被害甚大
昭和 37 年（1962） 逢妻男川の水質が汚濁　安城農事試験場へ分析依頼
昭和 44 年（1969） 4月 22 日　愛知用水導入県営事業採択
昭和 45 年（1970） 10 月 5日　県営逢妻地区かんがい排水事業起工式
昭和 46 年（1971） 1月 8日　圃場整備事業起工式
昭和 47 年（1972） 1月 21 日　圃場整備事業完工式
昭和 48 年（1973） 5月　県営逢妻地区かんがい排水事業完成により愛知用水通水
昭和 51 年（1976） 2月　圃場整備に伴う換地完了（138ha　事業費 1億 8千万円）
平成 24 年（2012） 12 月　金山揚水竣工 100 年を記念して、地元の人々の手により説明看板設置

参考文献『こまんば誌』、『高岡町誌』、『知立市史　下巻』、『刈谷市史』、
　　　　『金山揚水耕地整理組合事業摘要』、『金山揚水耕地整理組合沿革』、
　　　　『西三河一百人』、『名残の道』、『蒸汽機関』、『蒸氣機關発達史』

参考資料『金山揚水組合記録』、『金山揚水土地改良区沿革』、『諸指令綴』、
　　　　『上申報告綴』、『父の思い出』
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