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２．濱口梧陵手記（安政元年海嘯の実況、海面王大土堤新築原由）

安政元年海嘯の実況

嘉永７年寅 11 月４日四ツ時（午前 10 時）強い揺れがあった。地震が収まると早速に海岸

に行き海面を眺めると波の動く様子が普通ではない。海水が、６、７尺も急増したり、急減

したりし、潮流の衝突は大きな埠頭の先に当たって、黒い高波が現れた。その様子は本当に

恐るべきものであった。

大地震の後はしばしば津波が襲ってくることがあると伝え聞いていた。従って村内全体を

警戒し、家財の大半は高いところに運ばせ、老人、子供、婦女については氏神様である八幡

宮境内に避難させ、体が丈夫で気丈な者を連れて再び海岸に行くと、波の上下は依然として

大きく、打ち寄せた波は大埠頭を越え、停泊していた小さな舟は岩に当たり、中には破損し

て沈没するものもあった。こうしているうちに夕方となり、潮の勢いは弱まり、夜になって

いつも通りの状態になった。しかしながら民家は 10 軒に８、９軒は空き家となっているので

盗難や火災を防ぐため、屈強な男たち三十数名を３つに分けて、一晩中村内や海岸を見張ら

せ、かつ避難した老人、子供、婦人たちに粥を給して僅かではあるが一夜の食料とした。

５日、曇り空で風はなく、やや暖かいと感じ太陽の見え方はおぼろげで、花曇りのような

空であったが、海面は別に異常もなかったので、前日に避難した老人や子供たちもやっと安

心し、各々帰宅して自分や相手の無事を喜んで、私の家を訪ねてきて昨晩の御礼を言う者が

相次ぎ、この相手をすることで時間が経った。

午後に村民２名が走ってきて、井戸の水位が非

常に低くなっていると告げた。私はこれを聞い

て災害が今まさにおこるのではないかと恐れ

た。果たして、七ツ時（午後４時）頃になって大

きな地震があり、その大きさは前日の比ではな

かった。瓦は飛び、壁は崩れ、塀は倒れ、巻き上

げられた塵や埃が空を覆った。遙かに西南方向

の空を見ると黒白の怪しげな雲が切れ切れとな

った間から金色の光が出ており、まるで妖怪が

飛行しているかのように思われた。しばらくして揺れが収まったので、直ちに家族を避難さ

せ、自分で村内を見回っていた時、南西の方の海で大きな大砲を連続して撃つような音が数

回した。そこで、海岸に向かって歩き、沖を見たところ別に変わったところはなかった。た

だ西北の空が真っ黒になっており、あたかも長い堤防を築いたようである。僅かなりとも安

心する暇なく、見ている間に空の様子が薄暗くなり、陰気で物寂しい気配が空を覆っている

ように思われた。そこで、心の中で密かに私だけが正しいのだと覚悟を決め、男たちを励ま

し、逃げ遅れた者を助け、みんなで避難した瞬間、大波が早くも民家を襲ったという声がす

る。私もまた懸命に走る途中で、左の方の広川筋を見ると激しい波が既に数町川上に遡り、

右の方を見ると家屋が崩れ落ちて流される音が凄まじく、恐怖心が襲った。

安政聞録（養源寺蔵）

183



瞬く間に潮流が身体の半分ぐらいまで押し寄せ、沈んだり浮いたりしながら辛うじてある

丘陵に漂着し、後ろを見ると潮の流れに押し流される者もあり、あるいは流木に捕まって命

を長らえた者もいた。その悲惨な有様は見るに忍びなかった。しかしながら直ぐには良い救

助の方法が浮かばない。一旦八幡宮の境内にまで下がって見ると、幸いに避難してこの場所

にいた人々が今や悲鳴を上げて親を尋ね、子を探し、兄弟の名を呼び、鼎（古代中国で使わ
かなえ

れた三本足の鉄製釜）の中の湯が煮えくりかえるようである。その各々の人々に応対して励

ますということはできず、ただ「私は助かってここにいる。皆さん安心しなさい。」と大声

で何度も言って、その場を去り、家族が避難している所

に行き、自分が無事であることを告げた。その場を早々

に去って再び八幡宮の鳥居際に来た頃には、日はすっか

りと暮れてしまった。そこで松明を点けて男子十数人に

これを持たせ、田畑の道を下って流された家の梁や柱が

散乱している所を抜け、途中で数名の命を救った。さら

に進もうとするが流木が道をふさいで、思うようには歩

けない。そこで付き従ってきた者に戻るように言い、道

の稲むら十数ヶ所に火を付けた、これによって、漂流している者に身を寄せ安全である場所

を示した。この策はなかなかうまくいって、この火を頼りに進んで辛うじて生き延びた者が

多くいた。こうして一本松に戻ったころに轟々と激しい波が押し寄せ、先ほど火を付けた稲

むらが波間に漂って流れている様子は、それを見る者に、天災の非常な恐ろしさを感じさせ

た。津波の襲来は前後四回あったが、この時のものが一番大きかった。

それから私は、隣村のある寺に行き、そこの僧侶に頼んで、貯えている米穀を借り入れて、

すぐにこれを炊いて握り飯として八幡宮境内やその他の避難所に配布し、僅かではあるが避

難民の飢えをしのがせた。けれどもこれだけの米穀では数日たりとも支えることが出来ない

と思い、真夜中に走って隣村の村役の某氏を尋ね、現状を語って蔵米 50 石を借り受けて翌日

の準備をした。

６日、風は静かで日の光は暖かい。夜明けを待って、八幡宮の鳥居際から村全体を眺める

と、被害の様子は夜に想像していたよりも少しだけ軽かったことを知った。けれども、漁船

の転覆しているものもあるし、樹木が根こそぎ抜かれているものもある。また、田んぼには

家屋から流出した家具類が散乱している。歩を進めて人家に近づくと流された材木などの堆

積が甚だしく、鳶口を杖としてその上を越えて海岸に出て海を眺めると、海面は波がなく、
とびぐち

油を流したようになっており、いつもとは異なっていた。そして、その間には漂う舟や材木

がゴミに混じって浮いているのが見えた。海岸沿いに西の方に行くと人家はほとんど流失す

るか崩壊して、ただ２、３軒だけが元の状態で残っているだけである。ああ、幾百もの人々

の暮らしが一晩の潮流に流されてしまった。人生の悲惨の極みというべきである。

そのように嘆いている最中、強い揺れが突然起きた。私は驚き慌てて高台に向かって走り、

とうとう被害地の視察も途中で避難所に帰って、施した米を炊き出す様子を見た。大体、八

幡宮の境内と隣村のある寺を避難所にしたと言っても、ただ土の上に畳を敷いて、戸や障子
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で回りを囲った程度のものに過ぎない。老人や子供たちがやっとの事で膝を抱えて座ってい

るという様子や家族が離散した状況はまことに哀れなことであった。身を殺して仁義に生き

るということは平生から自分が志士だと思う者にとっては腕を振り上げて語っているところ

のことである。だれが可哀想だという気持ちを抱かないことがあろうか。避難所はこのよう

な様子で、到底雨露をしのぐことが出来ないので、再び隣村の里正の所に行き、仮設の小屋
り せい

を建てることを依頼し、承諾を得た。

朝から余震が再三起こり、また西南の方で地響きも数回起こった。ために被災者は心を休

める暇もなく、人心は動揺して全て何かを始めるということが出来ない。それゆえ、この際

は人々の心を慰め励ますことに頑張り、その傍ら炊き出しの面倒を見た。この夕方に藩役人

の某氏が来て、被災者救済の話をした。また、援助米を下していただきたいとの願書を書い

た。この夜初めて高台に非常番を置き、明日の担当部署を定め、そのまま明け方に至った。

７日、町内を細かく巡視したところ、被害が最も大きかったのは西の町と浜町であったが、

中町や田町でも流失した家屋を多く見つけた。また、流失していないものでも殆どが大破し

ており、ところどころ大木や漁船が道を塞いでいた。このことからも当時の津波が如何に激

しいものであったかを知ることが出来る。

この日も人々の心の動揺はまだ依然として静まることなく、これに加えて津波が再び起き

るという流言も出ていた。こういう状態であるから、日頃、強く勇ましい者も臆病者となり、

けちで欲張りな者も無欲となり、ただ目の前の天災を嘆くのみで、震災後の後かたづけに着

手することもできない。私はこういう状況下で東奔西走し、ある者には諭し、ある者には励

ますということを昨日と同じように行った。けれども、利にさとい者はようやく我に返って、

流失しているものを集める者がいる。また、山間部の村人が来て、流失したものを盗む者が

いるということを耳にしてからは、警備として村の主要路に見張り番をつけたが、余震があ

る度に見張り番が逃げ帰ってしまうことには、ほとほと困り果てた。

８日、村人も少し恐怖心が和らぎ、避難所から自宅に帰って災害の後始末に着手しようと

いう者もいた。けれども、家屋が無事に残っている者はほとんど無く、柱は傾き、壁は落ち、

家財も大半は流れてしまい、自分の家であると識別するのも困難だった。中でも、貧しい者

は住んでいる家が壊れたことと元々多くはない家財や農器具を流失して一挙に生計の道を失

い、茫然としてどう行動すればよいかも分からなくなり、徐々に、この村を離れることを考

えるようになった。

この日、初めて村役人を招集し、以前雇用していたある人の家を仮の役所に充てて、昼も

夜も事務を執り、訴えを聞いて、人足の手配、その他のことについて指図をした。しかし、

握り飯はまだ避難所で炊き出し、私や村役人もこの握り飯で腹をふくらませる有様である。

私は被災者救援のために玄米 200 俵を寄付すると掲示を出し、志ある者に向けて先例を示し

た。これで、我が村や隣村の湯浅の資産家が続々と米や銭を寄付するようになり、貧しい人々

も少し安心することになった。

本日になって余震もようやく小さいものとなり、津波が再び襲って来るという不安もよう

やく村人の脳裏を去ったので、流れている物を集める者がさらに増えた。自分の物、他人の
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物という区別なく、流出した物を拾うので、その間で不正が行われることを推察して各地に

役人を派遣し、強い者が弱い者を虐げることがないようにした。しかしながら、現在の状況

は平生とは異なっているので、その場その場に適した方法を用い、細かいことは言わずに簡

略な対応をおこなった。大切なのは日常の暮らしに戻ることであるからである。混乱はこれ

らに止まらず、村民が所有する米俵は勿論、本年の年貢として差し出す米が民家にあるもの、

また、村の蔵米に到るまで、今回の天災によって村内の野中に散らばってしまったものも多

かった。先ず第一にこれらを拾い集めることを命令し、蔵米は田野各所にこれを積み上げ、

昼も夜も番人をつけて守り、各自の年貢米は検査した上で封印し、それぞれの所有者に交付

し、さらにこれらの米を各々の家まで運ばせた。

前に既に述べたように、被災者はほとんどの家財を流失してしまい、何日か後にこれを拾

い集めようとしたが、十分の一も得ることが出来ず、日頃少しの蓄えがあった者も日が経つ

につれて仕事もなく、朝夕の炊事の煙を立てることが出来ないという悲しい状態に陥った。

従ってこれらの者を使って散乱した遺物を収集させ、あるいは道路を開通させ、あるいは番

人として使うことで食べていく道を与えた。町内の道は３回の補修・掃除によって、初めて

元の通りになった。また、拾い集めた柱・梁・竹木・瓦などは各地に積み上げて番号を付け、

後日入札でこれを売却し、それで得た金は村民の家屋の建坪に応じて比例分配した。けれど

も、これらのことができるようになるまでには相応の日にちがかかったのである。

被害の概略

一、流失家屋 125 軒

一、家屋全壊 10 軒

一、家屋半壊 46 軒

一、汐込大小破損の家屋 158 軒

合計 339 軒

一、流され死する者 30 人（男 12 人、女 18 人）

186



海面王大土堤新築原由

広村の地は西北は海に面し、北は３里で宮崎が突き出て、霧崎と丹崎は田村栖原に属して
きりざき た た き

右岸に出入りがある。左岸を望めば南洋に対して３里強のところで白崎が西にそびえている。

なばえ崎、めど崎はすぐ近くで我が村の地に連なっている。宮（崎）、白（崎）の間の距離

はほとんど４里、その間に海豚島、鶴島、黒島が日高郡の海で、少し東に行けば鷹島、刈藻
い る かじま つるしま くろしま たかしま かる も

その他の島々が星を散りばめたようにある様子が一望出来る。暗礁には平礁、これは白崎か

ら脚のように海に延びている。をしご礁は宮崎のすぐ近くにある。伯母礁、そかみ礁は刈藻

の西北に散在し、その他大小無数の暗礁が一海里以内の海に隠れて存在している。このよう

な海の状況は湾の内側の潮流にどのような影響を与えるか、測量する者は考えなくてはなら

ない。そして住民は湾の一番奥に居住して、海岸に沿って集落をなしている。背後は水田百

町余り西南の段丘に沿って八幡宮の森に達している。５、６町また４、５の小さな集落を隔

てて、明神、鹿ヶ瀬、霊厳の山々が東南に並んでいる。東北は湯浅村との境界として広川が
みょうじん し し が せ れいがん

流れている。この川は源を日高郡の郡界にある山々、つまり鹿背、小山、岩淵などの山々に

発して、蛇行しながら約３里で海に注いでいる。西南は山本村の山々に接して江上川が流れ

ている。ちょろちょろした流れは用・排水路を少し大きくしたくらいのものである。

さてここで、古老の伝える話を考察すると、地形がこのようであるからか、昔から津波の

被害がある度に広村はその中心となっており、惨禍をこうむった隣村と比べてもその被害は

甚だしかった。遠い昔のことはしばらく置いても、近くは天正年間（1573～91）に津波のた

め民家（1700戸余りあったという）の４割が流失したと言い伝えられているが、それでもま

だ 900 戸が残って宝永４年（1707）10 月の津波の害に遇い、民家の大多数が流されて失わ

れ、300 人が溺死した。（この時、我が家の先代は下総の銚子支店にいた。留守の家族は幸

いにして死を免れたが家屋は流され、財産や什器も流失した。図面に記す濱口屋敷は今の土

手の下の西の端にあった）現在の住民で旧家といわれるものは全てこれらの災害を経て居残

った者たちであるが、天正年間以後の記録類はこの被害のためにほとんど失われた。以後、

少しずつ戸数は減り嘉永・安政のころ（1848～59）にはわずかに 300 戸足らずになっていた。

だいたい、このように衰亡してきたことについては別の原因もあるが、津波の被害を受ける

こと、他村と比べて多いので、村人は安心して住むことが出来ず、他に移転した者が多かっ

たからである。現に私も安政元年（1854）寅年 11 月５日に津波の害に遇い、流されてやっと

のことで生き延びた後は、善後策を講じることは我が責務と考え、当時の庄屋である雁仁兵

衛らを取りまとめ、励まし、使用人数名を手足に使って懸命に働き、家を失って行き場のな

い気の毒な人々を集めて、風や寒波、雨露をしのがせ、着るものや食べ物を与える等のため

に意を尽くし、慰め励まし安心させることに心を尽くしたことは現在の人が皆記憶している

ところである。

そもそも津波が襲来した日は天候が異常で、雲は無く太陽は赤々として、風はなく空気が

よどんで、何かぼおーとした感じは晩春の頃の気候によく似ていた。頭は重く精神は濁り、

起きていても寝ていても何かすっきりしない感じであった。これは異常な空気の圧力を感じ

てそのようになるのである。午後４時頃、突然に地面が大きく震動し、あわてて立ったかと
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思うとつまずいて手足を地について体勢を維持し、生きた心地もなく息も絶え絶えとなるば

かりであった。頭を上げて見ると、屋根は傾き塀は倒れ、粉塵が街を覆っている。地震の後

は、賑やかにしていた声も寂しく静かになり、人影も物寂しく、怪しい雲が重く垂れて黒い

粉塵を撒いたようであった。地震に恐怖する様子や、極めて静かでひっそりした気配は、ひ

そかに神に迫って天地の軸が支えられないようにしているのではないかとも思った。

まさにこの時、西南の海で大砲を連発しているかの

ような響きを何回か聞いた。たちまちにしてまっすぐ

に大きな波が上がり、咄嗟の際であるから□□を問わ

ず、危険を顧みずに大声で叫びあちらこちらを走り回

って村民を叱咤して避難させたが、それでも波に呑ま

れて亡くなる者が 36 人いた。幸いにして老人たちを

助け、幼い者たちを抱きしめて何とか命を長らえるこ

とが出来たが、全村の家屋で無事なものは無く、田畑で荒れなかったものはない。ましてや

資材や什器は大きな被害を受けた。災害から逃れて八幡宮の境内や法蔵寺内に群がり集まっ

た者は何と 1400 人余り、家の中は乱れ、家族はさまよい歩き、哀しみ喚き泣き怒り、寒いと

叫び飢えを訴える。今もこの時の惨状がありありと目に焼き付いている。

この時、日は早くも沈み、新月で月の光も弱く、その様子はまことに惨憺たるもの、しか

も、西も東も分からないほどに暗かった。そして思った。このような急な災害時には、壮年

の者は行動も素早くて問題なく避難出来るが、老人や身体の弱い者は逃げ遅れて助けを呼ぶ

だろうことを。そして自分に従っている成年男子何名かを鼓舞し、再び高いところから下っ

て危険なところに入った。まだ村外に出て半分も行かないうちに破損し潰れた家屋の材木が

あちらこちらに散らばっていて歩いていくことが出来ない。仕方がないので、考えを変え、

皆に賛同を求めて、田んぼに置かれていた「すすき」（俗称）に火をつけた。煌々とした光

がともり、夜の暗さは一転して昼のようになった。闇夜を照らす光をよすがにして男女９名

が海から脱して来た。一旦戻って中野村に走り、年貢米として用意してあった米十数石を借

りてきて法蔵寺の厨房で炊飯して握り飯を作り、その夜の飢えをしのがせた。

以後は連日潰れた家屋から流れ出た材木を整理し、道を

開通させ、仮の小屋を造るなど災害後の色々な役目に従事

し、脱穀した米や田畑に残置された野菜で皆とともに命を

つないだ。風雪も厳しい頃に荒れ果てた景色の中で寝起き

して懸命に働くこと数十日、その間の苦しみを思い出すと

今も尚痛ましく、食事をしても味がせず、座っていても席

が暖まることがない感じがする。このことが今回の堤防築

造工事を起こし、人々が将来にわたって安心出来るように

した理由である。

昔からの言い伝えを参考にして、今回の被災の実態について、潮の満ち引きを考慮に入れ

て、海面から高さ２間５分、幅は平均して 11 間、延長 270 間の堤防の新造工事を始めた。こ
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れは安政２年（1855）の春卯２月のことである。被災した人々に賃金を支払って雇い、この

ために食べていけるようになった者は 400 人余り、夏が近づいて人々の心もようやく落ち着

くようになり、各々が元の職業にもどろうという気持ちに戻ったため、それから後は春の苗

代造りや秋の収穫の仕事の合間を縫って断続的に工事を行い、全て完成したのは安政５年

（1858）の冬 12 月であった。また堤防の外側の根本に松を千株植え、堤防の内側や堤防上に

櫨の木を百株植えた。今日では長い堤防が延々と延び、松や櫨の木がうっそうと茂っており、
はぜ

形は既に完成して堅固である。もし仮に 100 年後に津波の害があっても正面からの波の力に

十分に耐えることが出来ると保証出来る。そもそもこの工事を行った初めの気持ちは海面に

向かっての防御に止まらず、村の西の端から段丘の方に

延ばし、北は養源寺を内側に囲い込み、院の馬場を道路

に沿って広川堤とし、宇田組を包み込んで広村を大きな

堤防の内に安全に抱え込むつもりであったが、世の中の

色々なことがおこり、この計画はついに果たすことが出

来ず、今以て残念に思う次第である。後日の参照のため、

当時の様々な計算を付け加え、後世の人の努力を待ちた

い。

地震津波の生き残り有田郡広村 濱口梧陵記す

広村堤防（大正時代）
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３．広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置要綱

広川町教育委員会要綱第１４号

（設置）

第１条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号。

以下「法」という。）第５条の規定に基づく、広川町歴史的風致維持向上計画（以下「計画」

という。）の作成及び変更に関する協議並びに計画の円滑な実施に係る連絡調整を行う機関

として、法第１１条の規定に基づき広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

⑴ 法第５条に規定する計画の作成及び変更に関する協議を行うこと。

⑵ 歴史的風致の維持向上に資する取組に関すること。

⑶ 計画の実施に係る連絡調整を行うこと。

⑷ その他歴史的風致の維持又は向上に関し、町長が必要と認める事項。

（組織）

第３条 協議会は、２０人以内をもって組織する。

２ 委員は、法第１１条第２項に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命する委員をもっ

て構成する。

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前

任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２ 協議会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。

４ 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。

（委員の報酬等）

第７条 委員に対し支給する報酬等の額は、広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬およ

び費用弁償に関する条例（昭和３９年広川町条例第４号）によるものとする。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、教育委員会が所掌する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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