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1. 地勢・気候・自然

1. 位置

今自治区の位置（区民会館の場所）は、
北緯 35 度 02 分 26 秒、東経 137 度 10 分 18 秒、標高約 30ｍ、にあります。
東に矢作川を隔てて渡合町、南に大谷川・河合池を隔てて渡刈町、西は明和町、北に

は前山町および水源町と接しています。
矢作川と並行して水源頭首工から発した明治用水が渡刈町へと続き、水源公園や矢作

川および明治用水沿いの桜並木など今町平和おんど（巻頭図参照）に歌われるように、風
光明媚な土地です。

2. 地質

この地域は人類が誕生したと言われる鮮新世（約 530 万年～ 180 万年前）から更新世
（約 180 万年～ 1 万年前まで）にわたる時期（人類文化史では旧石器時代）に土地の沈下が
起り、広大な湖になったと言われています。その湖は鈴鹿山麓・大垣あたりから伊勢湾、
濃尾平野、西三河台地、平野部にわたるもので、地質学ではこの湖を東海湖と名付けて
おり、当地は、この湖の東岸中部地帯にあたります。

約 300 万年前からおよそ 3 万年前までは猿投山・三河高原の形成期で、猿投地方の地
質変動の激化時期でした。更新世中期（約 3 万年前）即ち旧石器時代中期になるとその変
動も収まり、碧海面（碧海層上部の堆積）が形成された縄文文化の初め（約 18,000 年前）に
は沖積層が形成されました。約 2,000 年前には現在の沖積平野面が形成を完了したと考
えられています。

従って東海湖も約 3 万年前から縮小し始め、碧海平野に変ってきたと考えられていま
す。沖積世中期までは巴川、矢作川合流地点の現在の渡刈大明神辺りまで東海湖が及ん
でいたと考えられ、巴川、矢作川の合流点のすぐ下流、即ち岡崎市細川町の南、岩津、
真福寺の矢作川沿い辺りがこの地域の東海湖岸であったと考えられます。また沖積層が
この辺りから始まっています。

神明社の桜水源の桜とアローズブリッジ



2

三河鉄道岡崎線や岩津の天神橋架橋工事、東海道新幹線の矢作川鉄橋工事で古代の波
打ち際の岩石や、亜炭層が発見されたと伝えられていることから、このあたりを末野原（野
の終るところ）と言われ、東西約 10km、南北約 15km に及ぶ広大な原野は狩りには最も
良い地域のようでした。

矢作川の西岸（新生界）と東岸（花こう岩類）では地層が全く異なり、この西岸に沿って
大陸プレートがあり、猿投山は地層が不安定で崩れやすい。こういう土地は陶土の産地
であり、洪水、地震に弱く、植物は「ウンヌケ（ススキに似たイネ科の植物）」の分布地帯
となっています。

3. 気候・自然環境

今町を気象面から見ると、概要的には温帯湿潤気候圏にあたり、平均気温はほぼ
14.5℃、最暖月は 8 月の 26.7℃、最寒月は 1 月の 4.5℃で、年較差は 22 ～ 23℃とやや
大きくなっています。

平均年間総雨量 1,570㎜ですが、1 日当たりの最大降水量が 100 ｍｍ以上の豪雨記録
を 10 年の平均値で見ると、9 日とほぼ 1 年に 1 回は猛烈な豪雨に襲われるということに
なります。

また、積雪日数の平均は 1 月と 2 月が共に 3 日で、その量はいずれも 10㎝未満ですが、
まれに 10㎝を超える事もありました。最大積雪量は昭和 20 年（1945）に 40㎝を超えた
という記録が最高となっています。

昭和 25 年（1950）頃までは矢作川には川砂が多く堆積し、河床が高かったため大雨で
矢作川の水位が増すと、大谷川が排水不能となり、河合池周囲の水田は洪水で沼のよう
になってしまい、2 ～ 3 日間水田が桶田あたりまで水没することが毎年 2 ～ 3 回ありま
した。

昭和 40 年（1965）頃、大谷川は改修工事により明治用水の下をくぐる部分のトンネル
を含めて全体がコンクリート製となり、矢作川に注ぎやすくなって洪水が減少しました。

東海湖の変遷想像図（牧野内2001をもとに作成、豊田市のあゆみより）
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一方、その大谷川にトヨタ自動車の工場排水
が流れ込むようになった昭和 15 年（1940）頃か
ら、河合池の水が汚染されるようになりました。
1960 年代になって工場排水、生活排水を浄化
することが始まり、1970 年代には使用農薬の
規制も厳しくなって低毒性のものが使われるよ
うになり、1980 年代に入ると少数ですが有機
農業、無農薬栽培も普及し始め、水質汚染は改
善されるようになりました。

4. 動植物

水源頭首工の両岸の魚道には、春には鮎が多数遡上し、飛び跳ねる鮎をタモで掬える
くらいの数の遡上が見られていました。今でも以前に比べると多くはありませんが鮎の
遡上が見られます。

大谷川も河合池も 1940 年代までは、水が大変きれいで水質もよく、コイ・フナ・ハ
エ等の魚類の宝庫であり、ウシガエル・スッポン・石亀・水鳥がたくさん集まって来て
いました。

淡水魚はコイ・ゲンゴロウブナ・モロコ等河合池に常住するものや、矢作川から遡っ
て来るハエの類、タビラ・タナゴ・ウナギ・ナマズ等がたくさんいました。カラスガイ・
タニシ・カワニナが池の上の大谷川にも下の溝川にもたくさんいました。明治用水のト
ンネルをくぐって矢作川側に出ると、シジミ貝がとれました。池には勿論のこと、周辺
の湿田、溝にもウナギ・ドジョウ・フナ・モロコ・ハエ・ウシガエル等が多く生息して
いました。

大谷川の水源地の大林湿地帯にはミズゴケの群生があり、夏になるとサギソウが美し
い白い花を開き、イシモチソウやコモウセンゴケが小さな桃色の花をつけていました。

大谷川は明治用水の下をくぐって矢作川へ

河合池の野鳥

セグロセキレイ

カイツブリ

ゴイサギ

キジバト

コガモ

マガモ

オナガガモ
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大谷川にはカワニナが多くいたので 5 月にはゲンジボタルがたくさん飛びかっていま
した。カワニナに関係のないヘイケボタル、ヌカボタルは、民家の庭まで飛んで来てい
ました。

また、河合池にはセグロセキレイ・ゴイサギ・カイツブリ・キジバト・コガモ・オナガガモ・
マガモなど年間を通して多くの野鳥が飛来してきます。

5. 樹木

神明社の鎮守の森にはスギの巨木が古くから立ち並んでいましたが、昭和 34 年（1959）
の伊勢湾台風により根こそぎ倒れ、今では数本が傾いた状態で頑張って緑を保っていま
す。今から 100 年程前の大正元年（1912）を記念して植樹された拝殿西のクスノキや昭和
15 年（1940）に「夫婦の木」として植樹された本殿北のクスノキは伊勢湾台風にも耐えて、
鎮守の森のシンボルとして強く生きています。

常行院の鐘つき堂の横に聳え立つ大クスノキは、平成 7 年に豊田市の名木として指定
され、寺のシンボルとして親しまれています。

6. 自然災害

（1）矢作川の洪水
元亀 2 年～ 3 年（1571 ～ 2）には、矢作川の大洪水で三河に攻め入った武田軍が大被

害を被ったという記録がありますが、元亀 2 年（1571）から文政 11 年（1828）までの 250
年ばかりの間は今村を含む周辺の低地は矢作川の河床より 3 ｍも低く、2 ～ 3 年に一度
は洪水の被害を受け、水田地帯の冠水は常であったようです。

明和 4 年（1767）7 月の水害は西三河で最大の水害と言われています。矢作川の堤防
が至る所で切れ、山崩れなどの土砂災害も多数発生し、おびただしい犠牲者が出ました。

寛政 5 年（1793）から文政 11 年（1828）まで矢作川はしばしば洪水を起し、この 36 年
間はほぼ半分が水害の年でありました。

寛政 5 年（1793）7 月 24，25 日大雨洪水により寺部領田畑 177 町歩 4 反余、石高に
して 2,323 石余の損害が記録されています。

常行院大クスノキ神明社大正元年記念クスノキ 神明社夫婦クスノキ
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寛政 11 年（1799）から連続して水害を受け、翌寛政 12 年（1800）正月には挙母藩奉行
は矢作川大洪水による領内凶作への救助金を出し、挙母藩領今村の年貢割り付け状には、
水入りにより減免したと記録されています。

翌享和元年（1801）8 月 11 日の矢作川大洪水では矢作橋も流失しました。当時矢作川
は現在より大きく西寄りに流れており上野、和会から宇頭茶屋、矢作の舳越辺りに至っ
ていたので、この洪水は里村（現在の安城市里町）にまで及んだと言われています。配津、
舳越辺りは今でも矢作川床より平均 2 ｍも低いと言われています。

文化元年（1804）には 8 月と 9 月と二度の矢作川大水害があり、今村では水損引高が年
貢高を上回っていたと記録されています。

水源の地に明治用水頭首工が完成し、明治用水が開削され、また矢作川の堤防も完成
したのに加えて、矢作川、巴川に水力発電所が何カ所も作られ、ダムにより矢作川水位
が安定し、さらに上流水源地の植林などの治水事業が行われるようになってからは、こ
の地域では矢作川洪水の被害から解放されるようになりました。

（2）伊勢湾台風
昭和 34 年（1959）9 月 26 日紀伊半島潮岬付近に上陸した台風 15 号は、この地域に

も大きな災害をもたらしました。
この台風で神明社の樹木が多数倒れましたが、鳥居横の杉の木は傾いたまま現在でも

緑に繁っています。当時の氏子の皆さんは、後世に鎮守の森を残すために昭和 35 年～
36 年（1960 ～ 61）にかけて、人海作戦で苦労しながら倒れた巨木を撤去したのち、新た
に苗木 300 本を、延べ 60 人程で植樹した結果、現在の鎮守の森の姿になりました。

豊田市（当時の市域）の被害状況
死者（6 人）、重軽傷者（151 人）、家屋全壊（301 戸）、家屋半壊（1,150 戸）

その他被害
矢作川の久澄橋決壊。 
足助町の香嵐渓の待月橋も流失しましたが、もみじ祭りは仮橋を作り予定通り開催
されました。

今自治区の被害状況（当時の自治区の戸数は 100 戸（うち本町 65戸）
死者（1 人）、重傷者（1 人）、家屋全壊（1 戸）、家屋半壊（10 戸）（含牛舎・鶏舎等）

神明社鳥居東側の伊勢湾台風で傾いても成長している杉の木（平成23年撮影）
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その他今自治区内の被害	 	 	 	
常行院東側水田（現東海環状道路下）は、矢作川の増水で支流が逆流し一面が池のよ
うになりました。
神明社境内の鎮守の森の主な巨木８本が根こそぎ倒れましたが、本殿と拝殿の屋根
には倒れず、幸いにも建物に被害はありませんでした。

（3）地震
〈イ〉東南海地震

昭和 19 年（1944）12 月 7 日発生（震源地は熊野灘沖、マグニチュード 8.0、名古屋
市で震度 5 ）、正月まで多くの人が竹藪で過ごしたと言われています。

〈ロ〉三河地震
昭和 20 年 1 月 13 日発生（震源地は三河湾、マグニチュード 7.1、西三河平野地域
の広い範囲で震度 6 ～ 7）、東南海地震と同じく太平洋戦争中のことで詳しい記録は
残っていません。

（4）豪雨被害
昭和 47 年（1972）7 月 12 ～ 13 日、小原村、

藤岡町で集中豪雨により土砂崩れが起き、70
名が生き埋めとなりました。

この時、豊田市中心市街地では、12 日 23 時
から 13 日午前 2 時までの 3 時間雨量が 162㎜
に達し、安永川の排水能力をはるかに超える結
果となって甚大な浸水被害が発生しました。こ
の災害は今も多くの人の記憶に残っています
が、浸水面積 1,870ha、浸水戸数 4,500 戸とい
う大災害でした。

以来、安永川トンネルの改修は市民の悲願となり、平成 20 年から改修工事が開始され
ました。

豊田市街地の冠水の様子
（「川と人　矢作川」より）


