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5. 昭和10年洪水

(1） 概況

山地災 害 CN)

宮村忠

昭和10年 9月25～26日にかけて， 西上州一帯，と くに鳥川，吾妻川上 ・中

流部に激しい豪雨があり，群馬県と しては寛保2年および明治43年の大洪水

時をこえる大きな被害が出た。群馬県被害報告によれば，死者 254名，重傷

者117名をかぞえ，道路，橋染，耕地，農作物などの被害見積額は4,429万円

をこえる深刻な災害となった。そして，被害の大部分が，第1表および第2

表でみるように，浸水家屋に比して全半壊家屋の比が大きいことでも推定さ

れるように，土石流を中心とした山地崩壊によってひきおこされている。

この豪雨によって，利根川沿岸，とくに下流小貝川の破堤をともなって，

霞ヶ浦周辺 1万数千町歩の耕宅地に氾濫したのをはじめ，数万町歩が浸水し

た。 ヒ流部ではいちじるしい山地崩壊の被害が，下流部では広大な浸水地域

をもたらせた特徴的な水害であった。

8月以来群馬県一帯に連日のご とく降雨がつづいていたが，9月24日から

台風の影響をうげて悪性の雷雨と旋風が誘発され，大きな豪雨をみるにいた

った。 9月24～26日の利根川上流域の雨量状況は，第3表のよ うである。 こ

れでみるように， 榛名山を境にして西側の南北の線に豪雨が集中し，土石流
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第 1表 激甚被災地区状況

原 町 警察 署 管内 安中警察署管内

死 者 92名 62名

負 傷 者 38名 84名

全 壊 111戸 149戸

半 壊 82戸 126戸

床 上 浸 水 ｜ 144戸 484戸

床 下 浸 665戸 1, 099戸

（注） 戸数は，住家のみを対象。

第 2表 激甚被災郡別状況

地 域 全半壊家屋 浸 7j( 家 尾

群 ，馬 郡 326戸 77Tf=i 

1唯 氷 郡 l, 080 2,319 

三広氏司 妻 君11 672 538 

（注） 浸水家屋は，被災届を提出したもののみで，床上浸水と考えてよい。
戸数は，住家のみを対象。

の発生もほぼこの地域に相当している。

昭和10年に土石流が発生した碓氷Jll，烏川，吾妻川各流域の概況をみてお

く。

碓氷川は，安中市でほぼ平行に東流する九十九川や秋間川などの支川を合

わせて高崎市付近で烏川に合流する。流域上流部は，いわゆる裏妙義と称せ

られる妙義山系，霧積山を中心とする角落山系の火山岩地帯を構成し， 川沿

いおよび下流部は第三紀層より成り，第三紀の地とり地帯となっている。五

料付近から下流の碓氷川は， 洪積期の河岸段丘を20～30m以上も侵食して流

れるo さらにこの段丘の下には，ひくい磯段丘があり，山間平野として水田

がひ らけている。 この水田面には，洪水がしばしばのるため，用水路の保護
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第 3表 昭和19年 9月豪雨の降雨量

最 大 日 雨 量
河川名 観 設リ 地

: 9月24日I9月25日 Ig月26日i言十

一一一一一一 一 mm 盟国 mm mm 
利根川流域 利根郡水上村湯原 104. o I 59. 0 ' 0.5 163. 5 

／／ 利根郡沼田町沼田 48. s I 25. 3 .I 73. 8 

II 利根郡渋川町渋川 103.8 44. 1 147.9 

／／ 前橋市岩神 123. 2 22.5 145. 7 

II 勢多郡宮城村鼻毛石 205.0 4.0 1. 2 210. 2 

II 高崎市飯塚 109.5 104.3 213.8 

II 佐渡郡伊勢崎町伊勢崎 145.0 2.5 0.8 148.3 

／／ 1 新田郡太田町太田 79.0 2. 7 2.2 83.9 

薄根川流波 1利根郡川場村谷地 97.8 17. 3 115. 1 

片品川流域 i利板郡片品村東小川 77.4 31. 8 109. 2 

吾妻川流域 ｜：吾妻郡嬬恋村大前 65. 0 64.2 129.2 

／／ ｜吾妻郡長野原町大津 73. 2 212.5 1.0 286. 7 

II 1；吾妻郡草津町草津 83.0 204.0 287. 0 

” ！：吾妻郡沢田町四万 109.0 203.5 0.2 312.7 

／／ 吾妻郡中之条町中之条 90.2 143.8 0.8 234. 8 

鳥 川流域 群馬郡倉田村三ノ倉 93.4 309. 1 402. 5 

碓氷川流域 碓氷郡白井町五料 84. 9 124.5 0.2 209. 6 

II 碓氷郡安中町安中 78.1 236.2 314.~ 

鏑 川 流域 北甘楽郡下仁田 89.0 49. 5 0.4 138.9 

／／ 北甘楽郡富岡町富岡 79.0 200.0 279.0 

神流川流域 多野郡上野村新羽 126. 0 51.2 177.2 

II 1 多野郡万場町万場 68.9 214.0 282.9 

／，， 多野郡藤岡町藤岡 102.0 20.5 122.5 

（出所） 『昭和10年群馬県風水害誌』より。
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を目的とした防備林が所々にみ られる。

碓氷川支川の九十九川は，増田川，後閑川などの支流をもち，いずれも第三

紀層山地の中を小規模の谷平野をつくりながら流下する。昭和10年の土石流

のもっともはげしかった地域で，各渓流ともJ11幅が 2～3倍になっているO

烏川は，上流に角落，鼻曲，浅間隠などの角落山系の火山岩から成り，右

岸は第三紀の秋間層が碓氷川流域からつづいているO 左岸は榛名山の南麓と

なって， 火山噴出物の特徴をもっ地隙やシラス的の崩壊跡がみ られる。河川

の諸所には中島があり，こうした中島は水田，畑に利用されている。

吾妻川は，上流に浅間，白根の両活火山が対立し，これを結んで古い火山

が囲み，火山岩地帯を形成している。 右岸は榛名山北麓， 浅間山北麓 とな

り，火山性の特徴をもっ荒廃様相を示しているO 左岸の小野上村，中之条町

の四万川流域，中之条町および高山村を流下する名久田川流域は第三紀層の

地より地帯をつくり，視川流域には第三紀層の地下水型の山地崩壊跡が多く

みられる。吾妻川には，高い洪積期の河岸段丘があり， 30mをこすように深

く侵食して流れると ころもある。段丘の下には，小規模の谷平野をつくって

おり，吾妻峡谷より下流では一般に谷平野が大きくなっている。吾妻川は，

かつて須JIIとともに軽井沢方面に向かつて南下した時代があり，浅間火山の

噴起に伴って堰止められ，一時的に湖水が形成され，さらに吾妻粘土層が堆

積した。その後，吾妻川下流部の侵食がすすんで吾妻渓谷をつくり，基盤岩

類の壁を破って東流したものと考えられ，本川および支川の高位段丘の発達

はこのことを立証する ものといわれている（地質調査所『5万分の l地質図

説明書』草津，昭和32年〉。

(2) 昭和10年山地災害とその影響

昭和10年の水害は，山間部においては山地災害， 下流部においては破堤氾

濫をみたが，山間部の災害が広範囲におよんでいる点も特徴的である。榛名

山の西側に，吾妻JIIから烏川にかけて幅12～15回，長さ40切におよぶベルト

状の地域一帯を中心に崩壊がおきた。崩壊地面積は，4,088haにも達し（『昭

和10年群馬県風水害誌』群馬県， 昭和12年〉，崩壊個所数は約8,000ヵ所を

数えた（『群馬県災害報告』昭和10年〉。もっとも崩壊，人的被害のひどかっ

た群馬郡，吾妻郡，碓氷郡の状況は第4表のようである。
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各町村別死者数第 4表

死 数

26名

2 

5 

64 

1 

39 

6 

6 

7 

38 

9 

4 

8 

者数

522倒所

302 

204 

657 

91 

436 

38 

251 

634 

674 

399 

598 

18 

所個壊崩村

岩島村

坂 上村

長野原村

沢田村

高山村

室田 町

東横野村

里見村

秋関 村

後閑村

細野 村

鳥淵村

原市町

町

郡

郡

郡

妻

，馬

氷

市

五日

群

碓

死者，重傷者のほとんどが，上記のベルト状の範聞にあるが，道路， 橋染

などの欠潰もきわめて多く，交通は完全に絶ずこれ，山間部の惨状を連絡する

方法も なく孤立状態となった。 「紙片に用件を書き，之に石を投げ合いて僅

に救護に対する方法を講じたり」 （前記『昭和10年群馬県風水害誌』より〉

する状況を呈した。

豪雨がはげしく，夜半のことでもあり，しかも停電とな り，ほとんどの住

民が避難をす る判断をもち得なかった。 ~l i地崩壊の経験をもつものはなく，

家の中にどじこもったまま崩壊を受けている。崩壊は豪雨の最盛時に近い時

間におきているO 崩壊の時間分布を整理すると，北から南へ進み，雷鳴を北

から南へ聞いているものが多く ，雨域の移動と崩壊発生分布は一致してい

254名群馬県死者総数

る。

崩壊状況について，前記 『昭和10年群馬県風水害誌』および新聞，手記，

作文などと痕跡とから整理してみる。

碓氷川｜流域の第三紀丘陵状山地に，山崩れがし、たるところに発生した。個

個の崩壊規模は小さく ，ほ とんどが急な11l腹傾斜面の上方におきているっそ

崩撲土砂は傾斜面の中腹で止ま っており，災害となったものは少なして，
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い。崩壊面の表土は浅く ，だいたい50cm内外のものが多L、。碓氷川上流部で

は，横川上流の右支川に注ぐ渓流に火山性の土石流が発生し，本川上流域の

第三紀の新しい山地には崖崩れがおきているO

九十九川3 増田川では， 川沿いの洪積台地の巌崩れと第三紀山地の山崩れ

が多発L，秋間川左岸の第三紀山地には崖崩れがあらわれているC また，九

十九川上流部では，第三紀山地のうえに土石流が発生している。上流の土石

流と川沿いの崖崩れ， 山崩れにより，九十九川の山間平野には大きな被害が

あらわれた。九十九川に注ぐ支川渓流の多くは， JII幅を 2～ 3倍に拡大した

が， 押し出した土砂礁は渓流内や段丘上の水田に堆積したものが多〈みられ

た。 九十九川，増田川，後閑Jll，秋間川では洪水氾濫が激しく，渓流災害と

みられる部分が多かった。

烏川流域では，上流部に火山性の土石流がおこり，榛名川を合流してから

の右岸側には第三紀の，左岸側には火山噴出物を中心とした土石流がおきて

いる。第三紀の山地におきた土石流は規模が比較的小さいが，火山岩および

火山噴出物地帯の土石流は規模の大きいものが多 く，建物などの被壊も激し

かった。また，室田を中心に洪積台地での崩壊も多くの数をかぞえている白

烏川流域の山地崩壊は，数のうえでも，規模のうえでももっとも大きし

各支川を中心に川幅は 3倍近 くになったものが多L、。

吾妻川流域では，原町付近よ り上流で火山性の荒廃がはげしく，原！日j以下

では右岸側に火山性の崩壊が，左岸側には洪積層の崖崩れが多発した。 とく

に中之条町付近の崖崩れでは，粘土質の崩壊土砂の見掛け土量が非常に大き

し 被害を大きくしている。中之条町北の嵩山付近には， 山崩れが多くおこ

り，それらの崩壊土砂は大部分が傾斜面上で止まっている。

以上の概況から，土石流，山崩れ， 崖崩れのそれぞれの崩壊特徴をまとめ

てみるとつぎのようである。

①崖崩れ

第三紀の新しい丘陵および第四紀洪積台地末端に発生し，数は非常に多か

ったが，個々の規模は小さ く， 1ヵ所での被害は少なし、。

②山崩れ

烏川， 碓氷川，吾妻川流域一帯，とくに榛名山西側のベルト状地帯に集中Y

的におこっている。 これらの崩壊は，急な山腹傾斜面の頂上付近にあらわ
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れ，いずれも規模は小さく， 50～60cmの浅い表土が崩れている。豪雨の集中

した地域の，急勾配の山地頂上付近に山崩れが発生したわけで，地質的選択

はみとめられない。 崩壊規模が小さいことと，人家や耕地がほとんどないこ

とから山崩れにともなう被害は小さかったの 林業的にも，大部分が雑木林

で，林業被害としても比較的軽かった。ただし第三紀の丘陵状の山地に発

生した山崩れは，林業的価値の大きいところもあり，道路，建物などの被害

もかなりあらわれている。

① 土石流

第三紀の山地および火山岩，火山噴出物の山地におきているが，前者の場

合は比較的規模が小さく，土石流の侵食帯ではほとんど岩盤が露出してい

る。一方，後者の場合には，規模が大きく，かなりゆるい渓流にも発生して

いる。発生個所数では，前者のほうが多L、。

これらの山地崩壊を地質的に区分すると，第三系山地では， j孟崩れ，山崩

れが中心で，安山岩を含む地帯で土石流が発生している。洪積台地では，台

地末端部に崖崩れをみ，とくに吾妻川沿岸では規模が大きく，高さ数十m か

らlOOm内外のものまであらわれている。 火山性の地域では，土石流が中心

で，火山性荒廃野渓の型を示すものも多L、。規模は一般的に大きく， 勾配の

大小にかかわらず発生している。

鳥川を中心と した昭和10年の山地崩壊をみると，＼，・くつかの特徴がみられ

る。

まず，もっとも顕著な特徴は，昭和10年に集中的に山地崩壊をみた地域で

は，昭和22, 23年の豪雨時にはほとんど崩壊をみていないことである。ま

た，土砂の堆積の大部分が，水田，畑，林地にあって，鳥川，碓氷川，吾妻

川の河床には局部的に影響をもったことがあげられる。もちろん，各渓流で

は，いずれも川幅が 2～ 3倍にふくれあがり，河床の上昇がはげしく ，現在

でも明りようにみることができる。 しかし，それらの堤外地には，草木の浸

入がL，、ちじるしく，土砂礁の移動がきわめて少ないことを示しており， 河川

敷は安定している。そこで，もっとも山地崩壊， 山地災筈の激しかった鳥川

を例に，崩壊の与えた影響についてみてみるO
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鳥川中流の上里見地点に，鳥川三堰用水があるO 三堰は， 春日榎 (192

ba），松原堰（SOha），町屋堰 〔24ha) をさし， いずれも旧蕃時代あるいは

それ以前の開発になるもので，これらの下流に烏川最大の長野堰がある。三

堰は， 1/30～1/40の渓谷状の河川が 1/80～1/100に変わった直後に位置し，

ここより下流に水団地帯がひらける。下流長野堰との関係で，三堰では土俵

積みを中心として自然取水してきたが，現在では春日堰はコンクリ ー トの横

断堰になっている。春日堰上流には， 玉石，栗石が堆積し，砂防楳堤の状態

であり，土砂の堆積は少なし、。昭和23年の洪水時に取入口上流の右岸堤一帯

が欠壊し，河川敷に押し出し，昭和25年に新たに改修を行なった。 この時，

河床低下および取入口付近の堤防保護の目的で木工沈床を行なっているLま

た，松原堰においても，河床の低下にともなう取口困難がみられ，とくに昭

和25年に堤防を完備してからは低下がはげしく，河床保護が強く望まれ，現

在は取入樋門前に蛇龍を出して取水しているO

春日堰の下流には，松原堰，河原堰， 大島堰，観音崖堰，町屋壊などがあ

り，いずれも長野堰との関係で、完全取水ができず，したがって，河床の変動

に対しては深刻な関心をも っている。これらの各堰に共通した宿願は，河床

低下への対処である。昭和10, 22, 23年の洪水により春日堰ではわすーかに上

昇しているが，顕著な変動はほとんどみられなL、。 とくに町屋堰では河床低

下がはげし く，昭和27年は横断堰をつくり取水の安定をはかっているO それ

以前には，明治10年，昭和24,25年の 3回にわたって上流へ取入口を移動さ

せてきている。

同じような現象は，碓氷川の人見用水 (189ha）においてもみられる。 人

見用水は， 寛文13年の設立といわれているが，河床低下がはげ しく， 明治41

年には300m上流へ移転し，さらに大正14年に150m上流へ再移転している。

移転後も河床維持になやみつづけ，昭和11年には頭首工の改築生施工したが，

河床低下はつづいた。昭和25年，堰地点に砂防堰堤をみることになり，堰高

4.55mの砂防堰堤が完成した。この砂防堰堤を利用することにより，永年の

なゃみが解消した。河床低下のなゃみを砂防堰提により解決したわけで‘，砂

防堰堤が取水の安定化をはたした。

烏川最大の用水である長野堰 CL300ha）は， 昭和10年洪水で堰堤が破壊

され，ただちに復旧された。堰堤の高さは，当時の河床より lmで， 堰堤長
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は90rriあるO この堰堤築造より昭和30年までの期間に，堤高は0.3～0.5ml乙

埋ったく『利根川水系農業水利実態調査第二分冊其ノ3』農林省農地局〕。河

床勾配は約 1/100で， 堆積物は石磯，転石が多く，土砂はほとんどなL、。長

野堰地点は，鳥川が網の目状に分流して流れる地点であること，昭和10年の

豪雨で堰のすぐ上流の渓流 2本に土石流が押し出していることから，わずか

ではあるが河床の上昇をみているO

鳥川， 碓氷J11，吾妻川では，土石流を押し出した渓流の合流部付近で若干

の河床上昇をもたらせたり，渓谷状のところでの崖崩れにより河床上昇をみ

たりするほかは，昭和10年の山地崩壊による影響はほとんどなし、。局部的な

影響にとどまり， ~lJ地崩壊による河床上昇は支川中に限定されている。

(3) 山地崩壊後の対応

昭和10年の鳥川流域を中心とした壊滅的な被害を契機として，昭和11年よ

り直轄砂防工事が開始されることとなる。昭和11年度から15年度にいたる 5

ヵ年計画で，工費は毎年18万1,816円，5ヵ年で90万9,080円が計上され， 区

域は烏川本川筋およひー支川九十九川，秋間川，後閑川．増田川などがふくま

れている。

ところで，利根川流域における砂防事業の稿矢は，明治15年の榛名白川に

施工された工事にさかのぼる。明治以降の利根川改修計ー画は， リンドウなど

により明治5年の中田，境，布川，石納，賀村，飯沼 （以上， 利根川筋〉，

今上，湊新田，堀江（以上，江戸川筋〉，上須田 （新利根川〉に量水標を設

け観測を開始したことにはじまる。ついで明治6年にはリンドウにより江戸

川，万根JIIの詳説が報告され， 翌年には林土木頭，石井土木権頭より『万根

川修築の建議』，東京府知事， 千葉 ・崎玉の二県令よりの『江戸川通水行之

等』，さらに大久保利通の『万根川修築之前議に御復裁相成度議』があらわ

された。明治8年になると，松戸地先にリンドウの計画に基づき試験的にヰ丑

来工（水制3本，護岸工 1ヵ所〉を施工し，利根川直轄工事が起工された。

ついで明治10年には，松戸の試験施工がみとめられ，江戸川筋東葛飾郡古ヶ

崎村に制水および護岸工が，さらに東京府下今井村，千葉県平方新田，上今

村，中戸村，埼玉県木津内村などに制水護岸工の施工に着手した。 こうした

施工のほか， ドールンによ る『水戸運河の件』なる復命書，『吉田用水溝 の・
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件』なる復合書が提出されているO 明治12年には『猪苗代上申』がやはり ド

ールンの最後の復命書と して提出され，明治14年にはムルドルにより『利根

川筋中僚村内田水路の件』なる復命書が出されている。そして， 明治15年，

突如として烏川支川の白川水源地に砂防工事が開始されるO

松戸地先の粗菜工からはじまったし、わゆる利根川低水工事は，明治8年か

ら同19年まで，利根川全川を通じての一貫した計画の下に施工されたもので

はなく ，要所要所を選んで‘施行し，川筋の改良と榛名山南面の砂防エ事を行

なう ものマ，総額56万9,986円を費している。このうち， 白川筋の砂防工事

費は 1万9,903円に達している。明治20年以降の工事は， 一定の計画の下に

施工され， 407万7,216円を計上して渡良瀬川川口の背割堤の延長，赤堀川，

権現堂川， 逆川の拡幅，境町の寄洲掘さし境町以下鬼怒川合流点までの引

堤， 鬼怒JlIJI I口の下流への移行，小貝川の背割堤，神崎，結佐付近のショー

トカット，横利根川川口の改修，津ノ宮付近の拡幅，浪逆浦付近の分水堤，

小見川， 笹川間の寄洲掘さしそして榛名の砂防工事の施工があげられた。

利根川第 l期改修工事は， 航通を主目的とし，年々破堤氾濫の害を被る土地

に対しての防禦工事，さらに榛名白川の砂防工事がとりあげられたわけで、あ

る。 この工事は森林治水事業以前の非常に早い時期にとりあげられたわけ

で，明治8年の木津川支川不動川， 大戸Jll，野州川，明治11年の養老山脈磐

若谷などに次ぐもので，明治15年代は，岡山県の砂防の出発点でもある。宇

野円三郎の「治水建言』が提出されている。 しかも，渡良瀬川合流付近より

上流では， 榛名白川の砂防のみが対象となっている。 このことが，どのよう

な意味をもつものか定かでないが，当時の利根川中上流域の状況を判断する

一つの重要な問題をもっているように思える。例えばそのーっと して，榛名

！白川が烏川に合流してすぐに高崎があり，さらに倉賀野河岸がその下流にあ

るO 倉賀野は上流河岸として拠点でもあり，船運を主目的にしていた当時の

河川処理からみて， 砂防工事をとりあげる理由がわかる。 しかし，榛名白川

だけがとりあげられたことは，利根川山地の中で，榛名山東面だけが荒廃を

みていたと考えられないことはなし、。 昭和10年，およびそれ以前の明治43年

の神流川流域の山地崩壊では，いずれも地域の人々にとっては初めての経験

で、あり，洪水に対しての注意はあっても山に対しての警戒はほとん どなく，

aJ1地崩壊がおきるまで豪雨の中で予想だにしていない様子が当時の新聞，記
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録から読みとれる。榛名白川も，明治15年近くの時期に土石流がおき， それ

によって荒廃化がいっきに進んだのではなし、かと考えられるつその理由は，

高崎よ り上流にある長野堰では，旧藩時代からい く度となく榛名湖の水を引

くことを計画し，砂防工事のはじまった明治15年には水配分をめぐる大論争

がおきている（『長野堰史』新井馬吉，明治36年〉。この時点までの榛名湖の

引水は榛名白川を対象としているが，明治35年から実施された引水は遠く榛

名川におとす計画に突如変更している。榛名湖引水については，さまざまな

反対要因があり，榛名川をつかつて完成するまで実現をみなかったのである

が，榛名白川の荒廃化が榛名川への計画変更になったと考えてもよいのでは

ないか。 とにかく，明治43年の神流川流域，昭和10年の鳥川流域を中心とす

る大規模な山地崩壊まで，これらの地域には山地崩壊がほとんどみられなか

ったと考えることは，そう不自然ではないだろう。それにしても，利根川｛忌

水工事における唯一の砂防工事が榛名白川に行なわれたことは，デレ ケら

の思想をみるのに貴重な題材ではないだろうか。わずか榛名白川の荒廃だけ

が，利根川船運に大きな影響をもっとは，なかなか考えにくいことであるが3

当時日本の河川におどろいたオランダ技術者の状況をよ くあらわしている。

あるいは，また， 利根川船運の主目的が，下流はもとよりとして，中 ・上流

部，すなわち高崎，前橋，伊勢崎付近を中心とした地域にも相当あったとい

うことも考えられる。 とくに，八斗島から島村にかけての利根川左岸は，明

治期における養蚕の拠点として，横浜での出荷額では全体の80%以上を占め

ており，日本貿易の柱をなしていた。そのため，明治10年代には，伊勢崎を

中心に，前橋，高崎の文化圏を背景に上州遷都がもちあがってL、る。上州遷

都は，その後，関東大震災後，後藤新平にうけつがれてし、くっ

榛名白川の砂防工事の内容は，石堰堤120ヵ所，石垣134ヵ所，積苗工77ヵ

所で，そのほか植樹がなされた。

昭和11年 6月，群鳥県碓氷郡安中町に鳥川流域砂防事務所が開設され，同

年8月下旬には工事が着手された。 この年，烏川筋の大和田，牛ヶ湖，相関

川下流の4ダムのほか，床固め工2基，碓氷川筋には磐若沢第 l，棚橋，小

林， 柿平，向原，上根沢，増田川，増田川上流の 8ダムと床固め工 1基が着

工された。12年には，前年度着工の各工事を増田川および，増田川上流の 2
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ダムを除いて竣工し，新たに烏川筋に三沢ダム，碓氷川支川秋間川に大石ダ

ムが着工された。13年には， 三沢川上流，碓氷川の赤根沢，磐若沢第2ダム

が着工， 14年には磐若沢第3，置の和田の2ダムをはじめ鏑川筋の砂防工事

がはじめられ，雄川ダムが着工した。

さらに15年には烏川筋の滑川ダム，大久保沢ダム，鏑川の雄川中流ダムが

着工し， 5ヵ年聞にダム工，床固め工，除石工など27工事が竣工した。一方，

直轄砂防事業のほか，昭和10年の災害をうけて第2期森林治水事業が昭和12

年より開始され昭和22年までつづいた。

第 1期森林治水事業は，明治43年の神流川流域を中心とする山地災害を契

機としてはじまり，昭和10年に終了している。事業としては荒廃林地の復

旧，公有林野の造林，防風林，水害防備林，遊水林などの造成が行なわれ

た。ここで特徴的なことは，現在の予防治山のさきがけをなす林野崩壊予防

事業が並行して行なわれたことであるO まずこ，水害防備林造成が行なわれて

いることも特筆されよう。第二期森林治山事業のあらましは，第5表のよう

であるO

6. カスリン台風にともなう赤城山の崩壊

(1) 概況

昭和22年 9月，利根川に大洪水をもたらせたカスリン台風は，関東北部，

とくに赤城火山を中心に稀有の降雨をもたらせた。 このため， 利根川流域一

帯に氾濫がおこり，栗橋地先の破堤氾濫流は，遠く東京低地までに主主し，群

馬，埼玉，東京を中心に大きな被害をもたらせた。

降雨の状況をみると，明治43年の洪水の場合とほぼ同程度のものと考えら

れているが，明治43年洪水の際には降雨が数日にわたって続いたのに対し，

昭和22年の場合は短期間に降っており，豪雨の集中度も激しし、。群馬県内の

降雨状況を示せば，第6表のようである。

赤城火山を中心とした地域は，カスリン台風の影響をもっとも強く受け，

赤城山より北，西，南に放射する沼尾川，荒砥川，粕川，砂川などのほとん

どすべての渓流に土石流が発生し，山地には多数の崩壊地が形成された。こ

れらの山地崩壊により死者，行方不明者699名をはじめ，第2次大戦後の経

済復興をめざす群馬県にとってきわめて深刻な山地災害が発生した。
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第 5表 第二期森林治水事業概要

年 度 l事業名 i面 積 ｜ 施工市町村数

昭和 11 年

昭和 12 年

日百 平日 14 年

昭和 15 年

昭和 16 年

昭和 17 年

昭和 18 年

昭和 19 年

昭和 20 年

昭和 21 年

昭和 22 年

荒廃林地復旧

災害荒廃林地復旧

水害防備林造成

荒廃林地復旧

災害荒廃林地復旧

水害防備林造成

荒廃林地復旧

災害林野復旧

水害防備林造成

遊水林造成

荒廃林地復旧

災害林野復旧

遊水林造成

水害防備林造成

荒廃林地復旧

災害林野復旧

遊水林造成

水害防備林造成

荒廃林地復旧

遊水林造成

水害防備林造成

荒廃林地復旧

水害防備林造成

遊水林造成

荒廃林地復旧

遊水林造成

荒廃林地復旧

遊水林造成

林野崩壊予防

荒廃林地復旧

遊水林造成

遊水林造成

ha 
i 34. 76 

I 3日 62

1. 90 

20.54 

320. 68 

1.90 

23.77 

101.05 

30.43 

1-05 

37.28 

63.59 

1.83 

4.45 

30.98 

24. 96 

0.58 

4.95 

29. 16 

1. 15 

4. 71 

71. 22 

6.85 

4.55 

70.20 

10.00 

56. 62 

4.55 

136.34 

132.23 

4.55 

4.55 

富士見権外20

伊香保町外31

新治権

中里権外5

室田権外27

新治権

秋問権外13

九十九権外32

毛里回権

入野権外 1

鳥淵権外19

細野権外27

倉田権外 1

東権

坂上権外16

美原権外16

鳥淵権外 1

原町外 1

岩島権外 9

小坂権外 2

福岡権外 1

松井田権外12

相生権

高崎市

新治権外14

高崎市

原市町外13

高崎市

円生権外10

敷島権外16

高崎市

高崎市
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第6表 群馬県内降雨量（昭和22年 9月14～15日）

観 淑u 13 日 14 日 15 日 14～15日計

阻田 阻皿 田皿 mm 
前 5.8 204.5 182.9 387.4 

草 15.5 122.5 30.0 152. 5 

湯 原 9.8 303.0 70. 6 373. 6 

東 Jll 6.7 105.8 97.5 203.3 

1百 田 3.2 174.4 112. 4 286.8 

中 之 条 5.4 218.0 132.8 350.8 

ノ 倉 6.5 247. 1 160.5 407.6 

五 料 13. 6 191. 1 136. 8 327.9 

下 仁 田 9.5 198.2 162.9 361. 1 

万 場 13.2 237.8 159.4 397.2 

飯 塚 6.8 232.4 171.3 403. 7 

伊 勢 崎 21. 8 130.2 

桐 生 12. 8 115. 0 255.0 370.0 

館 林 9.8 88.0 155.0 243.0 

ネ1¥1 津 16. 1 148. 6 73.3 221.9 

伊 香 保 10.3 206.6 195.2 401. 8 

原 100.0 27.0 127.0 

渋 ）｜｜ 2.9 164. 8 182. 2 347.0 

藤 岡 253.3 172. 3 425.6 

太 田 128.4 224.0 352. 4 

新 町 9.b 255. 0 193.7 448.7 

一一一一一 一一 一一一一
（出所） 『県下水害と林野被害及復旧施設』群馬県林務課より。



第7表 群馬県災害状況（昭和22年9月）

床上浸水 ｜床下浸水i全半壊i死 者 i総戸数

一一寸マ「一一一一一一戸了一一一一十一戸 五了一一一一一←--p'i

80 I 520 73 l, 781 

山 i

88 

町 村名

大 胡町

敷島村

桐 生市

270 

5,518 

伊 勢 崎 市 1 7,400 

黒保根村 42 

富 士見村 71 

宮郷村 700 

世 良田村 l 850 

勢多郡東村 l 150 

尾島村 2,351 

赤 城根村 42 

横野村 ｜ 200 

粕川村 1 200 

宮城村 35 

6, 025 

46 

197 

500 

230 

100 

15 

6 

400 

200 

200 

181 

q
3
n
υ

、，o

’L

ハU

o
o

o
o
nhu
 

87 

n
U

ハU
0

0

勺
4

つd

つ白

12 

141 

32 

43 

43 

268 

235 

40 

98 

2 

11 

59 

16 

18 

15 

5 

芝根村 448 86 I 122 I 19 

85 1. 429 

17 

18,491 

8. 863 

1. 317 

2,430 

l, 644 

1. 594 

l, 504 

2, 350 

609 

1,170 

1. 641 

1, 392 

717 

第 8表 土石流被害状況

河 川 名 i村 名 ｜全 壊戸 数i半壊 戸数死 者

~－－ ；「［五五1「－：－1一一；－－i~~一
富士見村 65 I 22 104 

沼 尾村敷島村 171 24 82 

荒砥川 l大湖町 120 I 400 - 1--:-
宮城 町 l 20 8 13 
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赤城火山は，秩父古生層を基盤 として，その上に噴出 した火山で，古生唐

は火山体の北部の砂JII流域や根利川の北側，および渡良瀬川流域に露出して

いる。火山体の大部分は集塊岩を主体とし，凝灰岩を交えて構成 されてい

る。そして表面は軽石層または火山灰におおわれ，熔岩を交えて構成されて

いる。そして表面は軽石層または火山灰におおわれ，熔岩 は標高 L100～ 

l, 200m以上に分布し，熔岩円頂丘の型で発達しているO 山地崩壊は，主と

して集塊岩のところに発生し， 熔岩地域では崩壊の発達がきわめて少なし、。

降雨量は，群馬県においては榛名山よ り南へ細長く延びた地域と，赤城山

から東に日光方面にかけての山地に降雨が多く， 400四以上を記録し，榛名

山頂付近および赤城山頂付近は 450阻以上を記録している。これを関東山地

でみると， 600回以上に達する所も あるにもかかわらず，111崩れ土石流の発

生は少なく，赤城火山に集中しているO とく に赤城山から榛名山をながめ

て，ほとんど崩壊が目撃されなかったといわれている。

(2) 赤城山崩壊地の特徴

カスリン台風にともなう赤城火山の崩壊について，小出博の 「赤城火山の

崩壊並に土石流」（『地質調査所報告』第133号，昭和25年8月〉から， その

特質をみてみる。

①崩壊発生の難易が地質条件に制約されるO

崩壊地の分布をみると，標高l,100～l, 200mを境として，それより上方

には崩壊が少ない。すなわち，熔岩地帯にはきわめて少なく，ほとんど大

部分が集塊岩の地域に分布しているO 地質条件の差とともに，熔岩地が円

頂丘状をなしていること も，大きな要因と考えられる。

②地質が同様であると， 地形によ って崩壊発生に難易があるO 山の形が丸

味をもち， ドーム状の地形を示す山地では一般に崩壊しがたL、。 また，崩

壊地は，凹部斜面に多く ，凸部斜面にはほとんどおこらなL、。

③地表層が砂質であると崩壊しやすく，粘土質ほ ど崩れにくし、。

粘土質であっても森林に覆われていないと平時の雨で容易に浸食をうけ

て荒廃するが， 砂質の場合は平時の雨で荒廃するこ とはなし、。

④ほとんどあらゆる植生の地域に崩壊がみられた。

植物の根系の発達は，地表層の最上部に板状の層を形成し，これが崩壊
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の発生と密接に関係し，森林の発達は山地崩壊の重要な役割をはたしたと

いえる。

·~崩壊地の発達は，山腹傾斜面の上方からはじま り ，下に発育する。

通常，上の方が広く下が狭い 「しゃもじ形」になる。

⑤土石流は渓谷上流の谷床を浸食し，そこにあった石撲を運搬して下流に

堆積したご

七石流を構成した石礁は山地の崩壊面から供給されたものではなし、。

⑦土石流の浸食部はU字形を呈しやすし、。また土石流の断聞はド ーム状で

先端が小高く盛上って奔流する。

このような現象は，土石流の行なう渦巻きの運動によって説明できる。

これらの指適された特質のうち，注目されるのは ①，⑤および⑦ であろ

うコ

崩壊発生と地質との関係は，分布的にあきらかであるとしても，地質的選

択性だけで説明されるものではなく，むしろ，地形との関連，地形の基礎と

しての地質が問題とされよ う。 逆にいえば，崩壊は地質的選択の難易はある

ものの，基本的にはどこにでもおこり得ることを意味する。

土石流は， 山地の崩壊とは関係なく ，豪雨によ って発生した関連性のない

2つの現象である。

沼尾川，砂川，天竜川， 桜沢などでは流域に広く多数の崩壊地が形成され

ているが崩壊地の少ない白川や，ほとんど崩壊地をもたない荒山，黒桧山の

沢にも土石流が発生し，あるいは赤城根村字根利の南にある沢や，上越線岩

本駅付近で鉄道線路に大きな被害をだした土石流も流域に崩壊地がほとんど

存在していない。山地の崩壊によって生じた崩土が一時的に谷を堰とめ，そ

れが欠壊して奔流したために土石流をひきおこした場合も あるが，基本的に

は崩壊と土石流とは区別して考えておぐ必要があろう。

c 3) 赤城火山の山崩れ

赤城山の山崩れは5,550ヵ所に及び，ほとんど山地全体に発生しているが

赤城山南側の敷島，横!jff，北橋， 富士見，宮城，粕川， 新里，黒保根の各村

に約65%が集中しているつ崩壊の規模および密度は地域によ り異なり，標高

別にみれば600～1,lOOmの間に発生したものが81%を示している。地質的に
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は標高の高い熔岩地域には少なし集塊岩地域に集中している。河川流域別

にみれば，沼尾川，荒砥川，粕JII，深沢川，下水良沢，砂川および片品川が

赤城山の北斜面を切って作った急斜面などにいちじるしい崩壊地が密集して

いる。崩壊地の面積は，それほど大きくなく，長さ数十m，幅数m程度はそ

れ以下で，崩壊土の厚さも薄く，50cm内外のものが多 く，2mを越えるもの

はほとんどなし、。 赤城山南側では比較的大きく，沼尾川流域の平均崩接面積

は0.33ha，荒砥川流域は0.36ha，粕川は0.15ha，梨木川は0.18ha，田沢川は

0.20haで平均0.14%をうわまわっている。 崩壊の発生した場所は，必らず

急斜面のところで， 30°以下で崩壊した所は少なく，傾斜35°くらいでいちじ

るしく多くなっている。 さらに，50°以上の急傾斜になるとほとんど発生して

いない。群馬県の調査（『県下水害と林野被害及復旧施設』群馬県林務課，

昭和22年9月〉によれば，梨木川における崩擦の頻度は40。以下（35～40°)

で最大64%となっている。この調査では目測を主としており，目測の場合は

ほぼ5～100ぐらい急傾斜によむことが多L、。一方，農林省林業試験場による

梨木付近の実測調査（『カスリ ン台風の研究』群馬県，昭和25年〉によれば

30。前後に崩壊の頻度が最大となっている。 したがって， 群馬県による目測

調査を修正すれば， ほぼ30°～40°に崩壊地が集約され， 25°以下ではほとん

ど発生していなし、。

(4) 赤城火山の土石流

赤城火山の外輪山を中心として，放射状に走るほとんどすべての渓谷に土

石流が発生し，人家，耕地などの大きな被害をだした。I昭和22年，カスリン

台風における群馬県水害において，家匡，耕地などの被害はほとんどこれら

の土石流によってもたらされている。

土石流の発生時聞は， 9月15日の15～16時ごろで，ほとんど相前後して発

生している。

① 沼尾川土石流

前出の『赤城火山の崩接並に土石流』を中心にみてみる。

沼尾川は， 昭和10年洪水によりかなりの被害を被 り，深山部落より下流全

域にわたって平均15m幅の護岸工事を中心とした河川改修が行なわれてい

た。平常時は水があまりないこともあって， 河川改修後は両岸に家屋が建造
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され，水田，畑が発達していた。この沿岸は，昭和22年の土石流により，ほ

とんど破壊され，深山では70戸が流失全壊し，広い河原が形成された。河原

の幅は100～150m，広い部分は200m以上にも達した。 そして災害後は， 沿

岸の井戸が澗れてしまった。 9月15日以前の雨の影響もあって，沼尾川はか

なり増水してお り，辻久保付近では破堤の危険度が高まり，警戒体制がとら

れていた。 12時ごろ，いったん沼尾川が減水しはじめたため，警戒体制を一

時ときはじめた。 ところが，このころより降雨は一段と激しくな り，15時30

分～16時ごろ土石流が発生し，津久田付近には16時30分～17時ごろにおしょ

せた。深山部落では， 土石流発生直前まで沼尾川の出水に大きな変化 はな

く，堤防をこえて流水が溢れる こともなく，流木をひろいあげてさえいた。

ち ょうど，支川前入り沢の小橋が流されそう になり，この防備にあたってし、

るところ，急激に小山状の土石流が押寄せ，逃れるすべもない短時間に一気

に奔流した。土石流が奔流した後は， 1～2時間でオくは急激に減少し，荒廃

した河原があらわれた。 この河原は，すぐに自由に歩行できるような状態で

あったという。

沼尾川上流部では，土石流発生後もそれほど大きな変化はなく，小支谷の

押し出した土砂礁によって扇状の堆積をつくっている部分がある程度であっ

た。

中流部の深山付近では，激しく浸食されており， U字型の断崖の高さは7

～Smもあり，幅8～lQmの深い溝をつくった。中流部の浸食崖は 3～5

m，深いところでは15m以上にも達しており，断崖は巨大な岩石を混じた砂

礁で構成されている。なかに径30cmの材木が埋没しているところもあり， 過

去における堆積によるものである ことを示している。

移民rlJから辻久保付近に至る聞は，沼尾川がほぼU字型に深く浸食され， JII 

幅は約4倍にひろがると同時に， 相当厚い堆積も行なわれた。堆積は，JII底

から速いほど粗大な石撲が堆積し， Jll底に近づくにつれ漸次小さい礁の堆積

物となり，一般の河川｜の堆積様式と異なっている。

；士久保付近より下流では，もつばら石礁の堆積が主で，谷の浸食はまった

くなくなる。堆積の厚さは 2～5mがほとんどで，いちじるしいところでは

lOm以とにおよんだ。年丸付近では， 河川よ り100mぐらいもはなれた 2階

犀の半ばを；思めつくしている。堆積物は， 5Qcm以上の粗大な，ほぼ同じよう
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な大きさの石礁が主で，細粒の土砂は利根川に流出した。利根川合流付近で

は6～ 9mも河床が上昇し，崖錐のような型で利根川に合流し，利根川の流

れを一時堰止めた。その状況を，『敷島村誌』（群馬県勢多郡敷島村誌編集委

員会，昭和31年 9月〉 によればつぎのようである。「一沼尾川を流下した

土砂は，これまた大増水した利根川を堰止めて一大海原と化し，狩野々部落

の西方では既に大利根の濁流が逆流し，平常ならば遥かに底を流れている水

面は何丈も昇り，薄暗い中に八幡宮の西て、ピカリピカリと光っているO 初め

はこれが水面であるとは夢にも思わなかったが，稀落着いてよくみると確に

利根川の水面で、あることが判った」。 また，『権野村誌』〈群馬県勢多郡権野

村誌編集委員会，昭和31年 9月〉では，「沼尾川川口か ら利根川に押し出し

た土砂は，折から大洪水であった利根川の水を十数分堰止めて，下流の者は

それとも知らず利根川が減水を始めたものと思ったが， ト分後に更に前にも

増した洪水となって」，流された人が数人てナこo このため， 利根川は川瀬を

変じて，減水後真賀部では川瀬の変化により見渡す限りの陸となり，流木が

渦高く積重なっていた。

この土石流によって，上越線鉄橋は流され，千石付近では川幅6聞のもの

が20聞にひろがった。

要約すると，上流〈前入沢， 中入沢を中心〉， 中流部の川底が深く浸食さ

れ，そこにあった石礁が下流に運搬され，厚く堆積した。そして，土石流は

いっきに小山のようになって押し出し，継続時聞は短く，水位の高かった時

聞が10分以上つづいたところはなし、。こうした沼尾川の土石流の状況は，白

)/I，荒砥川，粕川，砂川などの土石流とまったく・同じであった。

沼尾Jllの土石流による被害は，死者82人， 流出 ・全壊171戸， 半壊24戸，

浸水家屋211戸，流失 ・埋没田58.5ha, 流失 ・埋没畑 188ha, 橋梁流失11ヵ

所を数えた。

沼尾川がほぼ中央を流れている敷島村には，清水，関下，小川田，川久保

など水に関連をもっ地名，五郎入，後入，南雲沢，黒沢など沢に関係したも

の，辻久保，三島谷，戸粟谷など谷聞を意味する地名が多いが，この土石流

によってほとんどが被害を受けた。また，人家別で、みれば，比較的新しい分

家，あるいは疎開してきた家などに被害が集中したっ
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②白川土石流

白川の土石流も r 沼尾川の土石流の状況とほぼ同じであるが，白川の；場合

は，上流三輪付近に発生した土石流と下流に発生した土石流とがある。上流

の土石流は， 16～17時ごろに，下流では15～16時ごろに発生しており，下流

の土石流と上流のそれとは無関係におこっている。

下流の小沢，原之郷，日輪寺の集落に致命的な災害をもた らせた土石流は

小沢の北にある白川橋に流木そのほかの流送物がひっかかり，白川の流れを

一時堰止めたことからはじまった。堰止められた白川の流れは，湖をつく

り，それがいっきに奔流して下流の土石流をひきおこした。白川橋は， 昭和

10年の水害後に護岸工事を主体とした河川改修の際，コンク リー ト橋にっく

りかえられたものである。災害後，河川改修による白川橋での流下能力が小

さいことと， 白川橋が頑丈に過ぎたことが，もっとも強く指摘さ札た。

白川橋下流からはじまった土石流は，原之郷付近では幅 2～3mで，深さ

約5mのU字溝をつ くり，土石流のもりあがった高さは約4mで，数分から

数十分続いたといわれている。浸食帯に相当した小沢，原之郷を一瞬にして

荒廃させた土石流は， 日輪寺に到って厚く砂醗を堆積して止った。堆積物の

厚さは，平均 2mで，粗大な石擦を中心とする堆積物の先端に，扇状に砂だ

けの堆積物が厚く発達した。 日輪寺では， 堆積物によ り家屋，耕地が埋没

し，流水のみが前橋方面へ流下した。

白川は，昭和10年の水害後，数本の砂防堰堤が築造されていたっ これらの

砂防堰堤は，致命的な破壊ーを受けておらず， 堰堤の効果がみとめIられた。白

川においては，沼尾川に比してはるかに河床の浸食が少ないことが，砂防堰

堤の効果をあらわしめたと考えられるが，土石流の通過地点における堰堤が

ほとんど破壊されなかった例が白川， 砂川にみられた。土石流特有の浸食作

用と砂防堰堤の効果について， 興味のある問題を呈示している。

また土石流は，原之郷から日輪寺にかけて， カシの生垣に当たって方向転

換しており，土石流の進路のカシ，ケヤキ，栗の木はほぼみな残った。この

ことは，土石流に対する防災手段と して，きわめて重要な意味を もってい

る。

一方，白川上流部では， 16時～16時30分ごろ，約3mの小!11をなす土石流

が箕輪に押し寄せた。箕輪よ り上流側が浸食帯で，下流側が堆積帯に相当し
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た。 さらに，堆積帯の下流で小規模の浸食帯，堆積帯のくり返しが，新地，

高松付近までつづいた。

白川は，箕輪までは沼尾川と同様に浸食された凹地内を流下するが，箕輪

をすぎるあたりから下流にかけては，山麓の広く聞けた凹地内を流れ，沼尾

川が深くえぐられたところを流れているのと対比される。そして白川の場合

は，沼尾川のように川沿いの家が密集していることがなく，水田も凹地内に

集中して存在することもなかった。 そこで，沼尾川では被害が激しく集中し

たのに対し，白川の場合は被害が広範囲にわたったものの，集中被害という

点で沼尾川をはるかに下まわった。 とりわけ，耕地被害の範囲は大きかっ

ザ’

ハー0

白川の土石流による被害は，死者104人，重軽傷者144人，流出 ・全壊家屋

67戸，床上浸水家屋71戸，床下浸水家屋197戸，流失回67ha，流失畑107haに

達した。

③荒砥川土石流

赤城火山南麓の荒砥川は，宮域村大沢地点で河谷を離れ，同時に流路を南

西に転じる。 この南西への流路は， カスリ ン台風時の土石流によ ってもたら

されたものではなく，かつての土石流によって南北の流路をすてて傾斜の大

きい現流路にかわったものである。大沢地点の変曲点を境に，土石流の浸食

帯と堆積帯が区別され，土石流の一派は変曲点を南に直進して耕地に堆積し

た。 さらに，土石流が柏倉方面から南下する支谷と合流する地点では，支谷

の河床がかなり低いため，柏倉と三夜沢，鼻毛石を結ぶ大沢西南の三叉路か

ら下流に激しい堆積をなした。 この堆積によってかなりのまとまった水田が

埋没した。

荒砥川の土石流は，ここまででいちおう堆積帯を終えるが，柏倉方面から

南下する数本の支谷の土石流が堀の内南で合流し， ふたたび浸食帯をつ くっ

て南下し，大湖までの沿岸耕地，道路を破壊した。 この土石流は，大湖の根

木屋付近から橋梁の影響を強く受けて堆積帯に移行し，粗大な砂礁のいちじ

るしい堆積がみられ，根木屋での河幅は， lOmあまりのものが50m以上にも

ひろがった。大湖から下流では，しだいに大きな石礁の堆積が少なくなり，

泉沢地区よ り下流では，主として砂が耕地を覆った。この間，所々に点在す

る沿岸の林の部分では，砂礁の進出がよく防がれている。 さらに，勾配の大
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きくかわる今井地先で破堤氾濫しながら，伊勢崎市で広瀬川に合流する地点

て‘は，ごくふつうの洪水とかわらない流れて、あったといわれている。

④粕川土石流

粕川の土石流は，それ自体で災害をひきおこしてはいなし、。上流部で発生

した土石流および山崩れは，規模も小さ く，ほとんど中流部までに堆積帯を

形成した。耕地および宅地は，粕JIIからかなり青山、ところにあり，被害はほ

とんどみられなかった。

粕川村八幡に至って，上毛電鉄の鉄橋を境に，粕川水害の深刻な被害がは

じまった。15時ごろまで，波状的にi曽水をつづけた粕川は，鉄道橋脚に流木

を集積し， 17時ごろには完全に流れを堰止め， 上流に湖沼を形成した。流水

は鉄橋より一連の滝のようにおちていたが， 17時30分ごろ，ついに鉄橋の西

側が破壊し，湖沼の水はいっきに奔流した。鉄道橋西側の破壊で下流部堤防

150聞が破堤し， 濁流は沿岸はもとより，伊勢崎市街地を水浸しに した。 伊

勢崎市街地では， 18時ごろ，すでに広瀬川の氾濫で市内東部はほとんど水中

にあり，粕川の濁流によって全市が浸水してしまった 9月16日の上毛新聞で

はつぎのように報じている。

「広瀬Jll14日増水， 15日未明危険水位突破， 15日午前11時頃堤防の低い

個所で溢水し，正午頃川久保西国で低地の家に床下浸水はじまる。西園川

久保方面15日寺半から16時，三家橋付近で決潰，広瀬川の本流は西園川久保

両町一円に奔流となって流れ込む。この水は広瀬町から美茂目町，茂町を

もひとなめにした。18時頃粕川， 八幡河原で一部堤防決潰，六間道路に沿

って南進し， 19時頃伊勢崎市内に入った。水深は市役所附近で6尺を越え

た。粕川方面では22時過ぎから減水し始め，広瀬川方面も夜半過ぎから減

水し始めた」。

八幡付近での堆積土砂は， 25～27crn程度で，赤堀村付近では土石の堆積は

ほとんどなくなる。

⑤砂川土石流

黒桧山と小黒桧山の山麓で，ナラの林の窪地に土石流が発生した。 標高

l, 400m付近で，浸食帯の深さは最大約5mで， それより上流には崩壊はま

ったくなかった。この窪地では，平常表流水はほとんどみとめられないとこ

ろであった。
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昭和10年の豪雨では， 利根郡にも土石流が発生した。このときの土石流

は，主として利根川本川沿いの右岸を中心に小支川が荒廃した。昭和22年の

場合は， 利根郡としては被害のもっとも少なかった片品川流域に被害が集中

した。砂川の土石流は，もっとも代表的なものである。

砂）, ，の土石流は，鷹巣部落上流から堆積帯に移るが，浸食帯では熔岩層の

岩盤が所々にあらわれ， 平均するとU字溝の深さは浅く，石傑の大きなもの

はあまりない。こぶし大の，比較的大きさのそろった石僚の土石流であっ

TこE

堆積帯に相当した大洞付近では，河岸に樹林が多く，これによって倒壊，

流出をまぬがれた家屋が多かった。下流の砂川部落では，奔流した土石流の

末端の被害として，沼尾川の年丸，千石とほぼ同じ状況を呈した。

片品川への合流点では，きれいな扇状地をつ くり，現在，片品川にけずり

とられた崖が，数mの声Jさで残っているのがみられる。片品川に押し出した

砂聴は，合流点でほぼ止ってしまっているが， 支川に発生した土石流が本川

に与える影響を考える うえで，きわめて重要なことと思われる。なお，合流

点付近の砂川の川幅は，片品川｜よりむしろ大きいほどになっているO

(5〕 赤城火山の治山治水

赤城火山周辺で、は，昭和10年の豪雨を契機に，森林治水事業が行なわれて

お り， I二流部には 2～ 3個の堰堤が施行されている河川が多かった。護岸工

事を中心とした渓流河川の改修もいちおうは行なわれていたが，カスリン台

風に伴う大規模．な土石流災害を契機に，新たに沼尾川l，天竜川，片品川を含

めて， ｜直轄砂防事業が開始されることとなった。まず，昭和24年12月に，緊

急対策として利根川水系砂防工事事務所が聞かれた。この砂防工事事務所は，

昭和11年から昭和21年までの烏川流域砂防工事事務所を再開したもので，こ

の烏川を中心とした直轄工事区域に赤城火山周辺を加えた。利根川水系砂防

工事事務所は，その後昭和34年に神流川，昭和36年に吾妻川流域を事業区域

に編入し，利根川流域では利根川水系砂防のほか，鬼怒川水系砂防，渡良瀬

川水系砂防の 3管区に統制されることとなった。

赤城火山における砂防事業は，流路工・堰堤を中心として進められ，現

在，直轄および県営事業とも継続中である。もっとも土石流の規模，被害の
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第 1図 利根川直結砂防工事実施区域
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~直轄砂防区域
年は編入年度を示す

激しかった沼尾川で、は， 土石流の浸食帯に相当す る本川上流に 2基， 中入

沢，前入尺上流に4基，中入沢合流点から前入沢合流までの本川に4基の堰

堤群が設置された。そのほか，浸食帯と堆積帯の中間に連続した床固め，さ

らに中入沢下流にも同様の床固め，利根川合流点付近に流路工が施工され

た。また砂川においては，大洞より上流に 1基， 下流に6基の堰堤が実施さ

れている。主要な堰堤の概要は第9表のようである。

(6) 赤城火山の土石流と利根川

赤城火山の土石流が， 利根川に対してどのような影響をもったかを観察し

てみる。まず，『カス リン台風の研究』から， カスリン台風にともなって発生
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した赤城火山の土石流を，調査に参加した人たちがどのようにみていたかを

整理するO 河川班として調査報告をした安芸岐ーは土石流の量として，水系

別に洪水流送土砂量，現堆積土砂量，将来流下予想量を推定している。そし

てこれらの土砂量について，「大量の堆積土が河道内にあり，概略の見当と

して将来流下予想量を推定してみたが，これらの莫大なる土砂が将来し、かな

る影響を及ぼすであろうかということは非常に重要なることである。今回の

ものに近い豪雨があれば，このような現象を再現するに違いなし、。 これをL、

かに処置するかが問題である」。安芸較ーのし、う土石流の影響は，河道内に

ある土砂がつぎの土石流をおこす可能性について論じている。それぞれの土

1 
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第10表 昭和22年洪水後の河積の変化（利浪川，片品川）

地 面 イヒ

m2 
利根郡川田村尾形原 1, 650 21. 4 m2の減少

前橋市曲橋町 3, 400 5.3 II 

勢多郡北橘村下箱田 3,300 3.4 II 

勢多郡白郷井村上白井綾戸 I 1, 680 8.3 ／／ 

（注） 昭和23年7月の測定結果についての考察であるが，断面は比較的固定された
地点である。広大な川幅の地点での測定資料はない。

石流をおこした河川内での再発の問題と して，将来流下予想量をとらえてい

る。一方，利根川への影響がどの程度あったかについては，洪水後の測定断

面から表を示し，「多少堆積してはいるが， このくらいはふつうの場合にも

変化する。むしろ誤差の範囲にしか過ぎなく，一体にあまり変化は認められ

ないj と結論づけている。つまり，赤城火山の土石流による利根川への影響

はほとんどなく，土石流発生河川内での再災害についての可能性を論じてい

る。

水源班として荻原貞夫は，復旧方針として，「今回の土石流は何百年に一

回とし、う程度の確率しか持たれないことは推定されるが，斯る大規模な土石

流にはし、かに対処すべきか0 .. －利用価値の少ない相当の面積を有する個所

に導いて堆積せしめるのが得策と考えられる。赤城山腹の谷筋のように遊閑

地の少ない所では所々に渓幅を肱けーた部分を設けておくのも一法であるJと

述べ，森林存在の意義についてつぎのよう に解説している。「他のあ らゆる

ものがそうであるように，森林の治山治水機能は絶対的であり得なし、。異常

の豪雨の場合には林地それ自体の崩壊する実例さえおうおうにしてみられ

る0 ・・かかる例をもって森林の存在を非難する人々もあるがこれは当を得

なL、。それはもし問題の個所に森林がなかったと仮定した場合との比較によ

ってその是非を論じなければならぬからである。森林がない場合には，表面

浸食によってー降雨ごとにある程度の土砂を流下するであろ う。その代わ り

に異常の豪雨に際しても大崩壊は生 じなし、。し、ぃ換えれば大崩壊を起こす風

化生産物が地表に残されていなし、からである。要するに問題は風化生産物の
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位置エネルギーの運動エネルギーへの転換を小出しにするか， 一時に放出す

るかに帰する」。渓流工事，山腹工事および森林治山のあり方について述べ

ていて，発生した土石流の影響についてはまったくふれていなし、。つぎに発

生する土石流，崩壊についての議論だけである。

閉じく水源班の坂口勝美は，赤城火山の水害と森林との関係について論

じ，カスリン台風にともなう赤城火山の水害は，直接原因は豪雨であり，崩

壊，土石流の原因は地質に旺胎し，さらに森林の効果が大きかったことを主

張している。発生した山地崩壊がおよぼす影響については，まったくふれて

いない。

また，水源斑としての小出博，野口陽ーも， 山地崩壊と河川， すなわち治

山治水の観点からはなにもふれていなし、。

同じく水源王圧の辻村太郎も，扇状地形成の過程としての土石流，洪水につ

いての解説をし，扇状地上の河川｜の変化F一一流心の変動ーー を問題にしてい

るが，治山治水の観点での論述はなし、。

『カスリン台風の研究』でみる限り，赤城火山の崩壊，土石流が，利根川

に対してどう影響したか，あるいはするかについては，水源班としては，ほ

とんどふれられていなし、。当時，大災害の一因として赤城山麓の開墾があげ

られたことに激しく反論した新沢嘉芽統だけが，「河川上流より土砂が流出

することが治水上大きな問題であり，・ー・それゆえに問題を正しく提起する

ためには，どこからというだけではたりないのであって，どこからどの程度

に流出するかというように，質ばかりでなく，その量もまた問題として取上

げられなければ正しい解答はえられない」と，治山治水の観点からの調査が

不十分であることを指摘している。新沢嘉芽統は，治U1・治水関係者ーのあい

まいさに強い不満を表明し，カスリン台風水害と赤城山麓開墾との安易な結

びつけを批判しているO

治山関係の調査内容のほとんどすべてが，発生した土石流の分析と再発に

関して論じ，発生した山地崩壊が河川に与える影響，つまり赤城火山の崩壊

と利根川との関係については言及していなし、。 ここでは，治山と治水の関連

性についてあまり関心をもたれていないといっていよいだろう。

赤城火山に発生したおもな土石流のうち，沼尾川，砂川を除けば，白川，

荒砥｝II，粕川の土石流流は利根川に対してまったく影響していなし、。白川の
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場合は，南橘付近で、堆積が終わ り，荒砥川においては大湖地点で，さらに粕

川においては八幡以下の土砂礁の堆積はなし、。白J11，荒砥川l，粕川は，いず

れも広瀬川に合流するが，広瀬川による前橋および伊勢崎市の水害の実態を

みても，土石流による影響はほとんどあらわれていなし、。現在においても，

広瀬川の河床上昇は，すくなくとも伊勢崎市剛志地点での橋脚，中洲，粕川

合流点での写真比較からは昭和22年災害以降の変化はみられなし、。

一方，沼尾川，砂川などの土石流は，利根川および片品川の合流点まで土

砂を運び出している。先にみたように，一時は利根川の流れを停滞させてい

るO 洪水後の合流点l'i，勾配の急な扇状地状の堆積がみられ，扇端部はl室状

にけずりとられ，現在までほぼ同じ型で残っている。 これ らの押出した土砂

の影響については， その後の砂利採取の激しさによって知ることができない

が，第10表のように昭和23年の測定では，利恨川への影響はほぼなかったと

考えてよいだろう。し、くつかある梁の跡もそのまま残札堆積の少なかった

ことを示している。そのため，災害後にはじまった砂防事業においても，片

品川および利根川の床固めなどはまったく行なわれていなし、。

（東京大学土木工学教室，工博）
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