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カザリン・アイオン台風による一関水害の

復原とそれに関する若干の知見

阿部和夫

I 序 今。なぜ一関水害なのか

昭和22年 9月15・16日のカザリ ン台風，翌23年 9月16・17日のアイオン台風は，岩

手県南地方に集中豪雨をもたらし，このため一関地方は未曽有の被害をこうむった。

北上盆地南端部の主要部を占める一関は， 北上川の狭店主な狐禅寺峡谷のため本支流

の氾濫水がせきとめられ，しばしば大きな被害をうけてきた。これはカザリン アイ

オン台風の場合も例外ではなかった。狐禅寺峡谷と盆地l有端部の氾濫の関係は「岩手

県気象誌」のグラフに明らかである （第 l図）。

カザリン アイオン台風後，一関水害を取りあげた古籍，論文，報告書の類は多数

に及んでいる。これらの多く li，同台風による一関水害の原因を，狐禅寺峡谷による

北上川の逆流に求めてし、る。カザリン アイオン台風によ る一関水害におし、て，北上

川の逆流は確かにあった。しかしながら同台風による一関水害の主要な要因を狐禅寺

峡谷の存在に求めるのは，水害の実態に照合して誤りである。同水害のもっとも大き

な要因は，北上川支流磐井川の鉄砲水によるものだからである。

カザリン・アイオン台風による一関水害を発端に始ま った治水計画は，北上川特定

地域計画と結びついて地域住民にバ ラ色の夢をあたえてきた。しかし事実の誤認にも

とつく対策は，正しい対策とはなりえないのである。

北上余地南端部の水害，一関市の水害，カサリン・ アイオン台風による一関水害

一ー微妙に重なりあい，また微妙に異なるこれら水害の実像が果してどういうもの

か，本論はこのような検討を意図したものである。

とはL、え，カザリンーアイオン台風から40年になんなんとする今，その実態をさぐ

ることは容易ではない。特に降水から氾濫にいたる水害の様子を順序だてて記した論

文，報告書の類は皆無だからである。しかしあるものは右を見，またあるものは左し

か見ていないようにみえる論文，報告書も，丹念に読みかえしてみると，水害の経過

をさくるヒントが各所に認められるのである。訟はこのようなヒントを整理するとと

もに，私自身の見聞，調査を加えて水害の全体像にせまりたいと思う。
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第 1図 狐禅寺水位と流域冠水面積 被害率
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II カザリ ン台風のおどろき

昭和22年9月7日， トラソク島付近において lf開の移動性熱帯低気圧が発牛ーした。

カザリン台風である。東北地方は台風の北 とによって前線が刺激され， 12日から厚い

雨雲におおわれている。台風l工房総半島をかすめて更に北上を続けた。このため14,

15, 16の3日間，岩手県：:t奥羽山脈から閉伊川筋にかげて集中豪雨に見舞われた。

一関地方（;t.，須川岳 （栗駒，，」）を中心に激しい雨が降 り，16日にはその極に達して

L、る。山頂周辺の流水を集めた磐井川はたちまち激流をつくり，途中，川にかかるす

べての橋梁を押し流した。16日午前11時，本寺における磐井川の流速は毎秒 4m，流

出盈は毎秒3,800～4,000m3であった（竹内清文）。

下流で久保川の水を迎L火、れて一段と水量を増した流れは，大きく右にカ ーフした

あと，まもなく 1i:にカー 7して市街地に人っている。市街地の入l寸付近は，右岸が丘

陵末端の崖に守られているのに対し，左岸は自然堤防の徴高地によ って守られている

にすぎなかったと ころである。このため左岸に押 し寄せた濁流は，荒谷付近の自然、堤

防をこえ，上の橋付近で堤防を打ち破ってあふれた水とともに川原Ill，花川戸に押し

寄せ，鍛冶町の北端にいたって本流にもどっている。
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鍛冶町北端に居をかまえ， 川原田 花川戸方面からきた水が，自宅の表円から裏口

にぬけて行った様子を目のあたりにした阿部政志はI)，水流がもっとも強かった時の

様子を「家の中を流れる水はヒザ頭程度であったが，流れに立っと足を踏んばって倒

されないよ うにするのが精一杯であった。も し足をとられて倒れるようなことがあれ

ば，裏口から本流ま でいっきょに流されるか，柱や立木に身を打ちつけて大怪我はま

ちがし、ない状態であった」と述べている。

16日，磐井橋をおそった激流の最高水位は 6mであったが，同時刻，狐禅寺の水

位は北上川上流の氾積水を集めて，すでに！Omに達 している。 市街地を流れくだっ

た氾濫水は， まもな く北上川本流と合流するが，狭院な狐禅寺峡谷にさえぎられて北

上盆地南端部一帯に湛水，逆流水は一関市街地におよんで，周辺一帯を一大湖水と化

したのである。

逆流水の様子について阿部政志はへ「家の中を走る水流がおとろえたので，2階か

らおりて l階にあったタンスの中のものを手早く取りまとめて再び階段のところにも

どったが，この間水位はヒ ザ下から胸の高さにあがっていた」と述べている。物の取

り出しに要した時間は，長 くみても 10～15分程度であったことを前提に考えると， 15

分程度で lm の水位の上昇があったことになる。

氾濫水がひいた翌翌日， 少年時代の私は， I宵1:9iJな流れに立ちかえった磐井川の岸辺に

立って，この川が厚さ2～3m （上幅），コン クリ ート舗装 30cm余の庭防を見るかげ

もなく崩し去った元凶とはどうしても信じられなレ思いであったことを思い出すので

ある。

m アイオン台風のおどろき

I. 雨はどのように降ったか

昭和23年 9月，小笠原南方洋上に発生したアイオン台風は，伊豆半島南万において

進路を北東にかえ，房総半島をかすめて東北地ffに入った。一関地方は， 15日イ主半に

いたって降水をみるが，16日午前ま ではそれはと自強いものではなかった。しかし午後

2時頃になると次第に強さを増 し始め，次第に豪雨と変ったのである（竹内消文）。

一関の降水記録は， 16日午後 2時以降が 1時間 20mm以上，午後 4時から 6時まで

が IOOmm，特に午後 4時から5時の 1時聞は 59.2mmとL、う型破りなものであった。

16日未明から17日午前 2時の24時間の降水は 258.5mmに達している。 l'liは午後10時

に入って急に弱まりをみせ， 17日午前10時，ようやく晴聞をみるにいたったのである

（東北地方建設局）。

2. 山崩れはあったか

アイオン台風による一関水害の特色は， 短い時間内に大量の水が流れくだったこと
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第2図 アイオ γ台風による雨量分布
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岡川124個所， 山谷川46個所，産女川65個所，井戸沢15個所，湯尻沢44個所，久保川

本流84f箇所， JI！台川83個所，栃倉川59（固fiJr. 市野々 Jll1,339（阿所とな っている （復興

誌）。

竹内はまた， 久保川上流で大規模な山崩れがあったという情報をもとに，阿川す じ

の調査をおこ なってレる。その結果，小規模な山崩れは所々 にみられたが，うわさ さ

れたような大規模な山崩れはなかったとしている。 そして萩荘中学校付近に流れがせ

きとめられた痕跡があったことから，橋梁が流失するまでの比較的短時間，水流と土

石流がせきとめられたとい う推測をおこ なっている。

竹内と別に山崩れ，崖崩れの調査にあたった佐藤技官 （地方事務所）は，厳美渓上

流 4kmの地点， 磐井川の北岸にwz:立する白俸が長さ 400m，高さ数十丈にわたって

くずれ落ち，そのため河畔の 2分の 1, JI！筋の3分の lが岩石や土砂に姥められてい

たことに注日している （仙台管区気象台，復興誌）。

磐井川は，16日午後， 向巌の崩療によ って しばらくせきとめられるが，上流から流

れくだる激流に絶えきれず決潰，水流は土石流と ともに下流にむかつて獄然、と定 り出

したのである。

3. 鉄砲水はなぜおこ ったか

一関水害の特徴は大量水の短時間内の流 F，すなわち鉄砲水であったことについて

は既にふれたとおりである。

それではなぜ鉄砲水は発生したのだろうか。 このもっとも大きな要因は，流放をお

そった集中安雨であり，もう 一つは地表水をさえぎる障害物が相対的に少なかったこ

とである。鉄砲水の主因を前者とすれば，品IJ悶は後者とすることができる。

蔵重一彦は，岩手県南地方の諸河川を分析して次のよ うに述べている。その一つは

起伏の小さい地域とそれの大きい流域では， f走者の被害が大きいこと， 二つめは立木

密度と針葉樹比が小さければ小さいほと被害係数が大きいこと， 三つめは森林の状

態，起伏度，降水の状況が同じであれば洪積層がもっとも崩れやすく ，次に第三紀

層，も っとも崩れにくいのが安山岩層で，崩れやすさの比は250: 127 1であること

以上である。 蔵重はも う一歩論を進めて 県南地方の請河川のなかで磐井川流域

は，①起伏度が大きく，②立木密度と針葉樹比が小さく，③崩れやすい洪積層と第三

紀層が広レと指摘している （資源協会）。

弘法建三は，白崖の崩壊の要因について，それの上層断面はj享さ約 3尺の赤褐色の

土層と基層の凝灰岩の間に約 2尺の磯層があり ，この中間層に大量の水が浸透して流

れを生じて大崩壊をみちびいたとしている（資源協会）。

集中豪雨，さえぎる樹木の少なし、地表，浸透水によって崩れやすい地質，土石流を

押し流してつっ走る激流一一一鉄砲水の条件はそろっていたのである。
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第3図 調査区主主地質略閃

士克

「宕手県下に於ける7イオ ノ台風．ニ Eる洪水被害調査」

4. 水害ほどのようにおこったか

一関市民：主，前年のカザリン台風による被害が極めて大きかったので，磐井川の水

位を戦々恐々として見守つでした。しかし上の橋付近の水位：:t.，予期に反して平水位

とさして変らず，午後 4時 0.4m，午後 5時 0.7mとなったにすぎなかった（竹内清

文）。磐井川上流におレてかなりの降水があったにもかかわらず，下流の水位があま

り変化しなかったのは，各所でおこった山崩れ，崖崩れによって支流，本流がせきと

められたことによるものである。

F流部の最初の氾濫（工，午後 5時頃，市街の南部丘陵地からの悪水を集める内堀り

と吸川でおこっている。浸水状況は，東北本線西部の大町付近で床ド浸水，吸川付近

で床上 30cmであった （東北地方建設局 仙台管区気象台）。

磐井川にかかる上の橋の水位~:t.，午後 5時過ぎに増水にむかい，ほどなく 1.9mに
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第4図 アイオン台風・磐井川の浸水状況

「竹内清文氏調査」

引用者コメノ ト l.l"liiむ岸の調査結果て， I，＇／；＇＂＇流路；工記入きれて Lな L。

達している。そして午後 6時になると，高さ 1.5～2mの渇流か押し寄せてきた。水

流は水位が 3,30m から 4,1m と上昇したあとも衰えず，流水 家屋 土砂は上の橋

に滞留，このため濁流は上の橋際の堤防両岸にあふれた。水位は 6時30分から 7時20

分にかけて 4,2m から8,0m と上昇を続け，上の橋は山をなす滞留物に耐えきれずに

落橋，流れは磐井橋にむけて走り出した。上の橋下流の堤防は，この時L、っきょに破

壊されたのである（竹内清文・東北地方建設局）。

堤防を破壊してあふれ出た水は，堤防ぎわの家屋を打ちくだき，町屋をひとのみに

して東部の鉄道線路土手にさえぎられてしばらく滞留した。奔流は樋管のj曲っている
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上手を中心iニ切り崩し，東方の三関）j面にむかい， 午後 811寺頃，堤防を外から破って

磐パ川本流と合流したのである。 . )j，上の橋上流，里前方面から浸4えした氾濫7Jq;J:.

川原田，花JillI，鍛冶町をひとなめしていったん本流に合併しし， しl正らく河身にそ っ

て流下した後，鉄橋にぶちあたり， ！，－；岸部に溢流して中里大林方面；こむかったのであ

る（東北地方建設局 竹内清文）＂。

洪水の最大水深についてみると，東北本線西寄りの市街地：I磐井川上流の鉄砲水に

よるものであり， 東寄 りな北上川の逆流水によるものである。 最大水深の記録：;t.，時

間的には16日守後 7時30分頃で 地下町中央が 3.60m，円l村町と大手町の境界 （税

務特）付近が 3.50m，新大町南端が 1.80m である （竹内清文l。

5. 被害はどう であったか

洪水のあと，おどろ くことは，磐井川ぞいの淀防がl京型をとどめなL、までに破峻さ

れ 堤防ぞい本岸の川l京Ill. 花川戸，鍛冶町，イi岸の川街．西花王町の家のほとんど

が流失，家屋敷地は泥土に埋まり， まるで河原のようにな ったこと である。右岸の堤

防を絞った氾濫水は，川街から広街，大町の中央を東にむかったため，流路にそって

帯状に家屋が流失してレる。 JIJ街にそう 中街の家屋が意外に多く残っているの：工，！II

fJjと中街の境にあった庭木が流木を押しとどめたことによるものである。 流路にそっ

て姿をさ らしているか苧ふき屋根の家屋は， 土慨がすっかり洗い流されて，なかが泊、

らんどうにな っているものがiまとんどであった。

氾濫水の流路には，家屋の周辺や物かげ，凹J也などいたると ころに泥上が置かれ。

市役所調査で、ド均 45cm，竹内調査で市街地 lm以上，耕地 30～50cmに及んでいる

（復興誌）。水勢が衰えた i関付近の氾濫原は桑の木が 3分の lほと土砂に埋もれてト

た （仙台管区気象台） 。 ijf［路にあたる市街地に i;J:. ， 家屋や1荒木が車干に接してうずI~~ く

つみ重ねられ，文字通 り！Eの踏み場もない有様であった。激流のすさまじさは，磐井

川の鉄橋がピー アの沈卜によってずれか生じている ことに も窃える。

一関 （旧 ー関市）の被？と’：;t.，死者234名， 行方不明259名，負傷者4,960名， 流失家

屋468戸， 全壊家屋334！二＼床上浸水1,837戸，）ふ下浸水3341ゴ，耕地の被害は1,380.0

町で，その内訳（主流失均没回158.0旧I，冠水圧1668.0町． 流失埋没畑137.0町， 冠水畑

417.0町， 被宮総額は34.7億円に達している （復興誌）＇。

6. 逆流水11どのようにやってきたか

カザリン， アイオン台風による一関水害の原閃は，既；こλたように上流からの鉄砲

水と北上川本流の逆流＊に求められる。

アイオン台風による盛岡の降水状況についてみると，集中豪雨のあった時間帯は16

日午前10～11時と 午後4～8時で， l時間内の舷大降水帯：主午後 5～6時とな ってレ
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第 5図家屋被害

「竹内清文調査」

る。狐禅寺峡谷入口付近の水位の上昇は， 16日の夕方に始ま っているが，この時刻か

ら午後 8時までの増水は，北上川上流の氾濫水によるものではなく， 一関付近の支流

河川の氾濫によるものである（第 7幽 仙台管区気象台）。

鉄砲水による市街地の氾濫は， 16日午後ll時になってようやくおさまりをみせ，同

12日寺30分に約 30cm減水している（竹内清文）。北上盆地南端部への溢bit，氾濫は，

16日午後 6時頃から始まり，まず中里柵瀬から大林万面を水浸しにしてレる。午後 8

時，磐井川の鉄砲水が峡谷人口に到着すると，一段と勢いを強めた逆流水が中里方面

をひとのみしている（復興誌）。 狐禅寺峡谷入口の水位は，このあと北上川上・中流

の氾濫水を集めて上昇を続け， 午後 9時10m, 17日0時 12m，午前 3時 13m，同 6
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第 6図 洪水の段高水位と土砂Jjf'.,fl氏

「竹内清主調克

時 14m，そして午後 5時；ニ絞高水位 15.58mを記録してL、る。

逆流水が鉄道線路をこえて市街地におよんだのは17日午後 6時頃で，この頃盆地南

端一帯il.一大湖水と化している。 逆流水の最大水深il.. 細谷地 7.50m，細谷 6.50m. 

柵瀬 7.50m，正覚 6.20m, ド大林 8.50m，前坊rl橋付近 7.00m, I有白幡 1.80m，三関

6.50 m, r有豊隆 6.30m，地主町角 1.30m，一尚前 1.20m，町役場前 3m，一関駅前

2.30 m，新大町 2.30m （復興誌）で，逆流水が市街地fJ• ら完全にヲ l L、たのは18日10

時頃にな ってからである （仙台管区気象台）。
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第 7図北上川と磐井川の渓水位

町E

「竹内清士調而」

N 経験者が伝える水害

アイオン台風が東北地方を北上している時，一関で写真業を営む三浦重三引は，須

川岳（栗駒HI）頂上下の須川温泉に滞在して雨の様子を日聖書している。 15H，三浦は

晴天のもとに風景写真の撮影を終えているが，翌16日はあつい雲におおわれて， 100

m 先はおろか，近くの大日岩さえかすんで見えるほどであった。

「今すぐ下山しなければ， しばらく 111をおりることができなl'Jと直感した彼は，

大急ぎで身仕度をととのえ，午前8時30分，宿をあとにしたのである。 1時間後，名

残が原のお花畑を横切る頃，雨足は次第に強くなり， Ii¥森高原付近に達したときには

強風まじりの雨と変っていた。林道を流れる水（工膝の高さに達し，歩行は次第に困難
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第8図 アイオン台風による一関の死亡者

地主町

仁コ＝ 男
亡コ＝ 女
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「関市水芹復興誌

となってきた。午後 2時20分．ょうやくな山口にあたる瑞山にたどりついた。 illあい

の道から解放され，ほっとした思いであたりを見凶すと句ここもまた大変な豪雨であ

った。

午後 3時30分，路線ハスが着レたので， 三浦は「山ii大変な雨fニ。早く出発しなけ

れば大変なことになる。」 と折り返し運転をうなかしたb・運転手；工 「Illの水は少な＇ 'J 

としって聞きいれなかった。パスは午後 4時にな ってようやく出発した。丹治橋を渡

る時，磐井川の水（立をみると。運転手のL、うように川の水；土少なかった。本寺地内に

入ると，水路の水が路上にあふれ，道路わきのffci（工完全に倒伏していた。本寺真坂を

過ぎると，路上；こ直径 20cm 以上の木が倒れていた。事長存の協力によって倒木をか

たっけ，ほっとしてあたりの様 fをみると，路上を走る水；工深さ 40cmに達 してい

た。入道橋にさしかかると，水（工道路下の民家に山津波のようになって流れ入ってレ

た。ただごとではないと感じた運転手はようやくエンジ／の音を高めたのである。

,ll,i'l，井堰の取入口付近からみた磐井川Ii,i笥流均、音をたててうずまいていた。五串を

過ぎ，釜ケ淵にさしかかったが，この辺りは氾濫ノ＇］（があふれ，ハ λ の運行はもはや不

可能であった。やむをえず滝の上に引き返すと，こ の集J品；主周辺の氾濫から取り残さ

れて島のようになってレた。豪雨は日暮れ近くにt,eっても変らず，磐井川はどんどん

水かさを増していった。 1後 6時 大木を折り 重ねてUIのようにもつあがった渇流

が，ハリハリという大音響とともに押し寄せてきた。このため厳美渓にかかる大工橋
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があっという間に流され，河畔の岩の上の松ゃあずま屋も一瞬のうちに姿を消してレ

った。

三浦泊、須川温泉や登山道で目撃した豪雨にくらべて，磐井川中流のI曽水がそれ程てー

なかったのは，崖崩れのために川がせきとめられたことによるものとみてよい。彼は

また白崖付近を通過した約 5分後に同所の崩壊があったと述べてし、る。 崩壊のあった

時間帯，近くの農民は 「け暮れどき，ガーン，グラーという ー鳴りー揺れがあった」

と述べている。 また同地区民は， ドカ ンという音とともに大地の振動があ り，近所

の人々 と「これが山津波というものだろうか」と話 しあったことを記憶してレた。 水

害後，自民の崩壊の調宣tこ出かけた佐藤技官は，およそ 3時間の調査中に，侵刷れと

思われる山鳴りを 2度経験したと述べてし、る。

話を；j(’占にもどそう。磐井川下流の人々は 前年の水害のこともあったので，任す

ぎから増水を讐戒してL、たが，夕方になっても意外に哨水の様 fがみられなかったの

で， ょうやく安堵して夕食にもどってレる。ちょうどこの頃，白体：ーの大崩壊があり，

i局流がせきとめられた土手を切って卜一流にむかつてL、たのである。

川原 i封じ！討をかまえていた小野寺式維は，水~の様子を次のように述へている。

所用を終えて自宅付近にもどった時，遠雷のような音を耳にしたので，思わずその

ほうに日をやると，薄暮のなかを白張厩風をたてたような波が押し寄せてくるのが見

えた。波の高さは l丈をこえていた。日の前の家がiJ!iに飲まれたと思ったとたん，屋

根の上に身体がうちあげられていた。家は磐井川の流れに押し出され，あっと思う間

もなく磐井橋に近づいていった。

花川戸の信夫楼にレた千回要治は 磐井川の水位ii5時30分頃まで 2尺程度に過ぎ

ず，排水管から流れ洛ちる水音が異様に大きかったことをおぼえていた。 6時過ぎ，

遠雷のような音とともに激流がやってきたので二階にかけあがったか，逃げ遅れた者

は階段のところでずぶぬれとなった。 十二階から磐井一川のほ うをみると，堤防の外から

本流になだれこんで入る渇流は，磐井川の水位よりはるかに高く，その様子はまるで

滝のようであった。このあと上の橋の洛橋によると盟、われる第二波がやってきた。気

がつくと30間も離れてL、た「かんすい楼」の平屋が，信夫楼の二階の屋恨と並んでい

た。 三階建ての信夫楼が磐井川のほうにがくんと傾レて屋恨瓦ヵ、青をたてて流れの中

に落ちたと思ったとたん，傾きが反対に変り，廊下が真一二つに折れて盛りあがってき

た。気がついた時，家は周辺の建物とともに対岸に流れっき， 三階建ての 「せんかく

楼」が磐井橋の取付道路にのっていた。

地主lllfの磐井橋際に16を携えていた今出可橘は，5時頃，子供たちの「水が出てき

た」 とレう声で表に出ている。今出はこの時，淀防からあふれ出た水が路上を走り始

めたのをllにしている。水はまもなく，家の裏口（南）から表口 （北）にむかつて流

れ出し， ょ階にあがる階段がみるみるうちに水の中に安をかくして行った。水の上昇
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は，カザリ／台風のとき：iI段 1時間稗ーであ ったが，この時Iil段 2-3分もかから

なかった。危険を感じた家族ii，窓から二階の尾根にあがったが，間もなく隣りの二

階建ての屋恨をひとのみするような大水がやって きた。屋恨に人をのせた家i:t，桜街

付近から新鉄矯の方向iこ流れていった。

今出と同じように，地主田I，磐井橋近くにJ,1fを構えていた金森三郎I;t, 7時半頃，

磐井川の水位泊‘堤防すれすれになっていることを目にしている。危険を感じた金森

は，家族全員二階にあがるように指示しているが，間もなく大音響とともに濁流が押

し寄せてきた。金森の家：I，間口 17間，奥行IO間，総治二階建ての頑丈なっくりをし

ていたので，誰一人として家が流されるとしみ予想をした者1n、なかった。しかし濁

流；土建物を押し流したのである。 濁流にの った家屋：;t, 旧一関中学校のグラウノト方

向にむかった。屋根の上の人々は，左 Fに磐JI橋の鉄橋らしい彬を認めるとともに，

同時刻，地主町からあがった火の手によって問辺を流れる人家の様子を目撃してい

る。鉄道線路をこえた家屋Ii，河畔の桑畑にしばらくとどま っていたが，やがて＝三関

方面にむかった。漂流する家）乏の前方には北上川本流の激流がごうごうと音をたてて

L、fこ。

5時30分頃．磐井橋をわたった佐藤常治6'Ii，磐井川の水位が平水位であったこと

を目撃してレる。また，鍛冶町の北寄りに居を構えてした阿部政義7は，磐井川の水

位が平水位またはそれ以下であること合見届けて夕食の座につレている。しばらくし

て上流から自然堤防を魁えてなだれ込んだ氾給水か路上を走 i）始めた。 その水位：;t

60 cmほどであった。 二階にあがってj泊りをみると，水流がー段と勢レを増して家屋

を押し流し始め，阿部宅を支えに路上にぎっしり立ち益んでいた。 このあと上 Fの磐

井橋方向から大音響力：おこり，それとともに濁流がものすごい勢いで流れこんでき

た。路上に並んでいた家並：I，このため本流に次々に押し流されて行った。阿部宅は

水圧に耐えてしばらく動かなかったが，筋向いにあった建物の衝突をうけると，たま

らす’本流に押し出された。二階の屋根にまたがった家族 7人：主 漂流の途中，対岸の

火事を円撃している。河身；こそって流れた家以は，鉄橋に衝突 して 5～6回浮き沈み

したあと左岸の熊の原万面（中里荒谷）にむかった。このあたり：工北上！｜！ と磐井川か

ら押し出された水によ って大きなよどみをつくり，家以や1荒木カ‘ぎっしり立ち；泣んで

いた。人々（まより安全と恩われるところへ移るべく，｝￥恨の上を伝え！J）き，必死にな

って救いの声をはりあ：fた。このようなとき川舟を所令してした周辺の人々：;t, 提灯

の明りをもとに救助活動にあたった。 Jll舟は救助した人々を満載して，逆流水のため

静かな流れと変った磐井川本流を横切って対；；＇.：の三関に着岸している。

磐井橋付近に鉄砲水が押し寄せる時刻j，北上川右岸の柵の瀬の住民は，町の中から

火の手があがったので外；ことび出している。人々は，早速 消火活動；ニ出むく準備に

取りかかったが，増水のため火事場に出かけることが小可能である ことを知ってしば
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らくその場から火事の様子を眺めてレた。この時，磐井橋}j面から l~I L、波が横一線に

なって押し寄せ，鉄道線路の上手をあっと いう聞にとひ越えて行った。波の出1さは土

手上3尺ほどあった。

v 結び一一イメージの一人歩きを戒める

北上盆地南端部の水害は多くの場合，北上川本流の狭障な狐禅寺峡谷の存イtによっ

て生じてレる。既にみたようにカザリン アイオン台風による一関水宮は，磐井川上

流の鉄砲水と狐禅寺峡谷による逆流水の一二つに求められる。水害後，この問題を取り

あげた論文，報告書の類は多数に及ぶが，これらの多くは，北上盆地南端部の水害と

カザリン アイオン台風による 4 関水害を同一視している。しかしカザリン・アイ

オン台風による一関水害のも っとも大きな被害は，上流からの鉄砲水によるところが

大きいのである。

北上特定地域開発計画は，カザリン アイオン台風による一関水芹の防災対策を目

際の一つに出発しているこ とは衆知のとおりである。 石淵，猿ヶ石 湯田・凹十四回

・御所など五大ダムの建設はそのために取りあげられたものである。これが狐禅寺峡

谷に押し寄せる水量を調節 し，」ヒ上盆地南端部，あるいはその大部分合占める一関市

の水害防止に役だつことは確かである。この点からみる時，北上特定地域開発計画

は，北上盆地南端部，あるL、は一関市にとって決して不必要なものではない。

しかし 」関周辺の水害を，北上盆地南端部の水害，一関水害，カザリン アイオ

ン台風による一関水需と分けて考える時，その対策がこれらのすへてに役だっと考え

るのは誤りである。カザリン・アイオ ン台風による水害対策を中心課題として出発し

た北上川の治水対策は，北上盆地南端部，あるいは一般的な一関水官の対策となりえ

ても，磐井川上流からの鉄砲水による水’Zの対策とはなりえないからである。前者は

狐担~寺峡谷の果す役割が極めて大きいことに端を発した誤解によるもの，更に押し進

めていうなら狐禅寺峡谷のイメ ージの 人歩きによるものということができる。イメ

ージの一人歩きによる対策は，事実の誤認によるものだけに本物の対策とはなりえな

し、。

カザリン アイオン台風による一関水雲の500名におよぶ犠牲者にささげられる鎮

魂歌は，事実を正し くとらえた正しい対策でなければならなL、ヘ

【注】

1)' 2) 山目村鍛冶町12番地の出身による。

3) 竹内の「アイオン台風 磐井川の浸水状況」は，右作の調査で．左岸の流路に

つレては記入してし、ない。第 9図の線の起点は白宅， 。印は遺体の発見個所を示

す。この図から左岸の流路を推定するためには，災害当日，当事おが自宅にいた
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第9図 アイオ／台風遺体分布

’遺体定見例市 ｛同地Jバ内発見；ニ古略

-i'I＇｛＇と J置体定見個F苛を結合

｛’j、持動：t省略，

よ~，~：：：こ~~.！ .~もに遺体叫水と引き水；こよって移動しりったことを

山：~：It~~If;f tf~HiHt，~~~：~：f ：；：；；」
；；』；：I~i~ff
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害復興誌」によった。

5) 一関町広街29番地の出身による。

6) 一関市竹山町7 2に居住。

7) 山目村鍛冶町12番地の出身による。

8) 本論の骨子は，昭和60年 9月の東北地理学会において発炎したものである。そ

の折，東北大学米地文夫助教授より，アイオン台風による被害は，前半のカザリ

ン台風の復旧工事の遅れによるもので，極めて人災的な色あいの強いものではな

L、かと L、う御意見をL、ただL、た。米地助教授の御指摘は，前年，カザリン台風に

よって甚大な被害をこうむった利根川水系の場合，万全な復旧 防災対策によ っ

て，翌年のアイオン台風の時は被害を最小限に食いとめることができたというこ

とを前提として話されたものである。これは災害の対象地域を，北上川水系とL、

う7 グロな視点でとらえた時に該当するといっていい。しかし対象地域を磐井川

流域に限定した場合は，そのまま該当するとはL火、がたい。磐井川堤防の復旧工

事は市街地右岸の 212m （土のうのつみあげ）を中心とし，その他は右岸，左岸

ともほとんど未着手のままであった。復旧計画泊、災害前の規模を上回るものでな

かったことを前提に考えると，これが台風前に完工していたとしても，アイオン

台風の豪雨と渇流では災害を食い止めることはほとんど不可能であったと考えら

れる。同災害に人災的な色あいはあったにしろ，総体としては極めて自然災害的

色あいが強かったとみるのである。
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東北地理 2巻 1号

8. 蔵重一彦 (1950) 岩手県 Fにおける 7 イオン台風による洪水被害調査北上

川流域水害実態調査 （資源協会）

9. 竹内清文 (1950) アイオン台風による磐井川の洪水に就て（向上）
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IO. 佐藤i惇 （19501 主要河川に於ける Iii量と水量 同上

11. 蔵重一彦 （1951) 北上河行に於ける台風被害のー例 東北地理 1巻 2号

12. 菅原正己.)L山文fj (1953) 北上川洪水における狭窄部流量およひ狐禅寺水

伎の推定につして 統計数列研究所講座録85 

13. 佐々木久蔵 （19561 北上川流域の開発 地理 I巻 l号

14. 小川博三 （1956) 北上川洪水史の研究 東北地理 6 巻 5~

15. 岩手県総合開発局 （1959) 北上特定地域総合開発計画概要と実績およひ開発

効果岩手県

16. 鈴木軍之進 （19691 北上川盆地の洪水対策について

I 7. 川本忠平 （1966) 北上川水系のタム 地理11巻 2号

18. 盛岡地β気象台 （1966) 岩手県気象誌 財団法人気象協会盛岡支部

19. 磐井川堤防補強促進協議会 「大洪水写真集」

20. 山田安彦 （1975）・明治以降における北上川治水の歴史地理学的分析に関する

覚書 岩手大学教育学部研究年報35どを

21 アイヒ ン 開発七ンタ ー （1975）。北上川 岩手欣送株式会担

22. 白井義彦 加藤徹 （1977) 北上川峡窄部の水平IJ問題 ー関遊水池計l由lの検

討水平IJ科学115

23. 盛岡地方気象台 岩手県 （1979) 行手県災異年表

24. 鈴木軍之進 （1979) 一関市水害復興物語 一関プリ ント干｜

25. 阿部和夫 （19801 ~t上盆地南端部；の水利と土地改良 歴史地理学紀要22

26. 内田和子 （1985) 遊水池と治水計1JifJ 古今書院

付記

昭和57年6月30日， A 関青年会議所は，一関市立凶宍館前に，カザリン アイ オ

x台風による一関水害の実態を伝える掲示板をつくっている。

同掲ボ仮：主，水害を身近に経験した人々の手によるものだけ；ニ，その実態を誤り

なく記している。

水害の実態を再確認するために，以卜，その内平等を紹介 しておきたL、。

「昭和22年 9 月 1 5 日はカザリン台風，手~23年 9 月 1 6 日；こ：工 ア イオン台風が連続し

て一関に空前の大災害をもたらした。

両台風は前日からの降雨が暴風雨にをきこまれたものだが，カザリンは山岳地に

長雨を，アイオン；主主として平好部を裂し，局地的に雨量をみた。

堤防決潰が惨事を 1

カザリ／台風の際i:t.磐井川の支流が集水し急激な増水をまねき，濁流11全橋梁を

流して磐井川の両堤防を噛み砕いた。その猛威は山口地区の kの橋通り，花川戸の
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人命と住家を一瞬にして奪い去った強烈な大自然の暴威だった。

重なる悲運にぼう然！

今方アイオン台風l:t局地豪雨て＇265.6ミリを記録，磐井川の水位が 1時間 5メー

トノレの早さで増高， 上流から上砂流の山津波となって，前年崩唆したままの上の橋

と磐井橋堤防を再び破撲，市中心部に激流となって氾濫した。水勢は更に北上川本

流に合流したため夜 9時頃逆流がi曽高し，再び市街を泥海と化した。 以下略ー」。

（盛岡第一高等学校教諭）
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