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1. はしがき

北上川狐禅寺峡谷水害史の研究

阿部和夫
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まとめ

北上川は岩手県一関市狐禅寺から宮城県登米郡中田町大泉まで，北上高地と

奥羽山脈から張り出す丘陵内の峡谷をくだっている。峡谷は入口の地名にちな

んで狐禅寺峡谷，あるいは狐禅寺狭窄部と呼ばれ，その延長は28kmにおよぶ。

峡谷の幅は200～300m のところが多いけれども，狐禅寺から川崎村門崎の峡

谷北部は特に狭睡で，最も狭いところで70m あるにすぎない。

狐禅寺峡谷の入口に位置する一関市，具体的には北上盆地南端部は，通水量

の少ない峡谷にはばまれ，氾濫水が滞留，逆流する水害常習地として知られる。

ここで取りあげる狐禅寺峡谷は，流れ入る氾濫水によって被害を受けるもう一

つの水害常習地である。

峡谷内の水害の実態と対策は，一関水害が研究者やジャーナリズムからはな

ぱなしく取り上げられているのに対し， 一般に知られることが少なかった。 こ

れは一関水害が，たびたびおこる磐井川上流からの鉄砲水によって人的被害が

多く，それとのかかわりあいのもとに取り上げられることが多いのに対し，峡

谷内の被害は，人的被害をともなうことが少ないことによるものである。
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しかし狐禅寺峡谷内の水害も，歴史を

さかのぼれば，しばしば集落を押し流し，

耕地に壊滅的な打撃を与えているのであ

る。本稿は狐禅寺峡谷内の水害が，L、っ，

どのようにおこっているか，またそれが

どのような特色を持っているかを探り，

峡谷内の水害対策に一つの資料を提供す

ることを意図したものである。

2. 狐禅寺峡谷の地形的特色

丘陵内を流れる北上川は，土地を深く

刻み込むため谷幅が狭く，谷壁の急な峡

谷をつくっている。

峡谷内中央の花泉町中神地点のボーリ

ング調査によると，北上川の流心付近は

地表から40m まで砂や円礁が堆積して

おり，その両岸は下層が流心付近と同じ

砂磯，その上にシルト質ロームと砂が堆

積しているという。峡谷内の沖積地は沖

積世以前の下方侵食によってつくられた

V字谷に，円磯や，砂，泥土が堆積し

てつくられたものである！）。

川の勾配に注目すると，北上川の平水

位は上流の盛岡付近でllOm, lOOkm下

流の狐禅寺付近で10.6m，狐禅寺から28

km下流の峡谷南端の中田で6.5m と

なっており，盛岡から狐禅寺間の勾配が

大きいのに対し，峡谷内の平均勾配は 1

対4.873と緩やかである2）。

河川勾配が緩やかであるということ

は，河川が運搬する砂や泥が運搬力の低

下にあって峡谷内に堆積することを示し
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図1 狐禅寺峡谷状況図
出所）縫瀬良明 「自然堤防」による

（一部カァト）
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ている。峡谷内に沖積地が認められ，その表層に小高い自然堤防があるのはこ

のためで、ある。

峡谷内の自然堤防は寵瀬良明の調査に明らかなように，小間木， J11崎，谷起

付近に始まり，七日市，中神，町裏を経て曲田，大森，二良根にし、たるまで，

北上川ぞいに連続して認められる（図 1) 3）。

狐禅寺峡谷のもう一つの特色は，先にふれたように北上川の下刻作用によっ

て深い谷をつくっていることである。このため氾濫水が狭陸な谷あいに流れ入

ると，河川の水位をいっきょに押し上げるのである。

昭和22年のカスリーン台風のとき，北上川の上流から狐禅寺峡谷入口に流れ

入った氾濫水は，毎秒、9,000m3であった。しかし峡谷を流れくだる水は毎秒

6,300 m3に限られ，これが北上川の水位を押し上げている。

北上川の水位に注目すると，狐禅寺峡谷入口の平水位は10.57m （標高）で

あるが，このときの洪水位は27.07m（標高）で，増水位は，小間木，川崎ま

では入口付近とそう変わらないが，七日市（藤沢町黄海）では13.1 m となっ

ている。小間木， JII崎の増水位が峡谷付近と変わらないのは，峡谷北部の狭陸

な谷あいによるものであり，七日市，日形の増水位がやや低くなっているのは，

峡谷がその幅を広げていることによるものである九

狐禅寺峡谷内の自然堤防の高位部と北上川の平水位との比高は10m ，ある

いは15mで，自然堤防の外側にある後背低地からみても 7mと高い。比高の

高い自然堤防は，増水位の高い北上川によってつくられるべくしてつくられた

ものである。人々は北上川の氾濫を避けて自然、堤防の小高い地を生活の場とし

てきた。しかしこのような自然堤防も増水した河川によってつくられるべく

してつくられたものであり，決して安全な場とはいえない。

3. 水害資料の所在

水害の記録は，①たまたまその様子を記した古文書が存在すること，②被災

地に水害について記した人物が存在すること，③大災害のため出先の役人がそ

の様子を記していることなどに限られ，そのような記録や人物が存在しない場

合は，歴史の表舞台から消え去ってしまうのが普通である。

しかし水害は上流から下流に向かつて流れる氾濫水によっておこるものであ

る。特定の場所に水害の記録がない場合でも，上流に大雨の記録があれば中・

下流に，また下流に大水害があれば，中流にも水害があったと推定できるので
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ある。

水害史に関心のある研究者，あるいは研究機関は，そのような視点に立って，

北上川に水害の記録を収集，整理している。

以下，そのなかから管見にふれたものを列記すると次のようになる。

①盛岡測候所「岩手県災異年報」日本積雪連合岩手県本部（昭和四年）

②岩手県水害復興会議調査部「岩手県水害年表」（昭和24年）

③小川博三「北上川洪水史の研究」東北研究 6巻 1号（昭和31年）

④山田安彦「明治以降における北上川治水の歴史地理的分析に関する覚書」

岩手大学教育年報35巻（昭和50年）

⑤長田勝郎・工藤敏雄「水害の歴史」「一関市を中心とする災異年報」ー

関市史 3巻一関市（昭和52年）

⑥大原町役場「大原町誌上巻」大原町（昭和6年）

⑦薄衣村史編纂委員会「薄衣村史」川崎村（昭和47年）

⑧門崎村史編纂委員会「門崎村史」門崎村（昭和31年）

⑨山形薫「薄衣の曙光史」私家版（昭和45年）

⑩黄海村史編集委員会「黄海村史」藤沢町役場（昭和35年）

⑪弥栄中学校「郷土誌弥栄の里」寓葉堂書店（昭和48年）

⑫小野寺喜美治「日形村史六考」日形村役場（昭和27年）

⑬東北地方建設局岩手工事事務所「北上川 第 7輯」岩手工事事務所（昭

和53年）

⑭岩手県教育委員会「岩手県郷土教育資料（各町村）」（昭和15年）

⑮東山町史編纂委員会「東山町史」東山町（昭和53年）

⑮藤沢町史編纂委員会「藤沢町史 中」藤沢町（昭和55年）

これらを通覧すると，「北上川水害史」を標梼した文献で、あっても，上・中・

下流全域について記述していないもの，あるいは「薄衣，弥栄，日形，黄海」

を標携した文献で、あっても，関係地区の記述からはずれているものが多くみら

れる。

しかし「狐禅寺峡谷水害年表」を作成するにあたって，このような文献，あ

るいは記録を無視して検討することはできなし、。これらを上回る文献や記録を

新たにさぐりあてることは，ほとんど不可能だからである。



阿部北上川狐禅寺峡谷水害史の研究 53 

このため筆者は，各文献，あるいは文献が取り上げている諸記録を，一つ一

つ丹念に相互参酌しながら，新たな「水害年表」の作成を行った。同年表を通

覧すると，時代の進展とともに水害の数が増加していることに気づく。これは

小川博三が指摘するように，人口の増加や開発の進展にともなって未利用地が

人々の利用の対象となったことによるものであり，もう一つは時代の推移の中

で，水害の苦しみが為政者や民衆に身にしみて感じられるようになってきたこ

とによるものである。

4. 狐禅寺峡谷の水害

次の諸項目は，水害がし、つ，どのようにおこったかを整理したもので，「狐

禅寺峡谷水害年表」と称すべきものである。（ ）内の記載事項は出典名であ

る。

－慶長6年（1601) 6月24日，日形大洪水（増子文書）。

－寛永 4年（1627) 4月8日，「真滝村」大水（郷土教育資料）。

－寛永14年（1637) 6月26日から大雨。日形「丑六月北上川大洪水後丑

ノ年水といふ，不耕につき酒米，餅米禁止」（増子文書）。

－慶安2年（1649) 5月，「一関村」「北上川膨穣」（義山公年譜）。

・慶安3年（1650) 7・8月，「真滝村」大洪水（郷土教育資料）0

・承応2年（1653) 「黄海村」大水（郷土教育資料）。

－明暦元年（1655) 「真滝村」大雨（郷土教育資料）。

－万治2年（1659) 日形「五月十一日（陽六月三十日）北上川大洪水ニ

而日形土手五拾間押切此年追々洪水ニ而切土ヨリ水押込田畑諸作大水損」

（増子文書）。「日形釜神土手押切」（山谷文書）。「釜神彦九郎与四郎畑境

之土手五十間抱押切翌三～四月復旧迄に七日増水」（日形村防水史・日

形村史六考）。

－寛文 2年（1662) 12月，北上川大洪水。「北上J11ハ東磐井郡薄衣村字諏

訪岩頭ヨリ一直線ニ弥栄村（西磐井郡）東端ヲ南流セシモ，洪水毎ニ奔

流沿岸ヲ襲ヒ，薄衣村ノ西端ヲ潰崩シ，殊ニ，寛文二年十二月大洪水ニ

際シ中州ヲ現出セリ」（岩手県・河川調査書）。

－寛文10年（1670) 盛岡「白ひげの水」洪水。「同年六月三日北上川洪水

ニ而水門一宇押払，彦九郎，久左エ門畑 高山屋敷上ト武ケ所切町屋
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敷通土手斗残其外ハ水取越申候 田畑共八拾貫余捨水先ハ大堤土手迄

熊田街道弐尺程相残ー一中略一一壱分刺百拾弐切被借下候」（増子文書） 0

・寛文11年（1671) 日形「夏中之水増にて水門戸平前，古堀横腹より穴

之中え水押入，水門役立不申」（増子文書）。

－寛文12年（1672) 日形「秋中右（上記）水門引返水にて田畑作毛相

捨中ニ付新水門下之方相捨 岩所斗ニ十二間残水門相立申所ニ是亦十三

年夏押破申候」（増子文書）。

－寛文13年（1673) 日形「夏水にて水門破損」（増子文書）。

＊伝説の中の水害（近世前期か） 黄海川の洪水によって深堀城の城下町

が全滅した。このとき権災者の救助にあたった舟を京の沢地先の一本杉

につないだ。このあと旧城下町の住民は，右岸山麓に新たに二日町を開

L、Tこ。

－延宝4年（1676) 北上高地に豪雨。北上川と黄海川に洪水（郷土教育

資料）。

－天和2年（1682) 胆江，磐井に震雨。日形の水門破壊（増子・山谷文

書）。

－天和3年（1683) 日形の水門破壊（同）。

－貞享3年（1686) 6月15日，北上川洪水（北上川 7)0

・元禄2年（1689) 7月，北上川全川洪水（同）。

－元禄6年（1693) 5月，獲ヶ石川，和賀川に出水，北上川が氾濫。「六

年夏洪水ニ而水門破損」（増子文書）。

－元禄 7年（1694) 「同年五月洪水ニ而戸平武枚ニ打割柱相立小館なく

押出 田畑作一宇朽申」（増子文書）。

－元禄8年（1695) 「六月十二日牛尾前江川土手掘切」（増子・山谷文書）0

・元禄12年（1699) 4～ 5月，大雨。 5月8日薄衣， 日形に洪水。 6月11

日，胆江，磐井に洪水，北上川の浸水，長時間におよぶ。「六月十二日

北上川大洪水ニ而牛尾前土手押切」（増子文書）。

－元禄14年（1701) 10月，北上川全川洪水。 7～10日，磐井川地方，大

雨洪水（北上川 7）。

－元禄15年（1702) 磐井地方， 6月4日及び同月 15日，大雨洪水。日形

「十月二日大洪水ニ而川通稲大分ニ流レ」（増子文書）。

－元禄16年（1703) 9月と 11月，磐井地方洪水。 9月大雨洪水（大原町
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誌）。

・宝永 2年（1705) 日形水門破損（増子文書）。

－正徳、2年（1712) 8月19日（陽9月19日），「一ノ関磐井川大洪水ニ而

橋不残流申候」（増子文書）。

－享保2年（1717) 5・6月，真滝村，大雨洪水（郷土教育資料）o

・享保4年 （1719) 8月27～28日，大雨洪水（東磐史稿）。

－享保6年（1721) 7月2臼，北上川中流大洪水（同）。

－享保 7年（1722) 6月24～25日，北上川全川洪水（増子文書）。

－享保8年（1723) 8月10日，胆江磐井地方大風雨。北上川中流に洪水。

一関洪水（一関町誌）。「十日の夜中より同十一日迄洪水罷り出し東山薄

衣町北上川水除土手舟場の方長さ十間程押入，居家馬家土蔵共に押流し」

（菊地文書）。日形「八月十日大風雨ニ而居家馬家諸木共ニ風返ニ罷成翌

十一日高山屋敷彦九郎名子家押流」「高山前土手二十八間押入彦九郎名

子ノ家流失」（増子文書）。

・享保9年（1724) 6月26臼，北上川全川の洪水，「白髭の水」とし、う。

日形村大破。薄衣は一軒残らず流失。一晩に舞石（狐禅寺の下） 3町，

小間木8町，沼田 8町，小日形（黄海） 8町の砂地ができる。薄衣の細

越を水が越える（弥栄の里）。薄衣「二十五日大雨に付北上J11洪水罷出

し東山薄衣村水除土手二か所押切，ーか所長さ十六間，ーか所六間程

押切，其の上土手の水三尺余高く押越え，町中居家馬屋残りなく押流し」

（菊地文書）。 6月29日，日形「昼八ツ時，高山前土手十一ケ所切申候

土手二尺程水取越申候」（迫田文書）。「高山前土手前年の切戸より五十

間押切，日形町大破，薄衣町は一軒もなく流失」（増子文書）。

－享保13(1728) 一関「七月二十七日より町中に浸水，二十九日，城御

門まで水がくる。二十七～二十九日迄二関の水位は三丈余J（田村家譜

書込）。日形「二十七日朝七ツ時より土手にかかり出水－－昼に成候て

河岸場押切二十八日七ツ過水出申候土手四尺越申候」（小野寺文書）。

日形「二十七日早朝之大洪水ニ市日形土手四ケ所押切村町ニ而武拾二間

押禿れ家拾三軒有之候」「切戸通の田畑砂山となり」（増子文書）。

－享保15年（1730) 稗貫郡以南に洪水。「奥郡（江刺・上胆沢－下胆沢・

磐井郡東山及び同郡西磐井等）及刈田郡洪水」（東藩史稿）。

－享保19年（1734) 胆江地方と北上川中・下流に洪水（北上川 7）。
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－元文5年（1740) 胆江，磐井，局地的な豪雨による洪水（同）。

－寛保元年（1741) 寒気のため川が結氷して流路を閉鎖。流氷によって

流れが阻止され，狐禅寺や横石に山づみとなる。 12月24～25日に至り，

大雨のため「北上J11ニ而氷り閉居候所志がおし流れ，川淵通り壱円ニお

し倒れ申故，締ハ不及申，渡し舟，小舟等大破流失」（増子文書）。

－寛保2年（1742) 6月24日，猿沢地方に豪雨。砂鉄川洪水，猿沢洪水

という（門崎村史）。

－延享 2年（1745) 5月13日，磐井J11，北上川洪水 （清野文庫）。金流川

右岸，川前堤防（涌津）が決壊（北上川 7）。

－宝麿元年（1751) 5月より長雨。磐井地方に洪水か（北上川 7）。

－宝暦3年（1753) 7月9日，大風雨，磐井地方田村領に水害（田村家

譜）。

宝暦 5年（1755) 北上川全川に洪水（東藩史稿）。

－宝麿 7年（1757) 4月27日～ 5月14日，胆沢，磐井地方に降雨，北上

川洪水（北上Jll7・郷土教育資料）。

－明和6年（1769) 7月末，磐井，登米郡長雨，北上川洪水（同）o

・安永元年（1772) 11月25日，胆沢，磐井郡に洪水 （同）。

－安永 5年（1776) 6月21, 22日大雨。 24日（陽8月8日），胆江以南，

北上川に洪水。中流に被害（清野文庫・大原町誌）。 6月24日，大風雨，

北上川大洪水被害多し（大原町誌）。

－安永 6年（1777) 5月朔より雨降， 29日大洪水（大原町誌）。「五十年

来此のかたの水あり・・・・・・蝦嶋より白浜道下まで湖水の如し」（石畑文書）o

・安永 8年（1779) 5月14日，胆沢，磐井郡に洪水（北上JII 7・郷土教

育資料）。

－安永 9年（1780) 6月3日，胆沢「真滝」に洪水（同）。

－天明元年（1781) 7月6日（陽8月25日），磐井郡に大雨，北上川洪水。

7月23日に再度の洪水（同）。

－天明 3年（1783) 7月6日（陽8月3日），北上川中流，大雷雨により

洪水（北上川 7）。

－天明 5年（1785) 8月24日，北上川上流の大雨により洪水。 25日薄衣

宿が水没，濁流が北新山（標高188.5m）南西屋根（薄衣）を越す。「細

越の水」という（北上JII 7 .長田勝郎蒐集資料）。



阿部ー北上川狐禅寺峡谷水害史の研究 57 

－天明 6年（1786) 7月15日（陽8月8日），胆沢，磐井郡大雨。 16日，

一関方面，狐禅寺に洪水（同）。

－天明 7年 （1787) 6月，北上川全川に洪水。 6月9日（陽 7月初日），

胆沢，磐井郡洪水（同）。

－天明 8年（1788) 6月19・20日，胆沢郡に大雨。 21日より北上川洪水。

23日，一関地方に洪水（北上川 7）。

－寛政元年（1789) 5月26日，室根山周辺に豪雨。東山折壁，大原，舞

草村に洪水（郷土教育資料）。

－寛政3年（1 791) 6月11日（陽 7月11日）より 13日まで，匝沢，磐井

郡大雨により洪水。 10月16日，胆沢，登米郡に豪雨。黄海川，前代未聞

の大洪水。黄海二日町（深堀城の城下町）数十軒が流失，死者8名。「阿

菊の水」という（郷土教育資料・保寿寺過去帳）。

－寛政4年（1792) 7月13日（陽8月30日），胆江，磐井，登米郡に大雨。

14日，大洪水（北上JII 7・郷土教育資料）。

－寛政 5年（1793) 5月14日，大雨により大洪水（大原町誌）。

－寛政 7年（1795) 6月26日，胆江と北上川，大洪水。 27日，北上川中

流30年以来の大洪水。大原内野鉱山のゴミが流失，川底を 8尺押しあげ，

洪水の害を大きくする。 7月7日の洪水により用水堰に砂礁が入りこむ

（東山町史）。

－寛政9年（1797) 9月5日（陽10月248），砂鉄川大原，大雨と洪水，

局地的洪水（北上Jll7・郷土教育資料）。

－寛政10年（1798) 大原に洪水（郷土教育資料）。

－享和2年 （1802) 6月下旬，北上川全川に大雨，大洪水。磐井郡「六

月二十八日から降雨して月朔に至り大雨止すー洪水天にわたる（歴代年譜

考）。富沢村「 7月大洪水被害惨憎タリ，コノトキ富沢町，全ク濁水ニ

浸サレ，或ハ流失シ，或ハ山手ニ移リ，悉ク離散セリ」，日形村「七月

二日牛の尾前土手切レ」（北上JII 7 .増子文書）。このとき日形村の被害

は「堤防決壊数ケ所，三十間，流失家屋二十余，田畑の被害九十余町」

（北上川 7)。

－享和3年（1803) 北上川中流， 70年来の大洪水（北上JII 7・山形資料） 0

・文化 3年（1806) 6月18日，磐井郡洪水と伝える（北上川 7）。

－文化 9年（1812) 7月中旬，下胆沢郡に大雨洪水。洪水は北上川中流・
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下流に大（北上JII 7・真滝村史）。

－文化14年（1817) 6月7日，東山大原地方に大雨（北上川 7)0

・文政 5年（1822) 8月，磐井郡大洪水（清野文書）。

－文政6年（1823) 5月と 6月，磐井郡，北上川中流洪水（北上川 7)0

・文政8年（1825) 6月下旬より奥羽山脈に大雨，胆江以南の河川に洪

水。 7月13日，「一ノ関横町を小舟が通行」（歴代年譜考）。

－文政9年（1826) 7月27日，下胆沢郡と北上川中流に洪水（北上川 7)0

・文政11年（1828) 春から夏に北上川， 6度の洪水。 7月 1日，北上川中

流，大洪水（北上Jll7・母体文書・真滝村史）。

－文政12年（1829) 8月21日，母体村の長坂御蔵が浸水。北上川中流に

洪水（北上JII 7）。

－天保 2年（1831) 砂鉄川，局地的な豪雨により洪水（同）。

－天保4年（1833) 北上川，数回の洪水。北上川にそう母体から黄海に

いたる 8か村，畑作不作（同）。

－天保6年（1835) 7月6日から雨。 16. 17日，北上川各地に洪水（岩

手県誌料・大原町誌）o

・天保 7年（1836) 8月 1日，磐井郡洪水，局地的な洪水（北上Jll7・

長田勝郎蒐集資料）。

－天保9年（1838) 6月 1日，磐井郡に洪水，「母体ニ於テ二拾尺以上ノ

高水」（北上川河川調書）。

－天保10年（1839) 3月7日（陽4月20日），磐井郡に大風雨洪水。 6月

2日，北上川大洪水（北上Jll7・郷土教育資料）。

－天保11年（1840) 7月10日，胆沢以南に大雨。磐井 「十一月二十五日

ヨリ二十七日迄雨続キ通行止，但九十六年以来の高水」（清野文書）。東

磐井「七月十八日雨降り続き，十九日大洪水堤防決壊，十月二十五日よ

り二十六，二十七日まで雨降り続き通行留」（長田勝郎蒐集資料）。

－弘化3年（1846) 5月5日（陽6月28日），磐井郡，北上川中流に雷雨

と洪水。 6月16日（陽8月7日），北上川中流に大風雨，下流に被害（北

上川 7・大原町誌）。

－嘉永 2年（1849) 8月，磐井郡，北上川中流に大雨洪水。薄衣村人家

に水が押し寄せ， 15日「土手押切」 6～20閉まで6か所，「堰〆切急破J

5か所。門崎村人家に水が押し寄せ， 15日「土手押切」 10～50間6か所。
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「堰〆切急破」 10か所（岩山文書）。

－嘉永 4年（1851) 7月6日（陽2日），一関雷雨。 7日，町中を濁流。

被害は「上流に甚しと言ふベし。按ずるに，此の暴水は所謂山津波止め

言ふが如し」「堤は多く破壊し，合羽掛は申すに及ばず横欠辺に及ぼし

て崩壊して猶其の跡あり，逆水は堀切辺にて止る」（後証禄）。中流部（狐

禅寺峡谷）は「水勢実に当る可からず」（後証禄）。

・安政元年（1854) 5月28日，下胆沢郡に雷雨洪水。一関「遠山に降雨，

六月二十日に至り，逆水暴湖，二十一日逆水五十人町，組町に入る」（後

証禄）。

－文久元年（1861) 11月2日，猿ヶ石川に大雨。北上川中流， l～ 3日

に大雨。一関「大雨ならざるも北方の諸山大雨のため北上川に洪水なら

ん，逆水吸川街屋敷に入り床上三尺五寸」（後証禄）。「地主町は御本陣

前迄水先参り候」（愛沢文書）。門崎村「常堅寺の庭に一尺二寸，浸水三

十八戸，日形村町裏堤防三尺越となり高山前が決壊」（迫田文書）。日形

村「町屋敷六十九軒，在方四十三軒が床上浸水」（日形村史六考）。

－慶応3年（1867) 7月12日，北上川全川に洪水（北上川河川調書）。

－明治8年（1875) 7月震雨，大洪水，狐禅寺標高35尺。 8日，一関町

浸水，午後2時階上4尺（一関町誌）。同村神社境内の杉の木に舟をつ

なぐ（郷土教育資料）。「五月，六月（陰か），黄海，北上川氾濫により

耕地の九割浸水，家屋は階上まで浸水」（郷土教育資料）。長坂「享保以

来の大洪水。長坂上町の堤防決壊，土砂洪水が丁切りあたりまでの田畑

埋没」（東山町史）。門崎「水先，砂知谷の乗込にくる。水位三十五尺」

（門崎村史）。 7月10日，日形「高山土手七十六間決壊し浸水家屋百二

十二軒，内流失倒壊四十三軒（日形村史六考）。水の高さは寛政十年白

髭水後の記録にて堤防決壊」（北上川 7）。

・明治12年（1879) 7月27日，黄海川に洪水，黄海，耕地の 8割浸水。

北上川下流，中田土手20間切（佐川氏記録）。

－明治22年（1889) 9月12日，日形土手切（常山文書）。旧 8月17日，日

形，高山前80間押水量標 29尺（正治郎記録－常山文書）。一関， 9月13

日正午，逆水吸川街に入る（後証禄）。

・明治27年（1894) 8月25日，大雨。和賀，胆沢，磐井郡に洪水。 26日，

一関吸川街，床上浸水。 9月13日，逆水が町に侵入。午後11時，嫁上4
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尺。 8月，日形の水量標は39尺 3寸（正次郎記録）。門崎， 8月27日，大

洪水のため針山用水〆切大破（門崎村史）。 7月（陰か），黄海，北上川

に洪水，耕地の 5割以上が浸水，浸水家屋6戸（郷土教育資料）。

－明治29年（1896) 7月21日，中津川洪水。同日，一関，吸川，住宅浸

水（後証禄）。日形の 7月の水位， 29尺3寸， 9月は27尺 5寸（正次郎

記録）。

－明治30年（1897) 8月5日，北上川洪水40尺。 9月10日，再び洪水（郷

土教育資料）。一関大槻街は床上 3～ 4尺，山津波型の洪水（後証禄）。

日形の水位は， 8月5日27尺4寸， 9月10日29尺（正治郎記録）。 8月，

黄海洪水（藤沢町史）。

－明治31年（1898) 4月18日，砂鉄川洪水。 8月31日，再び洪水（門崎

村史）。 7月16日，山谷，川端屋敷の厩舎が門崎まで流失（東山町史）。

8月4日，黄海，洪水（藤沢町史）。 8月， 31尺2寸の洪水（正治郎記録）。

9月3日，一関五十人町鉄道踏切の上 4, 5寸の洪水（後証禄）。

－明治的年（1910) 9月3日，中津川大洪水。黄海の耕地 7割が被害，

20戸浸水（郷土教育資料）。 9月16日，日形， 31尺 5寸浸水，虎蔵前土

手切， 9月4日， 21尺2寸，同所に被害（正治郎記録）。

－明治44年（1911) 4月， 21尺9寸の洪水（正治郎記録）。

－大正 2年（1913) 7月26日，大暴風雨。午後 1時大洪水。長坂上の橋，

下の橋まで浸水，砂鉄川堤防決壊，濁流が町裏に至る。町並は lm以

上の浸水（東山町史）。 8月26・27日，台風，北上川洪水。 27日，黄海

の耕地8割，家屋21戸浸水，内 3戸は階上の浸水（郷土教育資料）。日

形高山前， 75間決壊，水位31尺 7寸 5分（正治郎記録）。黄海，土手切

（藤沢町史）。

－大正 3年（1914) 8月，日形， 32尺9寸の洪水（正治郎記録）。

－大正 9年（1920) 8月5日，霧雨。 9日，磐井川洪水。 10日，北上川

逆流（郷土教育資料）。 8月9日，大雨，砂鉄川洪水，小学校校庭の 1

尺下まで浸水。 10日，門崎村社，祭場まで浸水（門崎村史）。黄海士手

切（藤沢町史）。 8月11日，日形高山前堤防31尺 5寸浸水，決壊（正治

郎記録）。

－大正10年（1921) 4月4日，日形高山前堤防22尺 7寸5分決壊（正治

郎記録）。 9月9日，門崎坂下道路まで浸水（門崎村史）。黄海，日形土
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手切（藤沢町史）。

－大正12年（1923) 7月下旬，北上川洪水。 7月25日，日形23尺9寸（正

治郎記録）。黄海浸水（藤沢町史）。

－昭和2年（1927) 4月4～7日，低気圧による豪雨。各所で氾濫，狐

禅寺の水位は35尺（11 m) （一関町史的。 4月5日，大雨，門崎鶴巻橋

落橋（門崎村史）。 4月6日，日形， 25尺4寸（上昇水位）（正治郎記録）o

・昭和5年（1930) 7月25日， 日形， 20尺 4寸（正治郎記録）。黄海洪水

（藤沢町史）。

－昭和13年（1938) 8月30～9月30日，台風による豪風雨。北上川が氾

濫。 8月31日，一関の浸水位， 10m。磐井川 4.76m増水。明治43年以

来の洪水（岩手県水害年表）。 8月31日，洪水が門崎針山堤を越える（門

崎村史）。 黄海被害（藤沢町史）。 9月2日，日形， 25尺 5寸増水（正治

郎記録）。日形22尺8寸増水（正治郎記録）。

－昭和15年（1940) 9月5日，北上川全川増水，日形22尺8寸増水（正

治郎記録）。黄海洪水（藤沢町史）。

－昭和16年（1941) 7月22・23日，台風による豪雨，北上川全川洪水。

22臼，コンクリートの門崎布佐橋，砂知橋落橋（門崎町史）。 24日，日

形， 26尺4寸増水（正治郎記録）。黄海洪水（藤沢町史）。

－昭和18年（1943) 10月3日，日形24尺 2寸増水 （正治郎記録）。黄海

洪水（藤沢町史）。

－昭和19年（1944) 7月18日より低気圧により大雨，北上川全川洪水。 7

月20日，門崎洪水。水が小学校第一石段までくる。浸水家屋119戸， 25

年前の洪水より 2尺高（門崎村史）。 22日，日形， 33尺4寸増水 （正治

郎記録）。明治22年以来の増水。黄海洪水（藤沢町史）。

－昭和22年（1947) 7月22～24日， 8月 1～3日， 9月12～16日と 3回の

豪雨と洪水。 7月の水位は狐禅寺11.98m，日形8.51m。8月の北上川の

水は狐禅寺14m，日形9.47m。9月，カスリーン台風の接近により強雨。

16日夜，一関は磐井川の鉄砲水，北上川の逆流水に見舞われる。狐禅寺

の増水位は16.89m。それまでの最高水位で，明治的年8月の14.62m 

を突破。このとき一関の死者は100名（一関市史 3）。 15日，午前8時，

砂鉄川の増水により松川深堀 9m，岩の下7.6mの増水。午前3時，北

上川が急上昇。上土手，下土手など 6か所で， l, 160 mの堤防決壊（藤
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沢町史）（写真 1, 2 ）。

写真1 昭和22年カスリーン台

風による氾濫（川崎村）

出所）国土交通省東北地方整備局岩手

工事事務所による

写真2 昭和22年カスリーン台

風による氾濫（黄海川）

出所）国土交通省東北地方整備局岩手

工事事務所による

－昭和23年（1948) 9月，アイオン台風による洪水。降水は， 16日，盛

岡153ミリ，水沢266ミリ。 17日，一関246ミリ。狐禅寺15.58m。17日，

正午，曲田の水位は11.4m，堤防決壊3か所340m （東北地方整備局岩

手工事事務所）。一関はこの年も，磐井川の鉄砲水と北上川の逆流水に

見舞われ，一関市役所戸籍係の調査（昭和24年 8月現在）で，死者は

302名，行方不明171名（一関水害復興誌）。

－昭和25年（1950) 8月4日，洪水。千手堂前まで浸水（門崎村史）。 8

月5日，日形洪水，黄海，北上川洪水により耕地300町冠水（藤沢町史）o

・昭和26年（1951) 3月2・3日，洪水。門崎坂下前まで浸水，増水位

13.50 m，冠水水田106.1m，浸水戸数180戸（門崎村史）。

－昭和28年（1953) 7月21～24日，梅雨前線により大雨。狐禅寺の増水

位は8.92m。24日，水先は波瀬市前まで（門崎村史）。
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－昭和30年（1955) 5月31B，午前 1時より洪水，水先，小白沢道路ま

で（門崎村史）。 6月24～25日，梅雨前線による大雨，狐禅寺の増水は

11.32 m。26日，日形の水位は9.45m，黄海七日町，川口沖の堤防 3か

所決壊。道路の決壊50m （薄衣村史）。

－昭和33年（1958) この年4回洪水。黄海， 7月下旬長雨， 25～27日洪

水，北上川の増水位は8.46m，堤防20m 決壊。七日町周辺の浸水家屋

7戸（藤沢町史）。 9月17～18日，台風21号による暴風雨。狐禅寺の増水

位は11.56m，日形の増水位は9.95m （北上川 7）。

－昭和36年（1961) 6月27日，北上川洪水。 28日の狐禅寺の増水位は

7.01 m，川崎諏訪前は6.80m。

－昭和41年（1966) 6月27～29日，台風4号により大雨。 29日，北上盆

地南端部一帯が冠水，狐禅寺の増水位は9.10m。9月，台風21号，水先，

色の前まで（東山町史）。 9月25日，黄海川下流堤防決壊，浸水家屋125

戸，耕地浸水65ha （藤沢町史）。

－昭和44年（1969) 7月28～31日，低気圧により集中豪雨，黄海川洪水，

二日町周辺氾濫，浸水家屋54戸，浸水耕地67ha （藤沢町史） 0

・昭和45年（1970) 1月30日，大暴風雨。千厩川水門閉鎖により大洪水

（東山町史）。 8月2日，集中豪雨，川口沖，曲回付近に浸水，浸水耕地

92 ha （藤沢町史）。

－昭和56年（1981) 台風15号による洪水。 8月22～24日，アイオン台風

以来の大雨，洪水となる。狐禅寺の増水位は12.51m。北上盆地の耕地

1,000 haが浸水。川崎は砂鉄）｜｜，千厩川の増水により耕地100haが冠水。

東山は砂鉄川の増水により，耕地155haが冠水。川崎村の浸水家屋は

16戸。東山町78戸（東北地方整備局岩手工事事務所）。

－昭和63年（1988) 8月16～18日，停滞前線による大雨，狐禅寺の増水

位は12.11 m。）｜｜崎諏訪前の増水位は10.13m。砂鉄川に押し入った北上

川の逆流水は東山町境に達する。千厩川下流は水門の閉鎖により内水が

氾濫（東北地方整備局岩手工事事務所）。

－平成10年（1998) 8月26日から岩手県南地方は，前線の停滞と台風4

号の影響によって記録的な豪雨に見舞われる。 31日朝までの雨量は，釜

石493ミリ，山田434ミリなど，沿岸の 4地点で300ミリを超え，集中豪

雨が北上高地の東にかたよる。
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このとき川崎村とその周辺は，北上川の上・中流域からの氾濫水と，

北上高地をかけくだる砂鉄川，千厩川の氾濫水によって大きな被害を受

ける。

砂鉄川の流れは， 30日6時，松川字野平の町道，野谷起町浦線が路面

冠水， 6時25分，長坂字町の県道一関大東線が路面冠水， 7時20分，松

川字卯入道の東山薄衣線が路面冠水， 8時25分，松川字三室の県道大東

線と町道三室岩の下線が路面冠水。

松川字館畑の小野寺昇は，この日，砂鉄川は朝から夕方まで激流とな

り，田や畑を越えてやってきたのをみている。奔流が去ったあとには，

至るところにゴミや泥が置かれていた。

松川町に接する山あいを流れる沢は，流木（間伐材）とともに大量の

泥や砂利を押し流す。流木は道路にかかる橋にかかって泥や砂利を押し

とどめてダムをつくる。橋の両側からあふれた濁流は町のなかをかけぬ

ける。

北上川諏訪前の水位は， 31日18時から20時にかけて最高水位9.77 （標

高17.88m）に達する。北上川の水が砂鉄川すじに入ってきたのは門崎

駅東方付近までで，それから上流の氾濫は，砂鉄川の奔流によるもので

ある。

このとき千厩川を流れくだった水もまた多く，北上川の水門はしめら

れなかった。千厩川下流は，千厩川の水と北上川の逆流水によって水浸

しとなっ7こ。

砂鉄川の氾濫は，上流からの水が河道にそってかけくだり，このあと

北上川の逆流水がゆっくりやってくるのが一般的なパターンである。こ

のときの水害は，砂鉄川上・中流の豪雨によって大量の水が鉄砲水状と

なってかけくだり，その水が引くことなく北上川の水がおおし、かぶさり，

数日にわたって滞留した点に特色がある5）。

水害の編年史は，いつ，どこで，どんな被害があったかを，年を追って整理

したものである。しかし水害史の研究は，編年史を完成して終わりというもの

ではない。問題は，これから何を読み取るか，言葉を変えていえば，何を学ぶ

かということである。

小川博三は「北上川洪水史の研究」において，北上川の 9世紀から20世紀に
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いたる水害の回数を212回としている。また水害の発生回数は，現代に近づく

ほど多く， 18世紀が67回， 19世紀が76回， 20世紀（昭和23年まで）が23回とし

ている6）。

問題は水害がどのような頻度でおこっているかである。「一関市史第3巻」

は， 1651年から1950年における一関およびその周辺の水害をさぐり，その回数

を76回としている7）。これは水害の頻度が3.9年に 1度であることを示すもので

ある。同書はまた，旬別の洪水の発生日数にふれ，最多が 7月下旬，ついで8

月下旬から 9月上旬としている。 7月下旬は梅雨末期の豪雨によるものであり，

8月下旬から 9月上旬は台風によるものである。

5. 洪水の諸形態

狐禅寺峡谷入口付近て、水位を高めた、氾濫水は，水位を大きく下げることなく

峡谷を流れくだる。北上川の氾濫水は，支流の砂鉄川，千厩川，黄海川の氾濫

水を迎え入れ，しばしばその河谷に逆流して被害を大きくする8）。

峡谷を進む奔流は，通常の流路からはみ出し，小間木から南東対岸の諏訪前，

諏訪前から南西対岸の茄子沢，内の目にぶちあたる。また峡谷中部の沼田をね

図2 昭和23年アイオン台風水害の流路図

出所）一関市立弥栄中学校 「郷土誌弥栄の里」による
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け出した水は，南東対岸の七日市，川口沖にぶちあたり，そこから方向を一転

して南西対岸の日形町裏に向かう（図 2）。

峡谷の被害は，実は奔流の氾濫水だけではない。東部山地が集中豪雨に見舞

われると，支流河川の水量が急増し，鉄砲水となって山地をかけくだるのであ

る。このような例は流域面積の広い砂鉄川に典型的にみられる。

諸記録は，水害の形態が極めて多様であることを示している。

本項では前項の諸記録の典型的とみられる水害を取りあげて，その実態をや

や詳細にみてゆきたい。

(!) 薄衣の水害と町場の移動

川崎村薄衣は，北上川の舟運の拠点であるとともに，内陸と沿岸を結ぶ陸上

交通の拠点でもある。この地に町場，あるいは宿駅が成立したのは，正治年間

(1199～1201），すなわち鎌倉時代の初期と伝える。

法道寺に町場が置かれたのは応永年間（1394～1428）までであるが，その後

下宿（永享12年・ 1440～寛永 6年・ 1629）→本町平（寛永 6年・ 1629～寛文2

年・ 1662）→町場（寛文2年・ 1662）と移動している（図 3）。

移動の原因は「薄衣町道場 往古は法道寺ト申所ニ被相立応永年迄罷在候へ

図3 町場（擬定地）の移動
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共所柄悪敷候間御町相続不罷成永享年中ニ下宿ト申所へ駅割替寛文六年

迄百九十余年罷在候へ共所柄窪地ニ候間毎年水込其上居家等被押流住居難

成ニ付同七年ニ本町ト申所へ御引替成下寛文二年迄三十余年罷在候へ共船

渡之所中瀬有之諸用差支御不勝手ニ罷成勿論御町モ相続不罷成」「寛永六年

二本町ニ取移此時町人検断共ニ四十一軒ニ倍ス」とあるとおりである九

町場が最初につくられた法道寺はその後の法道地で，現在の本町の東方，千

厩川と北上川の合流点と国道284号聞の平地付近にあたる。移転は「所柄悪敷」，

すなわち北上川の氾濫水が押し入る水害の常習地であったことと，北上川対岸

の揚生村との船渡しが不便であったことによるものである。

次の下宿の位置ははっきりしないが，「所柄窪地」「毎年水込」の条件から考

えて，法道寺よりさらに千厩川，北上川の合流点に近い低地，具体的には「宿」

としづ伝承をもっ漆崎近くの低地と見られる。とはし、えこの地は，北上川の氾

濫水が押し入ってくる「窪地」のため「毎年水込」をみることに変わりはなかっ

た。このような地をあえて移転先にしたのは，舟運と陸上交通の拠点であった

ことによるものである。

しかし相次ぐ水害は，この地を永久的な町場とすることを許さず，新たな移

転先として本町平が選ばれた。本町平はその後，元町と呼ばれるところ，すな

わち千厩川と北上川の合流点の南にあたる小高い土地で，前方に「船渡之所中

瀬」のあるところである。しかしこの地もまた町場として最良の土地とはいえ

なかった。本町平から北上川対岸にある揚生村に行くためには中瀬（現在の中

河原）を通らなければならず，往還に不便であった。町場はこのため本町平か

ら諏訪前（現在の薄衣の中心集落）に移転することになった。

町場移転の原因となる水害のようすを記した記録はきわめて少なし、。しかし

この地におこった水害の増水位，流路，また被害の状況から，そのようすを推

しはかることは可能である。

北上川上流において「白髭の水」といわれ，川崎村において「細越の水」と

呼ばれる享保9年の洪水についてみると，奔流は北部峡谷出口の小間木から諏

訪前を直撃し，「土手押切，水勢を以て町の内，居家馬屋土蔵共に一宇押倒し」

薄衣の町場を全滅させている。このとき水は諏訪前北東の細越の坂を勢いよく

流れている。この坂の標高は22.4mで，このときの増水位は12～13mであっ

たとみられる 10）。

江戸期から明治・大正・昭和初期に至るまで，北上川の治水工事はきわめて
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粗末なものであった。峡谷内の堤防の築造は，農民にとっても，また為政者に

とっても大きな課題であった。このため築堤工事が各地で、取り上げられた。し

かし増水位の高い峡谷内の氾濫水は，高さ，構造不十分な堤防を苦もなくっき

くずし町場・宿場をひとのみにしたのである。

とはし、ぇ，この地は内陸と沿岸を結ぶ交通の要地であり，町場・宿場をこの

地から大きく移動することを許さなかった。 古い時代，人々はその位置を南，

または西にす’らすことによって，江戸初期以降は，北上川の堤防を強化するこ

とによって，それと対応してきた。

「本町平」当時の町の大きさは「町人十六軒」と決して大きなものではない。

しかし寛永12年（1662）に「町場」に移ってからは，町人，検断あわせて「四

十一軒ニ倍ス」，享保15年（1730）には「七十一軒（足町三十一軒加う）」となっ

ている。人々は水と戦いつつ，町の発展を図ってきたので、ある11）。

(2) 富沢町の成立と消滅

薄衣の対岸にある富沢は，内陸と沿岸を結ぶもう 1つの交通の拠点である。

富沢と薄衣は，北上川をはさむ渡津集落であり，双子町として発展してきた。

富沢町（宿場）が成立した時期については，かなり古いといわれているが，

はっきりした時期はわかっていない。寛永18年（1641）の富沢村は54軒の屋敷

からなり，このうち「ふなとやしき」が l軒，「町やしき」が3軒，「町やしき

新百姓」が 6軒であった。渡津集落としての充実は，天保2年（1682），田村

建顕が所替となって町割を敷き，御蔵がつくられてからのことである（図 4）。

正徳、6年（1716）の屋敷は95軒と増加しこのうち御蔵守，舟渡屋敷が各 1

軒，町屋敷が13軒であった。しかし安永4年（1775）になると，屋敷が115軒

と増加しているのに対し，町屋敷は 5軒と減少している。

町屋敷の減少とその後の消滅は，正徳6年以降のたび、重なる水害によるもの

である。水害はしばしば泥土の堆積と河岸の決壊をもたらし河港の条件を悪

化させるとともに，町屋敷の流失をもひきおこした。

古老が伝える富沢町の流失は，享保2年（1802）のことである。この年，富

沢町の水害は 7月 1日と 11月18日の 2度にわたっておこっている。 7月の洪水

は「大雨止まず，洪水天にわたる。平地漂流すること二十三丈，天下一統の降

雨」（歴代年譜考）であった。富沢町を壊滅させたのは11月の洪水である。「七

月の洪水にやっと残った家屋も，十一月再度の洪水で大方流失し，終にこの町
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図 4 富沢町復原図

出所）一関市立弥栄中学校「郷土誌 弥栄の里」による

屋敷をはなれ，四方に離散してしまった」ωとし、う。

富沢町の痕跡は，いま「宿」とし、う小字に伝えられるだけである。水の中に

消えうせた富沢町のようすについては，地区の見取図にうかがうことができる。

(3) 堤防決壌をくり返す日形町

峡谷は花泉町の花繰岩付近で、ふたたびその幅を狭める。花繰岩にぶつかった

北上川は，左岸の葉山南西の崖を攻撃斜面とし，ついで日形町に向かう。攻撃

面の下手には，砂や泥が堆積して自然堤防がつくられている。水勢を弱めるた

めである。左岸の日形町は，自然堤防の上と堤防の外，すなわち氾濫原に接す

るところに成立した集落て、ある。

この地はまた左岸から流れ入る黄海川との合流地点でもある。このためひと

たび洪水になると，水勢を増した本流・支流が堤防（自然・人工）を決壊させ

たり，人家を流失させたりするのである。

日形堤防の決壊については，古文書のなかにしばしば認められる 13）。万治 2
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年（1659）には「五月十一日北上川大洪水ニ而 日形土手五十間押切此年追

々之洪水ニ而切止ヨリ水押込」（増子文書），寛文11年（1671)6月には「夏中

之水増ニ水門戸平前 古堀横続ヨリ穴之内江水相入水門約立不申」（増子文書）

であった。洪水は堤防のみならず，しばしば水門を破壊している。この l年前

には荒谷大堤をおそい，熊田街道の 2尺下にせまる洪水があった（増子文書）。

これは昭和22年のカスリーン台風時の増水位より高いものである。

享保13年（1728）の水害は「七月は六日晩より大雨 二十七日七ツ時より土

手にかかり水出申ニ付 町衆一字にて家財運び方々運逃候昼ニ成候て河岸ば押

切 二十八日七ツ過水出申候」（小野寺文書），このため「大洪水ニ而日形土手

四ヶ所押切町ニ而家弐拾弐軒押禿水家二軒有之」（増子文書）となっている。

防水対策は，峡谷に居住する農家の等しく期待するところであった。日形堤

防の建設は元和2年（1682），領主木村勘助によって取りあげられた。堤長は

1,080聞にわたり，このとき同時に町割も進められた。注目すべきは堤防の付

帯工事として，対岸上手からの水勢を弱める「枠工事」が取り上げられたこと

である。日形の防水工事にとって難しかったのは，対岸が大藩の仙台藩である

のに対し，日形町側は小藩（一関藩）であるため，諸対策が意のように進めら

れなかったことである。「枠工事」は日形町側の水勢を弱めることになったが，

これは対岸黄海村に被害をもたらすことになりかねなかった。このため工事を

めぐって仙台領側からしばしば牽制を受けてきた。防水対策は，技術，資金と

ともに，このように政治力が加わってきたので、ある 14）。

昭和22年9月のカスリーン台風による水害は，近代における日形村最大の水

害である。 15日正午の町裏の増水位は5.8mであった。町裏地区の住民は事態

を重視し近くの北上川の堤防や小学校に避難を始めた。北上川の増水はこの

あと急上昇し， 16日午前3時には堤防にあふれ，同 9時には堤防上 lmとなっ

た。このとき堤防上に残された住民は120名を上回った。人々は強風と激流の

なか，互いに手を取りあって救出を待った。警察・消防団の繰り出す小舟によっ

て全員が救出されたのは，この 2時間後のことである。増水は正午を過ぎても

やまず，最高水位は12.3m に達したとみられる。

堤防の決壊は，午後3時に始まり，上土手 3か所200m，下土子 3か所163

m，小決壊個所を合わせるとし260m となる。このときの被害は，流失家屋78

戸，半壊家屋142戸，町住家75棟のうち，原位置にあるものは 4棟のみであっ

Tこ15）。
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(4) 砂鉄J11・黄海川の鉄砲水

峡谷の水害を取りあげるにあたって無視できないものに，支流河川の鉄砲水

がある。

北上川の支流として目ぼしいものは，砂鉄川 （94km），千厩川 （23km), 

黄海川（27km）などである。流域面積はそれぞれの距離に対応している。こ

れらは決して大河ではないが，狭盤な峡谷に流れ入って，本流の水位を上げて

いる点で無視できない川である。

低気圧や前線が北上高地に張り出すと，各支流部に集中豪雨が発生し水位

を高めた支流の、氾濫水が中・下流をかけくだるのである。

砂鉄川下流の住民は，しばしば砂鉄川の氾濫水が下流に向かつて勢いよくか

けくだり，そのあとに北上川の逆流水がゆっくりやってくるのを見ている。こ

れは砂鉄川における氾濫の一般的なパターンといってよい。

砂鉄川すじの集中豪雨と洪水としては，寛保元年（1741)6月23日の猿沢周

辺の豪雨による「猿沢洪水」，寛政元年（1789）の室根山周辺の豪雨による砂

鉄川と千厩川の洪水，同 9年（1797）と文化14年（1817）の大原周辺の豪雨に

よる洪水をあげることができる。

嘉永 2年（1849）には峡谷内に豪雨があり，門崎村において「人家江水押揚」

15軒，「水際土手押切」 6か所，「堰〆切急破」 10か所の被害があった。これも

また砂鉄川の鉄砲水によるものである。

鉄砲水は黄海川にも認められる。黄海川中流二日町の南に位置する深堀は，

中世深堀域の滅下町のあったところである。ここには黄海川の大洪水によって

城下町が全滅したとし、う伝承が伝えられる。このとき救助活動にあたった舟が，

京の沢付近の一本杉につながれたとし、う。河道はこの水害によって大きく変わ

り，それまで一本杉の右側を流れていた川が，左側を流れるようになった。家

屋を失った住民は，右岸山麓に移って新しい宿場町（二日町）を聞いている 16）。

この水害を史実に照合して考えると，寛政3年（1791），仙台藩北部（胆沢・

江刺－磐井・登米）に大雷雨があって，黄海川に前代未聞の大洪水をおこし

深堀城城下町の二日町数十軒を一夜のうちに流失させるとともに， 8名の死者

を出したという「阿菊の洪水」と一致している1九町を一夜の内に流失させる

洪水は，北上川本流からゆっくりやってきた逆流水によるものではなく，黄海

川上流からの鉄砲水であったとみられる。
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(5) 明治以降における砂鉄川中流の洪水

諏訪前における北上川の増水位が11m をこえると，逆流水は東山町と川崎

村の境界付近にやってくる。これは諏訪前の増水位が12.27m （標高20.37m) 

のとき，逆流水が布佐橋付近にやってくることに明らかである。

諏訪前の最高水位（標高）が20mをこえたのは，明治43年から昭和23年の

聞に 6回あるが，建設省資料によるその後の11回の洪水は，いずれも10m に

満たないものである。

砂鉄川の洪水を地域的にみると，下流の逆流水と鉄砲水の交差する複合的な

洪水地区と，中流の鉄砲水，又は鉄砲水状の単一の洪水地区に分けることがで

きる。これを町村とし、う大枠でみると，前者は川崎村，後者は東山町 －大東町

とみることができる。

近代における砂鉄川中流の鉄砲水をみると，明治8年（1875），長坂上の橋，

下の橋が流失した砂鉄川堤防の決壊をあげることができる18）。昭和22年のカス

リーン台風， 23年のアイオン台風による洪水もまたこの例である。

(6) 人為的要因による洪水

水害は自然的要因のみで発生するわけではない。大地に人の営力が加えられ

ることによ って発生することがある。

寛政年間（1789～1801），大原内野鉱山からゴミ（泥土・砂利など）が流れ

出し，門崎水戸（金山〆切）付近の川床を38尺（約2.5m）高くしたので，ひ

んぱんに水害が発生している。このため同 8年（1796），松川村の百姓が関係

筋に問題の解決を要求している19）。これは鉱山の開発と人工的な施設が水害を

ひきおこし地域の重要課題になった例である。

近年，森林の伐採，開田開畑の進展，牧野の開発によ って，河川上・中流の

保水力が低下してしる。これは砂鉄川の場合も例外ではない。この問題は，地

区内に集中豪雨があったときに顕在化する。

平成10年 8月，松川町の裏山の沢合から大量の氾濫水とともに，流木（間伐

材），泥，砂利が流失している。流木，泥，砂利は，山麓の橋脚にかかってダ

ムをつくり，橋の両側からあふれ出た、氾濫水が町のなかを奔流となってかけぬ

けている。これは山林の開発が災害をひきおこした例で、ある。このような水害

は，今後さらに増加するものと思われる。
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6. 北上川の増水位をさぐる

カスリーン台風のとき，狐禅寺（北上Jll）の流水量は毎秒8.5m 3に達してい

る。このとき狐禅寺峡谷をかけくだる水量は6300 m3にすぎず，これを上回る

水量が北上盆地南端部に滞留したのである。

川崎村とその周辺，すなわち川崎村薄衣と対岸の一関市弥栄の氾濫は，狭陸

な狐禅寺峡谷北部から流下してくる北上川の氾濫水によるものが多い。氾濫水

は沖積地に広がってやや水位を下げるものの，その前に立ちはだかる峡谷南部

にさえぎられて，地区一帯に滞留するのである。その水位は，峡谷北部から流

入する氾濫水の量によっているが，これに変化を与えているのが，北上川右岸

の砂鉄川と千厩川，右岸の北沢｝｜｜と中沢川からの氾濫水である。

「川崎村とその周辺」の降水は，一関市と近接していることから「一関市と

その周辺」に多いとき多く，逆に少ないときに少ないのが普通である。また川

崎地内の増水位は，狐禅寺峡谷に流れる水量が多いとき高く，少ないときに低

くなるのが普通である。両地区の水害の規模と頻度が相共通しているのはこの

ためで、ある。そしてこれに変化を与えているのが，支流河川の流水量である。

平成10年 8月末の台風のとき，前線が北上高地東寄りに停滞し，砂鉄川や千厩

川の上流に多量の降雨をもたらした。支流河川の氾濫水は，周辺に大きな被害

を与えながらかけくだり，北上川の合流点付近の水位を押し上げている。

先の小川博三の研究のなかでもう一つ注目したし、のは，狐禅寺と花泉町日形

（峡谷南部）の洪水位の比較検討である。小川は狐禅寺の水位が高いとき，日

形の水位が同じように高く，両者の相関係数を0.79と算出している20）。両者の

関係はこの種のものとしては，極めて高いものである。

川崎村とその周辺の水位は，薄衣の諏訪前（北上J11）において計測されてい

る。日形の水位は，川崎村地内に流れ入る北上川の氾濫水とそれに合流する支

流河川の氾濫水の量によ って決定されており，日形の数値は，狐禅寺より諏訪

前の水位に対応している。

洪水の実質的な増水位は，最高水位から平水位の数値を差し引くことで算出

できる。表 1は明治的年（1910）から平成10年までの主な水害を取りあげて，

その水位を示したものである。①と②は狐禅寺と諏訪前の最高水位（海抜高度）

で，③は二地点の水位差をあらわしている。後者，すなわち水位差は明治43年

の水害を除いて，各水害とも＋（プラス）の値を示しており，狭障な峡谷北部
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表 1 北上川の水位と増水位 （単位 .m) 

洪水年月
①狐禅寺 ②諏訪前 ③水位差 ④狐禅寺 ⑤諏訪前 ⑥増水位差

最高水位 最高水位 （①ー②） 増水位 増水位 （④⑤） 

明治 43年 8月 22.08 22.50 0.42 11.51 14.39 -2.88 

43年 9月 24.47 21.81 2.66 13.90 13.70 0.20 

大正2年 8月（上旬） 24.23 22.53 1.70 13.66 14.42 -0.76 

2年 8月（下旬） 22.63 22.40 0.23 12.06 14.29 2.23 

昭和 19年 7月 24.70 22.18 2.52 14.13 14.07 0.06 

22年 9月 27.46 23.90 3.56 16.89 15.79 1.10 

23年 9月 25.46 22.61 2.85 14.89 14.50 0.39 

30年 6月 21.89 19.53 2.36 11.32 11.42 0.10 

33年 9月 22.13 19.96 2.17 11.56 11.85 -0.29 

54年 8月 21.31 17.30 4.01 10.74 9.19 1.55 

56年 8月 23.08 18.63 4.45 12.51 10.52 1.99 

61年 8月 20.13 16.52 3.61 9.56 8.41 1.15 

62年 6月 22.68 18.24 4.44 12.11 10.13 1.98 

63年 8月 20.41 16.80 3.61 9.84 8.69 1.15 

平成 2年 9月 21.59 17.37 4.22 11.02 9.26 1.76 

7年 8月 20.87 16.89 3.98 10.30 8.78 1.52 

10年 8月 21.71 17.88 3.83 11.14 9.77 1.37 

出所） 「建設省東北地方建設局岩手工事事務所」資料により作成

をぬけ出した氾濫水が，川崎村薄衣と一関市弥栄の広い谷あいに入って水位を

下げていることを示している。④と⑤は狐禅寺と諏訪前の増水位（実上昇水位）

で，⑥は二地点の増水位差をあらわしている。増水位差の多くがプラスとなっ

ているのは，前項同様，広い谷あいに入って水位を下げていることによるもの

である。これを上段（明治43～昭和33年）と下段（昭和54年～平成10年）に分

けてみると，上段は 9回のうち 5回が下流（諏訪前）の増水位が高くなってい

る。狐禅寺を上回る諏訪前の水位の上昇は，北上川本流の氾濫水に支流河川の

氾濫水が加わって水位を押し上げていることによるものである。川崎村とその

周辺の氾濫は，北上川本流の水位の上昇（＝狐禅寺の水位）と，これに支流河

川の水位の上昇が加わって生ずる二つの形態があることを示している。

明治以降において増水位の高い洪水に注目すると，昭和22年（1947) 9月の

狐禅寺の16.89mを最高とするが，このとき諏訪前のそれは15.79mを記録し

ている。
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既述のように，峡谷内の自然堤防の頂点は，河水面から10mあるいは15m 

の高さにあり，わが国の自然堤防のなかでも 1, 2位を争う高さになっている。

平水位のとき，川岸に立ってみる自然堤防の高さは，まさに見上げるほどであ

るが，洪水のときの増水位がその高さに並ぶか，それをこえる高さとなってい

るのは，それの形成からみて当然のことである。このことは自然堤防の上にあ

る集落といえども，水防上，決して安全といえないことを示している。

享保9年（1724）のとき，氾濫水が「細越」をこえたと伝えられる。細越の

標高は，道路工事前， 22.4mあったところである21）。このときの増水位は12

～13mあったとみられることなど，その例証となる。

もう一つ注目しておきたいのは，増水位はこのときが最高ではないというこ

とである。平泉町毛越寺の寿徳院に，院内東の道路脇の老杉に舟をつないだと

いう伝承がある22）。このときの洪水位は標高31～33mあったとみられる。こ

れは昭和22年9月のカスリーン台風のときより 3.5～5.2m高く，流水量は毎

秒11,000～14,000m3あったとみられる。先の細越をこえる増水はあるべくし

てあったので、ある。

昭和30年以降の川崎村とその周辺の増水位，すなわち諏訪前の増水位が，狐

禅寺の増水位より低くなっているのは，先にみたように五大ダムの建設など治

山治水対策の進展によるものである。この現象は一時的なものでなく，恒久的

なものとみてよい。この場合，注意すべきことは，地区内に流れ入る北上川本

流の水位の低下，支流河川への逆流の減少，または逆流距離の短縮が，砂鉄川

や千厩川など支流河川の水勢を増幅させ，それによる被害を大きくすることが

予想されることである。

7. まとめ

狐禅寺峡谷は北上川が刻んだ深い先行谷に堆積された沖積地をもち，その表

層には自然堤防がつらなっている。自然堤防は北上川の平水位から10～15m 

と高い。峡谷は通水量が少ないため，氾濫水を大きく下げることなく流下し，

北上盆地南端部（一関市・平泉町）と並ぶ水害常習地となってしる。

水害史研究の第一着手は，関係地域の水害編年史をつくることに始まる。編

年史の作成にとって大切なことは，それから何を読みとるかである。「一関市

史第 3巻」は，江戸初期から戦後の狐禅寺峡谷周辺の水害を76回，すなわち

3.9回とし，その時期は，梅雨末期が最も多く，ついて、台風の時期が多いこと
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に注目している。また明治末期以降の北上川の増水位については， 100年に l

回おこる増水位を17.20m, 50年に 1回おこる増水位を13.0m としている。

以上のことがらを，昭和33年（1900）以降の狐禅寺の増水位にあてはめてみ

ると，最高は昭和56年8月の12.51mにすぎず， 10年に l回の増水位にも達し

ていなし、。これはその後進展した北上川の治水事業の効果によるものである。

狐禅寺峡谷部中流部の水害は，狭障な峡谷北部から流れ下る氾濫水によって

生ずるが，その水位はこの地の広い谷あいに対応して，峡谷入口付近より低く

なるのが普通である。このような洪水の型に変化を与えているのが，峡谷内支

流河川の氾濫である。このような例は，近世および記録の確かな明治から昭和

初期の水害に数多く認められる。

昭和33年以降における峡谷中流部の北上川の増水位の恒常的な低下は，氾濫

水域の縮小，または北上川の支流河川への逆流距離の短縮をもたらし支流河

川の増水並びに水勢による被害を大きくしている。平成10年 8月の水害は，支

流河川上・中流における豪雨によるところが大きいけれども，二次的には前記

要因によるものであり，今後の水害対策の教訓となる。

水害の地域社会に与えた影響は大きく，鎌倉期からしばしば町場の位置を変

えた薄衣，享保年間の大水害で町場が消滅した富沢，北上川の奔流によってた

びたび、堤防を破壊された日形の例など枚挙にいとまがない。

峡谷内の水害は，北上川本流とともに支流河川の氾濫によって生ずる。支流

河川の下流一帯は，本流水の氾濫と逆流によって大きな被害を受けてきたが，

砂鉄川の中流部は，上流部の集中豪雨による鉄砲水，または鉄砲水状の氾濫に

よって被害を受けてきた。寛政年間の「阿菊の洪水」による二日町（藤沢町黄

海）の流失はその例である。

峡谷内の集落に注目すると，自然堤防の上に成立しているものが多し、。狐禅

寺峡谷内の自然堤防は，わが国屈指の標高をもつが，これは本来，流れくだる

河川によって形成されたものであり，この上の集落といえども，水害を避ける

適地とはいえない。

水害対策は，過去の水害の実相を明らかにしその一つ一つに耐えるもので

なければならない。狐禅寺峡谷の水害で注目すべきは，峡谷部の水害対策は北

上川本流とともに，砂鉄川，千厩川， 黄海川などの支流河川｜， わけてもそれら

の鉄砲水対策をもって完結するということである。
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