
北上川・鳴瀬川の改修の歴史

北上川下流河川事務所



北上川下流 河道の変遷（河道付替）

■江戸時代には、仙台藩の新田開発と舟運路整備を目的とした改修を実施
だ て さ が み むねなお かわ むら ま ご べ え

■伊達相模宗直による北上川本川の河道付替工事、及びその後の伊達政宗の家臣川村孫兵衛が実施した北上川本川（現在の旧北上川）・迫川・
■江合川の三川の河道付替工事によって北上川下流の洪水被害は激減し、新田開発が活発

え ど かい まい

■この改修で石巻までの流路が開削（1616～1626）され、北上川河口部となった石巻は、江戸廻米の海運基地として繁栄

（今から約400年前） 1

北上川下流域の河道変遷

相模土手の設置

三川の合流（流路開削）

江戸時代初期の改修工事

初代登米領主 伊達相模宗直

北上川改修工事の責任者となる
川村孫兵衛重吉の像

川村孫兵衛開削の絵江戸廻米の基地として発展した石巻絵図

川村孫兵衛の三川合流によって作られた｢和渕狭窄部｣

伊達相模宗直の相模土手によって作られた
北上川S字型湾曲部「曲袋」

流域の荒地や湿地を水田にすることができた迫川流域の田園風景



北上川下流 第１期改修事業【新北上川開削・旧北上川分流施設】
■明治初期から中期にかけ、主に水上交通網整備として低水路工事（1880～1902）を実施、河口の石巻から盛岡までの間の舟運航路を確保

やないづ

■明治後期から昭和初期にかけては、明治43年の洪水を契機に、明治44年から北上川第1期改修工事（1911～1934）が始められる。柳津から飯野

川に至る間の新北上川の開削、追波川の拡幅による放水路工事を実施
■この改修事業により、広大な地域の水害が解消されるとともに、迫川下流沿岸の原野が開発可能となった

とき なみ わき や

■鴇浪洗堰・脇谷洗堰（1932年完成）は、昭和初期の建造物であり、オリフィスを用いた我が国唯一の分流施設、歴史的・文化的価値が高く、2004

年土木学会の選奨土木遺産に認定

（今から約100年前） 2

北上川下流域の河道変遷

北上川第一期改修の契機となった明治43年洪水状況 北上川第一期改修の契機となった明治43年洪水状況

分流施設群（脇谷水門・脇谷閘門・脇谷洗堰）昭和7年（1932）完成

明治期には蒸気船は運航するなど、舟運が発達

新川掘削状況 昭和6年（1931年）新川通水

新江合川の掘削



北上川下流 昭和22年9月（ｶｽﾘﾝ台風）・昭和23年9月（ｱｲｵﾝ台風）洪水
■カスリン台風（S22.9.14～16）
秋田沖から北海道中部に至る弱い温暖前線の影響を受け、9月6日から雨が断続的に降り始め、そこに小笠原方面から発生した台風が北上、

■本土に近づくにつれ温暖前線が強くなり、カスリン台風の暴風が関東、東北に来襲、歴史的な洪水で甚大な被害が発生。
■アイオン台風（S23.9.15～16）
カスリン台風の爪痕が癒えぬ１年後に来襲、カスリン台風に比べ降雨量は多くはないが、短時間に降った量が多く、死者・行方不明者753名、
流出・全半壊戸数4，118戸という未曾有の大災害となった。

（今から約70年前） 3

※宮城県河川課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ資料を参考

S22.9 カスリン台風実績浸水区域

※宮城県河川課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ資料を参考

S23.9 アイオン台風実績浸水区域

カスリン台風による浸水（旧中田町）

アイオン台風による被害（一関市）

旧中田町（現 登米市）支川夏川の決壊の様子

■昭和22年9月洪水（カスリン台風）
人的被害 浸水家屋数（戸）

死者・
行方不明

負傷者 全半壊 流出 浸水 合計

岩手県側 212 37 5,286 1,900 37,868 45,054
宮城県側 30 4 44 165 29,704 29,913

合計 242 41 5,330 2,065 67,572 74,967

■昭和23年9月洪水（アイオン台風）
人的被害 浸水家屋数（戸）

死者・
行方不明

負傷者 全半壊 流出 浸水 合計

岩手県側 709 494 2,424 1,319 28,972 32,715
宮城県側 44 25 254 121 33,611 33,986
合計 753 519 2,678 1,440 62,583 66,701

旧若柳町（現 栗原市）支川迫川からの
濁水が家屋に 押し寄せとまどう住民

カスリン台風の台風経路

アイオン台風の台風経路



北上川下流 旧北上川分流施設改築事業
■昭和7年に完成した脇谷洗堰及び鴇波洗堰は、完成後約70年近く経過したこと、旧北上川沿川の治水安全度の向上が急がれることなどから、
■脇谷水門及び鴇波水門を新設（1996～2008）
■上記水門によって、北上川から旧北上川への分流を調整し、旧北上川流域の洪水に対する治水安全度をバランス良く向上

（今から約10年前） 4

北上川・旧北上川分派地点の様子

鴇波洗堰 昭和7年（1932）完成 脇谷洗堰・閘門 昭和7年（1932）完成

鴇波水門 平成18年（2006）完成 脇谷水門 平成16年（2004）完成

北上川

旧北上川

脇谷水門
鴇波水門

鴇波洗堰

脇谷洗堰・
閘門

気仙沼線
鉄道橋
（JR）

柳津大橋

旧北上川分流施設位置図

旧北上川分流施設位置図

北上川

旧北上川

北上川

旧北上川分流施設



鳴瀬川 鶴田川の分離（元禄潜穴）

■鳴瀬川流域では、低平地という地形的な特徴により洪水被害が多発、古い時代から河川の付け替えや新川開削等の対策を実施
■氾濫が生じやすかった品井沼では江戸時代より水を松島湾へ排水する元禄潜穴を開削
■元禄6年(1693)に起工された元禄工事は、排水平堀、潜穴の掘削(元禄潜穴)、鳴瀬川の逆流防御工事が行われ、600町歩（約590ha）の新田を
■開発

（今から約320年前） ５

 

松島湾

氾濫常習地帯

 

元禄潜穴の開削

（元禄6年～元禄11年）

松島湾

導水

鳴瀬川・吉田川の河道の変遷

元禄潜穴(穴頭側) 元禄11年(1698)完成

広大な品井沼を開拓（現在）明治初期の初年の品井沼の状況

元禄潜穴

←吉田川

旧鹿島台町（大崎市）

幡谷サイフォン

品井沼



鳴瀬川 鶴田川の分離（明治潜穴・幡谷ｻｲﾌｫﾝ）
■鹿島台村長を務めた鎌田三之助は、明治39年から43年にかけて新しい潜穴『明治潜穴』を開削、これによって造られた高城川の完成で、松島湾
への排水が行われ、新田は1,500町歩（約1490ha）に広がる

■更に、明治43年から、吉田川を品井沼から分離し、河川が立体交差する幡谷サイフォンを建設（昭和7年～9年）
■元禄時代より築いてきた治水対策により、品井沼の干拓など新田開発が行われ、品井沼全体に肥沃な耕地が誕生、鳴瀬川流域は日本有数の穀
倉地帯として発展

明治潜穴(穴頭側) 明治43年(1910)完成

（今から約110年前） ６

幡谷サイフォン

(昭和7年～昭和9年)

明治潜穴
(明治39年～明治43年)

鳴瀬川・吉田川の河道の変遷

明治潜穴(穴尻側) 品井沼の開拓事業に尽力した

鎌田三之助の銅像

幡谷サイフォン施工写真(当時)品井沼流域を分離する 幡谷サイフォン 昭和9年完成

吉田川の下を
サイフォンで
立体交差

幡谷サイフォン横断図

明治潜穴、幡谷サイフォンの開削



鳴瀬川 新江合川・吉田川背割堤
■鳴瀬川の支川吉田川との合流部は、地形的特性も相まって氾濫の常習地帯。 吉田川の河床は鳴瀬川の河床より低く、鳴瀬川の洪水が吉田川
■へ逆流、地盤の低い吉田川では度々、氾濫が発生
■鳴瀬川からの逆流による氾濫を防ぐため、新たに新川を開削し背割堤を設置（大正14年～昭和16年）
■北上川水系江合川から洪水の一部を受け入れるための新江合川を開削（昭和8年～昭和32年）
■こうした治水対策を背景に、肥沃で広大な水田地域が形成されるとともに、沿川に市街地が発展

（今から約９０年前） ７

背割堤の設置

(大正14年～昭和16年)

背割堤の設置

背割堤設置平面図

鳴
瀬
川

吉
田
川

背割堤

鳴
瀬
川

吉
田
川

背割堤

吉田川への逆流を防ぐ 背割堤(河口部より上流)

新江合川の開削(昭和8年～昭和32年)

新江合川の開削 新江合川 新江合川掘削工事状況

大崎市街地

鳴瀬川



鳴瀬川 昭和61年8月洪水【水害に強いまちづくり事業】

■昭和61年8月5日 茨城県沖で台風10号から変わった温帯低気圧が宮城県平野部を中心に豪雨をもらし、吉田川で4箇所堤防が破堤、旧鹿島台町
■（大崎市）を中心に最大12日間冠水、甚大な浸水被害を受ける（役場、消防署、病院等も冠水）

■この洪水を契機として「水害に強いまちづくり事業」のモデル地区に指定。
■洪水により河川がはん濫した場合、はん濫の拡大を最小限にとどめるため、国（二線堤・水防災拠点）・県 （国道３４６号バイパス）・地元自治体
■（避難路）が連携し、総合的に整備を実施。二線堤により、鳴瀬川や吉田川の堤防が決壊しても、鹿島台市街地が守られる

（今から約30年前） ８

←
鳴

瀬
川

鳴瀬川→

■昭和６１年８月洪水破堤箇所

凡例
破堤箇所

昭和６１年８月洪水浸水区域

二線堤

11.7k

16.6k18.0k
22.8k

S61.8洪水(旧鹿島台町内 浸水状況)

水害に強いまちづくり事業 概要図

昭和61年8月洪水

鹿島台市街地
鳴瀬川

吉田川

昭和６１年８月洪水では、吉田川で４箇所で堤防が切れ、
鹿島台では１２日間も浸水するなど、甚大な被害を受けた。

現在の二線堤位置

破堤箇所

11.7k

2013.08.26撮影

昭和61年8月同等洪水破堤イメージ

吉田川

大崎市鹿島台総合支所

総合病院
消防署

二線堤

二線堤により、万一、鳴瀬川や吉田川の堤防が決壊しても、鹿島台市
街地が守られる。ショッピングモール等が進出し開発が進行。

破堤箇所

8

S61.8洪水(旧鹿島台町下志田地区 浸水状況) S61.8洪水に関する新聞記事

ショッピングモール
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