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４．水害と治水事業の沿革 

４－１ 既往洪水の概要 

(1) 阿武隈川の名前の由来～大きく蛇行する川 

阿武隈川の名前の由来は、盆地及び平野部で大きく蛇行しているため「大曲
おほくま

川」と言われたのが語源で、その

後、鎌倉時代の歴史書である吾妻鏡
あづまかがみ

に「逢隈
あふくま

」とあり、「おほくま」「あふくま」「あぶくま」と転じて阿武隈川

になったと言われている。また、阿武隈川は平安時代の「古今和歌集」や「後撰
ご せ ん

和歌集」にも詠われている。 
阿武隈川は、上流域の白河盆地を過ぎた付近から北向きに流れを変え台風の進路と同じ方向となるため、台風

の北上と流出量の増加が重なり、狭窄部による影響と相まって洪水の発生しやすい地形となっていることから過

去たびたび甚大な洪水被害を受けてきた。阿武隈川の洪水に関する最古の記録は「カンジュウシの洪水」と言い

伝えられてきた平安時代（寛治
か ん じ

４年）の洪水がある。狭窄部においては、古くは天和
て ん な

二年(1682 年)から水害の記

録が残っている。 
規模が大きいものとしては、天文 9 年（1540 年）, 寛永 4 年（1627 年）, 同 14 年（1637 年）, 享保 8 年（1723

年）, 同 12 年（1727 年）, 安政 5 年（1858 年）, 元治元年（1864 年）等であり、記録に残っている明治前の

著名な洪水は表 4-1 のとおりである。  

年　号 西　暦 災　害　地　域　状　況

寛治4年 1090 　秋、大洪水。福島下流の河道転向

天文9年 1540 　秋、稀有の大洪水。箱石付近の被害甚大

寛永4年 1627 　阿武隈川２川に分かれ、角田町，大島沿岸崩壊

〃 14年 1637
　大洪水、河道の変った所多し。7月24～25日大風雨、26日阿武隈川大いに氾
濫、水除土手破壊、角田城門に及ぶ。死者26人、馬30頭、白石川宮村字向山
のみにて溺死80余名

延宝4年 1676 　7月大雨洪水

 〃  6年 1678 　諸国大風雨洪水

貞享4年 1687 　6月15日、風雨洪水

元禄7年 1694 　9月洪水

〃 14年 1701
　7月21日大風大雨夜半洪水となり、22日もっとも甚だし、…角田地区10月烈風
雨洪水

宝永元年 1704 　8月洪水、破損箇所多大

 〃  3年 1706 　6，8月大風雨洪水

享保8年 1723
　8月9日、大洪水、本宮北町38軒流失。10日大雨にて洪水除土手を起こし、辰
己水除土手押切られ、角田満水居詰門下3尺、角田本郷分破損の箇所12箇所

享保12年 1727 　伊達地方5月3日より9月16日まで、毎日降雨、大熊川13度洪水

〃 1716～1735 　松川の河道変向が起こり、大担付近の堤防破壊

元文5年 1740 　洪水あり、大川筋欠地夥し

寛保2年 1742 　諸国大洪水

延享2年 1745 　8月19日大雨洪水

宝歴9年 1759 　7月洪水、堤防破壊また流失。福島町、浜辺村氾濫

文化7年 1810 　9月18日近年稀なる洪水

文政5年 1822 　6月28日大洪水、本宮全町水没

 〃  7年 1824
　荒川出水、佐倉村方面洪水氾濫。田畑，山林，家屋等流失。8月14日より15
日終日大風雨、洪水氾濫、阿武隈川土手破損

文政11年 1828 　8月大雨洪水

天保元年 1830 　5月洪水。道路，堤防の破損、農作物の流失大

 〃  4年 1833 　8月凶作。烈風洪水、安積地方大雨洪水

弘化3年 1846
　6月24日、阿武隈川筋増水2丈余尺、人家流失，倒壊，道路，橋梁，堤防の
決壊多し

嘉永3年 1850 　8月4～6日大雨洪水。8年前より2尺低し

安政4年 1857 　8月郡山方部洪水。田畑，堤防，橋梁破壊，家屋流失，人畜の死傷等あり

 〃  5年 1858 　6月14日大雨100年以来の大洪水、本宮町浸水

安政6年 1859 　阿武隈川出水。渡利村家屋3棟流失、田畑浸水

元治元年 1864 　8月8～9日大雨洪水、本宮町中舟で通行

表 4-1 阿武隈川における明治前の主な洪水 
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(2)近年の主な洪水 

阿武隈川の年間降水量は、1,000mm～2,000mm 程度であり、洪水の要因は、台風の接近・通過に伴う降雨によ

るものが多い。阿武隈川における主要洪水の降雨，出水及び被害の状況を表 4-2 に示す。 

なかでも著名な洪水としては、直轄事業の契機となった明治 23 年 8 月洪水が挙げられるが、近年においても

HWL を越える大規模な洪水が相次いで発生し、戦後最大の出水を記録した昭和 61 年 8 月の台風による洪水では

死者 4 名、被災家屋 20,216 戸、浸水面積 15,117ha という甚大な被害を受け、支川広瀬川等では激特事業により

引堤等の改修が行われたが、阿武隈川中上流部の完成堤防割合は、約３割程度であった。このため、平成 10 年

8 月の未曾有の長期間にわたる大雨により、死者 11 名、被災家屋 2,096 戸、浸水面積 3,631ha に達する被害が

生じ、社会及び地域経済に大きな損害を与えた。中上流部ではこの洪水に対する改修事業を「平成の大改修」と

称し、無堤部の築堤を中心とした治水対策が実施されている。 

しかし、阿武隈渓谷などの狭窄部や集落が分散する地域など、連続堤による治水対策が困難な箇所では、平成

14 年 7 月においても浸水被害が発生し、地形特性を活かした治水対策が急務となっている。 

 

 

図 4-1 阿武隈川における主な水害状況 

頻繁に発生する大規模洪水

昭和61

 

 

S61.8 支川 釈迦堂川合流点付近の 
浸水状況(須賀川市) 

 

H10.8 洪水  
8 月 27 日に氾濫し、30 日に決壊した 

支川 堀川が合流する白河市 

 

 

S61.8 仙台空港周辺の浸水状況（岩沼市） 

 S61.8 支川 谷田川の決壊と 
郡山市付近の浸水状況 

 

宮城県 福島県県境の狭窄部における 
出水時の状況比較 

S61.8 H10.8 H14.7

浸水面積（ha） 15,117 3,631 2,896

浸水戸数（戸） 20,216 2,096 1,434

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：仙台河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 
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表 4-2 近年の主要な洪水の概要 

雨量 

(mm/2 日) 

流量（m3/s） 

（水位（m）） 年号 月日 原因 

福島 岩沼 福島 岩沼 

被害状況 

昭和 13 年 

(1938 年) 
9 月 1 日 台風 169.5 164.5 3,320 4,430 

死者 22 人、負傷者 3 人、行方不明 4 人、全壊 12 戸、

半壊 33 戸、流失 34 戸、床上浸水 1,068 戸、床下浸水

2,918 戸。 

昭和 16 年 

(1941 年) 
7月23日 台風 8 号 240.6 228.0 4,310 5,450 

死者 50 人、負傷者 19 人、行方不明 8 人、全壊 74 戸、

半壊 17 戸、流失 117 戸、床上浸水 17,708 戸、床下浸

水 16,582 戸。 

昭和 22 年 

(1957 年) 
9月15日 

カスリ－

ン台風 
181.3 170.6 1,880 3,400 

死者 27 人、負傷者 11 人、行方不明 10 人、全半壊 44

戸、流失 165 戸、床上・床下浸水 33,470 戸。 

昭和 23 年 

(1948 年) 
9月17日 

アイオン

台風と低

気圧 

178.0 181.0 3,780 4,450 

死者 57 人、負傷者 38 人、行方不明 3 人、全壊 269

戸、半壊 309 戸、流失 159 戸、床上浸水 18,834 戸、

床下浸水 24,558 戸。 

昭和 25 年 

(1950 年) 
8 月 4 日 台風 11 号 126.0 149.2 1,670 3,170 

死者 10 人、負傷者 105 人、行方不明 26 人、全半壊

463 戸、流失 223 戸、床上浸水 8,414 戸、床下浸水

17,097 戸。 

9月19日 台風 21 号 ― 157 ― (6.72m) 昭和 33 年 

(1958 年) 9月27日 台風 22 号 143.1 156.7 2,140 4,730 

死者 31 人、負傷者 37 人、行方不明 6 人、全壊 166

戸、半壊 418 戸、流失 123 戸、床上浸水 9,549 戸、床

下浸水 29,233 戸。 

6月29日 台風 4 号 148.2 138.7 2,340 3,660 ― 

昭和 41 年 

(1966 年) 9月25日 

台風 26 号

とその温

帯低気圧 

141.1 130.1 2,200 3,580 半壊床上浸水 338 戸、床上浸水 1,935 戸。 

昭和 46 年 

(1951) 
9 月 1 日 台風 23 号 136.6 154.6 1,710 2,920 床下浸水 357 棟、床上浸水 37 棟、全壊流失 1 棟。 

昭和 56 年 

(1981) 
8月23日 台風 15 号 166.7 164.0 3,010 3,910 床下浸水 176 棟、床上浸水 24 棟。 

昭和 57 年 

(1982) 
9月13日 台風 18 号 131.4 140.6 2,950 5,730 

床下浸水 4,204 棟、床上浸水 675 棟、半壊 19 棟、全

壊流失 4 棟。 

昭和 61 年 

(1986 年) 
8 月 5 日 

台風 10 号

とその温

帯低気圧 

233.5 248.2 4,140 7,590 
死者４名、床下浸水 11,733 棟、床上浸水 8,372 棟、

半壊 60 棟、全壊流失 51 棟。 

平成元年 

(1989 年) 
8 月 7 日 台風 13 号 127.2 160.9 1,960 5,240 

床下浸水 668 棟、床上浸水 412 棟、半壊 10 棟、全壊

流失 6 棟。 

平成 3 年 

(1991) 
9月19日 台風 18 号 136.1 126.3 2,350 3,170 床下浸水 273 棟、床上浸水 79 棟、半壊 1。 

平成 10 年 

(1998 年) 
8月30日 

停滞前線

と 

台風 4 号 

215.8 189.5 3,990 5,400 
死者 11 人、重傷者 9 人、全壊 17 世帯、半壊 14 世帯、

床下浸水 1,211 世帯、床上浸水 854 世帯。 

平成 14 年 

(2002 年) 
7月11日 台風 6 号 220.9 220.6 4,120 6,690 

平成 14 年 7 月 9 日、台風 6 号の暴風雨による洪水で

ある。 

これだけ広範囲に 200mm 以上の雨が降ったのは、昭和

61 年の 8.5 降雨以来である。 

総雨量は真船観測所で 325mm、福島観測所で 248mm な

どとなり、阿武隈川上流域では各地で危険推移を超え

る出水となった。 

床下浸水 829 棟、床上浸水 605 棟。 
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■昭和 16 年 7 月洪水 

昭和 16 年 7 月 19 日小笠原南東洋上に発生した台

風 8 号は漸次その進路を北北東に取り、22 日には関

東東部に上陸し、さらに北北東に進んで阿武隈山系

を縦走して仙台平野を経て八戸から北海道へと去っ

た。阿武隈川流域には、21 日夜来から 23 日にかけ

てかなりの降雨をもたらした。折りしも梅雨性の降

雨によって各河川とも相当増水していたところへの

台風、本川は刻々と増水し、本川筋の各観測所では

既住最高水位を記録するに至った。 
阿武隈川下流部、岩沼市の堤防が各所で破堤する

など、堤防決壊・破損は 981 ヵ所にものぼり、家屋

の全半壊、道路の埋没破損なども続出。減水が極め

て緩慢であったため既住の最高水位を超えること実

に 29 時間にもおよび、増水時の激流、減水時の渦流

は暴虐の限りを尽くし、50 有余年来の未曾有の大洪

水は、およそ 1,860 万円もの被害をもたらした。 
                                                   

■昭和 22 年 9 月洪水 

昭和 22 年 9 月、台風が接近する以前の 5 日頃から前線の影

響で 8 日 9 日には所により 20～40mm の雨が降っていた。そ

こへ台風が接近し、東北地方全域に 12 日から 15 日まで雨が

降り続き、16 日には三陸東方海上へと去った。14 日の夜半に

は、前線は関東地方の西部および北部山沿いまで押し上げら

れ、停滞ぎみとなったため、15 日深夜にかけて大豪雨に見舞

われた。15 日早朝、福島では 1 時間 26～27mm の雨が降り、

日雨量は 140～150mm にまで達した。11 日から 15 日までの

総雨量は奥羽山脈沿いが 300～400mm、福島県南西部でも

200mm 以上を記録した。 
この台風 9 号(kathleen)は、明治 43 年 8 月の 2 つの台風お

よび昭和 13 年 6 月の台風に次ぐ豪雨を記録し、田畑の冠水は

流域全体で 2,000 町歩にもおよんだ。特に甚大な被害を被っ

たのは会津地方および県南地方で、郡山では堤防の決壊が117
ヵ所を数え、阿武隈川の支川荒川では河川欠壊 10 ヵ所、氾濫

63 町歩、浸水 2 戸と記録され、福島県全体での被害総額は 2
億円を超えた。 

 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 
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■昭和 23 年 9 月洪水 

昭和 23 年 9 月 13 日、マリアナ群島付近に発生し

た台風 21 号(Ione)は進路を北西に取り、15 日 9 時に

は中心示度 970mb に達しながら本州南方 800km の

海上に迫り、その後何度も進路を変えながら紀伊半

島、御前崎南方を通り、伊豆半島をかすめ、房総半

島南端から霞ケ浦を経て、17 日早朝には三陸方面へ

と去った。 
その影響で福島県地方は、15 日夜半から 16 日明

方にかけて降雨が始まり、16 日がもっとも激しく、

福島測候所では継続雨量 193.5mm に達し、昭和 13
年 9 月の記録に次ぐ大雨となった。 
この豪雨により阿武隈川の水位は急激に増水、本

川阿久津量水標を始め福島、本宮、伏黒地区でもそ

れぞれ警戒水位を大幅に突破し、昭和 16 年以降第 2
位の洪水となった。堤防護岸の決壊が相次ぎ、本宮

町が水浸、さらに下流の角田町（現角田市）では阿

武隈川左支川小田川の堤防欠潰により町内一円に氾

濫浸水するなど、各地で家屋や人畜、農作物、交通

機関などの被害が相次ぎ、被害総額は約 11 億 2,800
万円にのぼった。 
                                                   

■昭和 33 年 9 月洪水 

昭和 33 年 9 月 18 日、台風 21 号が伊豆半島に上陸し、鹿島

灘に抜けて福島県沖を通過した。さらに 27 日には台風 22 号

が 21 号同様伊豆半島に上陸し、福島県中通り南部から浜通中

部を通って太平洋に抜けたため、阿武隈川流域は記録的な豪

雨に見舞われた。 
台風 21 号により吾妻山系に 18 日 7 時頃から 3 時間にわた

って 100mm 程度の雨量があったため阿武隈川の水位も急激

に上昇、12 時頃には各所で警戒水位を突破した。さらに、次

いで襲来した台風 22 号（狩野川台風）の中心が阿武隈川流域

内を通過したため、特に吾妻山系に豪雨をもたらし、阿武隈

川の本支川ともに急激に増水し各所で警戒水位を突破する大

洪水となった。水位は、福島で最高 4.25m、須賀川では 6.84m
を記録した。 
台風 21 号そして 22 号、相次ぐ台風の影響による大雨で河

川が氾濫し、護岸根固め等の決壊をはじめ住宅街や温泉街へ

の浸水などの被害も発生。また、激しい風雨による収穫最盛

期の果樹への被害も報告された。 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 



 32

                                                   

■昭和 41 年 6 月洪水 

昭和 41 年 6 月 20 日にカロリン諸島トラック島付

近の海上に発生し、23 日に台風に発達した台風 4 号

は、22 日頃までカロリン諸島を西進し、26 日には沖

大東島の南方海上で中心気圧 880mbと最盛期に達し

た。その後、北東に進路を変え、次第に衰弱しなが

ら 28 日には銚子南東海上を通り、三陸沖を経て、千

島列島方面に去っていった。台風 4 号が太平洋海上

を北上したため、日本にあった前線が刺激され、台

風の雨と重なって、東北地方では 27 日夜半頃から雨

が降り初め、典型的な雨台風となって各地で大きな

被害をもたらした。総雨量は軒並み 150mm を超え、

特に福島県南東部では 200～600mmの豪雨となった。

阿武隈川山地での降雨量は 140mm 前後、奥羽山系で

は 100～180mm で、岩沼地点での最高水位は 6.64m
に達した。 

福島県内各地で河川の氾濫が相次ぎ、約 5,000 戸

が浸水、道路網もズタズタ、農作物なども大打撃を

受け、被害総額は 8 億円以上にものぼった。 

                                                   

■昭和 61 年 8 月洪水 

昭和 61年 8月 1日にフィリピンのルソン島の東で発生した

台風 10 号は、進路を北東に取り、4 日朝には本州の南海上に

達した。その後、伊豆半島石廊崎の南海上で温帯低気圧に変

わったものの、台風時と変わらぬ強い雨と風を伴ってさらに

北東に進み、房総半島を縦断して鹿島灘に抜け、6 日朝には

宮城県沖に達し次第に東北地方から遠ざかっていった。 
福島県内に 4 日午前 6 時頃から降り始めた雨は午後 4 時頃

から本降りとなり、午後 6 時には県内全域に大雨洪水警報、

強風波浪注意報が発令された。降雨量は、浜通地方が一番多

く、次いで中通り地方、会津地方の順になっており、もっと

も多いところでは 500mm を記録した。それに伴い阿武隈川

の水位は上昇の一途をたどり、堤内堤外の区別が判然としな

いほど一面濁流に覆われた。さらに、谷田川や逢瀬川では堤

防が決壊、沿岸の住宅、田畑、道路などに深い爪痕を残した。

この記録的な豪雨による流域内の総被害額は、約 876億 3,400
万円という驚異的な数字を示した。 

 

支川 谷田川の決壊と郡山市付近の浸水状況

仙台空港周辺（岩沼市）の浸水状況 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：仙台河川国道事務所 資料】 
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■平成 10 年 8 月末洪水 

平成 10 年 8 月末、東北地方に停滞していた前線と

台風 4 号の影響により 26 日から 9 月 1 日にかけて阿

武隈川上流の福島県南部を中心に記録的な豪雨とな

った。 
福島県内の雨量は、阿武隈川上・中流域にある真

船、須賀川、二本松、福島の各雨量測候所で既往最

大日降水量を更新。また、各水位観測所では軒並み

警戒水位を突破、須賀川水位観測所では計画高水位

7.915m を超える 8.17m を、二本松水位観測所では

過去最高水位に並ぶ 11.31m を記録した。また、断続

的な集中豪雨だったため水位の高い状態が 6 日間も

続いた。 
豪雨による被害は中通り全域に広がり、阿武隈川

の氾濫により 19 の市町村約 1 万 1,300 世帯に避難勧

告が出されるという深刻な事態となった。道路も寸

断され、JR 在来線が各地でストップするなどライフ

ラインの混乱が続いた。さらに、土砂崩れや浸水・

冠水、交通網の寸断など直接的な被害に加え、物流

の混乱による物価高騰、交通渋滞、観光客の激減な

ど二次的損害も膨大なものとなった。 
                                                   

■平成 14 年 7 月洪水 

台風第 6 号の北上により、暖かく湿った空気が東北南部に

停滞していたため梅雨前線に入り込み、前線活動が活発化し

たため、台風がまだ日本の南海上にあった時点から雨足が強

まった。 
福島県内は、7 月 10 日未明から降り出した雨が午後には強

くなり、中通りと浜通りに大雨・洪水警報を発表した。夕方

にはやや雨足は弱まったものの、夜には再び雨足が強まり会

津にも大雨・洪水警報を発表した。 
台風が接近した 11 日未明には更に激しい雨となったが、台

風が宮城県沖に遠ざかった 11 日朝のうちには雨は弱まった。

この大雨により福島県内の各地で、低地の浸水、道路の冠水、

河川の増水、交通の不通などが発生した。 
今回の大雨は、梅雨前線が停滞していたため、南東風の吹

き付けの強い阿武隈高地や奥羽山系や会津南部の南東斜面だ

けではなく、県内全域で雨量が多くなった。中通りや浜通り、

会津の一部では 200 ミリを超える大雨となった。 

8 月 27 日に氾濫、30 日に決壊した支川 堀川が合流する白河市の状況 

安達ヶ原橋 

福島県と宮城県との県境「阿武隈渓谷」の出水状況 

福島県と宮城県との県境「阿武隈渓谷」の出水状況 

阿武隈川中流域 二本松市付近の氾濫状況 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 
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４－２ 治水事業の沿革 

(1) 治水事業の沿革 

治水事業の沿革は、当初計画として明治 23 年 8 月洪水に氾濫量を加味して計画流量を決定している。宮城・

福島県境から上流部については、福島地点における計画高水流量を 3,900m3/s として大正 8年から直轄事業とし

て改修工事に着手し、福島地区、郡山地区で大規模なショートカット等が行われた。また、県境から河口までの

下流部については、岩沼地点における計画高水流量を 6,000 m3/s とし、昭和 11 年から直轄事業として改修工事

に着手した。 

しかし、昭和 16 年 7 月に上流部において計画高水流量を上回る大洪水があり、昭和 17 年に上流部の福島地点

における計画高水流量を 4,400m3/s と改訂した。（第 1 次改訂計画）さらにその後、昭和 22 年 9 月及び昭和 23

年 9 月の大洪水に鑑み、全川にわたって再検討を行い、昭和 26 年に上流部福島地点の計画高水流量を 4,500m3/s

に、昭和 28 年に下流部岩沼地点の計画高水流量を 6,500m3/s と改訂した。（第 2 次改訂計画） 

しかしながら、昭和 33 年 9 月、昭和 41 年 6

月等その後の出水並びに流域内の開発状況に鑑

み、目標治水安全度を 1/150 と定め、昭和 49 年

に下流部基準点岩沼地点において基本高水のピ

ーク流量を 10,700m3/s とし、これをダム群によ

り1,500m3/s調節して計画高水流量を9,200m3/s

とする計画とした。 

また、上流部基準点福島地点において基本高

水のピーク流量を 7,000m3/s とし、これをダム

群により 1,200m3/s 調節して、計画高水流量を

5,800m3/s とする計画とした。この計画に基づき、

平成 3 年に白石川に七ヶ宿ダムが、平成 9 年に

大滝根川に三春ダムが完成し、現在に至ってい

る。 
 
 

図 4-2 当初計画の計画高水流量 

図 4-3 第二次改訂計画の計画高水流量 

図 4-4 現行計画の計画高水流量 

七ヶ宿ダム（白石川） 

三春ダム（大滝根川）

【出典：七ヶ宿ダム管理所ＨＰ,三春ダム管理所ＨＰ】 



 35

 
(2) 流路の変遷 

■原始河川の状況と藩政時代までの変遷 

阿武隈川は、上流域の白河盆地を過ぎた付近から北向きに流れを変え台風の進路と同じ方向となるため、台風

の北上とともに流出量が増加する特徴を有している。このため、狭窄部による影響と相まって古来より洪水が発

生し、盆地など平野部において、阿武隈川の蛇行が著しく氾濫被害が絶えなかった。 

阿武隈川は源流から河口までの各狭窄部で急流となり、階段状に変化する縦断勾配により緩急交互流れを変え

る。 

また、各平野部内では変流・乱流を極め、洪水のたびに流路が変わるような状態で、河道の屈曲が甚だしい。

特に郡山地区や福島地区の氾濫原は、再々度にわたる大氾濫で形成されている。福島北部から梁川にかけての氾

濫原は、広いところで 6km に達する幅を持ち、その中には無数の旧川跡をたどることができる。 

これらの旧川跡は、それぞれどの時代の流路であったかは分からない。しかし、その多くは近世初期（戦国時

代）以前のものと考えられる。また、福島県境より山間狭窄部を流下した本川は、丸森町から太平洋に注ぐまで

の間幾多の蛇行を繰り返し、天然河岸の浸食を続けていた。 

近世の流路は、福島地区で文知摺橋から岡部・山口地区の山麓を流れ、岡山に出て、箱崎の愛宕山下へ流れて

いた。また信夫山の南を流れていた松川は、信夫山の東側で阿武隈川に注いでいたが、寛永 12 年（1635 年）ま

たは 14 年の大洪水により松川は信夫山の北に流れを変えて阿武隈川に注いだ。 

下流部における流路の変遷は、大規模な流路変更は行われていないものの、流水を良くするための掘削が行わ

れている。特に狭窄部となっている丸森町では、寛文 1 年（1661）に岩床の破砕や掘削が行われている。また、

明治 17 年には舟運の便を図ることを主目的として、河口から丸森町までの低水工事がなされている。 

 

■大正, 昭和時代の変遷 

阿武隈川の河川整備は、大正８年に内務

省直轄事業となり、これによって福島・郡

山平野の流路も部分的に整備がなされた。 

福島地区では、伊達崎のショートカット

により現河道となった。郡山地区では徳定

～阿久津間の大規模なショートカットを

行い現河道とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：東北地方整備局 資料】 

      

図 4-5 阿武隈川 福島地区の河道変遷 

図 4-6 阿武隈川 郡山地区の河道変遷 
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(3) 昭和 61 年 8 月洪水 広瀬川 激甚災害対策特別緊急事業 

昭和 61 年 8 月の台風 10 号から変わった温帯低気圧による洪水被害は、全壊・流出家屋 51 棟,半壊家屋 60 棟,

浸水家屋 20,105 棟と多大な被害を受け、阿武隈川上流域では戦後最大の大洪水であった。 

中でも阿武隈川右支川 広瀬川では、越水により 2 箇所が破堤, 最大湛水深が 4m 以上にも及び、浸水家屋 677

戸にも達する激甚な被害を受けた。このため、再度災害の防止を目的とした「直轄河川激甚災害対策特別緊急事

業」（約 3.1km）, また漏水対策として「災害復旧事業」（約 2.8km）, 治水安全度の向上を図るため「特定緊急

事業」（約 2.4km）の 3 事業が重点的に実施された。 

 

 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

破堤箇所 

激特事業区間 
災害復旧事業区間 

特定緊急事業区間 

阿武隈川 

昭和 61 年 8月洪水状況 

事業実施後 ～平成 11 年 6月 
【出典：福島河川国道事務所資料】 

阿武隈川 

阿武隈川 

広
瀬
川 

万代橋 

広瀬橋 

梁
川
橋 

梁
川
橋 
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(4) 平成 10 年 8 月末洪水に対する事業 ～阿武隈川 平成の大改修 

平成 10 年 8 月末の前線と台風 4 号による洪水の被害は、死者 11 人,負傷者 22 人,全壊・流出家屋 17 棟,半壊

家屋 14 棟,浸水家屋 2,065 棟他、2 次的な損害を含めて多大な被害を受けた。 

洪水被害が拡大した要因の一つとして、当時の完成堤防が必要堤防の 1/3 に留まっており、無堤地区が全体の

約 30%も残っているなど、河川整備率の著しい低さが原因と判断され、早急に河川整備率を向上させ、水害に対

して安全な地域をつくる必要が挙げられた。 

このため、事業費約 800 億円をかけて「総合的な河川

改修」「改良型災害復旧事業」を短期間に行う「阿武隈川

平成の大改修」が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［平成の大改修 全体事業方針］ 

■ 抜本的な治水対策を実施 （無堤地区の解消, ボトルネックの解消, 堤防強化, 内水氾濫の防止） 

■ 水害に強いまちづくり   （ハザードマップの整備, 高度情報システムの導入, 水防団の強化支援） 

■ うつくしい阿武隈川の創出 （コンクリート護岸の覆土・緑化, 水辺の小楽校, 多自然型工法の導入） 

■ 地域説明プロセスの導入 （専門家による検討会の開催, 地域説明会の開催） 

 

 

 

平成 10年 8月末洪水 浸水状況 
大改修後（平成 14年 7月洪水 浸水状況） 

完成堤 47㎞ （32%） 82㎞ （56%）

暫定堤 57㎞ （39%） 40㎞ （27%）

無　堤 42㎞ （29%） 25㎞ （17%）

　　　（本川の直轄区間、福島県内分）

大改修前 大改修後

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 



 38

 
(5) 平成 14 年 7 月洪水 ～今後の治水対策に対する方向性 

平成 14 年 7 月の台風 6 号による洪水の被害は、浸水家屋 1,434 棟と多くの家屋浸水が生じたものの、「平成の

大改修」による洪水防御効果が現れ、平成 10 年 8 月末洪水のような大規模な被害は免れている。 

しかしながら、連続堤防の整備による遊水機能の低下によって、下流河道への洪水流量の増加が懸念されてい

る。また、狭窄部周辺などの家屋が点在する箇所などでは、河川氾濫による交通網の遮断により家屋の孤立が問

題視されており、これに対してハード面のみならず、ソフト面での対策も必要であると考えられている。 

このため、遊水地, 輪中堤, 宅地嵩上げ等といった地形特性に応じた治水対策手法を選択することによって効

率的な治水安全度の向上を図り、並びにこれによる遊水機能を維持するよう、河川整備を実施していく。また、

ハザードマップ作成の支援, 資料提供、シンポジウムの開催などを通じて、洪水時における自主的な避難, 対策

等への意識の高揚を図り、洪水時には河川巡視等による情報収集, 迅速な情報提供に努め、洪水被害の低減を図

っていく必要がある。 

また、都市計画や下水道整備, 道路整備等の関連事業, 関連機関と連携することによって、氾濫域への資産増

加の抑制や内水対策等を図り、水害に強いまちづくりを推進していく。 

 

［今後の治水対策の方向性：「遊水地、輪中堤、宅地嵩上げ等のさまざまな対応を実施」］ 

■ 地形特性を活かし、分散する集落等の治水安全度を効率的に向上 

■ 氾濫原が残ることによる従来の遊水機能を維持（連続堤整備による下流域での水位上昇を低減） 

■ 今後、都市計画や道路整備との連携による水害に強いまちづくりの推進 

 ～狭窄部周辺で家屋が点在する二本松地区の治水対策 

・輪中堤や宅地嵩上げなどの整備方式 

・氾濫域が残ることによる遊水機能の確保 

安達ヶ原橋 

阿武隈川の越水状況（平成 14 年 7月洪水 二本松市） 

整備後も氾濫域（網掛け部分）が残り遊水機能を確保
 

輪中堤などの整備

従来の遊水機能を維持し、 

下流域の水位低減を図る 

浜尾遊水地 

周囲堤 

越流堤 

遊水地内 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 

【出典：福島河川国道事務所 資料】 
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(6) 砂防事業 

阿武隈川左支川の荒川は名前の通りの「暴れ川」で、豊かな大地を育む一方で豪雨の度毎に激流が山を削り

大量の土砂を流し、古くから土石流や氾濫などの甚大な水害をもたらしてきた、日本でも有数の急流河川であ

る。荒川と同じく奧羽山脈を水源とする松川も同様に急流河川であり、共に福島市市街地を貫流する河川であ

ることから、古くから河川工事がなされてきた。 
しかしながら明治以前の河川工事は、地元民あるいは藩により宅地・耕地保護のために水防林や霞堤の築設

が行われていたが、流出土砂をかん止するための工事は行われていなかった。 
本格的な砂防事業は、明治 33 年に福島県主体で始め

られた。しかし、荒川流域の地質が温泉作用による変成

によって著しく脆
ぜい

弱
じゃく

化しており、崩壊地も多く、大量

の土砂流出があるため工事が至難であり、明治 43 年洪

水には一面が石河原となるような多大な被害を受けた。

当時、荒川沿川の住民が左右岸で対立し、訴訟沙汰や流

血事件が後を断たなかったことからも、土砂災害による

被害の甚大さが伺える。 
このため荒川の砂防事業は上流部においては大正 8

年, 下流部では昭和 11 年から直轄事業となり、除石工

や砂防堰堤の建設等が行われた。 
その後、松川流域, 須川流域においても第２室戸

む ろ と

台風、

カスリン台風などにより土砂災害が頻発したため、昭和

25 年松川
まつかわ

流域、昭和 52 年須川
す か わ

流域が直轄事業となり、

遊砂地, 砂防堰堤等により流路の安定化が図られてい

る。 
 

 
 

 
 

図 4-7 砂防事業の状況 

年  代 代表的な治水・利水工法 治水工法の変遷関わり 

江戸時代初期

～ 

後期 

荒井堰（1637）は存在して

いたとの記録あり 

同時に各地で水争い勃発 

各地に堰を築造し、農業用水路を開削 

水 防 林 
土砂害防除及び自然堤防化促進 

水防林設置により土地利用高度化 
江戸時代中期

～ 

後期 霞   堤 
荒川とその堤内地の分断化を図る 地先

堤防的 

明治 20 年代 大 水 害 土湯村等で被害相次ぐ 

明治 33 年 
県による砂防事業着手 

砂防（山腹工等）工事 

荒川上流崩壊地、地滑対策工により下流

への土石流出を抑制。治水は砂防からとい

う思想に基づく 

明治 43 年 大 水 害 佐原村等被害被る 

大正 8 年 

直轄による河川改修着手

堰堤工、築堤の推進、除石

工、護岸工等 

地先水防から直轄事業による改修へ移行

堰堤により河川区間への土砂流出抑制 

全川的な築堤，水衝部に護岸布設 

昭和 11 年 
直轄による砂防工事着手 

砂防ダムの建設 
砂防ダムによる土砂かん止 

昭和 13 年 大 水 害 荒川下流吉井田地区等被害被る 

昭和 22 年 床固工群の築造 
床固工により河道の安定図る 

流向不安定のための洪水被害からの防御

 

表 4-3 荒川の治水, 利水の歴史と変遷 

東鴉川第 1 堰堤（写真左）と東鴉川第２堰堤（写真右） 
【出典：福島河川国道事務所 資料】 


