後長根川・旧十川における浸水被害と水害意識について
今井幸彦
１．はじめに
青森県西部の日本海側に位置する岩木川
では昭和 50 年，52 年，56 年，平成 2 年，
9 年，14 年，１6 年と洪水が発生している．
これらの洪水の被害や浸水範囲を示した報
告はあるが（大柳，1994）
，湛水深など洪水
の基礎的データを網羅的に示した報告はな
い．湛水深が明らかになることで水害被害
の現状，地形条件との関わりなどがより明
確になる．本研究では岩木川の支流である，
弘前市を流れる長根川と五所川原市を流れ
る旧十川における湛水深を調査し，地形と
の関わりがどの様なものであるのかについ
て明らかにする．
又，現地住民の洪水に対する聞き取り調
査の結果から現在の弘前市，五所川原市の
水害防災のあり方に活かしたい．
後長根川は昭和 52 年の水害，旧十川は平
成 2 年の水害について扱う．水害の年代の
選定は，聞き取り調査の結果，証言がより
多く得られた水害を選んでいる．後長根川
流域の住民からは昭和 52 年の水害の証言
が多く得られ，旧十川流域の住民からは平
成２年の水害の証言が多く得られた。
２．研究対象地域

図 1．対象地域と昭和 52 年，平成２年水害

図２．調査範囲

の主な被災市町村
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岩木川は，青森県西部の日本海側に位置し，

水害の意識，ハザードマップの認知度，洪

その源を青森・秋田県境の白神山地（標高

水発生時の大まかな状況について聞き取り

500～1000ｍ）の雁森山（標高 987ｍ）に

調査を行った．洪水発生時の状況について

発し，弘前市付近で流れを北に変え，平川，

は，後長根川が流れる弘前市では，昭和 52

十川，旧十川等の支川を合わせて津軽平野

年の水害，旧十川が流れる五所川原市では，

を貫流し，十三湖に至り日本海に注ぐ，幹

平成 2 年の水害について聞き取りを行った．

川流路延長 102km，流域面積 2540 km²

調査件数は弘前市で 9 件，五所川原市で 7

の一級河川である．
（図１）その支流である

件である．又，役所の防災担当の方に水害

後長根川と旧十川の流域面積は，後長根川で

当時の状況について情報提供を求めた．

は約 44 km²，旧十川では約 240 km²である

（図２）
．流域最大の都市である弘前市は，

５．昭和 52 年，平成 11 の水害被害の概要

総面積が 523.12 km²，人口 189,043 人（平

（１）後長根川流域における昭和 52 年水害

成 17 年）である．五所川原市は総面積が

の概要

404.58km²，人口 62,18 1 人（平成 17 年）

水害の発生原因は前線による豪雤である．
8 月 4 日夜半より津軽地方に強い雤が降り

である．

出した．上流域では 5 日（10 時～24 時）
までの総雤量が 250～300mm となり，平地

３．水害調査に関する従来の研究
水害調査の従来の研究の一つとして，

の弘前市で総雤量 243mm と記録的豪雤と

2004 年，福井県北部・嶺北地方において発

なった．主な被災市町村は弘前市，五所川

生した集中豪雤による足羽川中・上流域の

原市，藤崎町(図１)である．死者・行方不明

浸水被害の調査事例がある（廣内・堀，

者 41 人，床上・床下浸水約 13370 戸，農

2004）
．この調査では，浸水範囲や浸水深，

地被害約 6300ｈａであった．

洪水堆積物の厚さについて調査を行ってい

（２）旧十川における平成２年水害の概要

る．その調査結果を地図上に記載し，地形

水害の発生原因は台風 19 号である．9 月

分類と比較することで，段丘上に位置した

19 日，台風 19 号により前線が東北地方を

地点では被害が少ないこと，大きな被害を

とおり，日本海側に停滞した．岩木川上流

受けた地点は現成氾濫原にほぼ一致したこ

において総雤量 100 ㎜を超す豪雤となった．

とを指摘している．

主な被災市町村は弘前市，五所川原市であ
る．床上・床下浸水約 720 戸，農地被害約

青森県の水害調査に関しては，岩木川中
流域における地形と洪水との関係を扱った

1100ｈａであった．

（大柳，1994）がある．この研究では後長

(図１)

根川においての昭和 50，52 年の浸水実績範
囲と地形分類図を比較している．その結果

６．調査地域の地形分類図・等高線図と湛

水害常習地は後背湿地であることを示して

水深の分布

いる．

調査範囲を図２に示す．調査範囲１は弘
前市，調査範囲２，３は五所川原市の松島

４．調査方法

地区と漆川地区である．調査地域の選定は

空中写真判読により調査地域の地形分類

聞き取り調査を基に，過去に水害の被害が

図を作成し，さらに現地調査において湛水

あったという証言を得られた地域を調査地

範囲と湛水深，弘前市と五所川原市住民に

域とした。
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図３．調査範囲１の地形分類図・等高

図４．調査範囲１における昭和 52 年

線図

水害の時の湛水深図
図６は調査範囲２における平成 2 年水

（１）弘前市
調査範囲１の地形分類図・等高線図を図

害の時の等深線図である．小・中学校の東

３に示す．中崎集落は自然堤防上に位置す

にある川から東に向かって湛水深が 50 ㎝，

ることがわかる．集落の周りは氾濫平野が

20 ㎝となっている．高校の西にある川か

分布し，集落の北東には旧河道が分布する．

ら東側で 20 ㎝の湛水深となっている．

等高線図より，南の水田地帯は周りの土地

調査範囲３の地形分類図・等高線図を図

より高くなっている．

７に示す．氾濫平野，自然堤防が分布して

図４は調査範囲１における昭和 52 年水

いる．自然堤防上には集落が位置している

害の時の等深線図である．浸水深が最も深

ことがわかる．
図８は調査範囲３における平成 2 年水

くなっているのは川の合流点付近であり，
湛水深は 70cm となっている．

害の時の湛水深の分布図である．調査範囲

（２）五所川原市

中央の地点で 112 ㎝の湛水深があったこ

調査範囲２の地形分類図・等高線図を図

とを聞き取り調査で確認した．

５に示す．氾濫平野が広く分布し，自然堤
防，旧河道が分布する．等高線図より，土
地は東から西に緩やかに傾斜している．
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図５．調査範囲２の地形分類図・等高線図

図６．調査範囲２における平成 2 年水害の時の湛水深図
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図７．調査範囲３の地形分類図・等高線図

図８．調査範囲２における平成 2 年水害の時の湛水深図
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成）平成 8 年に全戸配布されている．

７．行政による水害対策 ハザードマップ
の作成と配付

２つの洪水ハザードマップは，それぞれ

図９弘前市洪水ハザードマップは，弘前

の地域でどの程度浸水する恐れがあるの

市内を流れる岩木川，平川，後長根川，腰

かを知ることができる．それぞれの自治体

巻川が大雤によって増水し，堤防が決壊し

はこの洪水ハザードマップを配付するこ

はん濫することを想定し，国土交通省及び

とを通して地域住民に水害に対する注意

青森県が作成した「浸水想定区域図」をも

を喚起している．

とに，想定される浸水の深さや範囲，避難

弘前市の洪水ハザードマップにおいて，

場所の位置を取りまとめたものである．

調査範囲１では大部分が浸水深が 1～2m

（平成 21 年作成）平成 21 年に全戸配布

未満の区域（C）であり，東側が浸水深が

されている．

2～5m 未満の区域（D），北西に浸水深が

図 10 五所川原市岩木川洪水避難地図

50 ㎝未満の区域（A）が分布している．
（図

（洪水ハザードマップ）は岩木川が大雤に

９）

よって増水し，市内で堤防が決壊した場合

五所川市のハザードマップにおいて，調

の浸水想定結果にもとづいて，浸水する範

査範囲 2 は浸水深が 2m～４m の区域（D）

囲とその程度ならびに各地区の避難場所

である．調査範囲 3 は北と南側が浸水深

を示した地図である．浸水の範囲は、河川

が 2m～４m の区域（D）
，西と東側が浸

管理者（国土交通省及び青森県）が発表し

水深が 1m～2m の区域（C）である．
（図

たものを基に作成している．
（平成 8 年作

10）

図９．弘前市洪水ハザードマップ
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Q3 では「いいえ」と回答した割合が弘前市，

８．水害に対する住民の意識
行政が作成，配布したハザードマップの

五所川原市の両市で高い．このことから住

認知度と水害に対する意識はどの程度であ

民のハザードマップへの認知度は低いと言

るかを明らかにするためにアンケート調査

える．

を行った．対象住民は弘前市（調査範囲１

Q4 では弘前市で「はい」
「いいえ」が共に

の住民）五所川原市（調査範囲 2・3 の住民）

50％であり，五所川原市では「はい」が

である．アンケートは無作為に行った．質

100％であった．このことからハザードマッ

問項目は次の 6 つである．

プの存在を知り，水害の危険度を認知して
いる人は，自分の住んでいる場所をハザー

Q1：自分の住んでいる所は今後水害の危険

ドマップで確認する傾向があると言える．

性はあると思いますか．

Q5 では弘前市で「はい」が約 10％，
「いい

Q2：洪水時に自分の住んでいる地域の避難

え」が約 20％，「分からない」が約 70％で

場所を知っていますか．

あった．五所川原市では「はい」が約 15％，

Q3：市で発行している「ハザードマップ」

「いいえ」が約 70%，「分からない」が約

を知っていますか．

15％である．弘前市では「分からない」の

Q4：
「ハザードマップ」で自分の住んでい

割合が多く，五所川原市では「いいえ」の

る場所を確認したことがありますか．

割合が多い．

Q5：市が行っている住民に対する水害予防

Q6 では弘前市では「はい」が約 20％，
「い

体制，主に広報活動による呼び掛けは現状

いえ」が約 80％であった．五所川原市では

で充分だと思いますか．

「はい」が約 60％，
「いいえ」が約 40％で

Q6：今までの自分の水害に対する意識と対

あった．弘前市では「いいえ」の割合が多

策は十分であると思いますか．

く，五所川原市では「はい」の割合が多い．

Q4 については Q3 で「はい」と回答した住
民に対してのみ回答してもらった．
アンケート内容をまとめた結果を表 1 に
示す．図 11 は質問項目ごとに弘前市と五所
川原市のアンケート回答の割合をパーセン
テージで示したものである．

Q1 では「いいえ」と回答した割合が弘
前市，五所川原市の両市で高い．このこと
から水害に対する危険性を感じる者が少な
いと言える．
Q2 では「いいえ」と回答した割合が弘前市，
五所川原市の両市で高い．このことから洪
水時の住民の避難場所の認知度は低い．
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表１ 水害に対する住民の意識についてのアンケート結果
はい
Q1

Q2

Q３

Q4

Q5

Q6

いいえ

分からない

弘前市

0

9

0

五所川原市

2

5

0

弘前市

1

8

五所川原市

3

4

弘前市

2

7

五所川原市

1

6

弘前市

1

1

五所川原市

1

0

弘前市

1

2

6

五所川原市

1

5

1

弘前市

2

7

五所川原市

4

3

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

分からない
いいえ
はい

20%
10%
0%
弘 五 弘 五 弘 五 弘 五 弘 五 弘 五
前 所 前 所 前 所 前 所 前 所 前 所
市 川 市 川 市 川 市 川 市 川 市 川
原
原
原
原
原
原
市
市
市
市
市
市
Q1

Q2

Q３

Q4

Q5

Q6

図 11．水害に対する住民の意識についてのアンケート結果のグラフ
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９．考察

調査範囲２の湛水深図と弘前市洪水ハザ

（１）湛水深図，地形分類図・等高線図の

ードマップを比較する．ハザードマップで

比較

は調査範囲２の想定浸水深は 2m～4m の区
域であり，湛水深図では湛水深 50 ㎝，20

調査範囲１においては中央の川を中心と
して湛水深が深くなるっているので中央の

㎝，0cm の等深線が表されている．このこ

川が溢れたため洪水になったと考えられる．

とからハザードマップは水害時の浸水想定

又，川の合流点で浸水し，湛水深が大きく

ができる．

なった様に見える．浸水は東側の自然堤防

調査範囲２の地形分類図・等高線図と弘

上と氾濫平野で確認された．西側の自然堤

前市洪水ハザードマップを比較する．調査

防と氾濫原平野の境では湛水深が 50 ㎝，自

地域２の地形分類図は大部分が氾濫平野で

然堤防内は 0 ㎝であった．これは東側の自

ある．この範囲はハザードマップでは浸水

然堤防が西側の自然堤防よりも高いため浸

深が 2m～4m の区域であり想定浸水深が最

水深に違いが表れたと考えられる．

も深い．このことから氾濫平野は水害時に

調査範囲２では，旧河川で浸水が確認さ

浸水する可能性が大きいといえる．

れている．一番深かった湛水深 50cm の地

調査範囲３の地形分類図・等高線図と弘

点は東側に川がありその川が溢れた．聞き

前市洪水ハザードマップを比較する．地形

取り調査でも東側から水が流れてきたとい

分類図で氾濫平野になっている部分はハザ

う証言が得られた．浸水があった場所は，

ードマップで浸水深が 2m～4m の区域とほ

等高線図では高低の差が表現されず分から

ぼ重なり，自然堤防になっている部分は浸

ないが土地が低くなっていると考えられる．

水深が 1m～2m の区域とほぼ重なる．この

調査範囲３において，112 ㎝浸水した地

ことから水害時は自然堤防は氾濫平野より

点は，川の合流点のすぐ下流であり，自然

浸水する可能性が低いといえる．

堤防に挟まれた狭窄部である．この為その

（３）地域住民のハザードマップ認知度

上流が浸水したと考えられる．

と水害に対する住民の意識

（２）湛水深図，地形分類図・等高線図と

ハザードマップで浸水する可能性がある

ハザードマップの比較

とされており，過去に水害が発生している

調査範囲１において湛水深図と弘前市洪

弘前市，五所川原市において，自分の住ん

水ハザードマップを比較する．ハザードマ

でいる所は今後水害の危険性はあると思う

ップでは東側の浸水想定が西側より深い．

かアンケート調査をした結果，水害の危険

しかし，調査結果では西側の方が東側より

性があると答えた人の割合は，弘前市にお

浸水深が深い．この違いはハザードマップ

いて９戸中 0 戸，五所川原市では７戸中 2

の洪水想定河川が後長根川だけでなく岩

戸であった．又ハザードマップが配布され

木川も含んでいるためである． しかし，

ているのを知っている戸数は，弘前市にお

昭和 52 年の水害は後長根川のみの氾濫で

いて９戸中２戸，五所川原市では７戸中１

あったために調査範囲１では西側の方が東

戸であった．

側より浸水深が深くなった．

このような結果から今後水害に遭う可能
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性がないと思っている住人が多い地域では，

羽川中・上流域の浸水被害．地理 49

ハザードマップの認知度が低くなるといえ

（12）
：57-59
相馬武志 2000．弘前市における水害予防対

る．又今後水害が起こらないと思っている

策．弘大地理 36：26 -32

人の理由として「川底を下げる工事を行っ
たため水害にならない．
」という意見を聞き

小松純也 2008．昭和 50 年台風による仁淀

取り調査の中で得た．このことから水害は

川下流域の浸水被害とその後の水害対策

工学的手法による対策が行われれば発生し

について．信州大学地理学野外実習報告

ないという意識が強いのではないかと考え

書．高知：3-9
廣内大助 2010．市民活動を通じて被災地域

る．
１０．まとめ

に構築される新たな災害分化．国立歴史

（1）川の合流点，旧河道上では水害時に浸

民俗博物館研究報告第 156 号集：57-70

水する可能性が高い．

国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/

（2）ハザードマップは水害時の浸水想定が
できる．又自然堤防は氾濫平野に比べハザ

弘前市ホームページ
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/

ードマップ上の想定浸水は低くなる．
（３）ハザードマップで浸水する可能性が

五所川原市ホームページ

あるとされており，過去に水害が発生して

http://www.goshogawara.net.pref.aomo

いる弘前市，五所川原市において，今後水

ri.jp/

害が発生するという意識を持った住民は少

かわ．みち．あおもり．青森河川国道事務

ない．又ハザードマップの認知度も低い．

所
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/

これは水害は工学的手法による対策が行わ
れれば発生しないという意識が強いためで

岩木川水系河川整備計画
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/ke

はないかと考える．

ndo/kasensabo/files/iwaki-gosyogawara
2.pdf
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