第２編

調査

第 1 章 釜閘門（定川北閘門）の履歴と類似事例の整理
1.1

釜閘門（定川北閘門）の履歴

(1)

文献から明らかとなる履歴の整理

東日本大震災の津波によって被災するまで利用されていた釜閘門（定川北閘門）は、躯体
に取り付けられた銘板に「大正 5 年 7 月竣工 定川北閘門」※1 と書かれていることから、
閘門の建設年は大正 5（1916）年であると考えられる。
一方、明治期に造られた閘門については、建設年や構造などの記録が明確でなく、一部の
資料※2 では、北上運河が完成した明治 15(1882)年に釜閘門（定川北閘門）も同時に設置さ
れたとの記述も見受けられる。
そこで、釜閘門（定川北閘門）の履歴を明らかにするため、以下の文献類を活用し釜閘門
（定川北閘門）の履歴を整理した。
（表-1.1.2､表-1.1.3 を参照）
表-1.1.1 整理活用した文献類
文献名

発行年

著者・発行者

備考

北上・東名運河

明治 19～20 年

宮城県

宮城県公文書館蔵

明治 40 年 4 月 9 日県報

明治 40 年 4 月

宮城県

宮城県県政情報センター

水害救済ニ関スル雑書類

明治 43～大正 2 年

宮城県

宮城県公文書館蔵

永年保存 河港

明治 44 年

宮城県

宮城県公文書館蔵

定川堤防竣工碑

大正 4 年

石巻市史 第 2 巻

昭和 31 年

石巻市史編纂委員会

石巻市立図書館

石巻市史 第 4 巻

昭和 37 年

石巻市史編纂委員会

石巻市立図書館

宮城県議会史 第 2 巻

昭和 49 年

宮城県議会史編さん委員会

宮城県図書館蔵

宮城県議会史 第 3 巻
角川日本地名大辞典
「宮城県」

昭和 50 年

宮城県図書館蔵

貞山・北上運河沿革考

平成元年 3 月

宮城県議会史編さん委員会
「角川日本地名大辞典」
編纂委員会
遠藤剛人 著
仙台月急山叢舎 発行

釜閘門関連施設台帳

平成元年

宮城県東部土木事務所

東部土木事務所蔵

平成 26 年 9 月

石巻日日新聞

宮城県図書館蔵

平成 27 年 3 月

国土交通省東北地方整備局
北上川下流河川事務所

国会図書館蔵

石巻の大正・昭和・平成
- ふる里と歩んだ石巻日
日新聞の 100 年
重要文化財 石井閘門
補修工事記録

写-1.1.1 北上・東名運河
明治 19～20 年 宮城県

昭和 54 年 12 月

現地（定川沿い）

写-1.1.2 永年保存 河港
明治 44 年 宮城県
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宮城県図書館蔵
宮城県図書館蔵

写-1.1.3 水害救済に関する雑書類
明治 43～大正 2 年 宮城県

表-1.1.2 釜閘門（定川北閘門）の履歴（その１）
年号

出来事

記載文献
重要文化財 石井閘門

明治 9(1876)年

大久保内務卿、石井内務省土木局長、野蒜視察

明治 10(1877)年

野蒜築港計画提出（内務省御雇長工師ファン・ドールン）

明治 11(1878)年

野蒜築港、北上運河、石井閘門着工

明治 13(1880)年

石井閘門完成

明治 15(1882)年

北上運河完成

貞山・北上運河沿革考

明治 17(1884)年

暴風浪により野蒜内港口突堤破壊。

貞山・北上運河沿革考

明治 19(1886)年

北上運河、内務省から宮城県に移管される

北上東名運河

明治 21(1888)年

北上運河浚渫工事開始

貞山・北上運河沿革考

明治 24(1891)年

この頃、水底土砂のため満潮時以外汽船航行が自由でなく
なる

角川日本地名大辞典

北上川河口域で水害（出水・海嘯(高潮)など）が頻発

石巻市史第 2 巻

明治 37(1904)年

定川閘門新鳴瀬川閘門設置に関する建議
水害被害の軽減を目的に閘門設置の要望が出されている
県議会では定川閘門のみ可決。ただし、地元が工事費の
3 分以上を寄付することが条件となっている

宮城県議会史第 2 巻

明治 39(1906)年

北上運河閘門新設に伴い一時通船停止

貞山・北上運河沿革考

定川閘門設置

石巻市史第 4 巻

宮城縣報(明治 40 年 4 月 9 日)、「北上川通桃生郡鷹来村
地内ニ新設シタル定川閘門ニ看守人ヲ置キ四月十日ヨリ扉
門ノ開閉ニ従事セシム」との記述あり

宮城県報

明治 29～35
(1896～1902)年

明治 40(1907)年

補修工事記録
重要文化財 石井閘門
補修工事記録
重要文化財 石井閘門
補修工事記録
重要文化財 石井閘門
補修工事記録

「宮城県」

明治 42･43
(1909・1910)年

水害後、汽船航行ができなくなる

明治 43(1910)年

鳴瀬川洪水にて野蒜船溜深川閘門流出との記述あり※
（明治 43 年 8 月 6 日～16 日 台風 9 月にも台風到来）

貞山・北上運河沿革考

明治 44(1911)年

定川北閘門修繕工事

永年保存 河港

角川日本地名大辞典
「宮城県」
A

【文献の記述から想定される事項】
※A 鳴瀬川河口付近で閘門が流出する被害があったことから、釜閘門（定川北閘門）も被災したと考えられる。この被災により翌年閘
門の改修が行われたものと考えられる。

海側

北上運河

定川↑

写-1.1.4 北上・東名運河
写-1.1.5 永年保存 河港
明治 19～20 年 宮城県
明治 44 年 宮城県
・内務省から宮城県に北上運河が移管された時の付
・明治
44
年
12 月に定川北閘門の修繕の
図には、定川周辺には閘門の類の記入は無く橋梁渡
船のみとなっている。本編にも釜閘門（定川北閘門） ために運河の航行を禁止したことが
明記されている
の記入なし。
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表-1.1.3 釜閘門（定川北閘門）の履歴（その２）
年号

出来事

記載文献

石巻沿岸で大海嘯（高潮・大正 2 年 8 月 27 日）発生、沿
岸に大きな被害を与える※B

貞山・北上運河沿革考

鷹来村大曲南閘門、大曲東閘門等被災の写真を宮城県庁
（内務部長）へ送付※C

水害救濟に関スル雑書類

大正 3(1914)年

宮城県、定川堤防復旧工事を実施

定川堤防竣工碑

大正 3(1914)年

県議会において大正 4･.5 年度の 2 ヵ年継続事業として 2.5
万円の支出額をもって定川北閘門を改築すると決議（腐朽
が甚だしく改築するとの理由）

宮城県議会史

大正 2(1913)年

定川釜・大曲閘門コンクリート新設、設置

貞山・北上運河沿革考

大正 5(1916)年

釜閘門（定川北閘門）の銘板に「大正 5 年 7 月定川北閘門
竣功」の記載あり

大正期閘門の銘板より

昭和 41(1966)年

釜閘門改築※D

県資料※3

昭和 53(1978)年

釜 1 号閘門（閘頭部）の扉体、戸当たり、軸受け更新

県資料※3

昭和 58(1983)年

釜２号閘門（閘尾部）の開閉操作をラック式開閉装置によ
る手動操作から電動駆動による油圧シリンダー式に改良

県資料※3

平成 11(1999)年

釜閘門改築 （扉体、開閉装置、軸受、更新）

県資料※3

平成 23(2011)年

東北地方太平洋沖地震にて被災

平成 27(2015)年

新規閘門の建設が始まる

【文献の記述から想定される事項】
※B 石巻沿岸では大きな被害があり、釜閘門（定川北閘門）が被災している可能性が大きいと考えられる。
※C 文献では、大曲南閘門、大曲東閘門となっているが、現在、釜閘門（定川北閘門）の対岸にある大曲閘門は、以前は定川南閘門と呼
ばれている。また、大曲閘門がある地区名は大曲であり、この大曲地区には大曲閘門（定川南閘門）が 1 基のみであることなどを
考慮すると、文献の記述が混乱し、定川南閘門と定川北閘門を大曲南閘門、大曲東閘門と記述したと考えられる。さらに、明治 40
年の宮城縣報(明治 40 年 4 月 9 日)には、
「桃生郡鷹来村地内に新設の定川閘門に看守人を置き門扉の開閉に従事する」との記述あ
り、定川閘門の所在地を鷹来村としている。以上の点を踏まえると、「水害救濟に関スル雑書類」に記述された大曲南閘門・大曲
東閘門は、定川南閘門と定川北閘門であると考えられる。
※D 県の資料では改築としか分からないが、石井閘門は、同年（昭和 41 年）に木製門扉から鋼製門扉に改築している。この点を踏まえ
ると釜閘門（定川北閘門）も木製から鋼製に改築した可能性が考えられる

写-1.1.6 大正 2 年 8 月 27 日の大海嘯（高潮）被害写真
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邊見清二氏提供資料

写-1.1.7 定川堤防工事竣工記念碑
・大正 2 年の大海嘯(高潮)の被害が示されて
いる(津波被害前)
日本の川と災害

写-1.1.8 水害救濟に関スル雑書類
明治 43・大正 2 年 宮城県地方課
・大正 2 年の大海嘯(高潮)の被害写真を各
郡長が宮城県庁の内務部長に送った目
録の中に大曲南閘門と大曲東閘門の記
述がある

出典
http://www.kasen.net/pref/04miyagi/jokawa/R45/
ishi.htm

(2)

文献から得た知見

整理した年表から釜閘門（定川北閘門）の履歴のポイントを抜き出すと以下の 7 点とな
る。（表-1.1.4 を参照）
表-1.1.4 釜閘門（定川北閘門）の履歴のポイント
１
２
３

４
５
６
７

履歴整理からの知見
明治 37 年の県議会で釜閘門（定川北閘門）は、定川からの土砂流入防止や逆流防止（洪水防
禦）のために設置することが可決され、明治 40 年に完成した。
明治 44 年には修繕工事を実施している。これは、明治 43 年の大水害時に被災しその補修を実
施したものと考えられる。
大正 2 年には、大海嘯（高潮）によって大曲南・東閘門が被災したことを報告している。な
お、記述に見られる大曲南・東閘門は、現在、釜閘門（定川北閘門）の対岸にある大曲閘門（定
川南閘門）の名称と混乱して利用されたものと考えられる。このため、大正 2 年の大海嘯（高
潮）で釜閘門（定川北閘門）も被災したものと考えられる。
大正 3 年に県議会で大正 4･5 年度の 2 ヵ年継続事業として釜閘門（定川北閘門）を改築するこ
とが決議される。
大正 5 年にコンクリートブロックの閘門が完成。
（その後、この閘門は 100 年近く利用される）
昭和 41 年、昭和 58 年、平成 11 年に門扉、開閉機、管理橋などの交換や改築が行われる。
平成 23 年 3 月の東日本大震災で被災

このように、釜閘門（定川北閘門）は、明治 40(1607)年 4 月に建設されているが、４年
後の明治 44(1911)年には改修され、さらに大正 2(1913)年 8 月には大海嘯（高潮）によって
被災を受け、建設から 10 年後（大正 5 年 7 月）には新たにコンクリートで新設されたこと
が分かる。
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表-1.1.5 釜閘門（定川北閘門）の関連年表と主な災害年表

【釜閘門（定川北閘門）関連年表】
釜閘門（定川北閘門）完成

釜閘門（定川北閘門）完成前の関連事項

形状は近代閘門であるが木造

野蒜築港計画立案

北北上運河を宮城県の埋蔵文化財包蔵地として登録
新規に釜閘門（定川北閘門）を建設（鉄筋コンクリート造）

釜閘門（定川北閘門）の補修

構想立案=明治政府（大久保利通）
計画･設計=オランダ人技師ファン・ドールン

明治 43 年の台風にて破損した部分を補修したと考えられる

釜閘門（定川北閘門）大海嘯
（高潮）により倒壊

野蒜港、北上運河、石井閘門の建設
石井閘門は、日本における初めての近代閘門
（煉瓦･石造構造）

建設中に明治期の閘門遺構らしきものが出土し記録調査を
実施
門扉の開閉機の補修

門扉の開閉機交換

東北地方太平洋沖地震・大津波
（東日本大震災）により被災

門扉を木製から鋼製に交換
石井閘門完成
釜閘門（定川北閘門）の再整備

北上運河完成

コンクリートブロック積により新設

1938 年
(昭和 13)11/5

地震・津波

地震・津波

津波

【主な災害年表】

⑪
⑫
⑬

⑭

地震・津波

2003 年
(平成 15)5/26
2003 年
(平成 15)7/26

地震

2005 年
(平成 17)8/16
2010 年
(平成 22)2/28

地震

2011 年
(平成 23)3/11

地震

津波

地震・津波

【水害】
年月日

① 1910 年
宮城県北部地震。震源宮城県北部、地震規模Ｍ
(明治 43)8/16,
6.5、石巻で震度 4。古川市は震度 5 の強震で、
17
死者 2 人、重傷者 7 人、軽傷者 84 人を出した。
② 1962 年
全壊 9 戸、半壊 42 戸、土砂被害 16 箇所で損害
(昭和 37)8/29
額は 3 億 5,728 万円に及ぶ被害。
③ 1986 年
(昭和 61)8/5
宮城県沖地震・津波。地震規模Ｍ7.4。石巻で震
度 5、旧石巻地域では、重傷 4 人、全壊家屋 18
④ 1991 年
棟、半壊家屋 200 棟。液状化も発生した。
【市域
(平成 3)9/19～
での津波高さ：鮎川で 0.4ｍ】
20
宮城県沖（三陸南地震）
。 地震規模Ｍ7.1。重軽
⑤ 2002 年
( 平 成 14)7/10
傷者 64 人、住家半壊 11 棟、一部破損 1,033 棟。
～13
宮城県北部連続地震。地震規模Ｍ6.4、重軽傷者
675 人、住家全壊 1,250 棟、半壊 3,726 棟、一
部破損 10,998 棟
⑥ 2006 年
( 平 成 18)10/6
8.16 宮城地震。地震規模Ｍ 7.2。重軽傷者 79
～8
人、住宅一部破損 383 棟。
チリ中部地震・津波。養殖いかだに被害。気仙
【高潮・暴風雨】
沼市湾奥部で 2.19ｍ、
女川町野々浜漁港で 1.40
年月日
ｍの津波高が確認された。
【市域での津波高さ： ① 1913 年
北上漁港で 0.72ｍ】
( 大 正 2)8/25 ～
27
平成 23 年東北地方太平洋沖地震・大津波。
② 1941 年
地震規模Ｍ9.0。石巻で最大震度 6 強。石巻市
(昭和 16)8/5～6
周辺の沿岸部では、今次津波における大の津波
③ 1951 年
高さは 8.6ｍ以上注）となっており、津波の浸
( 昭 和 26)10/14
水範囲は 73km2 と市域の沿岸部の広範囲に及ん
～15
④ 1962 年
だ。石巻市で死者 3,140 人、行方不明者 452 人
(昭和 37)8/20
（平成 24 年 11 月末現在）
、
被災建物棟数 53,742
⑤ 1986 年
棟、全壊棟数 22,357 棟（平成 24 年 6 月末）
。
(昭和 61)9/29～
【市域での津波高さ：鮎川で 8.6ｍ以上】
30

※主な災害は「石巻市防災計画」に掲載されている過去の主な災害から、
「地震、津波」
、
「水害、高潮・暴風雨」を抜粋した。

●平成２８年（２０１６年）

⑤

⑩

1978 年
(昭和 53)6/12

⑬

地震

⑨

地震

⑥
⑫

地震・津波

1962 年
(昭和 37)4/30

⑪
⑩
⑤

地震・津波

⑧

被害状況等

●平成１１年（１９９９年）

三陸沖地震・大津波。県下の死者 3,452 人、流
失家屋 985 戸。地震規模Ｍ7.6｡津波高さ 2.5ｍ。
三陸沖地震・津波。女川 3ｍの津波。地震規模
Ｍ7.4。市中心市街地部で液状化発生。
三陸沖地震・大津波。石巻で震度 5、三陸沿岸
に津波。県下の死者 315 人、負傷者 151 人、流
失倒壊家屋 477 戸、浸水家屋 2,515 戸。震源は、
金華山沖約 30 ㎞、地震規模Ｍ8.3｡
【市域での津波高さ：雄勝町荒で 10ｍ、牡鹿町
大谷川で 5.2ｍ、牡鹿町谷川・鮫川浦、北上町
相川・大指、小指で 4.8ｍ、雄勝町雄勝・船越、
北上町小泊で 4.5ｍ】
金華山沖地震。石巻で震度 5、石巻で灯籠倒壊・
水道管破損・道路亀裂。陶器店に被害。地震規
模Ｍ7.2｡
福島県沖地震・津波。石巻で震度 5。地震規模
Ｍ7.7。
【市域での津波高さ：石巻で 0.4ｍ、鮎
川で 1.04m】
十勝沖地震・津波。かき・のりに被害。津波の
最大波高は、女川町 0.8ｍ、志津川 1.5ｍ。
【市
域での津波高さ：鮎川 1.0ｍ、雄勝町 2.0ｍ、牡
鹿町（旧大原村）0.7ｍ】
チリ地震・大津波。石巻市で死者・行方不明者
2 人、流失全壊家屋 84 棟、床上浸水 1,724 棟。
【市域での津波高さ：牡鹿町大谷川 5.65ｍ、荻
浜桃の浦 5.3ｍ、石巻市内海橋前 2.8ｍ】

種別

④

地震・津波

年月日

⑤
③

●昭和５８年（１９８３年）

1896 年
(明治 29)6/15
1897 年
(明治 30)8/5
1933 年
(昭和 8)3/3

1960 年
(昭和 35)5/24

⑨

被害状況等

1937 年
(昭和 12)7/27

⑦

●昭和４１年（１９６６年）

種別

1952 年
(昭和 27)3/4

②
④
⑧

年月日

④

⑥

⑦

③

⑥
③
②
⑤
④

②

③

①

●大正 ５年（１９１６年）

●大正 ２年（１９１３年）
①

●明治４４年（１９１１年）

①

●明治４０年（１９０７年）

②
①

●明治１５年（１８８０年）

●明治１３年（１８７９年）

●明治１１年（１８７８年）

●明治１０年（１８７７年）

【地震・津波】

【地震・津波】

【主な災害年表凡例】
○・・・地震・津波
○・・・水害
○・・・高潮・暴風雨

⑭
●平成２３年（２０１１年）

（明治 17 年（1884）に野蒜
港が台風により被災）

種別

被害状況等

洪水

北上川堤防が決壊。床上床下浸水は石巻町で 205 戸(950 人)、蛇
田村で 41 戸(204 人)、稲井村で 195 戸(936 人)、計 405 戸(2,090
人)。収穫皆無の水田は全体で 768 町歩にものぼった。
日本海低気圧による集中豪雨。床上浸水約 100 戸、床下浸水 1,000
戸。旧市内の交通がストップした。
台風 10 号。県内で死者 5 名、負傷者 12 名、鹿島台町で死者 1 名、
住家全半壊 262 戸、住家一部損壊 721 戸、床上浸水 8,827 戸、床
下浸水 18,847 戸、非住家損壊 9,563 戸。
台風 18 号。一部損壊 3 棟、床上浸水 24 棟、床下 178 棟、その他
損壊 53 棟、田畑被害 24.8ha、道路被災 33 箇所、河川被災 8 箇
所、湾岸被害 1 箇所、崖崩れ 26 ヵ所。
台風 6 号。旧石巻市で総雨量 227.5 ミリ。旧石巻市の蛇田字三ツ
口で 1 世帯 2 名、北上川流域 5,894 世帯 19,613 名に避難勧告を
発令。床上浸水 57 戸(183 人)、床下浸水 305 戸(856 人)、その他
ブロック塀破損、蛇田地区、旧河南・桃生・北上町でがけ崩れ等
の発生。
猛烈に発達した低気圧が県内を通過。総雨量は石巻で 196 ㎜、雄
勝で 311 ㎜。石巻で最大瞬間風速 32.5m/ｓ。住宅半壊 4 棟、住宅
一部破損 207 棟、床上浸水 38 棟、床下浸水 161 棟、女川湾でサ
ンマ漁船が座礁し死者 4 名、行方不明者 9 名、石巻で軽症者 2 名。

大雨
大雨・
洪水
大雨・
洪水
大雨・
洪水

暴 風
雨

種別

被害状況等

暴風雨
高潮

北上川が出水し、石巻湾に風津波発生。牡鹿郡有史以来の惨禍
にて死者 27 人、全潰流失家屋 720 棟、浸水家屋 3,346 戸、耕
地 788 町 9 反(約 770ha)の被害。
台風の影響で石巻、牡鹿、桃生地方丈余(約 3ｍ)の高潮
が発生。海岸一斉浸水。
台風 15 号(ルース)により被害発生。
鮎川で潮位 282 ㎝(新記録)
観測。

高潮
暴風雨
高潮
高潮
高波

台風 12 号の影響で渡波の海岸に 3ｍの高波が押寄せ、堤防が
30ｍ崩壊。
台風 17 号の影響で、南浜、雲雀野地区の道路・家屋に高波が押
し寄せ浸水区域が発生

出典：石巻市防災計画

共通編

平成 26 年 12 月

石巻市防災会議
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1.2

類似事例のデータの整理

(1)

類似事例

釜閘門（定川北閘門）と同時期に建設された閘門の中で当時の設計図が入手できる以下の
閘門の情報を整理した。なお、これらの資料を踏まえ、明治期の釜閘門（定川北閘門）の構
造と比較し新たな知見が得られるかを探ることとした。
表-1.2.1 類似事例の一覧とその比較

建設年
設置場所

釜閘門（定川北閘門）
石井閘門
／明治期
明治 40（1907）年
明治 13（1880）年
宮城県石巻市
宮城県石巻市
北上運河
北上運河

蒲生閘門
明治 18（1885）年
宮城県仙台市
貞山運河

見沼通船堀閘門
大正元年（推定）
埼玉県さいたま市
見沼代用水
（江戸期に造られた閘門で大
正元年に改修した時の情
報）

閘門幅
閘室長
閘室深
門扉形式

開閉機

躯体構造

6.0m（推定）
38.9m（推定）
不明
マイターゲート
（ヒンジ発見）
木製／推定
不明

閘頭部 木造
閘室
不明
（土羽もしくは稲井石
積と思われる）

出典

閘尾部 木造
今回の調査結果

7.3m
30.9m
4.7m
マイターゲート
木製

6.1m(下記文献)
36.4m(下記文献)
4.7m（下記文献）
マイターゲート
木製

2.7m（図上）
90.9m（図上）
2.8m
角落板
木製

手巻絞車ロープガ
イドアーム型 (手
動)
閘頭部 煉瓦積
閘室
石造
閘尾部 煉瓦積

不明

角落(手動)

閘頭部 木造
閘室
木造
閘尾部 木造

閘頭部 木造
閘室
土羽
閘尾部 木造

工学会誌 第 71 巻
陸前国宮城郡蒲生
閘門
明治 20 年 11 月
工学士 逵邑容吉

史跡見沼通船堀閘門付近
発掘調査報告書
平成 4 年
浦和市教育委員会

重要文化財 石井
閘門補修工事記録
平成 27 年 3 月
国土交通省東北地
方整備局北上川下
流河川事務所

国会図書館蔵
東北大学図書館
工学分館蔵

国会図書館蔵

表-1.2.2 類似事例からの知見
閘門
石井閘門から
の知見
蒲生閘門から
の知見

見沼通船堀閘
門からの知見

得られた知見
・石井閘門が煉瓦・石造構造であることから、構造体としての知見は得られなかった
が、北上運河に設けられた閘門の大きさについては、石井閘門・蒲生閘門・釜閘門
（定川北閘門）ともにほぼ同じ大きさであったことが確認できた。
・蒲生閘門は、石井閘門と同様に煉瓦・石造構造で整備する計画であったが、費用面
から木造で造られたため、その設計図（木造）は、蒲生閘門の建設後に建設された
釜閘門の構造を知るために大いに役立った。
・特に、検出された閘頭部・閘尾部の構造は、蒲生閘門の設計図面と類似点が多く､今
回の調査で得られた知見を踏まえ､当時の木造閘門がどのように造られていたかを
考察することが可能となった。
・同時期に建設された木造閘門の図面として整理したが、門扉の構造が異なる（角落）
ことから新たな知見を得ることはできなかった。
・しかし、土留工となる部分では、釜閘門（定川北閘門）でも用いられている山留柵
と同様に見沼通船堀閘門でも蜻蛉控を用いた構造となっており、当時の土留構造と
して一般的な工法であったことが確認できた。
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(2)

石井閘門

石井閘門は、旧北上川と北上運河との分岐点に明治 13(1880)年に設けられた閘門で、釜
閘門（定川北閘門）がある北上運河で最初に設置された閘門である。閘門の設計は、オラ
ンダ人技術者により西洋技術（近代土木技術）を活用した煉瓦造・石造であり、平成 14
（2002）年に国の重要文化財として指定されている。なお、平成 23(2011)年 3 月の東日本
大震災において被災し、その補修工事が平成 25 年度に実施され閘門構造がある程度明ら
かになっている。
そこで、「重要文化財 石井閘門補修工事記録」※4 を活用し石井閘門の情報を整理した。

写-1.2.1 明治 21(1888)年撮影の石井閘門

写-1.2.2 平成 26(20144)年 3 月撮影の石井閘門
出典：重要文化財 石井閘門補修工事記録 平成 27(2015）年 3 月
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

図-1.2.1 起業公債並起業景況第三回報告（明治 13(1880)年）に
添付されている石井閘門の図面
出典：重要文化財 石井閘門補修工事記録 平成 27(2015）年 3 月
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所
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彩色部分は後年になり改修した部分
（昭和・平成に門扉･開閉機等を改修）

北北上運河側（閘尾部）

左岸側立面図

右岸側立面図

旧北上川側（閘頭部）

図-1.2.2 石井閘門の実測図（平成 25.26(2013

2014)年）

出典：重要文化財 石井閘門補修工事記録 平成 27(2015）年 3 月
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

明治 13(1880)年の設計図面とほとんど違いが無く、門扉と開閉機の改修（交換）および
閘尾部の管理橋設置以外は建設当時の姿を保っている。
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(3)

蒲生閘門

蒲生閘門は、宮城県沿岸にある貞山運河と七北田川との間に明治 18(1885)年に設けられ
た木造閘門※5 で、土木学会の前身である工学会が発行する工学会誌第 71 巻（明治 20 年発
行）に、蒲生閘門の設計図と設計意図が書かれている論文が掲載されている。そこで、この
論文（工学会誌第 71 巻 陸前国宮城郡蒲生閘門）を活用し
情報を整理した。
なお、蒲生閘門は、石井閘門（明治 13(1880)年）が建
設された後に造られた閘門であり、論文の中で、当初は
石井閘門と同様に煉瓦と石を利用し堅固な閘門を築造す
る考えであったが、工事費が多額になるため、やむをえ
ず木造に変更したとしている。※4
この点、蒲生閘門の設計図は、明治期の木造閘門の基
本的な考え方を示す貴重な資料と考えられる。そこで、
論文に書かれている事項を整理し設計図から閘門の姿が
どのようなものであったかをイメージ図として作成し
た。
写-1.2.3 工学会誌第 71 巻
陸前国宮城郡蒲生閘門

なお、「陸前国宮城郡蒲生閘門」の本文の中に野蒜閘門
の施工経験を活かし築造されて点が記されている。※4

出典：工学会誌 第 71 巻 陸前国宮城郡蒲生閘門
工学士 逵邑 容吉
明治 20(1887)年 11 月

【論文から整理される蒲生閘門の姿】
・木造で、門扉と重要な個所はケヤキを利用、土止板は松材、土止杭はスギを利用。
・閘門の大きさは、閘門室は長さ二十間（36.36m）
、幅五間（9.09ｍ）
、前室は長さ十二
尺（3.64m）
、幅二十尺（6.06m）
、後室は長さ 9 尺（2.73m）
、幅二十尺（6.06m）。

図-1.2.3 蒲生閘門の設計図を踏まえた閘門のイメージ図（下記論文内容を踏まえ作成）
工学会誌

第 71 巻

陸前国宮城郡蒲生閘門

明治 20(1887)年 11 月

工学士

逵邑

容吉

次ページに「工学会誌第 71 巻 陸前国宮城郡蒲生閘門」に添付されていた設計図を掲
載している。なお、赤字の部分は設計図から読み取り寸法をメートル法で記載した。
（設
計図では尺貫法）
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図-1.2.4 蒲生閘門の設計図

その１（工学会誌第 71 巻

※赤字は、読み取り寸法をメートル法に換算して記載

陸前国宮城郡蒲生閘門」
）

1 尺=0.303m

で換算
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図-1.2.5 蒲生閘門の設計図

その２（工学会誌第 71 巻

陸前国宮城郡蒲生閘門」
）

※赤字は、読み取り寸法をメートル法に換算して記載
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(4)

見沼通船堀閘門

見沼通船堀閘門は、享保 16（1731）年に見沼代用水と芝川とを結ぶ閘門として造られ、
昭和 57（1982）年に国の史跡に指定されている。現在では、大正期の設計図を踏まえ、木造
閘門が復元されている。そこで、大正期の木造閘門の情報として「史跡見沼通船堀閘門付近
発掘調査報告書」※6 を活用し、木造閘門の構造を整理した。
なお、見沼通船堀閘門の門扉は、石井閘門や蒲生閘門のマイターゲートとは異なり角落板
をはめ込む方法であり、江戸期からの閘門構造を残している。

写-1.2.4 見沼通船堀閘門

(2017 年撮影)

平成 9 年に復元され、平成 28 年に再整備が
実施された見沼通船堀閘門
大きさは、閘門幅 2.7m、閘室長 90.9m（尺貫
法で書かれた大正期の図面からの読み取り）

写-1.2.5 閘室内での航行状況
年に一度、閘門操作の実演があり、舟が航行する。
（写真 さいたま市提供）

写-1.2.6 角落板の設置による水のせき止め状況
角落板は幅約 18 ㎝、長さ約 3.3m の板を 10～12
枚利用し 2m 程度の水位を調整していた。
そのため、
開閉には 1 時間程度かかると言われる。
（写真 さいたま市提供）
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出典：史跡見沼通船堀閘門付近発掘調査報告書
平成 4(1992)年 浦和市教育委員会

図-1.2.6 見沼通船堀閘門の大正期の計画図
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図-1.2.7 見沼通船堀閘門の大正期の計画図（構造図
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その１

第一の門）
出典：史跡見沼通船堀閘門付近発掘調査報告書
平成 4(1992)年 浦和市教育委員会

図-1.2.8 見沼通船堀閘門の大正期の計画図（構造図
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その２

第二の門）
出典：史跡見沼通船堀閘門付近発掘調査報告書
平成 4(1992)年 浦和市教育委員会

第2編

第1章

引用･参考文献

(文中)
※1

大正期の躯体にある銘板の銘文「大正五年七月 定川北閘門

※2

宮城県東部土木事務所

竣工」

釜閘門管理台帳／宮城県

（管理台帳作成当時は、明治 15 年完成となっていたが、現在では修正されている）
※3

宮城県東部土木事務所資料

※4

重要文化財

石井閘門補修工事記録

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

平成 27(2015)年 3 月
※5

工学会誌 第 71 巻 陸前国宮城郡蒲生閘門

※6

史跡見沼通船堀閘門付近発掘調査報告書

工学士 逵邑容吉

浦和市教育委員会

明治 20(1887)年 11 月

平成 4(1992)年

(図表)
・北上・東名運河 宮城県
・明治 40 年 4 月 9 日県報

明治 19～20(1886～1887)年
宮城県

明治 40(1907)年 4 月

・水害救済ニ関スル雑書類

宮城県

明治 43(1910)～大正 2(1913)年

・永年保存 河港 宮城県

明治 44(1911)年

・石巻市史 第 2 巻

石巻市史編纂委員会

昭和 31(1956)年

・石巻市史 第 4 巻

石巻市史編纂委員会

昭和 37(1962)年

・宮城県議会史

第 2 巻 宮城県議会史編さん委員会 昭和 49(1974)年

・宮城県議会史

第 3 巻 宮城県議会史編さん委員会 昭和 50(1975)年

・角川日本地名大辞典「宮城県」

角川日本地名大辞典編纂委員会

・貞山・北上運河沿革考 遠藤剛人著 仙台月急山叢舎発行

平成元(1989)年 3 月

・石巻の大正・昭和・平成-ふる里と歩んだ石巻日日新聞の 100 年
平成 26(2014)年 9 月
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昭和 54(1979)年 12 月

石巻日日新聞

