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令和元年（2019年）房総半島台風および東日本台風による 

土木施設・建築物等災害調査報告 

 

 

Report on the investigation of Infrastructures and Buildings damages 
caused by Typhoons No.15 and No.19 in 2019 

 

 

         概要 

本資料は、国総研、土研及び建研の取り組みとして、発災直後あるいはその

後に実施された令和元年（2019年）房総半島台風および東日本台風による土木

施設・建築物等災害調査報告をとりまとめたものである。復旧・復興の技術支

援と更なる調査研究に活用するとともに、収集した調査資料の保存を図ること

を目的とした。 

 

                 ｷｰﾜｰﾄﾞ ： 災害調査、下水道施設、河川管理施設、   

土砂災害、道路構造物、建築物 

 

         Synopsis 

We summarized a report on infrastructures and buildings damages caused by 
Typhoons No.15 and No.19 in 2019, based on the field survey that have been carried 
out immediately after the disaster or afterwards as an initiative of NILIM, PWRI and 
BRI. Significant features of damages found in each structure and facility are 
described to record the magnitude of the damages and presumed causes. This report 
should serve further researches to support restoration activities and be used as a 
reference in the future. 

 

                 Key Words ： Disaster investigation, Wastewater facilities,    

River management facilities, Sediment disaster,  

Road facilities and Buildings 

 



まえがき 

 

 令和元年9月9日に千葉県千葉市付近に上陸した台風第15号は、上陸時の最大風速が40㎧

（上陸時の最大風速に関する統計が残る平成3年以降最大）と、最も強い勢力で関東地方

に上陸した台風となり、房総半島を中心に風害を主とする甚大な被害をもたらしました。

また、同年10月12日に伊豆半島に上陸した台風第19号は、東日本の広い範囲における記録

的な大雨により大河川を含む多数の河川氾濫等による甚大な被害をもたらすとともに、強

風による建築物等の被害をもたらしました。これらの台風が顕著な災害をもたらしたこと

から、気象庁は令和2年2月19日に台風第15号については「令和元年房総半島台風」、台風

第19号については「令和元年東日本台風」と名称を定めました＊）。さらに、10月24日か

ら26日にかけて発達した低気圧により関東地方から東北地方の太平洋側を中心に広い範囲

で総降水量が100ミリを超え、特に千葉県や福島県を中心に記録的な大雨による甚大な被

害をもたらしました。これら台風等がもたらした風水害により亡くなられた皆様とご遺族

に対し深い哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

令和元年房総半島台風の発災後、国土交通省国土技術政策総合研究所と国立研究開発

法人建築研究所は、台風に伴う強風による建築物やゴルフ練習場等の被害を対象に現地調

査を実施しました。また、令和元年東日本台風の発災直後から、国土交通省国土技術政策

総合研究所（以下「国総研」という。）、国立研究開発法人土木研究所（以下「土研」と

いう。）、国立研究開発法人建築研究所（以下「建研」という。）及び国立研究開発法人

海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所は、連携して被害状況調査や緊急技術支

援を行うとともに、復旧・復興に向けた技術検討・技術支援を継続して行ってきています。

現地への派遣では、専門家及び国土交通省の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)として各分

野の現地対応に参画するとともに自主調査チームを編成した各種調査を実施しました。ま

た、災害復旧にかかる各種委員会などに国総研、土研のそれぞれの分野の専門家が参画し、

東北・関東・北陸の各地方整備局と連携しながら、復旧推進のための技術支援を進めてい

ます。 

本資料は、国総研、土研及び建研の取り組みとして、発災直後、あるいは、その後に

実施された災害調査報告としてとりまとめ、復旧・復興の技術支援と更なる調査研究に活

用するとともに、収集した調査資料の保存を図ることを目的としたものです。 

国総研、土研及び建研としては、引き続き、今回の台風により生じた被害等を精査し、

本風水害からの復旧・復興と今後の防災に関わる施策や研究開発に反映させていく所存で

す。 

＊）本資料の本文中における台風の名称については、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号と致し

ます。 
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国立研究開発法人 土木研究所理事長 西川 和廣 
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１．気象概要 

 

 

1.1 台風第15号 

 気象庁1)によると、令和元年9月5日に南鳥島近海で発生した台風第15号は、7日午後に

強い勢力で小笠原諸島に接近した後、8日午後には途中非常に強い勢力となって伊豆諸島

に接近、9日3時前に三浦半島付近を通過し、その後強い勢力で9日5時前に千葉市付近に上

陸した。その後、関東地方を北東に進み、9日朝には海上に抜けた。台風の経路図を図-

1.11)に、上陸直前の天気図を図-1.21)に、上陸時の気象衛星赤外画像を図-1.31)に示す。 

 台風の接近・通過に伴い、伊豆半島や関東地方南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となっ

た。特に、千葉市では最大風速35.9㎧、最大瞬間風速57.5㎧を観測するなど、19地点で観

測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録な暴風となった。期間最大風速図を

図-1.41)に、被害が大きかった房総半島を中心とした地域における最大風速・風向分布図

を図-1.52)に、降水量分布図を図-1.62)に示す。 

 

 
図-1.1 台風第15号経路図と中心気圧1) 

 

 

図-1.2 天気図（上陸直前、令和元年9月9日3時）1) 
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図-1.3 気象衛星（赤外画像、上陸時、令和元年9月9日5時）1) 

 

図-1.4 期間最大風速図（令和元年9月7日から9月9日まで）1) 

 

 

図-1.5 最大風速・風向分布図(9月8日9時から9日24時) 2) 
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図-1.6 降水量分布図(9月8日10時から9日24時) 3) 

 

 

1.2 台風第19号 

気象庁1)によると、令和元年10月6日に南鳥島近海で発生した台風第19号は、12日19時

前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過し、13日未明に東北地方の

東海上に抜けた。台風第19号の接近・通過に伴い、広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮と

なった。台風の経路図を図-1.71)に、上陸直後の天気図を図-1.83)に、上陸時の気象衛星

赤外画像を図-1.91)に示す。 

 

図-1.7 台風第19号の経路図と中心気圧1) 
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図-1.8 天気図（上陸直後、令和元年10月12日21時）3) 

 

図-1.9 気象衛星（赤外画像、上陸時、令和元年10月12日19時）1) 

 

 

雨については、東日本から東北地方を中心に広い範囲で大雨となり、10日から13日ま

での総雨量は神奈川県箱根町で1,000ミリに達し、東日本を中心に17地点で500ミリを超え

た。特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で3、6、12、24時間降水

量の観測史上1位の値を更新するなど記録的な大雨となった。降水量について、6時間降水

量は89地点、12時間降水量は120地点、24時間降水量は103地点、48時間降水量は72地点で

観測史上1位を更新した。また、12日に北日本と東日本のアメダス地点（1982年以降で比

較可能な613地点）で観測された日降水量の総和は観測史上1位となった。降水量の期間合

計値を図-1.104)に、12時間降水量の期間最大値を図-1.114)に、北・東日本のアメダス地

点で観測された日降水量の総和の歴代順位を表-1.14)に示す。 

なお、気象庁は、この大雨について、12日15時30分に静岡県、神奈川県、東京都、埼

玉県、群馬県、山梨県、長野県の7都県に、12日19時50分に茨城県、栃木県、新潟県、福

島県、宮城県の5県に、13日0時40分に岩手県に特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びか

けた（13日8時40分までにすべて解除した）。 
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図-1.10 降水量の期間合計値（令和元年10月10日から10月13日）4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.11 12時間降水量の期間最大値（令和元年10月10日から10月13日）4) 

 

 

表-1.1 北・東日本のアメダス地点で観測された日降水量の総和の歴代順位4) 
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記録的な大雨をもたらした気象要因について、気象庁の解析によると5)次の３点が主要

因である（図-1.125)）。 

  ① 大型で非常に強い勢力をもった台風の接近による多量の水蒸気の流れ込み 

  ② 台風北側の前線の形成・強化及び地形の効果などによる持続的な上昇流の形成 

  ③ 台風中心付近の発達した雨雲の直接的影響 

 

図-1.12 台風第19号による記録的な大雨の気象要因のイメージ図5) 

 

風については、東京都江戸川臨海で観測史上1位の値を超える最大瞬間風速43.8㎧とな

り観測史上1位を更新するなど、西日本から北日本にかけての広い範囲で非常に強い風を

観測した。期間最大瞬間風速分布を図-1.134)に示す。 

また、台風の接近に伴って大気の状態が不安定となり、12日には千葉県市原市で竜巻

と推定される突風が発生した。 

  

 

図-1.13 最大瞬間風速分布（令和元年10月10日から10月13日）4) 
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高波・高潮については、静岡県石廊崎で波高13メートル、京都府経ヶ岬で波高9メート

ルを超える記録的な高波が観測されたほか、東京都三宅島で潮位230センチなど、静岡県

や神奈川県、伊豆諸島で、過去最高潮位を観測したところがあった。 

 

 

1.3 低気圧等による大雨（令和元年10月24日から令和元年10月26日）6) 

気象庁6)によると、令和元年10月23日に東シナ海で発達した低気圧が、24日から26日に

かけて、西日本、東日本、北日本の太平洋沿岸に沿って進んだ。この低気圧に向かって南

から暖かく湿った空気が流れ込むとともに、日本の東海上を北上した台風第21号周辺の湿

った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になった。このため、関東地方から東北地方の

太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が100ミリを超え、12時間降水量が10月の降水量平

年値を超えたところがあった。特に千葉県や福島県では総降水量が200ミリを超えたほか、

3、6時間降水量の観測史上1位を更新する記録的な大雨となった。10月25日15時の天気図

を図-1.146)に、気象衛星赤外画像を図-1.156)に、降水量の期間合計値を図-1.166)に示す。 

 

 

図-1.14 天気図（令和元年10月25日15時）6) 

 

 

図-1.15 気象衛星（赤外画像、令和元年10月25日15時）6) 
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図-1.16 降水量の期間合計値（令和元年10月24日から10月26日）6) 

 

 

 

参考文献 

1) 気象庁：令和元年に顕著な災害をもたらした台風の名称について参考資料、2020年2月 

19日 

http://www.jma.go.jp/jma/press/2002/19a/20200219_typhoonname_ref.pdf 

2) 銚子地方気象台：令和元年(2019年)台風第15号に関する千葉県気象速報、2019年9月13 

日 

https://www.jma-net.go.jp/choshi/sokuhou/2019_15_taifuu.pdf 

3) 東京管区気象台：令和元年台風第19号に関する気象速報、2019年10月14日 

https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/bosai/disaster/ty1919/ty1919_kanku.

pdf 

4) 気象庁：令和元年台風第19号とそれに伴う大雨などの特徴・要因について(速報)、 

2019年10月24日 

https://www.jma.go.jp/jma/press/1910/24a/20191024_mechanism.pdf 

5) 気象庁：令和元年台風第19号に伴う大雨の要因について、2019年12月23日 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/T1919/mechanism.pdf 

6) 気象庁：低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日～10月26日（速報）、2019 

年10月30日 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2019/20191025/jyun_soku

ji20191024-1026.pdf 

 

 

- 8 -



２．被害の概要 

 

 

2.1 台風第15号 

2.1.1 人的被害・建物被害 

 千葉県を中心に甚大な被害が生じ、消防庁の取りまとめ1)によると、令和元年12月23日

15時現在、死者3人、負傷者は重傷13人、軽傷137人、住家被害は、全壊391棟、半壊4,204

棟、一部破損72,279棟、床上浸水121棟、床下浸水109棟、非住家被害は、その他1,660棟

であった。各県別の内訳を表-2.1に示す。 

 

表-2.1 人的被害及び建物被害（台風第15号）1) 

 

 

2.1.2 停電被害 

 暴風雨での倒木・飛来物による配電設備の故障等が発生し、経済産業省の情報2）による

と、東京電力管内で約934,900戸(9月9日7時50分時点)の大規模な停電被害を生じた。 

なお、9月9日7時45分時点（東京電力管内で約930,900戸）における各県別の停電被害

状況は、茨城県約93,400戸、栃木県約1,300戸、埼玉県約4,100戸、千葉県約637,700戸、

東京都約12,800戸、神奈川県約141,400戸、静岡県約40,200戸であった3）。 

 

2.1.3 国土交通省所管施設の被災状況 

(1) 下水道施設 

 令和元年12月5日17時現在、運転を停止していた終末処理場１箇所、汚水中継ポンプ場2

箇所で商用電源の復帰のため通常運転を再開した。いずれも千葉県内の施設であった4）。 

 

(2) 河川管理施設等 

 令和元年12月5日16時現在、国管理河川では、河岸浸食や護岸損壊などの被害が、荒川

水系2河川2箇所、利根川水系2水系2河川8箇所で発生した。県管理河川では、堤防洗掘、

河岸浸食や護岸損壊などの被害が、千葉県内の10水系14河川17箇所で発生した4）。 
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(3) 土砂災害 

令和元年12月5日17時現在、土砂災害は77件発生し、土石流等は1件、地すべりは1件、

がけ崩れは75件であった。人家被害は、半壊1戸、一部損壊5戸であった。都道府県別発生

件数は、神奈川県63件、千葉県8件、静岡県5件、福島県1件であった4）。 

 

(4) 道路施設 

令和元年10月31日時点の通行止め区間総数は高速道路9路線、直轄国道7区間、都道府

県等管理国道約20区間、都道府県道等約80区間であった5）。 

 

 

2.2 台風第19号等 

2.2.1 人的被害・建物被害 

 関東地方や甲信地方、東北地方などで甚大な被害が生じ、消防庁の取りまとめ6)による

と、令和2年2月11日9時現在、死者99人、行方不明者3人、負傷者は重傷40人、軽傷341人、

住家被害は、全壊3,280棟、半壊29,638棟、一部破損35,067棟、床上浸水7,837棟、床下浸

水23,092棟、非住家被害は、公共建物187棟、その他13,550棟であった。各県別の内訳を

表-2.2に示す。但し、これらの数値は令和元年10月25日からの大雨による被害状況（人的

被害21人（死者13、重傷1、軽傷7）、住家被害5,037棟（全壊37棟、半壊1,712棟、一部損

壊1,845棟、床上浸水459棟、床下浸水988棟））を含むものである。 

 

表-2.2 人的被害及び建物被害（台風第19号）6) 
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2.2.2 停電被害 

 暴風雨での倒木・飛来物による配電設備の故障等が発生し、経済産業省の情報7)による

と、東京電力管内を中心に北海道・東北・中部・北陸・関西・中国・四国の各電力管内で

最大521,540戸(10月13日0時時点)の大規模な停電被害を生じた。 

なお、10月13日5時00分時点（約424,470戸）における電力管内別停電被害状況8)は、東

北電力管内約52,190戸（青森県約90戸、岩手県約24,400戸、秋田県約600戸、宮城県約

9,800戸、山形県約100戸、福島県約17,200戸、新潟県約1,100戸）、東京電力管内310,300

戸（茨城県約40,800戸、栃木県約10,900戸、群馬県約4,700戸、埼玉県5,700戸、千葉県

121,100戸、東京都約7,200戸、神奈川県約91,400戸、山梨県6,600戸、静岡県約22,000

戸）、中部電力管内約60,940戸（三重県約20戸、岐阜県約260戸、長野県約60,380戸、静

岡県約280戸）、関西電力管内約920戸（京都府約80戸、滋賀県約650戸、和歌山県約10

戸）、中国電力管内約100戸（鳥取県約100戸）、四国電力管内約20戸（愛媛県約20戸）で

あった。 

 

2.2.3 国土交通省所管施設の被災状況 

(1) 下水道施設 

 令和 2 年 2 月現在、下水処理場 16 箇所で浸水被害等により処理機能停止等が発生した。

被災した下水処理場について表-2.3 に示す 9)。 

 

表-2.3 台風第 19 号により被災した下水処理場 9)より作成 

 

 

都道府

県名 
市町村・流域等名 下水処理場名 

岩手県 大槌町 大槌浄化センター 

岩手県 野田村 野田浄化センター 

宮城県 松島町 松島浄化センター 

福島県 阿武隈川上流流域 県北浄化センター 

福島県 新地町 新地浄化センター 

茨城県 ひたちなか市 下水浄化センター 

茨城県 城里町 かつら水処理センター  

栃木県 宇都宮市 下河原水再生センター 

栃木県 宇都宮市 川田水再生センター 

栃木県 鹿沼市 粟野水処理センター 

長野県 千曲川流域 下流処理区終末処理場 

長野県 千曲川流域 上流処理区終末処理場 

長野県 長野市 東部浄化センター 

長野県 中野市 上今井浄化管理センター 

長野県 佐久市 佐久市下水道管理センター 

静岡県 静岡市 清水南部浄化センター 
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ポンプ場 28 箇所で浸水により、運転を停止した。被災したポンプ場について、表-2.4

に示す 9)。 

表-2.4 台風第 19 号により被災したポンプ場 9)より作成 

都道府県

名 
市町村・流域等名 ポンプ場名 

岩手県 山田町 前須賀ポンプ場(汚水) 

宮城県 仙台市 蒲生雨水ポンプ場(雨水) 

宮城県 仙台市 人来田西ポンプ場(汚水) 

宮城県 仙台市 仙石排水ポンプ場(雨水) 

宮城県 名取市 堀内中継ポンプ場(汚水) 

宮城県 丸森町 丸森雨水ポンプ場（雨水） 

宮城県 松島町 高城雨水ポンプ場(雨水) 

宮城県 松島町 松島汚水中継ポンプ場(汚水) 

宮城県 七ヶ浜町 小田汚水ポンプ場(汚水) 

福島県 福島市 郷野目雨水ポンプ場（雨水） 

福島県 福島市 渡利雨水ポンプ場（雨水） 

福島県 郡山市 水門町ポンプ場(雨水) 

福島県 郡山市 梅田ポンプ場(雨水) 

福島県 いわき市 仁井田中継ポンプ場（汚水） 

福島県 いわき市 新町前ポンプ場（汚水） 

福島県 本宮市 本宮第三ポンプ場(汚水) 

福島県 本宮市 舘町排水ポンプ場(雨水) 

福島県 本宮市 万世排水ポンプ場(雨水) 

埼玉県 川口市 領家第八公園ポンプ場（雨水） 

埼玉県 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 大谷川雨水ポンプ場（雨水） 

埼玉県 
毛呂山・越生・鳩山公共

下水道組合 
鳩山第２中継ポンプ場(汚水) 

神奈川県 箱根町 樹木園ポンプ場（汚水） 

長野県 長野市 三念沢雨水ポンプ場(雨水) 

長野県 長野市 沖雨水ポンプ場(雨水) 

長野県 長野市 赤沼雨水ポンプ場(雨水) 

長野県 飯山市 有尾中継ポンプ場(汚水) 

長野県 飯山市 城山雨水排水ポンプ場（雨水） 

長野県 小布施町 飯田雨水排水ポンプ場（雨水） 

 

 2 県 13 市 6 町 1 組合、100 箇所の管路施設、28 市 13 町 2 村、104 箇所のマンホールポ

ンプで被害が発生した 9)。 
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また、令和元年 10 月 25 日からの大雨により、千葉県茂原市川中島終末処理場におい

て浸水被害等により処理機能停止、千葉県茂原市道目木ポンプ場（汚水）、佐倉市岩名中

継ポンプ場（汚水）、福島県いわき市林城ポンプ場（雨水）において浸水により運転停止

した 9)。 

 

(2) 河川管理施設等 

 令和2年2月12日9時現在、河川管理施設の被害は、岩手県、宮城県、山形県、福島県、

茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、

静岡県、三重県の1都15県に及んだ。国管理河川では、6水系7河川12箇所（注）において

堤防が決壊した他、法崩れ、堤防クラック、堤防・河岸・護岸の洗掘、漏水等の種々の被

害が約700箇所で発生した。都県管理河川では、20水系67河川128箇所において堤防が決壊

した他、法崩れ、堤防クラック、堤防・河岸・護岸の洗掘、漏水等の被害が約900箇所で

発生した10)。決壊箇所について図-2.1に示す11)。 

 

 

図-2.1 台風第19号の影響による河川の決壊箇所11)をもとに作成 
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決壊、越水、溢水、内水等による浸水被害は、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福

島県、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、

静岡県、三重県の1都15県で発生し、浸水面積は約35,000haに及んだ。国管理河川では、

浸水被害は、14水系33河川で発生し、都県管理河川では、浸水被害は、61水系293河川で

発生した10)。 

また、令和元年10月25日からの大雨により、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、埼玉

県において、県管理河川20水系34河川で越水や排水不良等による浸水被害（約2,400ha）

が発生した12)。 

 

（注）令和2年4月10日、2箇所を堤防決壊と見直し、14箇所に。 

            https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000533.html 

              

(3) 土砂災害 

令和2年2月12日9時現在、土砂災害は952件発生し、土石流等は407件、地すべりは44件、

がけ崩れは501件であった。人的被害は、死者16名、行方不明者1名、負傷者10名、人家被

害は、全壊55戸、半壊60戸、一部損壊268戸であった。都道府県別発生件数は、宮城県254

件、福島県144件、岩手県98件、神奈川県94件、群馬県87件、長野県61件、新潟県45件、

静岡県44件、栃木県36件、埼玉県28件、東京都23件、茨城県15件、山梨県13件、山形県3

件、千葉県2件、青森県1件、秋田県1件、石川県1件、三重県1件、和歌山県1件であった10)。 

また、令和元年10月25日からの大雨により、土砂災害は197件発生し、地すべりは1件、

がけ崩れは196件であった。人的被害は、死者4名、負傷者1名、人家被害は、全壊11戸、

半壊2戸、一部損壊29戸であった。都道府県別発生件数は、千葉県156件、茨城県26件、福

島県8件、神奈川県6件、岐阜県1件であった10)。 

 

(4) 道路施設 

令和元年10月31日時点の通行止め区間総数は、高速道路17路線、直轄国道63区間、都

道府県等管理国道約160区間、都道府県道等約900区間であった5）。 
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３．各機関の初動対応 

3.1 体制及び災害対策本部会議 

 令和元年台風15号及び台風19号の来襲・上陸に応じて国土交通本省が「非常体制」とな

ったのに併せ国土技術政策総合研究所も同体制入りした。国立研究開発法人土木研究所及

び国立研究開発法人建築研究所では、国土交通省の円滑な災害応急・復旧対策を支援する

「非常支援体制」に入り、それぞれ、被害情報ならびに現場及び本省からの要請等を共有

するための連携を図った。 

特に、台風第19号における国土技術政策総合研究所の対応としては、台風の来襲・上

陸に先立つ10月11日に開催された国土交通省非常災害対策本部会議と並行して国土技術政

策総合研究所災害対策本部会議を2度実施(11:00、18:00)した。また、台風が上陸、関東

地方を通過した12日の夜のはじめ頃から夜遅くにかけては、情報収集及び研究所施設被害

の把握等を行うため、職員の安全を踏まえた最小限の国土技術政策総合研究所災害対策本

部員が、つくば本館庁舎に参集した。 

国土技術政策総合研究所災害対策本部会議は、台風通過後も国土交通省非常災害対策

本部会議と並行して開催し(写真-3.1)、各分野の被災、復旧状況や専門家派遣等について

の情報共有を図った。本部会議の開催にあたっては国立研究開発法人土木研究所の関係者

が参加した。また、各機関においてもそれぞれ対策会議等を実施した。 

写真-3.1 国総研第4回災害対策本部会議(10月14日) 
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3.2 専門家派遣 

 台風第19号に対しては、国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人土木研究所、国立

研究開発法人建築研究所では、発災直後より、国土交通本省を通じた被災した地方整備局

及び自治体等の依頼により専門家及び国土交通省の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)高度

技術指導班として各分野の現地対応に参画するとともに、自主調査チームを編成し、現地

調査などを行った。令和2年2月13日までの間に、延べ人数で、国土技術政策総合研究所：

110人日、国立研究開発法人土木研究所：47人日、国立研究開発法人建築研究所：4人日の

職員を現地に派遣した。分野別の派遣者数を表-3.1に示す。 

 現地に派遣した専門家による災害調査状況については、各機関のホームページ1) 2) 3)で

公開をしている。 

 

表-3.1 台風第19号に関する専門家派遣状況(単位：人日) (令和2年2月13日時点) 

分 野 
国⼟技術政策

総合研究所 
⼟⽊研究所 建築研究所 

下⽔道施設 6 2   

河川管理施設 39 19   

⼟砂災害 22 9   

道路構造物 41 17   

建築物 2   4 

合計 110 47 4 

 

参考文献 

1) 国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ：令和元年台風19号における国総研

の災害調査・技術支援の活動状況， 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/typhoon19/saigai_typhoon19.html 

2) 国立研究開発法人土木研究所ホームページ：令和元年台風第19号における国総研の災

害調査・技術支援の活動状況， 

   https://www.pwri.go.jp/jpn/research/disaster/r01-typhoon-no19/typhoon-

no19.html 

3) 国立研究開発法人建築研究所ホームページ：災害調査， 

  https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/activities/other/other.html  
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４．下水道施設の被害 

 

 

4.1 概 要 

 下水道施設は、台風第19号に伴う浸水により甚大な被害を受けた。処理場については、

福島県阿武隈川上流流域県北浄化センター、長野県千曲川流域下流処理場など16箇所にお

いて浸水被害等により処理機能停止等が発生した。うち、令和2年2月末現在、13箇所で通

常レベルの運転を再開、3箇所で簡易な生物処理により運転を行っている。 

ポンプ場については、宮城県、福島県、長野県等6県下において28箇所において浸水被

害により運転停止した。このうち、令和2年2月末現在19箇所で通常運転再開、9箇所にお

いて応急対応中で、うち8箇所は排水能力の一部を確保している。 

 下水処理場・ポンプ場の被災箇所を図-4.1に示す。 

また、東北から関東にかけての2県13市6町1組合において管路施設100箇所、28市13町2

村のマンホールポンプ104箇所で被害が発生した。1) 
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図-4.1 被災箇所1) 

T2 

T1 

T4 

T5 

T3 

T7 

T6 

T8 
T9 

T11 

T12 

T14 T13 

T15 

T16 

P1 

P7 

P2 

P11 
P4～6 

P12～13 

P18～20 

P23 

P29～30 
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P3 
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P14～15 

P16～17 

P22 

P24 

P31 

P8 

P21 

T10 

【岩手県】 P１．山田町
　　　　　　やまだまち

前須賀ポンプ場
まえすか

通常運転

【宮城県】 P５．仙台
せんだいし

市 人来田西ポンプ場
ひときたにし

通常運転

P７．名取市
　　　　　　なとりし

堀内中継ポンプ場
ほりうち

通常運転

P10．松島町
まつしままち

松島汚水中継ポンプ場
まつしま

通常運転

P11．七ヶ浜
しちがはままち

町 小田汚水ポンプ場
 おだ

通常運転

【福島県】 P16．いわき市 仁井田中継ポンプ場
　にいだ

通常運転

P17．いわき市 新町前ポンプ場
しんまちまえ

通常運転

P18．本宮
もとみやし

市 本宮第三ポンプ場
もとみや

通常運転

【埼玉県】 P23．毛呂山
もろやま

・越生
おごせ

・鳩山
はとやま

公共下水道組合 鳩山第２中継ポンプ場
はとやま

通常運転

【神奈川県】 P24．箱根
はこね

町
まち

樹木園ポンプ場
じゅもくえん

通常運転

【長野県】 P29．飯山
いいやまし

市 有尾中継ポンプ場
ありお

通常運転

汚水ポンプ場（11 箇所） 
雨水ポンプ場（17 箇所） 

【宮城県】 P４．仙台市
　　　　　　せんだいし

蒲生雨水ポンプ場
がもう

応急対応中（一部）

P６．仙台市
　　　　　　せんだいし

仙石排水ポンプ場
せんごく

通常運転

P8．丸森
まるもりまち

町 丸森雨水ポンプ場
まるもり

応急対応中（一部）

P9．松島町
まつしままち

高城雨水ポンプ場
たかぎ

通常運転

【福島県】 P12．福島市
　　　　　　　ふくしまし

郷野目雨水ポンプ場
ごうのめ

通常運転

P13．福島市
　　　　　　　ふくしまし

渡利雨水ポンプ場
わたり

通常運転

P14．郡山市
　　　　　　　こおりやまし

水門町ポンプ場
すいもんちょう

通常運転

P15．郡山市
　　　　　　　こおりやまし

梅田ポンプ場
うめた

通常運転

P19．本宮
もとみやし

市 舘町
たてまち

排水ポンプ場 応急対応中（一部）

P20．本宮
もとみやし

市 万世排水ポンプ場
ばんせい

通常運転

【埼玉県】 P21．川口市
かわぐ ちし

領家
りょうけ

第八公園ポンプ場 応急対応中

P22．坂戸
さかど

、鶴ヶ島
つるがしま

下水道組合 大谷川雨水ポンプ場
おおやがわ

通常運転

【長野県】 P26．長野
ながのし

市 三念沢雨水ポンプ場
さんねんざわ

応急対応中（一部）

P27．長野
ながのし

市 沖雨水ポンプ場
おき

応急対応中（一部）

P28．長野
ながのし

市 赤沼雨水ポンプ場
あかぬま

応急対応中（一部）

P30．飯山
いいやまし

市 城山雨水排水ポンプ場
しろやま

応急対応中（一部）

P31．小布施
おぶせまち

町 飯田雨水排水ポンプ場
いいだ

応急対応中（一部）

【岩手県】 T１．大槌町
おおつちちょう

大槌
おおつち

浄化センター 通常運転

T２．野田村
のだむら

野田
の だ

浄化センター 通常運転

【宮城県】 T３．松島町
まつしままち

松島
まつしま

浄化センター 通常運転

【福島県】 T４．阿武
あ ぶ

隈川
くまがわ

上流流域 県北浄化センター
けんぽく

簡易な生物処理

T５．新地町
しんちまち

新地
しんち

浄化センター 通常運転

【茨城県】 T６．ひたちなか市 下水浄化センター 通常運転

T７．城里町
しろさとまち

かつら水処理センター 通常運転

【栃木県】 T８．宇都宮市
うつのみやし

下河
しもがわら

原水再生センター 通常運転

T９．宇都宮市
うつのみやし

川田
かわだ

水再生センター 通常運転

T10．鹿沼市
かぬまし

粟
あわの

野水処理センター 通常運転

【長野県】 T11．千曲
ちくまがわ

川流域 下流終末処理場 簡易な生物処理

T12．千曲
ちくまがわ

川流域 上流終末処理場 通常運転

T13．長野市
ながのし

東部浄化センター 通常運転

T14．中野市
なかのし

上今井浄化管理センター 通常運転

T15．佐久市
さ く し

佐久市下
さくし

水道管理センター 簡易な生物処理

【静岡県】 T16．静岡市
しずおかし

清水
しみず

南部浄化センター 通常運転

下水処理場（16 箇所） 

〔被災のあった下水道施設〕 

Ｔ：処理場〔通常運転〕 

Ｐ：ポンプ場〔通常運転〕 

Ｐ：ポンプ場〔応急対応中〕 

Ｔ：処理場〔応急対応中〕 
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4.2 下水処理場・ポンプ場の被害状況 

4.2.1 被害状況 

台風第19号で浸水により被災した処理場、ポンプ場44施設のうち、外水による被災が

27箇所、内水による被災が7箇所である。 

 

図-4.2 処理場の浸水（被災）要因1) 

 

内水・外水によって被災した34施設の被災水位をみると、最大では4.7mであるが、3m

以下の浸水が9割を占める。 

 

図-4.3 処理場の浸水深（被災水位）1) 

 

被災水位と浸水想定水位の関係をみると、外水によって被災した27施設の内、約5割は

L１以下の浸水位であったが被災している。また、内水によって被災した7施設の内、3施

設で内水による浸水想定（既往最大降雨）を作成しており、これらの施設ではいずれも浸

水想定水位を超えたことを確認している。 

台風第19号に伴い、想定水位をはるかに超えた浸水による被災がある程度の件数発生

している。近年、東日本大震災による津波2)や平成30年7月豪雨3)などにおいても、下水処

理施設が機能停止するような浸水被害が発生しており、計画対象降雨、施設計画の再評価

を進めると共に、被災時に機能停止した下水の排除及び処理機能について、各施設の状況

に応じた緊急措置、段階的機能復旧を進めるための考え方を整理していく必要がある。 

 

 

        図-4.4 処理場の被災水位と浸水想定水位との関係1) 

277

10 外水

内水

その他

6

6

18

4 ～0.5m
0.5～1m
1～3m
3～5m

14
9

4 L1以下

L1～L2

想定なし
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4.2.2 復旧状況 

下水処理場は、被災から3日後までに約6割、1週間後までに約8割、約2週間後までに全

ての施設で簡易処理（沈殿＋消毒処理）以上の処理機能を確保している。汚水ポンプ場は、

被災から6日後までに全ての施設で被災前の揚水機能を確保している。雨水ポンプ場は、

引き続き8施設で揚水機能の一部を確保している。 

 

 

 

 

 

 

図-4.5 発災からの経過日数と復旧状況 1) 

＜ポンプ場 21 施設（汚⽔７施設・⾬⽔ 1４施設）＞ 

＜下⽔処理場 13 施設＞ 
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4.2.3 各施設の被害状況 

(1) 福島県阿武隈川上流流域県北浄化センター 

1) 概況 

県北浄化センターは、福島市、伊達市、国見町、桑折町を処理区とする現有処理能力

87,800m3/日の処理施設である。 

台風第 19 号に伴う豪雨による福島県国見町を流れる滝川の堤防の決壊により、令和元

年 10 月 13 日未明に処理施設全体が一時水没し、機器の故障により処理機能が停止した。 

下水処理施設内には水処理施設、汚泥処理施設を稼働させるための電気・機械設備が

多数設置されている。設備が浸水による損傷を受けた場合には、多くの場合使用機器の再

製作をおこなう必要があり、本復旧までには製作据え付け期間として 1～2 年以上の長期

間を要するのが通常である。 

本処理場においては、被災後、消毒処理による運転を経て、緊急対応しながら、本復

旧までの長期間を見据えた段階的な水質向上方策を検討中である。 

2) 応急対応状況 

(a) 令和元年 10 月 23 日 

10 月 23 日に国土技術政策総合研究所下水道研究部下水処理研究室 山本、松橋両研究

官を派遣し、被災直後の応急対応状況の把握と応急対応に関する技術的なアドバイスを行

なった。 

被災直後の応急対応として、流入マンホールで流入水を溢水させ、場内人孔にて固形

塩素、次亜塩素を投入し、場内水路及び一部場内道路を活用した消毒をおこない、緊急放

流を実施していた。また、揚水機能の早期復旧のため、仮設ポンプ及び水処理施設の汚水

分配槽までの仮設管の設置を急ぎ実施していた。 

 

 

写真-4.1 水没状況 4) 

             

 

 

 

 

 

 

 

写真-4.2 現地確認状況 
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写真-4.3 場内人孔での溢水、消毒状況 

 

写真-4.5 揚水仮設ポンプの設置状況 

 

 

写真-4.4 場内道路の水路利用 

 

写真-4.6 仮設管の設置状況（分配槽） 

 

(b) 令和 2 年 1 月 10 日 

 12 月上旬より、段階的な処理機能回復の一環として、簡易な生物処理による運転を開

始したが、処理水質が好転しないことから、放流水質改善に向けて技術的助言の要請があ

り、令和 2 年 1 月 10 日に下水処理研究室 山本、松橋両研究官、佐藤交流研究員、土木

研究所 iMaRRC 重村上席研究員、諏訪主任研究員を派遣し、応急対応状況の把握と応急

対応に関する技術的なアドバイスを行なった。 

1 月 10 日現在の応急対応状況は下記の通りである。 

揚水機能：ポンプ施設が被災したため、場内人孔に仮設ポンプを設置し揚水機能を確保し 

ていた。 

 

写真-4.7 流入水仮設揚水ポンプ設置状況 

- 23 -



 

水処理 ：最初沈殿池設備、反応タンク設備、最終沈殿池設備、送風機設備、消毒設備、

受変電設備がすべて水没して機能停止したが、1 月 10 日時点で仮設送風機の

設置、仮設返送汚泥設備、仮設受変電設備等の設置を行い、汚泥掻き寄せ機

能の復旧による汚泥腐敗の発生抑制や活性汚泥の育成を目指し、応急復旧を

進めているところであった。水槽自体は、既存の土木施設を用いて応急復旧

を進めていた。 

 

 

写真-4.8 最初沈殿池分配層仮設状況 

 

写真-4.9 仮設配電盤 

 

 

写真-4.10 次亜塩素投入状況 

汚泥処理：汚泥濃縮設備のすべて、汚泥脱水設備の一部が水没した。仮設脱水機を設置し

汚泥処理機能を確保していた。 

 

写真-4.11 仮設汚泥処理施設 
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処理施設の応急復旧を目指した技術支援の一環として、放流口、塩素混和池、最終

沈殿池、反応槽、最初沈殿池、流入分配槽について多項目水質計を用いて水温、DO、

pH、また採水を行い TOC、アンモニア濃度等の測定を実施した。さらに塩素混和池で

は残留塩素濃度を測定した。 

調査の結果、塩素混和池で堆積物が多く水質悪化の一要因であると考えられ、清掃

の実施や、汚泥掻き寄せ機・返送系の復旧後には、生物処理への移行となるが、活性汚

泥が生成しないようであれば種汚泥の投入も考慮すること等、指導をおこなった。 

 

 

写真-4.12 塩素混和池残留塩素測定状況 

 

 

 

写真-4.13 放流水採水状況 

         

(2) 福島県本宮市 

台風第 19 号による大雨により、本宮第３ポンプ場（汚水）、館町排水ポンプ場（雨

水）、万世排水ポンプ場（雨水）が浸水のため機能停止した。 

舘町排水ポンプ場（雨水）については、ディーゼルエンジン、電気系統が全滅した。

次期出水期までの復旧を目途として、降雨時には、排水ポンプ車、仮設ポンプ等を併用し、

対応予定である。 

令和元年 10 月 23 日に下水処理研究室 山本、松橋両研究官を派遣し、応急対応状況

の把握と応急対応に関する技術的なアドバイスを行なった。 

 

 

写真-4.14 市役所での復旧方針の技術相談 
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写真-4.15 雨水ポンプ場被害状況確認 

 

 

写真-4.16 汚水ポンプ場被害状況確認 

 

(3) 福島県郡山市 

台風第 19 号による大雨により、水門町ポンプ場（雨水）、梅田ポンプ場（雨水）が浸

水のため機能停止した。また、市内の真空式下水道が被災し、32 世帯が下水道使用不能

状態で 10 月 23 日現在は各戸の升からバキュームで汲み取りを実施していた。 

令和元年 10 月 23 日に下水処理研究室 山本、松橋両研究官を派遣し、応急対応状況

の把握と応急対応に関する技術的なアドバイスを行なった。 

 

写真-4.17 市役所での復旧方針の技術相談 

 

写真-4.19 雨水ポンプ場被害状況確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4.18 真空式下水道被害状況確認 

 

写真-4.20 雨水ポンプ場被害状況確認 
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(4) 福島県いわき市 

台風第 19 号による大雨により、仁井田中継ポンプ場（汚水）、新町前ポンプ場（汚水）

が浸水のため機能停止した。両ポンプ場とも応急対応済みで、一部不安定な電気設備があ

ることから本復旧を急いでいる。 

令和元年 10 月 23 日に下水処理研究室 山本、松橋両研究官を派遣し、応急対応状況

の把握と応急対応に関する技術的なアドバイスを行なった。 

 

 
写真-4.21 市役所での復旧方針の技術相談 

 

4.2.4 まとめ 

 近年、全国的に想定を超える規模の局地的な大雨が頻発している。今後も、下水処理場

が浸水により大きな被害を受けることが予想される。 

また、下水道の送水方式が自然流下を標準としていることから、処理場・ポンプ場は、

施設の特性上低地に配置されることが多く、今回の災害でも見られたように、施設が被災

しても比較的高地にある処理区域から下水が流下してくることを想定しておくべきである。 

下水処理場が浸水等により壊滅的な被害を受けた場合に、機能を早期に回復する必要

があるが、電気・機械設備の復旧には長期間を要する。このため処理場の最低限の処理機

能を確保しつつ、復旧作業を進めて、段階的な水質向上を図っていく必要がある。 

下水処理場被災後の緊急措置として、最低限の消毒処理を実施して放流がおこなわれ

るが、流入下水の性状により消毒効果が不十分となる場合があり、県北浄化センターにお

いても被災直後の固形塩素や次亜塩素酸ナトリウム溶液の調達が困難な中で十分な消毒効

果を発揮させるために苦慮している状況が伺えたが、このような状況下での適切な対応方

法は明らかとなっていない。 

本復旧には相当の期間が必要となるため、被災後の緊急措置段階及び応急復旧段階に

おける下水性状に応じた速やかな対策手法を明らかにする必要がある。 

国総研下水道研究部としては、今後、パイロットプラント規模の下水処理施設（沈殿

槽、前処理槽、消毒槽）及び流入下水の性状を変化させるための下水性状変動槽を整備し、

現地調査及び整備した実験施設を用いた実験等により、処理場機能喪失時の下水性状の確

認に必要な計測項目、消毒効果を発揮させるために必要な下水性状に応じた前処理（沈

殿・曝気など）の運転管理手法ならびに施設設計手法を明らかにすることにより、東日本
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大震災時に策定した、災害時における下水の排除・処理に関する考え方（案）平成 24 年

9 月 5)の内容の充実を図っていく予定である。 

 

4.3 管路施設の被害状況 

 管路施設については、被災が広範囲で起こっているが、顕著な被害報告が見られなかっ

た。しかし、浸水箇所での溢水や洗掘、従前浸水時にはあまり見られなかった隆起現象の

報告もあり、被害形態も多種多様であることから、実態の詳細把握が重要であり、被害情

報を元に被害の類型整理を行うとともに、台風第 19 号の豪雨による管路被害の詳細現象

把握が必要となる。 

管路施設については大雨時の管内の水理現象（外水の逆流、水・空気の衝撃圧等）が

明らかになっておらず、施設側の対策検討が困難であり、特に機能確保が求められる幹線

等の中大口径管における災害発生時の管内状況、平時の調査困難路線の管内状況について

まとまったデータは無く、管内調査機器の要求性能の設定が困難であるのが現状である。

国総研下水道研究部としては、今後、管路施設の実現場を再現可能な実規模管路実験施設

を設置し、大雨による施設被害の要因分析、対策メニューの検討、災害時・平常時の管内

状況調査、調査機器の要求性能の検討、ポンプ施設等の停止に伴う交通阻害防止対策に関

する検討等を行い、管路施設における対策促進、調査機器の技術開発・導入の促進を図っ

ていく予定である。 

 

 

写真-4.22 空気の衝撃圧による管路施設（供用開始前）の被害状況 

（提供 静岡市） 
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５．河川管理施設の被害 

 

5.1 被害の概要と被災調査の体制 

5.1.1 被害の概要 

全国の河川管理施設等の被害の概要を、国土交通省資料1)、国土交通省水管理・国土保

全局資料2)により以下に整理する。 

台風第19号は、10月12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方

を通過し、13日未明に東北地方の東海上に抜けた。台風本体の発達した雨雲や台風周辺の

湿った空気の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録

的な大雨となった。10月10日からの総雨量は、神奈川県箱根町で1,000ミリに達し、東日

本を中心に17 地点で500 ミリを超えた。 

 この雨による河川管理施設の被害は、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬

県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、三

重県の1都15県に及んでいる。 

国管理河川では、6水系7河川12箇所（注1）において堤防が決壊した他、法崩れ、堤防

クラック、堤防・河岸・護岸の洗掘、漏水等の種々の被害が約700箇所で発生した。 

都県管理河川では、20水系67河川128箇所において堤防が決壊した他、法崩れ、堤防ク

ラック、堤防・河岸・護岸の洗掘、漏水等の被害が約900箇所で発生した。 

図-5.1.1.1に堤防決壊の発生箇所を示す。 

決壊、越水（注2）、溢水（注3）、内水等による浸水被害は、青森県、岩手県、宮城

県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新

潟県、長野県、静岡県、三重県の1都15県で発生し、浸水面積は約35,000haに及んでいる。 

国管理河川では、浸水被害は、14水系33河川で発生し、都県管理河川では、浸水被害

は、61水系293河川で発生した。 

台風第19号に続き、10月25日から26日にかけて東日本及び東北太平洋側では、低気圧

及び台風第21号の影響もあり、雷を伴った非常に激しい雨が降った。千葉県・福島県にお

いて300ミリを超える大雨を記録した。宮城県、福島県、茨城県、千葉県、埼玉県におい

て、県管理河川20水系34河川で越水や排水不良等による浸水被害（約2,400ha）が発生し

た3)。 

 

                   

（注1）令和2年4月10日、2箇所を堤防決壊と見直し、14箇所に。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000533.html 

（注 2）越水：堤防を越えて川等の水があふれでること。 

（注 3）溢水：堤防がないところで、川等の水があふれでること。 
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図-5.1.1.1 台風第19号の影響による決壊発生箇所 

（国土交通省水管理・国土保全局2)をもとに作成） 
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5.1.2 被災調査の体制 

 台風第19号による河川管理施設の被災は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、

新潟県、長野県における堤防の決壊をはじめ、広域にわたって発生した。国土交通省国土

技術政策総合研究所（国総研）河川研究部、国立研究開発法人土木研究所（土研）地質・

地盤グループ、水工研究グループ、寒地水圏研究グループは、被災原因の究明、復旧方法

の検討を目的に、地方整備局や県によって設置された堤防調査委員会への参画をはじめ本

省、地方整備局や県と連携して現地調査を実施した。 

 また、台風第19号に続き発生した10月25日からの低気圧及び台風第21号の被災において

も国総研河川研究部が千葉県の要請により現地調査を実施した。 

 表-5.1.2.1に調査地区、日程、調査箇所、調査班員を示す。図-5.1.2.1に調査対象河川

を示す。5.2 個別調査結果においては、表-5.1.2.1の調査番号順に示す。  

 

表-5.1.2.1 調査体制 

 

（次ページに続く） 

調査
番号

調査地区 日程 調査箇所 調査班

①
千曲川左岸57.5KP、
千曲川左岸104.0KP

10月15日
［信濃川水系］
　　千曲川　左岸57.5KP
　　千曲川　左岸104.0KP

（国総研）
河川研究室　福島
河川研究室　神谷
（土研）
土質･振動T  佐々木

②

阿武隈川上流
左岸98.6KP、
鳴瀬川水系吉田川左岸
20.9KP

10月16日

［阿武隈川水系］
　　阿武隈川上流　左岸98.6KP
［鳴瀬川水系］
　　吉田川　左岸20.9KP

（国総研）
河川研究部  服部
河川研究室  下津
（土研）
土質･振動T  石原

③
荒川水系越辺川、
都幾川、新江川

10月17日

［荒川水系］
　　越辺川　右岸0KP
　　越辺川　左岸7.6KP
　　都幾川　右岸0.4KP
　（以下埼玉県管理区間）
　　都幾川　右岸1.4KP（神戸地区）
　　新江川　右岸0.15KP（古凍地区）

（国総研）
河川研究部　諏訪
河川研究室　瀬崎
（土研）
土質･振動T　佐々木
土質･振動T　梶取

④ 那珂川、久慈川 10月18日

［那珂川水系］
　　那珂川　右岸28.6KP、那珂川　左岸40.0KP
　　那珂川　右岸41.2KP
［久慈川水系］
　　久慈川　左岸27.0KP、久慈川　右岸25.5KP
　　久慈川　左岸25.5KP
　（以下茨城県管理区間）
　　久慈川　左岸34.0KP

（国総研）
河川研究部　諏訪
河川研究室　笹岡
（土研）
土質･振動T　佐々木
土質･振動T　梶取

⑤
鳴瀬川水系鳴瀬川
      及び支川
阿武隈川水系支川

10月22日
  ～25日

［鳴瀬川水系］
　　新江合川　左岸4.6KP、
　　江合川　右岸6.6KP
　　鳴瀬川　左岸8.4KP～8.8KP、
　　鳴瀬川　左岸40.7KP
　　鳴瀬川　右岸38.1KP、38.3KP
　　吉田川　31KP付近
　（以下宮城県管理区間）
　　渋井川
［阿武隈川水系］
　（以下福島県管理区間）
　　滝川、佐久間川、濁川、谷田川

（土研）
土質･振動T　石原
土質･振動T　梶取
土質･振動T　杉山
土質･振動T　田川
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（前ページより続く）    表-5.1.2.1 調査体制 

（次ページに続く） 

 

調査
番号

調査地区 日程 調査箇所 調査班

⑥
久慈川水系久慈川
      及び支川
大北川水系花園川

10月23日

（以下茨城県管理区間）
［久慈川水系］
　　久慈川　左岸大子町袋田地先
　　里川　　右岸常陸太田市小菅町
　　里川　　右岸日立市東河内町地先
　　浅川　　右岸常陸太田市松栄町地先
［大北川水系］
　　花園川　右岸北茨城市華川町上小津田地先

（国総研）
河川研究部　諏訪
河川研究室　山本
河川研究室　笹岡

⑦
那珂川
（1.9KP～20.5KP）

10月24日

［那珂川水系］
　　那珂川　左右岸1.9～8.4KP
　　那珂川　左岸17.0KP
    那珂川  左岸19.3KP～19.8KP
　　那珂川　右岸20.5KP

（国総研）
河川研究部　福島
河川研究室　笹岡
河川研究室　田中
（土研）
寒地水圏G　 前田

⑧ 利根川水系支川 10月25日

［利根川水系］
　（以下栃木県管理区間）
　　出流川　右岸出流川水門上流
　　秋山川　右岸海陸橋上流
　　秋山川　右岸大橋上流
　　永野川　右岸大砂橋下流
　　永野川　左岸上人橋上流
　　永野川　左岸二杉橋下流
　　永野川　右岸両毛線鉄橋上下流
　　黒川　左岸地蔵橋上流

（国総研）
河川研究部　諏訪
河川研究室　大坪
河川研究室　田中
（土研）
寒地水圏G　 前田

⑨
信濃川水系千曲川
      及び皿川

10月26日

［信濃川水系］
  （以下長野県管理区間）
　　千曲川（長野県東御市本海野地先）
　　皿川（長野県飯山市北町地先）

（国総研）
河川研究部　福島
河川研究室　瀬崎
河川研究室　神谷
河川研究室　大坪
（土研）
寒地水圏G　 前田
寒地河川T　 伊波

⑩
阿武隈川水系
内川、五福谷川

10月29日

［阿武隈川水系］
　（以下宮城県管理区間）
　　内川(不動地先)
　　内川(桜渕地先)
　　内川(柿木田地先)五福谷川合流点付近
　　五福谷川(蔵平地先)
　　五福谷川(向原地先)

（国総研）
河川研究部　服部
河川研究室　下津
河川研究室　森本

⑪
信濃川
（12.6KP～37.0KP）

10月29日

［信濃川水系］
　　信濃川　左岸12.6KP
　　信濃川　右岸15.3KP
　　信濃川　左岸35.0KP
　　信濃川　右岸37.0KP

（土研）
土質･振動T　石原
土質･振動T　梶取
土質･振動T　杉山
土質･振動T　田川

⑫
鳴瀬川水系支川、
阿武隈川水系支川

10月30日
  ～31日

［鳴瀬川水系］
　　渋井川
　　名蓋川
  （以上宮城県管理区間）
　　吉田川
［阿武隈川水系］
　　高倉川
　　半田川
  （以上宮城県管理区間）

（国総研）
河川研究部　福島
河川研究室　瀬崎
河川研究室　神谷
（土研）
寒地河川T 　横山
寒地河川T　 川村
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（前ページより続く）    表-5.1.2.1 調査体制 

 
                                                                       G:研究グループ 

                                                                       T:チーム 

  

調査
番号

調査地区 日程 調査箇所 調査班

⑬
千曲川(40.0KP～
        神川合流部）

10月30日
～31日

［信濃川水系］
　　千曲川　左岸40.0KP
    千曲川　右岸49.0KP
    千曲川　左岸57.0KP
　　松川　　千曲川右岸56.5KP付近合流点
　　　　　　（長野県管理区間)
　　千曲川　右岸56.5KP
    千曲川　左岸79.0KP
    千曲川　右岸107.0KP～神川合流部

（国総研）
河川研究部　笹岡
河川研究室　田中
（土研）
土質･振動T　石原
土質･振動T　梶取
水理T　 　　高田

⑭
那珂川水系藤井川、
          田野川

10月31日

［那珂川水系］
　（以下茨城県管理河川）
　　藤井川下流　左岸（藤井大橋上流）
　　藤井川上流　左岸（前沢川合流点上流）
　　田野川　　　左岸（水戸北IC付近）

（国総研）
河川研究部　諏訪
河川研究室　山本
（土研）
土質･振動T　佐々木

⑮
養老川水系養老川
      及び支川
※台風第２１号関連

11月2日

［養老川水系］
　（以下千葉県管理河川）
　　内田川（市原市中）
　　養老川（市原市駒込）
　　養老川（市原市田淵（月崎））
　　平蔵川（市原市田尾）

（国総研）
河川研究部　諏訪

⑯ 多摩川水系秋川 11月3日
［多摩川水系］
　（以下東京都管理区間）
　　秋川  右岸秋留橋下流

（土研）
寒地河川T   井上

⑰

阿武隈川下流
(17.2KP～32.4KP)、
阿武隈川上流
左岸10.6KP

11月12日

［阿武隈川水系］
　　阿武隈川下流　左岸17.2KP
　　阿武隈川下流　左岸17.4KP
　　阿武隈川下流　左岸18.0KP
　　阿武隈川下流　右岸32.0KP
　　阿武隈川下流　右岸32.4KP
　　阿武隈川上流　左岸10.7KPおよび佐久間川
　　阿武隈川下流　右岸22.8KPおよび流入河川

（国総研）
河川研究室　笹岡
河川研究室　森本
河川研究室　田中

⑱ 阿武隈川
11月12日
  ～15日

［阿武隈川水系］
　　阿武隈川下流　左岸5.0KP
　　阿武隈川下流　右岸5.4KP
　　阿武隈川下流　右岸13.2KP
　　阿武隈川下流　右岸13.3KP
　　阿武隈川下流　左岸18.0KP
　　阿武隈川下流　右岸30.0KP
　　阿武隈川下流　右岸32.4KP
　　阿武隈川下流　左岸36.6KP
　　阿武隈川下流　左岸37.0KP
　　阿武隈川上流　左岸10.7KP
　　阿武隈川上流支川荒川　右岸0.2KP

（土研）
土質･振動T　石原
土質･振動T　梶取
土質･振動T　杉山
土質･振動T　田川

⑲
阿武隈川水系
高倉川、半田川
谷田川

12月25日

［阿武隈川水系］
　（以下宮城県管理区間）
　　高倉川（宮城県角田市江尻木所前）
　　半田川（宮城県角田市藤田）
　（以下福島県管理区間）
　　谷田川（福島県郡山市上行合）

（土研）
土質･振動T　石原
土質･振動T　梶取
土質･振動T　杉山
土質･振動T　田川
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                                     赤・黄・緑は識別しやすくするために着色。 

図-5.1.2.1 調査対象河川（背景地図出典：国土交通省） 

 

なお、次節（5.2 個別調査結果）では国土地理院電子国土Webの治水地形分類図を位置

図等に使用している。ここに凡例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    図-5.1.2.2 治水地形分類図凡例（国土地理院電子国土Webより作成）  
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5.2 個別調査結果 

 

5.2.1 千曲川左岸 57.5KP 付近、千曲川左岸 104.0KP 付近 

 

［調査日］令和元年 10 月 15 日 

［調査区間］千曲川左岸 57.5KP 付近（長野県長野市穂保地先）、 

千曲川左岸 104.0KP 付近（長野県上田市諏訪形地先） 

 

千曲川堤防調査委員会において、堤防決壊等被災箇所の現地の状況を確認・把握するた

め現地調査を実施した。 

 

(1) 千曲川左岸 57.5KP 付近 

図-5.2.1.1 は、被災箇所の位置図である。 

写真-5.2.1.1 に示すように、千曲川左岸 57.5KP 付近では、堤防が約 70m にわたり決壊

していた。決壊箇所基盤には落堀が形成され、川表付近で 1m 程度、川裏付近で 2m 程度の

湛水が確認された（写真-5.2.1.1）。 

川表法尻部には堤防基盤が一部残っており、連続する粘性土の下に旧河川が運んだと推

測される角がとれた玉石を確認できた（写真-5.2.1.2 及び写真-5.2.1.3）。 

写真-5.2.1.4 に示すように、決壊地点下流の川表部分の堤体土は粘土・シルト分を多く

含んでいた。堤体材料としては、良質の材料であると考えられた。決壊地点下流の川裏は

越水によって侵食され、平成 19 年に施工された桜堤あるいは第一期改修築堤に用いた土砂

の一部が露出していた。その材料を観察すると、砂分が多く含まれていた。また、法尻付

近に堤防本体と桜堤の縁切り材として利用された吸出防止材が残存していた（写真

-5.2.1.5）。 

 

 

図-5.2.1.1 被災箇所（千曲川左岸 57.5KP 付近）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

千曲川左岸 57.5KP 付近 
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堤防表法面を確認すると、植生は流失せずに残っていたが、決壊口に向かって倒伏して

おり（写真-5.2.1.6）、決壊時に植生が倒伏する程度の流速が決壊口周辺（堤防から 50m

程度の範囲）で生じていたことが推測された。また、決壊口から離れた高水敷上には土砂

（シルト・砂）が厚く堆積していた（写真-5.2.1.7）。さらに、低水路際まで移動すると、

低水路河岸が侵食された状況を確認できた（写真-5.2.1.8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.1 決壊地点全景（下流から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.2 堤防表法尻(礫層の状況)  写真-5.2.1.3 堤防表法尻(基盤粘性土の状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.4 決壊地点下流断面        写真-5.2.1.5 決壊地点下流法尻 
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写真-5.2.1.6 決壊地点下流表法面       写真-5.2.1.7 決壊地点前面高水敷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.8 低水路河岸（侵食状況） 

 

(2) 千曲川左岸 104.0KP 付近 

図-5.2.1.2 は、被災箇所の位置図である。 

千曲川左岸 104.0KP 付近では、護岸・木工沈床が流出し堤防が約 300m にわたり欠損し

ていた。出水前は欠損箇所の前面に高水敷があったが、調査日には欠損箇所に向かって流

れが衝突する水衝部となっていた。調査日当日も河川水は濁っており、欠損箇所前面の洗

掘状況は確認できなかった。水面付近には灰色の固結した粘土が露出し、ほぼ鉛直に切り

立っていた(写真-5.2.1.9)。 

欠損箇所の上流区間を確認すると、法覆工を被覆していた表土が侵食され、練石張護岸

が露出していたが(写真-5.2.1.10)、護岸そのものが洪水流による直接侵食によって破壊さ

れた状況は確認されなかった(写真-5.2.1.11)。また、欠損箇所の上流区間の一部区間では、

護岸前面の侵食に伴い木工沈床が流出していた(写真-5.2.1.12)。 

堤防の欠損箇所に位置していた上田電鉄別所線橋梁の橋台は流出し、橋梁の左岸側の１

スパンが落下していた。写真-5.2.1.13 に見られるように、欠損箇所前面の水際に堆積し

た転石は、出水前の河床高位置に堆積したものと推測され、出水によって護岸前面が大き

く洗掘されたことを想像させた。 

上田橋下流の河道には交互砂州が発達し(写真-5.2.1.14)、上田橋上流には右岸に砂州

が形成されている(写真-5.2.1.15)。こうした交互砂州が出水中に移動したことが想定され、
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交互砂州の移動に伴って、水衝部が変化したことが考えられた。欠損箇所の下流に位置す

る上田橋左岸側では、護岸の根固め工が流失し、護岸の法面下側に空洞が形成されていた

(写真-5.2.1.16 及び写真-5.2.1.17)。上述した箇所と同様に、護岸前面の洗掘深の大きさ

を想像させるものである。 

 

 
図-5.2.1.2 被災箇所（千曲川左岸 104.0KP 付近）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.10 欠損箇所上流護岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.9 欠損地点全景（下流から）   写真-5.2.1.11 欠損箇所上流護岸 

 

千曲川左岸 104.0KP 付近 
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写真-5.2.1.12 欠損箇所上流木工沈床   写真-5.2.1.13 上田電鉄橋梁橋台流出箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.14 上田橋から下流をのぞむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.15 上田橋から上流をのぞむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.1.16 上田橋左岸護岸      写真-5.2.1.17 上田橋左岸根固め 
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5.2.2 阿武隈川上流左岸98.6KP、鳴瀬川水系吉田川左岸20.9KP 

 

[調査日] 令和元年 10 月 16 日 

[調査区間] 阿武隈川上流左岸98.6KP（福島県須賀川市浜尾地先）、 

鳴瀬川水系吉田川左岸20.9KP（宮城県大郷町粕川字電三郎地先） 

 

(1) 阿武隈川上流左岸98.6KP 

阿武隈川上流左岸98.6KPでは、浜尾第２樋門付近で約50mの幅で堤防が決壊していた。

東北地方整備局より提供された資料より、護岸ブロックが堤外地側に倒れていたこと(写

真-5.2.2.1)、また残存している川表側の小段では川表側に草が倒伏し、表面が侵食され

ていたこと(写真-5.2.2.2)が確認できた。現地の状況として川表側では洗掘が生じ、植生

が殆ど残っていなかった(写真-5.2.2.3)。一方で川裏側に生じた洗掘の付近には堤防の法

尻の一部だと思われる植生が残っていた(写真-5.2.2.4)。また決壊箇所付近の堤防天端の

看板は川表側に倒伏していた(写真-5.2.2.5)。以上のことから、堤防決壊時には川裏側か

ら川表側へ越流していたと推察される。 

 

 

図-5.2.2.1 被災箇所（阿武隈川上流左岸 98.6KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

  

写真-5.2.2.1 護岸ブロック   写真-5.2.2.2 決壊箇所（川表側より撮影） 

（出典：東北地方整備局 4））     （出典：東北地方整備局 5）） 

  

阿武隈川上流左岸 98.6KP 
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    写真-5.2.2.3 川表側の洗掘状況    写真-5.2.2.4 川裏側の洗掘と周辺の植生 

 

 

写真-5.2.2.5 堤防天端上の看板の倒伏 

 

(2) 鳴瀬川水系吉田川左岸20.9KP 

鳴瀬川水系吉田川左岸20.9KPでは延長約100mに渡って決壊が生じていた。CCTV映像よ

り、決壊前に吉田川から越水していたことが確認されている。川裏側には大規模な落堀が

形成されていた(写真-5.2.2.6)。小段の法覆工より下の堤体の土質は粘性土であり(写真-

5.2.2.7)、左岸21.0KPの堤防の断面図(図-5.2.2.3)と概ね一致している。堤防の川表側に

は、護岸が施工されており、その下には遮水シートが敷設されていた(写真-5.2.2.8)。 

 

 

図-5.2.2.2 被災箇所（鳴瀬川水系吉田川左岸 20.9KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

植生 

阿武隈川

洗掘 

阿武隈川

鳴瀬川水系吉田川左岸 20.9KP 

阿武隈川
看板の倒伏方向 

- 42 -



 

  

写真-5.2.2.6 川裏側の落堀       写真-5.2.2.7 堤体の様子 

 

 

図-5.2.2.3 左岸 21.0KP 堤防断面(出典：東北地方整備局 6)) 

 

 

写真-5.2.2.8 護岸と遮水シート 

吉田川 

小段の法覆工 

落堀 

粘性土 

吉田川 
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5.2.3 荒川水系越辺川、都幾川、新江川 

 

［調査日］令和元年 10 月 17 日 

［調査区間］荒川水系 

(1)越辺川右岸 0KP 

      (2)越辺川左岸 7.6KP 

      (3)都幾川右岸 0.4KP 

（以下、埼玉県管理区間） 

(4)都幾川右岸埼玉県管理 1.4KP（東松山市神戸地区） 

(5)新江川右岸埼玉県管理 0.15KP（東松山市古凍地区） 

 

 

図-5.2.3.1 調査を行った堤防決壊箇所（荒川水系） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(1) 概要 

関東地方整備局の荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会第 1 回委員会 7)として、令和

元年 10 月 17 日に荒川水系の直轄管理区間内の３箇所の堤防決壊箇所（①越辺川右岸 0KP、

②越辺川左岸 7.6KP、③都幾川右岸 0.4KP）の現地調査を行った。また、埼玉県からの要請

により、同日、荒川水系の埼玉県管理区間内の２箇所（④都幾川右岸埼玉県管理 1.4KP〔東

松山市神戸（ごうど）地区〕、⑤新江川右岸埼玉県管理 0.15KP〔東松山市古凍（ふるこお
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り）地区〕）の堤防決壊箇所において現地技術指導を実施した。以下では、これらの 5 箇所

の調査結果等について述べる。 

 
図-5.2.3.2 調査を行った堤防決壊箇所（荒川水系） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(2) 越辺川右岸 0KP 

 図-5.2.3.3 に示すように、入間川、小畔川、越辺川の 3 川合流点にある越辺川右岸 0KP

で、小畔川左岸堤防との接続点の少し上流から延長約 70m にわたって決壊が生じた。国土

地理院 10 月 13 日撮影の空中写真から決壊区間の上流約 40m 区間で裏法侵食が、その上流

約 70m 区間と決壊箇所下流の約 100m 及び小畔川合流点から約 100m 区間は天端が冠水した

跡を読み取ることができ、これらの区間で越流が生じたと推察される。写真-5.2.3.1 は、

現地で確認できた決壊箇所上流の裏法侵食の状況である。天端肩から裏法面が侵食されて

おり、裏法面の侵食された土砂が法尻部に堆積している状況が確認できた。なお、写真中

の法面が流水で侵食されたような表面状態に見えないのは、応急復旧で、法尻に堆積した

土砂を使って侵食された堤体裏法面を補修しようとする途中段階にあったことによる。こ

れら決壊区間を含む越流区間は、周辺に比較して堤防高が相対的に低い区間であったと推

察される。 

図-5.2.3.4 は、地形図や空中写真から決壊区間の築堤時期を調べた結果を示したもので

ある。決壊区間・裏法侵食区間及びその上下流の天端冠水区間は、昭和 31 年から昭和 36

年の間に築堤されている。小畔川左岸堤防の冠水区間は、大谷川樋門設置に伴い堤防を移

設している区間にあたることがわかる。また、決壊区間は治水地形分類図によると自然堤

防に位置する。 

写真-5.2.3.2 は、決壊箇所の堤内地側の状況である。写真や映像では決壊箇所から河川

に氾濫流が戻る状況が撮影されている。現地ではヘリポートのフェンスは堤内地奥側に向

かって押し倒されており、決壊箇所から堤内地に向かう氾濫流で倒されたものであると推

察される。ヘリ格納庫内のヘリが、浮力や戻り流れによるものか、壊れたシャッターから
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突出した状況にあった。 

 

  
図-5.2.3.3 越辺川右岸 0KP の位置       写真-5.2.3.1 決壊箇所上流の裏法侵食 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.3.3 は、決壊箇所の状況である。現地調査時点では、締め切り等の応急復旧が

実施されているところであった。決壊口の堤防断面を遠方から確認する限りにおいて、堤

体は粘性土を含む材料で構成されていた。その後の調査で、堤体土はシルト・粘土主体で

あり、天端付近のみ砂礫土であることが確認された。また、下流側堤防断面では 2 度にわ

たって堤防断面が拡大されたと思われる土質境界が、上流側断面でも 1 回の断面拡大と天

端部分の嵩上げと思われる土質断面境界が確認されている 8)。 

 なお、現地では、噴砂・漏水の痕跡は確認されていない。表法面の洪水流による侵食痕

も確認できなかった。 

 

  
図-5.2.3.4 決壊箇所区間の築堤時期等（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.3.2 決壊箇所堤内地側の状況     写真-5.2.3.3 応急復旧の様子 

 

(3) 越辺川左岸 7.6KP 

 堤防が決壊した越辺川左岸 7.6KP は、実質的には越辺川の左支川である九十九川左岸堤

に当たる。越辺川からの逆流を防ぐ九十九川水門直上流に位置し、延長約 40m で決壊が生

じた（写真-5.2.3.4）。 

 写真-5.2.3.4 からも確認されるように、九十九川の左岸堤防は、近傍の越辺川左岸堤防

よりも数 m 低い（復旧作業中の重機の大きさと比較して類推できる）。写真-5.2.3.5 は、

九十九川水門の下流側法面を撮影した写真であるが、水門脇にある管理用の階段上に見ら

れる土砂堆積痕から類推できるように、九十九川水門近傍において越辺川の水位は堤防天

端から 1～2m 以内まで上昇したものと考えられる。逆流防止のため水門を一定時間閉止す

る必要があった結果、九十九川の自己流による水位上昇で、九十九川左岸堤を越流したも

のと考えられる。 

 
写真-5.2.3.4 決壊区間を上流から望む  写真-5.2.3.5 九十九川水門を下流から望む 

（出典：関東地方整備局 9）） 

 

現地調査時点では、写真-5.2.3.6 のとおり、堤防の締め切り等の応急復旧を行っている

段階であったが、九十九川左岸堤天端上に流木等が長い区間にわたり残存しており、越流

は局所的ではなかったものと考えられる。一連の区間で越流が生じたものの、写真-5.2.3.7

に示すとおり決壊箇所の堤防は裏法面が凹状の隅角部となっており、九十九川水門上流の

堤防裏法面を流下した越流水は越辺川堤防の裏法面との境界部で流向を上流向きに変えら
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れて隅角部に集中し、裏法尻洗掘を助長したものと推察される。 

  
写真-5.2.3.6 決壊箇所及び上流の堤防  写真-5.2.3.7 決壊箇所堤防平面形状 

                     （背景地図出典：国土地理院電子国土 Web）  
 

写真-5.2.3.8 に示すとおり、決壊箇所の堤内地側では植生が堤内地側に倒伏されて広が

った痕跡が残っており、現地でも決壊箇所堤内地側にあるフェンスが堤内地奥側に押し倒

されていたことから、九十九川からの越流で決壊したものと推察される。 

決壊箇所より下流側の堤防裏法面には、氾濫によって湛水した際の痕跡が縦断的に確認

される。写真-5.2.3.5 で述べたとおり、九十九川水門直下流では越辺川からの越流は生じ

ていないが、更に下流の都幾川合流点近傍では、越流による堤防裏法面の侵食痕が確認さ

れている（写真-5.2.3.9）。 

  
写真-5.2.3.8 決壊箇所の堤内地側植生倒伏     写真-5.2.3.9 越辺川都幾川合流点の 

（出典：関東地方整備局 9））          裏法侵食 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(4) 都幾川右岸 0.4KP 

写真-5.2.3.9 に示すとおり、都幾川右岸 0.4KP は越辺川への合流点近傍で堤間長が拡大

しはじめるあたりにあり、小剣樋管の上流側の約 90m の区間で堤防決壊が生じている（写

真-5.2.3.10）。 

小剣樋管は、一部煉瓦が使用されているマイターゲートの樋管であるが、銘板によると
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ゲートの設置年は昭和 60 年頃と設置から 30 年程度のものであって、調査時点でも樋管の

損傷や老朽化による異常は見られず、排水路として機能していた（写真-5.2.3.11）。調査

時点では堤防の締め切り等の応急復旧が行われており、樋管函体まわりの土砂が残存して

いたのか、確認はできなかったが、写真-5.2.3.12 からもわかるとおり、樋管まわりの護

岸は残存していた。 

  
写真-5.2.3.10 決壊箇所の状況           写真-5.2.3.11 決壊箇所直下流に 

（出典：関東地方整備局 10））                         ある小剣樋管 

 

当該区間においても、決壊地点近傍では天端を越流したことがわかる草の倒伏や法面の

侵食痕が見られ、越流を証拠づける端的な例としては、小剣樋管管理用に裏法面に設定さ

れている階段の脇に深い侵食溝が残っていた（写真-5.2.3.13）。一定量の越流があったも

のと考えられる。 

 堤体材料は、粘性土が混ざった土質であった。その後の調査で下流側堤防の堤体はシル

ト・粘土主体であり、上流側堤防の堤体土はシルト・粘土主体であり天端と川表法面に砂

質土で覆われていることが確かめられている。噴砂や漏水は確認できなかった。堤防表法

面の侵食もなかった。 

  
写真-5.2.3.12 残存する樋管周囲の護岸 写真-5.2.3.13 小剣樋管階段脇の堤体侵食 

 

(5) 都幾川右岸埼玉県管理 1.4KP〔東松山市神戸（ごうど）地区〕 

埼玉県の堤防決壊箇所は、荒川水系の 2 か所で（埼玉県河川管理施設等被害（11 月 15

日 14：00 現在））、うち 1 か所が都幾川の埼玉県管理区間 1.4KP 右岸神戸地区である。 
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決壊箇所の上流側には堤防の越流痕が明確に残っていた。決壊地点から上流を撮影した

写真-5.2.3.14 が示すとおり、数十 m にわたって天端上に土砂が薄く堆積するとともに、

決壊地点に近い堤防裏法面は天端付近から越流水によって激しく侵食されていた。決壊口

の落堀以外には、裏法尻に洗掘穴は見られなかった。 

堤防の川表側法面には河道内の洪水流による侵食跡は見られなかった。写真-5.2.3.14

の都幾川高水敷上を見ると、決壊地点に近い場所ほど、高茎草本が倒伏した状況になって

いた。都幾川は堤外地に自然堤防が発達している特徴がある。写真-5.2.3.15 からわかる

ように、写真左方で堤外地側の樹木が生育する高水敷部は、写真右方の堤内地地盤高より

高い。調査時点では落堀の埋め戻し作業等の応急復旧が行われており（写真-5.2.3.15）、

埼玉県担当職員によると、堤体の真下から堤内地側にかけて滝壺のような深い落堀が形成

されていたとのことであった。これらを合わせると、決壊箇所に向かう低下背水によって

決壊口で落堀を形成する高流速が生じていたことが推察される。 

  
 写真-5.2.3.14 決壊箇所上流側の状況  写真-5.2.3.15 決壊箇所応急復旧の状況 

 

図-5.2.3.5 の治水地形分類図によると決壊箇所は、旧川跡ではない。しかし、写真

-5.2.3.16 に示すとおり、堤内地盤高と同程度の堤防基盤部分には砂礫層が存在しており、

応急復旧の作業中も排水が必要なほどの湧水が生じていた。この砂礫層が堤内地側で行き

止まり構造となっている場合には、洪水中にこの礫層内の水圧が高まっていた可能性があ

り、パイピング発生の可能性は残る。 

以上を総合すると、決壊原因としては越流による可能性が高いと考えられるが、パイピ

ングの可能性も否定できない。表法からの侵食による結果の可能性は低い。 
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図-5.2.3.5 治水地形分類図       写真-5.2.3.16 堤体底面の砂礫層からの湧水 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(6) 新江川右岸埼玉県管理 0.15KP〔東松山市古凍（ふるこおり）地区〕 

新江川では、市野川（荒川の 1 次支川）への合流点の山王樋門から 150m 程度上流右岸

で堤防が決壊している。写真-5.2.3.17 に見られるように山王樋門から決壊箇所を含め、

上流の古凍橋道路盛土に取り付けるために堤防高が高くなる前までの 300m 近い区間で越

流痕が確認できた。なお、決壊箇所近傍において、左岸側は河岸段丘になっており右岸側

にだけ堤防がある。 

決壊箇所では、落堀が形成されており、堤脚部にあったものと推測されるコンクリート

製のボックスカルバートも流された状況であった（写真-5.2.3.18）。 

  
写真-5.2.3.17 市野川合流点から上流を撮影 写真-5.2.3.18 決壊箇所上流側裏法面 

 

越流痕を観察すると、決壊箇所に近い箇所では侵食による深い溝が形成されていた（写

真-5.2.3.19 右側）。一連の越水痕を観察すると、堤防の天端高が相対的に低い区間で侵食

の溝が深くなっているように見えた（写真-5.2.3.17）。また、侵食された裏法土砂が堤脚

部に平坦に堆積していた（写真-5.2.3.17）。裏法尻の洗掘が見えず、裏法尻近傍に裏法侵

食された土砂が堆積している状況から推察するに、越流による堤防裏法侵食が発生する時

点ではすでに裏法尻洗掘が発達しない程度まで内水で湛水していたものと考えられる。 
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写真-5.2.3.19 決壊箇所の直上流の     写真-5.2.3.20 侵食された裏法面 

堤防裏法面  
 

一方で、決壊地点から離れるに従い（写真-5.2.3.19）、侵食溝は浅くなっていき、堤防

の外形はある程度維持されている。越流深や継続時間に差が生じた結果と類推される。外

形がある程度維持されている箇所でも、近くで観察すると、表面は表土が侵食されて凸凹

があり（写真-5.2.3.20）、植生の根茎が露出していたことから、植物の根茎がある程度耐

侵食力を発揮したものと推察される。 

 なお、堤防表法面の侵食、噴砂や漏水の跡は確認できなかった。 
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5.2.4 那珂川、久慈川 

 

［調査日］令和元年 10 月 18 日 

［調査区間］那珂川右岸 28.6KP、那珂川左岸 40.0KP、那珂川右岸 41.2KP 

久慈川左岸 27.0KP、久慈川右岸 25.5KP、久慈川左岸 25.5KP 

久慈川左岸 34.0KP（県管理区間） 

 

(1) 概要 

 那珂川久慈川堤防調査委員会の第 1回委員会として、10月 18日に現地調査を行った 11)。

調査対象は、図-5.2.4.1 に示す①～⑦の 7 箇所（那珂川 3 箇所、久慈川 4 箇所）である。

このうち⑦の久慈川左岸 34km は県管理区間に位置する。この箇所は、久慈川支川の浅川右

岸 0.6km、浅川右岸 1.5km の 2 箇所と合わせて直轄代行により復旧が行われることとなり、

堤防調査委員会の調査対象となった。 

 
図-5.2.4.1 那珂川久慈川現地調査位置図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(2) 那珂川右岸 28.6KP 

那珂川水系那珂川右岸 28.6KP では延長約 250m に渡って被災が生じた。うち決壊延長は

約 100m である。決壊箇所は図-5.2.4.2 に示すとおり、旧河道に位置している。決壊当日

には、越流していた状況を巡視員が確認している（写真-5.2.4.1 及び写真-5.2.4.2）。決

壊箇所上流には千代橋、下流には江川排水樋門があり、国土地理院電子国土 Web から標高

を読み取ると、堤防天端高は決壊箇所近傍で徐々に低くなっている（図-5.2.4.3）。決壊箇

所近傍の堤防天端は未舗装であった。天端で確認できた植生の倒伏状況やゴミの堆積状況

から、堤内地に向かって越流が生じていた痕跡を確認した（写真-5.2.4.3、写真-5.2.4.4

及び写真-5.2.4.5）。堤体土質を直接確認すると、細粒分混じりの砂礫で形成されており（写

真-5.2.4.6）、その後の調査で、粒径 10mm 以上の礫を 30～50%含む砂礫主体であったこと

がわかっている 12)。決壊箇所周辺の堤防に越流によると思われる侵食痕は一部見られたが、

河川内の洪水流による侵食痕は確認できず、漏水や噴砂の痕跡も確認できなかった。 
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図-5.2.4.2 被災箇所（那珂川右岸 28.6KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

   

写真-5.2.4.1 越流状況        写真-5.2.4.2 決壊後の状況 

（関東地方整備局 13)）         （関東地方整備局 13)） 

 

図-5.2.4.3 色別標高図（那珂川右岸 28.6KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.4.3 決壊箇所下流部状況  写真-5.2.4.4 決壊箇所下流部より下流を望む 

    

写真-5.2.4.5 決壊箇所下流部の侵食形状 写真-5.2.4.6 決壊箇所の堤体断面（下流側） 

 

(3) 那珂川左岸 40.0KP 

那珂川水系那珂川左岸 40.0KP では延長約 200m に渡って被災が生じた。うち決壊延長は

約 100m である。写真-5.2.4.7 は防災科学研究所のクライシスレスポンスサイト 14）

に加筆した那珂川 39km～41.5km 区間の氾濫状況である 13)。図-5.2.4.4 は、同じ区間の国

土地理院電子国土 Web による色別標高図である。２つの図から、左岸 40KP 決壊箇所背後の

堤内地は霞堤で囲われており、決壊は霞堤の上流側で発生していることがわかる。決壊箇

所背後の堤内地地盤高は国土地理院電子国土 Web の 5mDEM から読み取ると 27.8～28m であ

る。後日整理された痕跡水位縦断図から、霞堤下流に近い 39km 左岸の痕跡水位（29m）は

堤防天端高（28.8m）よりも高く 12)、霞堤開口部から溢水氾濫した水が決壊箇所まで回り

込んでいたと推察される。決壊箇所堤内地地盤高との比較から、決壊箇所裏法尻の浸水深

は 1～1.2m 程度あったと推定され、ある程度ウォータークッションも期待できたと思われ

るが、決壊を防ぐことはできなかった。写真-5.2.4.8 は応急復旧前の被災状況写真である

13)。図から決壊区間は２つの落堀に分かれていること、落堀の川表側にある護岸基礎工は

被災していないこと、護岸の川表側の竹林が決壊口からのゴミの侵入を阻止している状況

が確認できる。これらから、川表側の竹林と護岸の基礎工が決壊口の拡大と氾濫流量増大

を抑制していた可能性が推察される。しかしながら、落堀直近にあるビニルハウスは流失

し、建物も損壊しており、これらの被害を竹林によって防止することはできなかった。 

決壊箇所近傍の堤防天端においては越流時に堆積したと思われる泥の付着や堤防川裏

法面では天端から法尻に向かって植生の倒伏を確認したため、越流が生じていたと考えら

那珂川 

川表  

川裏  
推測される 

越流状況  

越流痕跡  

那珂川 

那珂川 

川裏  
那珂川 
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れる（写真-5.2.4.9 及び写真-5.2.4.10）。図-5.2.4.5 の治水地形分類図によると、決壊箇

所は氾濫平野に位置する。決壊箇所においては平成 11 年に川表遮水矢板が施工されるなど

浸透対策が施されており 12)、写真-5.2.4.8 で説明したように、止水矢板を含めて護岸の基

礎工には被災は見られなかった。また、現地調査においては、決壊箇所前後区間において

漏水や噴砂、法すべりが発生した形跡は発見できなかった。以上から、浸透の影響は排除

しきれないが、越流が決壊の要因となった可能性が高いと推察される。 

 

 
写真-5.2.4.7 那珂川 39～41.5km の氾濫状況（出典：関東地方整備局 13)をもとに加筆） 

 
図-5.2.4.4 那珂川 39km～40km 左岸 39.5～41.5km 右岸の霞堤の色別標高図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.4.8 那珂川左岸 40.0KP の被災状況（出典：関東地方整備局 13)に加筆） 

注）図内①～③は元資料によるため本文では触れていない。 

 

 
図-5.2.4.5 那珂川左岸 40.0KP 右岸 41.2KP の治水地形分類図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.4.9 決壊箇所近傍の裏法侵食状況 写真-5.2.4.10 堤防川裏法面の植生倒伏 

 

(4) 那珂川右岸 41.2KP 

 那珂川水系那珂川右岸41.2KPでは延長約250mにわたって決壊が生じた。写真-5.2.4.7、

図-5.2.4.4 及び図-5.2.4.5 に示すとおり、決壊箇所は御前山橋の下流約 200m から 450m

の範囲である。御前山橋から橋の下流約 80m の樋管までが完成堤であり、そこから暫定堤

防に変わり堤防高が低くなった区間の上流端付近から下流側で決壊が生じている。右岸堤

防は、決壊区間から下流側の 39.5～39.7km を開口部とする霞堤になっている。後日整理さ

れた痕跡水位縦断図から、霞堤下流端の対岸にあたる39.5km左岸の痕跡水位は30m以上（堤

防天端にゴミがあった）である 12)。電子国土 Web から霞堤先端にあたる 39.5km 右岸の堤

防天端高を読み取ると 30m であり、ピーク水位は堤防天端高をやや上回っていたと推定さ

れる。決壊箇所から越流が発生するタイミングでは霞堤開口部から溢水氾濫した水が決壊

箇所まで回り込んでいたと推察されるので、決壊箇所裏法尻の地盤高（国土地理院電子国

土 Web から読み取ると 29.3m～29.9m）との差分で浸水深を推定すると 0.1～0.7m である。

写真-5.2.4.11 の侵食堤体土及び落堀洗掘土砂の堆積・散乱状況から見ても、ウォーター

クッションを期待する浸水深ではなかったと推察される。 

現地調査時には既に応急復旧工事が始まっており、被災状況を直接確認することができ

なかった。応急復旧前の決壊箇所の写真 13)（写真-5.2.4.11 及び写真-5.2.4.12）からは、

表法の護岸基礎工から上部の堤体土が流されて堤内地に散乱している状況が確認できる。

写真-5.2.4.13 からは、決壊箇所下流の堤防裏法に貼られていた連節ブロック護岸が越流

によって堤内地側にめくれ上がっている状況及び天端上にゴミが残されている状況から、

越流していたことが確認できる。 
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写真-5.2.4.11 那珂川右岸 41.2KP 応急復旧前の斜め写真（関東地方整備局 13)） 

               注）図内①は元資料によるため本文では触れていない。 

 

図-5.2.4.5 の治水地形分類図からは、決壊箇所は氾濫平野に位置する。その後の土質調

査から、堤体土は砂分が 80%前後を占めていることが確認された 12)。平成 10 年 8 月洪水で

は浸透被災の実績があり、その対策として右岸 40km と同様に川表法面に遮水シートと護岸

を、基礎工には止水矢板による遮水工が施工されている 12)。なお、今回の出水では、現地

で漏水や噴砂は確認されておらず、また、前述の通り、基礎工及び止水矢板には大きな変

状は生じていない。 

写真-5.2.4.14 に決壊箇所上下流の堤防表法面の状況を示す 13)。写真から、上流下流と

も表法植生の根がわずかではあるが露出しかけている状況を確認できる。決壊箇所は川表

側に高水敷幅も狭く流速を低減する竹林もないため、洪水時の流速は低水路の流速に近い

と推察される。今回の決壊箇所の下流では昭和 61 年 8 月洪水で侵食決壊の実績があり、そ

の対策として表法に護岸を貼るとともに裏法にも連節ブロック護岸を貼っていた 12)。 

以上を総合すると、裏法に越流による変状が残っている被災の状況とゴミが天端に載る

ほど越流水深が大きいことを踏まえると、この箇所の決壊の主因は越流によるものと考え

られる。主因ではないと考えられるが、過去の出水における被災実績等から、堤体表法の

表面侵食の可能性も否定できない。また、浸透の影響についても配慮が必要である。 
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写真-5.2.4.12 那珂川右岸 41.2KP（関東地方整備局 13)） 

 
写真-5.2.4.13 決壊箇所下流の越流痕跡（関東地方整備局 関東 River-SKY-i15）） 

那珂川 那珂川

 
写真-5.2.4.14 那珂川右岸 41.2KP 決壊箇所堤防表法面の状況  上流（左）下流（右） 

（関東地方整備局 13)） 
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(5) 久慈川左岸 27.0KP 

 図-5.2.4.6、写真-5.2.4.15 及び図-5.2.4.7 は久慈川 25km～27.5km 区間の治水地形分類

図と防災科学研究所クライシスレスポンスサイトによる 10 月 13 日の衛星画像 14)、

色別標高図を示したものである。久慈川は山と台地に挾まれた氾濫原を流れており、久慈

川左岸の氾濫流は、堤防と山に挟まれた堤内地を川に沿って流下する。左岸堤防は 26km

の上流で霞堤になっており、地形条件からは 27KP 左岸からの氾濫流は久慈川に戻る。しか

し、今回の氾濫は霞堤の上流先端を超える規模であったため、一部氾濫流は霞堤上流側先

端を回り込んで下流に流下している。 

 
図-5.2.4.6 久慈川 25km～27.5km 治水地形分類図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 
写真-5.2.4.15 久慈川 25～27.5km 氾濫状況 

（背景写真出典：防災科学研究所クライシスレスポンスサイト 14)） 
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久慈川左岸 27.0KP 地点は、治水地形分類図によれば氾濫平野に位置する。高水敷幅が

広く、川側には低水路に沿って幅の広い竹林の樹林帯がある。竹林と堤防の間は農地とな

っている。左岸 27.0KP 被災箇所は高水敷農地へアクセスするための道路が堤防を乗り越え

る場所にあたる（写真-5.2.4.16）。  

 
図-5.2.4.7 久慈川 25km～27.5km 色別標高図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 
写真-5.2.4.16 久慈川左岸（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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 決壊箇所は、図-5.2.4.7 及び写真-5.2.4.16 からわかるように、堤間幅が狭くなる場所

の上流に位置しており、堤防満杯規模の洪水時には水位が上昇しやすい場所である。延長

約 60m にわたって決壊した。決壊箇所近傍の堤防天端には、ゴミが堆積していることや堤

防川裏法面の植生状況が川裏法尻に向かって倒伏していることから、越流が生じていたと

考えられる（写真-5.2.4.17 及び写真-5.2.4.18）。なお、決壊箇所近傍の堤防天端は舗装

されていない。対岸の右岸側にも裏法侵食や堤防天端上の残留ゴミ等の越流の痕跡が残っ

ており（写真-5.2.4.16）、左右岸ともに越流していたと考えられる。写真-5.2.4.19 に示

すように、左岸は決壊区間の下流約 80m より下流側は完成堤防となっており、決壊箇所は

暫定堤防区間に位置している。写真-5.2.4.16 で説明したように、決壊箇所は堤内から堤

外へアクセスする道路が堤防と交差しており、道路盛土と堤防法面の隅角部に越流水が集

中しやすい形状であった可能性がある。 

また、落堀が堤外地側に鳥の足のように広がる特徴的な形状をしていた（写真

-5.2.4.20）。落堀の堤内地側に細長く土砂が堆積していること、決壊箇所の近くにある家

屋が激しい損壊を受けていることと合わせて考えると、決壊後堤内地に向かう強い流れが

あったことをうかがわせる。 

 

   

 写真-5.2.4.17 決壊箇所下流天端状況  写真-5.2.4.18 堤防天端及び裏法の越流痕跡 

 
写真-5.2.4.19 応急復旧前状況                写真-5.2.4.20 特徴的な落堀の形状 

（関東地方整備局 13)）             （関東地方整備局 12)） 

 

久慈川 

暫定堤防 

完成堤防 
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 (6) 久慈川右岸 25.5KP 

 久慈川水系久慈川右岸 25.5KP では約 40m にわたって決壊が生じた（写真-5.2.4.21）。決

壊箇所近傍の堤防天端には舗装されているが、天端の川表側の法肩に堤内地側から堤外地

への越流による侵食痕（写真-5.2.4.22）、天端舗装の一部が堤防川表側にある防備林との

間に流れている状況や、ドラム缶や木材等のゴミが大量に堤防と川側の竹林の間に堆積し

ていた状況から、堤内地から河川に戻る越流があったと判断できた。決壊箇所上下流の堤

防裏法には越流痕跡は見られず、堤内地に落堀や土砂堆積も見られなかった。後日整理し

た土質調査結果によれば粘性土主体の堤体土である 13)。 

写真-5.2.4.15、図-5.2.4.7 及び写真-5.2.4.16 で説明したように、右岸側でも 27KP は

じめ越流の痕跡が多数あり、上流で溢水氾濫したことがわかる。その氾濫流が右岸 25.5KP

に流下して、河川に戻る越流により決壊したものと推定される。 

 
写真-5.2.4.21 応急復旧前の被災状況（関東地方整備局 13)） 

注）図内①～③は元資料によるため本文では触れていない。 

   
写真-5.2.4.22(1) 川表法肩の侵食状況    写真-5.2.4.22(2)  

川表護岸ブロック周辺の侵食状況 

久慈川 

久慈川 
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(7) 久慈川左岸 25.5KP 

久慈川水系久慈川左岸 25.5KP では延長約 100m にわたって被災が生じた（写真

-5.2.4.23）。(5)において写真-5.2.4.15 及び写真-5.2.4.21 で述べたとおり、左岸は 26km

より上流が開口する霞堤になっており、上流左岸の氾濫水が開口部を通じて河川に戻る形

状になっている。左岸 25.5KP の決壊箇所は、堤防満杯規模の洪水時には堤間幅が狭くなる

箇所の上流に位置しており、下流に比べて相対的に水位が上昇しやすい場所である。 

現地調査時点では応急復旧が進捗しており、被災状況は現地では確認できなかった。こ

のため、応急復旧前の写真等 13)から考察する。被災延長 100m のうち決壊した区間は上下

流に分かれており、上流側の決壊延長は約 35m、下流側の決壊延長は約 25m と推定された。

その間に川裏法面に越流によると思われる侵食痕が残る堤体が残存していた（写真

-5.2.4.23）。残存する堤防川裏法面や堤内地の植生は川側から堤内地側に向かって倒伏し

ていた（写真-5.2.4.24）。決壊箇所周辺の堤体及び基礎地盤には漏水・噴砂の形跡は確認

されていない。川表側には竹林があり、堤体に侵食の痕跡等は確認されていない。 

以上を総合すると、左岸 25.5KP は越流を原因とする決壊であった可能性が高い。なお、

後日整理した土質調査結果によれば、堤体土は上部が砂礫質土、それ以外はシルト・粘土

主体の砂混じり粘性土である 13)。 

 

 
写真-5.2.4.23 被災状況（関東地方整備局 13)） 
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写真-5.2.4.24 被災状況（関東地方整備局 13)） 

 

(8) 久慈川左岸 34.0KP（県管理区間） 

久慈川左岸 34.0KP では約 60m にわたって決壊が生じた。決壊箇所において堤防断面を

観察すると、堤体土質は砂質土主体で構成され、所々に礫が確認できた（写真-5.2.4.25）。

堤防川裏法面には連節ブロックが設置されていた（写真-5.2.4.26）。決壊箇所近傍の堤体

及び基礎地盤には漏水や噴砂の痕跡は確認できず、連節ブロックにも変状は確認できなか

った。決壊区間下流側の堤防天端は舗装されているが、決壊箇所周辺の越流痕跡を確認し

たところ、越流によるものと思われる泥が付着していた。しかし、決壊箇所上流側の堤防

に越流痕跡は確認できなかった。色別標高図（図-5.2.4.8）、写真-5.2.4.2712)からも、決

壊箇所上流の堤防高は高いことがわかる。なお、被災前の空中写真から、決壊箇所とその

上流側の堤防天端は舗装されていなかったことが確認できている（写真-5.2.4.27）。 

また、決壊箇所下流部は霞堤となっている（図-5.2.4.8 及び図-5.2.4.9）。霞堤では開

口部から回り込んだ湛水により堤内地側にウォータークッションが形成される場合がある。

写真-5.2.4.27から左岸 34.0KPでは堤体の侵食された土砂及び落堀洗掘土砂は堤内地側に

広く長く堆積しており、決壊箇所の裏法尻にはウォータークッション効果が得られるよう

な浸水深はなかったと推察される。 

決壊箇所近傍における堤防川裏法面の植生は川裏側に倒伏しているとともに（写真

-5.2.4.28）、川裏法尻の排水工が倒伏・流出していた（写真-5.2.4.29）。また、決壊箇所

及びその上流で、決壊箇所の堤防天端高を上回る痕跡水位が確認されている 12)。これらよ

り、越流を原因とする決壊であった可能性が高いと考えられる。 

 

- 66 -



 
図-5.2.4.8 色別標高図（久慈川左岸 34.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

久慈川左岸34.0KP

久慈川

 
図-5.2.4.9 被災箇所（久慈川左岸 34.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.4.25 決壊箇所堤防断面の観察    写真-5.2.4.26 裏法の連節ブロック 

 
写真-5.2.4.27 久慈川左岸 34.0KP の被災状況（関東地方整備局 12)） 

  
写真-5.2.4.28 周辺の裏法植生倒伏状況  写真-5.2.4.29 川裏法尻の排水工流出状況 
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5.2.5 鳴瀬川水系鳴瀬川及び支川、阿武隈川水系支川 

 

［調査日］令和元年 10 月 22 日～25 日 

［調査区間］新江合川 左岸 4.2KP、左岸 4.6KP 

江合川 左岸 11.2KP、右岸 6.6KP 

鳴瀬川 4.2KP～40.7KP 区間で 10 箇所 

吉田川 4.4KP～31.0KP 区間で 9 箇所 

（以上、直轄管理区間） 

鳴瀬川水系渋井川 1 箇所 

（以上、宮城県管理区間） 

阿武隈川水系 滝川等 6 箇所 

（以上、福島県管理区間） 

 

 多数の調査した箇所の中から代表的な以下の箇所を報告する。 

 

［報告箇所］新江合川左岸 4.6KP（宮城県大崎市古川李埣） 

江合川右岸 6.6KP（宮城県涌谷町字市道川前） 

鳴瀬川左岸 8.4KP～8.8KP（宮城県東松島市西福田白山） 

鳴瀬川左岸 40.7KP（宮城県大崎市古川引田） 

鳴瀬川右岸 38.1KP、38.3KP（宮城県大崎市三本木坂本） 

吉田川 31KP 付近（宮城県黒川郡大和町落合舞野） 

鳴瀬川水系 渋井川（宮城県大崎市古川西荒井） 

阿武隈川水系 滝川（福島県伊達市柳川町二野袋） 

阿武隈川水系 佐久間川（福島県桑折長伊達崎） 

阿武隈川水系 濁川（福島県福島市郷野目） 

阿武隈川水系 谷田川（福島県郡山市田村町下行合） 

 

新江合川左岸 4.6KP では、裏法尻の擁壁が崩壊し、擁壁上部の法面にも損傷が及んでい

た。写真-5.2.5.1 及び写真-5.2.5.2 に示すように、調査時は既にブルーシートと土のうに

よる応急措置済みとなっていた。これらの写真から分かるように、上流側は布積み空石積

み、下流側は谷積み練積み（水抜き孔あり）と構造が異なっており、布積み空石積みの範

囲で崩壊が生じていた。なお、崩壊範囲に写真-5.2.5.3 に示すような目地を補修した痕跡

があり、以前から変状が発生していたことが伺える。 

 江合川右岸 6.6KP では、川裏側の坂路の法面が 2 箇所被災していた。下流側の変状は写

真-5.2.5.4 及び写真-5.2.5.5 に示すように、法肩付近に高さ 20cm の段差が発生している

が、法尻付近には変状が見られなかった。上流側の変状は、写真-5.2.5.6 に示すように、

法面の土塊が法尻まですべり落ちていた。今回の調査では、変状の程度は様々であるが、

同様の坂路における法面の変状が、鳴瀬川左岸 29.3KP でも確認されている。 
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図-5.2.5.1 被災箇所（新江合川左岸 4.6KP、渋井川、鳴瀬川左岸 40.7KP、右岸 38.1、38.3KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.5.1 新江合川左岸 4.6KP     写真-5.2.5.2 新江合川左岸 4.6KP 

応急復旧状況(下流から)          応急復旧状況（上流から） 

  

写真-5.2.5.3 新江合川左岸 4.6KP      写真-5.2.5.4 江合川右岸 6.6KP 

応急復旧状況(下流から)          応急復旧状況（下流側） 

新江合川左岸 4.6KP 

鳴瀬川左岸 40.7KP 

鳴瀬川右岸 38.1、38.3KP 

渋井川 
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 鳴瀬川左岸 8.4KP～8.8KP では、延長約 350m にわたって、川表法面に連続的な変状が発

生していた。被災区間のうち、下流端の変状が最も大きく、法面の下側 2/3 程度が崩壊し

ていたようである。調査時は、写真-5.2.5.7 に示すように崩壊土の撤去が完了した状態で

あった。写真-5.2.5.8 に示すようにすべりの深さは頭部付近で 2m 近くに達していたもの

と推測される。これより上流側には約 300m にわたり法面上部に縦断開口亀裂が連続してい

た（写真-5.2.5.9）。痕跡水位は写真-5.2.5.10 に示すように亀裂の高さと同程度の高さに

あり、水位低下時に崩壊や亀裂が発生したことが考えられる。 

 鳴瀬川左岸 40.7KP では、川裏法面の崩壊が 2 箇所で発生していた。写真-5.2.5.11 に示

すように法面上部に比較的大きな法面欠損が確認できた。当箇所の天端法面は非常に広く、

側帯として整備されていたようである。痕跡水位を確認したところ、高水敷に少し水が乗

る程度であったことから、これらの崩壊は主として降雨浸透が影響したものと考えられる。

今回の調査では、側帯法面の変状が、鳴瀬川左岸 15.5KP でも確認されている。 

 

 

図-5.2.5.2 被災箇所（江合川右岸 6.6KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
 

  

写真-5.2.5.5 江合川右岸 6.6KP      写真-5.2.5.6 江合川右岸 6.6KP 

応急復旧状況(下流側頭部段差)       応急復旧状況（上流側） 

江合川右岸 6.6KP 

20cm 程度 

すべり落ちた土塊 
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図-5.2.5.3 被災箇所（鳴瀬川左岸 8.4KP～8.8KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web）  
 

  

写真-5.2.5.7 鳴瀬川左岸 8.4～8.8KP    写真-5.2.5.8 鳴瀬川左岸 8.4～8.8KP 

被災区間下流端全景            被災区間下流端滑落崖 

  

写真-5.2.5.9 鳴瀬川左岸 8.4～8.8KP    写真-5.2.5.10 鳴瀬川左岸 8.4～8.8KP 

上流端                   痕跡水位 

 

 

  

鳴瀬川左岸 8.4KP～8.8KP 

痕跡⽔位 

- 72 -



 

 鳴瀬川右岸 38.1KP、38.3KP の 2 箇所で、類似した川表法面の崩壊が発生していた。調査

時は、復旧工事の一環として連節ブロック張りが行われていた（写真-5.2.5.12）。写真

-5.2.5.13 に示すように連節ブロックの水平部と重機通行用のスペースの更に川側にまで

崩壊土が分布していた。崩壊土は、写真-5.2.5.14 に示すように数十 cm～1m 程度の長さの

小さな土塊に分かれていた。シルトを多く含んだ部分と比較的少なく透水性の高い部分と

が混在しているような状況であった。なお、痕跡水位は法面中央辺りにあり、水位低下時

に崩壊が発生したことが考えられる。 

 吉田川右岸 31.0KP 付近は、掘込み河道に近い状況ではあるが、橋梁の上流側や橋梁の下

流側右岸に小規模な堤防が存在する。そのうち、最も大きく侵食されていたのが、写真

-5.2.5.15 に示す橋梁上流側左岸堤防であった。この対岸にも河道内に侵食の痕跡があり、

右岸堤にもブルーシートによる応急措置が行われていた（写真-5.2.5.16）。この応急措置

は、写真-5.2.5.17 に示すように川表側のみに実施されており、法面から法尻にかけて大

きく欠損していた。応急措置が実施されている区間の更に上流の法面は写真-5.2.5.18 に

示す状況となっており、堤内地から河川に向かって通常とは逆向きの越流が生じ、川表法

面等が侵食されたことが推測される。なお、後日行った補足調査によると、この 50～200m

上流で河川水が川裏に向かって越水した痕跡が認められた。 

  

写真-5.2.5.11 鳴瀬川左岸 40.7KP     写真-5.2.5.12 鳴瀬川右岸 38.1、38.3KP 

上流端                  崩壊箇所の復旧工事状況 

  

写真-5.2.5.13 鳴瀬川右岸 38.1、38.3KP  写真-5.2.5.14 鳴瀬川右岸 38.1、38.3KP 

崩壊土堆積状況              崩壊土の開削断面 

崩壊⼟ 

鳴瀬川 

- 73 -



 

 渋井川の調査箇所では決壊や越水による侵食、法すべり等の変状が生じていた。右岸堤

が決壊したが、調査時には既に応急措置が済んでいる状態であった。写真-5.2.5.19 から、

決壊箇所の堤防天端は前後に比べ若干低く、また堤内地の痕跡水位は高い様子が分かる。

今回の決壊箇所の対岸では、2015年の出水により 3箇所の決壊が生じた。この時の決壊は、

堤体漏水が主な原因とされており、決壊箇所の上下流の堤防には堤体漏水によって生じた

法面陥没や法尻辺りに砂の堆積が見られた。そこで、今回の決壊箇所の前後の法面や法尻

を確認してみたものの、変状は見つけることができなかった（写真-5.2.5.20）。 

 左岸の上流側では、写真-5.2.5.21 に示すような大型土のうを用いた応急措置が行われ

ている箇所があった。応急措置が行われた箇所の上下流の川裏側法肩には侵食の痕跡があ

り、写真-5.2.5.22 に示すように天端高さも相対的に低い。 

 左岸の下流側は、2015 年の決壊等の被災を踏まえ、原形復旧だけでなく堤防強化が行わ

れている。具体的には決壊箇所以外でも腹付けやドレーン工が行われた。越水の痕跡もな

く、概ね変状は確認できなかったが、一部の区間で写真-5.2.5.23 に示す法面の変状が確

認された。馬蹄形の開口亀裂が生じたが、ドレーン工が法尻を固めているために、すべり

切らずにはらみ出しで留まっている状態であった。 

 

図-5.2.5.4 被災箇所（吉田川 31.0KP 付近）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.5.15 吉田川左岸 31.0KP 付近   写真-5.2.5.16 吉田川 31.0KP 付近 

堤防の侵食状況              左岸から右岸を望む 

吉田川 31.0KP 付

吉⽥川 

吉⽥川 
侵⾷ 
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写真-5.2.5.17 吉田川右岸 31.0KP 付近   写真-5.2.5.18 吉田川右岸 31.0KP 付近 

応急措置の状況              応急措置済み箇所の上流側 

  

写真-5.2.5.19 渋井川右岸堤     写真-5.2.5.20 渋井川右岸堤裏法尻法面 

  

写真-5.2.5.21 渋井川左岸堤        写真-5.2.5.22 渋井川右岸堤 

越流侵食箇所の応急措置           天端高さ 

吉⽥川 

堤内地痕跡⽔位 

決壊箇所 
（応急措置済み） 
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写真-5.2.5.23 渋井川右岸堤        写真-5.2.5.24 滝川 決壊箇所 

ドレーン上部法面の変状 

 

図-5.2.5.5 被災箇所（滝川、佐久間川）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

   

写真-5.2.5.25 滝川 植生の倒伏       写真-5.2.5.26 滝川 直上流 

  

開⼝⻲裂 

滝川 

佐久間川 

植⽣の倒伏 
痕跡⽔位 

滝川 

滝川 
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 滝川の決壊箇所を調査した。調査時は、写真-5.2.5.24 に示すように堤内地に大型土の

うによる仮締切がなされていた。痕跡水位は、写真-5.2.5.25 に示すように決壊端部の堤

防天端高さとほぼ同じ位の高さにあり、直上流の法肩～法面の植生が堤内地に向かって倒

伏していたため（写真-5.2.5.26）、決壊区間も含め越水が生じていたことが推測される。

決壊箇所から約 100m 上流では、写真-5.2.5.27 に裏法面に越流による侵食の痕跡が確認で

きた。 

 佐久間川の決壊箇所を調査した。写真-5.2.5.28 に示すように、決壊箇所は整備済み区

間の直上流の未整備区間に位置する。決壊は、写真-5.2.5.29 に示すように左右両岸で発

生していた。決壊箇所の直下流の橋梁の高欄には、洪水流が運んできたと推測される植物

片が多数付着している（写真-5.2.5.30）ことから、決壊箇所においても越流が生じていた

と推測される。 

 濁川の決壊箇所を調査した。写真-5.2.5.31 に示すように、前後区間に比べ低い位置が

決壊していた。決壊箇所の直下流では、裏法面の植生が堤内地に向かって倒伏している（写

真-5.2.5.32）ことから、決壊箇所においても越流が生じていたことが推測される。 

 

 

  

写真-5.2.5.27 滝川 約 100m 上流越流痕跡     写真-5.2.5.28 佐久間川 

                            決壊箇所と整備状況 

  

写真-5.2.5.29 佐久間川 決壊箇所     写真-5.2.5.30 佐久間川 越流痕         

 

整備済 すり付け 未整備 

決壊箇所 

佐久間川 

佐久間川 

佐久間川 

越流痕 

- 77 -



 

 

図-5.2.5.6 被災箇所（濁川）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.5.31 濁川 決壊箇所       写真-5.2.5.32 濁川 越水痕 

 

 谷田川右岸の決壊箇所（写真-5.2.5.33）を調査した。決壊箇所の直上流には、写真

-5.2.5.34 に示すような裏法面が侵食された痕が複数確認できたことから、決壊箇所でも

越流が生じていたものと推測される。写真-5.2.5.35 に示すような大きな落堀が形成され

ていた点が特徴的である。また、決壊箇所の数百 m 下流の堤内地には、写真-5.2.5.36 に

示すような土の盛り上がりが幾つも集まっている場所があった。基盤漏水によって形成さ

れる噴砂も疑われたことから、部分的に開削し観察した。その結果、様々な大きさの土粒

子が混在していることから、詳細は不明であるが人工的に形成されたものであると推測し

た。 

濁川 

植⽣の倒伏 

決壊箇所 

天端 

濁川 
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図-5.2.5.7 被災箇所（谷田川右岸）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  
写真-5.2.5.33 谷田川 決壊箇所     写真-5.2.5.34 谷田川 裏法面の侵食 

  
写真-5.2.5.35 谷田川 落堀      写真-5.2.5.36 谷田川土の盛り上がり 

谷田川右岸 
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5.2.6 久慈川水系久慈川及び支川、大北川水系花園川 

 

［調査日］令和元年 10 月 23 日 

［調査区間］ 久慈川水系久慈川（大子町袋田地先）左岸 

大北川水系花園川（北茨城市華川町上小津田地先）右岸 

久慈川水系里川（常陸太田市小菅町）右岸 

久慈川水系里川（日立市東河内町地先）右岸 

久慈川水系浅川（常陸太田市松栄町地先）右岸 

（以上、茨城県管理区間） 

 

(1) 概要 

 茨城県からの久慈川、花園川、里川の河岸侵食被災箇所の復旧を支援の要請を受け、こ

れらの箇所の現地調査を行った。また、合わせて、浅川の堤防決壊箇所について現地調査

を行った。 

 

 

図-5.2.6.1 令和元年10月23日被災調査位置図 

（茨城県提供の流域図等の一部を改変） 

 

(2) 久慈川水系久慈川（大子町袋田地先）左岸 

久慈川水系久慈川（大子町袋田地先）左岸において、河岸侵食（崩落）が発生した。

この付近の久慈川は無堤の掘込み河道となっているが、この付近でも大きな洪水となって
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いた。図-5.2.6.2に示すように、調査対象箇所の氾濫域上流に位置する南田気橋では、桁

上にゴミが大量にたまるほど水位が上昇した。その上流にある水郡線鉄橋の橋脚4本が倒

壊し桁が流失した（写真-5.2.6.1(左)）。南田気橋左岸の上流及び下流では大量の漂流物

とともに溢水した痕跡が明瞭に残っていた（写真-5.2.6.1(右)）。図-5.2.6.2(右)に示す

地形から見て、溢水氾濫した氾濫流は相対的に低い場所を流れて調査対象地点である大子

町袋田地先で久慈川本川に合流したと推定される。ただし、氾濫域下流の浸水域には地面

が侵食される等の強い流れがあった痕跡はなかった。調査対象地点である袋田地先の下流

で再び久慈川を渡る鉄橋の橋脚上・桁の下にゴミがあったことからピーク時の水位はせき

あがっていたものと推察された。 

 

図-5.2.6.2 大子町袋田地先とその上流における氾濫状況 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.6.1 南田気橋上流水郡線鉄橋の流失（左）と南田気橋下流左岸の溢水状況（右） 

 

調査対象地点では、写真-5.2.6.2に示すとおり、建物（ホテル河鹿園）が1m以上浸水

しており、ホテルの庭を含む河岸が侵食・崩落し、建物の基礎が露出するなどの被害が生

じた。前述したとおり、被災箇所周辺の建物にあった痕跡水位は1m程度であるが、壁が破

壊される・地表面が流れによって削られた痕跡はなく、氾濫水の流れは強くなかったもの

と思われる。 
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被災箇所の河岸の下には岩盤が露出しており、岩盤から上の土砂が崩落・流失してい

た。岩盤の上には礫混じり土砂が残っており、岩盤と土砂の境界から地下水がしみ出して

いた。被災箇所下流の河岸を調査したところ、下に露出する岩の上の土砂に生育する樹木

の根が洗われて露出し、河岸侵食によりノッチ状になっている箇所もあったことから、洪

水減水期の高流速による側岸侵食により岩の上の土羽が侵食され崩落した可能性が考えら

れる。また、岩と土砂の境界から地下水が染み出している状況から、すべりによる崩落の

可能性も考えられる。復旧にあたっては河岸侵食と地下水位上昇によるすべり両者への配

慮が重要と推察された。 

 

写真-5.2.6.2 調査対象箇所の河岸侵食（崩落）の状況 

 

(3) 大北川水系花園川（北茨城市華川町上小津田地先）右岸 

写真-5.2.6.3に示す大北川水系花園川（北茨城市華川町上小津田地先）右岸において

河岸侵食が発生した（写真-5.2.6.4(左)）。調査対象箇所の花園川は掘込み河道であり、

河床材料は玉石が多い急流河川である。現地調査時点では被災箇所の応急復旧がほぼ完了

している状態であった。そこで被災のメカニズム・要因を探るため被災箇所の上下流等周

辺を調べることとした。 

被災箇所の対岸である左岸側護岸天端の上の法面に水位痕跡が残っていたことから、

溢水氾濫は生じていない。被災箇所下流の右岸河岸に生育する植生が高流速により基盤の

土羽が侵食されて根が露出していること、左岸側において護岸が洗掘を受けて護岸ブロッ

クの目地が開いていることを確認した。対岸の洗掘は、砂州が形成されてみお筋が左岸側

に寄っているためである。洪水減水期に砂州水衝部であるみお筋に水が集まり洗掘が促進

されたものと推察された。 

被災箇所上流の既設護岸の根元や被災箇所の前面には巨石があり洗掘は確認できない

ことから洗掘に伴う河岸侵食ではないと判断できる。被災箇所下流側の河岸が侵食を受け
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ていることから、高流速による表面侵食が原因である可能性が高いと考えられる。被災箇

所下流では河道が右に湾曲しており、遠心力により左岸側の水位が高く、右岸側の水位が

低くなると考えられる。左右岸に残る痕跡もそのようになっていることから、右岸側では

上下流の水面勾配が大きくなっていたと推察される。水面勾配の大きい右岸側で植生・土

羽の耐力を上回る高流速が発生し侵食した可能性が高いと推定された。 

 被災箇所の本復旧にあたっては、対岸の護岸も含めて考えること、高流速による侵食へ

の対応を考えることが重要と推察された。 

 

写真-5.2.6.3 被災箇所周辺の状況（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.6.4 応急復旧前の被災状況（左）（茨城県提供）と応急復旧状況（右） 

 

(4) 久慈川水系里川（常陸太田市小菅町）左岸 

久慈川水系里川（常陸太田市小菅町）左岸において河岸侵食が発生した。図-5.2.6.3
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に示すように、被災した護岸は平面的な形状である法線形が川表側に張り出しており、洪

水時には流れが護岸前面に集中して洗掘を受けやすい状況であったと考えられる。川表側

に張り出して洗掘が大きくなりやすい場所を中心に護岸が崩壊したと推定される。護岸の

法線形が改善されない場合、洗掘量が大きくなる可能性が高いことから、護岸の根入れを

しっかり確保するか洗掘対策をしっかり行う必要があると推察された。 

 

 

図-5.2.6.3 里川左岸常陸太田市小菅町地先（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.6.5 被災状況（応急復旧前）（茨城県提供） 

 

(5) 久慈川水系里川（日立市東河内町地先）右岸 

久慈川水系里川（日立市東河内町地先）右岸で河岸侵食が発生した。図-5.2.6.4に示

すとおり、このあたりの里川は山間部の掘込み河道となっており、被災箇所は蛇行屈曲部

の内岸側に位置する。現地の痕跡から、標高86～87m程度まで冠水していたと推定される。

調査箇所の上流でも護岸の崩壊や親水施設の被災が発生しており、規模の大きな洪水であ
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った。 

現地調査時には調査対象箇所は既に応急復旧済であった（写真-5.2.6.6）。応急復旧

前の状況は、写真-5.2.6.6に示すとおり、上部の土砂が崩落している。被災箇所前面の河

床に洗掘は見られないので、洗掘に伴う崩落ではないと推定される。被災箇所の対岸にあ

たる左岸側には護岸天端よりも高いところに痕跡が確認でき、上下流方向に勾配がついて

いた（写真-5.2.6.7）。洪水時には高流速が発生していたものと推察された。被災箇所下

流には既設護岸がある。これらの状況から、今回被災は、高流速発生区間に対して、既設

護岸の上流側設置延長が十分ではなかったことが要因と考えられる。 

被災箇所上流の屈曲部下流左岸側に設置されている擁壁護岸の天端に段差が見られた

（写真-5.2.6.7）。この屈曲部左岸側は水衝部となって洗掘が発達しやすいので、洗掘に

より基礎が露出し背後の土砂が吸い出され、空洞が発生していないか懸念された。洗掘深

と基礎が露出していないか確認することが望ましい。 

 

図-5.2.6.4 被災箇所とその周辺（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.6.6 応急復旧前後の状況（左写真は茨城県提供）
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写真-5.2.6.7 被災箇所周辺状況（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(6) 久慈川水系浅川（常陸太田市松栄町地先）右岸 

久慈川水系浅川（常陸太田市松栄町地先）右岸0.6KP（今回調査）及び右岸1.5KP（調

査未実施）において堤防が決壊した。浅川の堤防は決壊箇所下流の郡戸橋から上流堤防高

が低くなっており、決壊はこの区間で発生している。 

 

図-5.2.6.5 浅川右岸 0.5KP 位置（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

- 86 -



浅川の自流は左岸堤防表法面の痕跡から堤防天端より低かったことがわかる。また、

関東地方整備局・関東River-SKY-iが提供しているUAV撮影映像16)より、右岸0.6KPの決壊

箇所周辺の川表側法面上部に堤内地側からの越流によって侵食された痕跡が確認できる

（写真-5.2.6.8）。堤内地にあるポンプ小屋が氾濫流で流された際に電線によってつなぎ

止められて流失を免れた状況からも堤内地から浅川に向かって流れたことが確認できる。

堤内地側には落堀及び浅川に向かう流れによって地盤が侵食された跡が残っている。堤内

地側端部の深さは1m程度である。治水地形分類図によれば、右岸0.6KPと1.5KP右岸の決壊

箇所は旧川跡ではない。右岸0.6KPは氾濫平野であり、右岸1.5KPは段丘と氾濫平野の境界

部に位置している。写真-5.2.6.10に示すとおり、右岸1.5KPにおいても周辺の表法面に、

堤内地側からの越流水による明瞭な侵食痕が確認できる。以上より右岸0.6KP、右岸1.5KP

ともに堤内地からの越流で決壊したと判断できる。 

 

写真-5.2.6.8 応急復旧初期の被災箇所状況（関東地方整備局 16)） 

 
写真-5.2.6.9 現地調査時写真 
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写真-5.2.6.10 浅川右岸 1.5KP 被災状況（関東地方整備局 17)） 

 

10月13日撮影の防災科学研究所クライシスレスポンスサイトから久慈川の左岸側

の堤防と山地の間の堤内地を氾濫流が流れ下っている状況が確認できる14)。図-5.2.6.6は、

10月17日撮影の空中写真と国土地理院による浸水域読み取り図を重ねたものに、決壊箇所

及び衛星画像から推定した氾濫流の流れを描いたものである。 

 

図-5.2.6.6 10 月 17 日撮影空中写真と浸水域、氾濫流の流下推定図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.6.7 は、色別標高図に推定される氾濫流の流れを描いたものである。10 月 17

日撮影の空中写真と氾濫流を写した衛星画像からは、久慈川左岸 22.5km の堤内地が狭く

なる場所にある旧堤が決壊している状況及び氾濫流が流下している状況が確認できる。久

慈川左岸の氾濫流が浅川右岸堤防によってせき止められ、堤内地側からの越流によって決

壊したものと推察される。 
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図-5.2.6.7 久慈川左岸浅川右岸堤内地の色別標高図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(7) 久慈川水系里川常陸太田市常福地町、茅根町地先 

 里川常陸太田市常福地町、茅根町地先は、図-5.2.6.8に示すように、久慈川支川里川の

直轄管理区間の上流端である久慈川合流点から9.5km地点の上流（合流点から9.7km～

10.7km）区間であり、台地に挟まれた谷底平野の出口、久慈川氾濫域の低地に出る直前の

区間にあたる。図-5.2.6.9、図-5.2.6.10に示すとおり、右岸３箇所、左岸１箇所で決壊

および一部損壊が発生していた。いずれの決壊箇所も旧川跡ではない。 

 図-5.2.6.10に、現地調査結果及び地形から推定される氾濫流の流れを示した。最も上

流の③左岸上流決壊箇所は、有堤区間の最上流区間に位置し、堤防と台地に挟まれた堤防

満杯規模洪水時の河道幅が狭くなりはじめる場所にあたる。川幅が縮小する区間の上流は

水位がせき上がりやすいので、越流が発生していた可能性が高いと推察される。この決壊

箇所の氾濫ブロックを形成する左岸側は無堤部になっている（図-5.2.6.10、写真-

5.2.6.11 及び写真-5.2.6.12）。国土地理院の5mDEMデータによれば、無堤部下流端部の

標高は28.1mあり、無堤部下流端までで浸水域が満杯であったと仮定すると、③左岸上流

部の決壊地点裏法尻の標高が27.6mであるので、越流発生時には0.5mの浸水深があったと

推定される。現地調査では決壊箇所は遠望しかできなかったので、これ以上の考察は困難

である。また、無堤部で徐々に浸水し減衰したためか、無堤部及び氾濫域下流の堤内地に

は地盤の洗掘や土砂の堆積、ゴミの堆積は見られなかった。 
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図-5.2.6.8 里川常陸太田市常福地町、茅根町地先の位置 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

 

図-5.2.6.9 里川常陸太田市常福地町、茅根町地先調査対象箇所位置 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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図-5.2.6.10 被災・変状と推定される氾濫流 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.6.11 ③左岸上流決壊箇所 下流より遠望 

 
写真-5.2.6.12 左岸無堤部状況 

 

決壊

決壊

決壊

決壊

左岸
無堤部

左岸
無堤部
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その下流の②右岸上流部は、右岸側堤防の最上流区間の上流側に位置する。一部損壊

箇所の上下流には長い越流による被災区間がある。高水敷には密度の高い竹林が繁茂して

いる。越流区間の下流端は橋にアクセスする坂路の付根までであり（写真-5.2.6.13）、

上流端はカルバートとの接続部である（写真-5.2.6.14）。越流区間上流に隣接するカル

バートの堤内側水路の下流側河岸（小堤）に、里川の洪水位の背水により河岸（小堤）を

溢水した際に発生したと思われる洗掘跡が見られた（写真-5.2.6.14）。現地調査時点で

応急復旧が進んでおり、落堀は埋め戻されていた（写真-5.2.6.13）。決壊箇所近傍にあ

った電柱が大きく傾いており、埋め戻した落堀の堤内地側に、落堀形成で洗掘された砂が

広く堆積していたことから、深い落堀が発生していたと推察される。一部損壊箇所（約

10m）は越流による被災延長（約130m）に比較して小さい（写真-5.2.6.13）。この要因に

は、高水敷の密度の高い竹林による効果18)、カルバートに接続する水路から溢水した水に

より堤内地が浸水していたことによる効果の可能性が考えられる。 

①右岸橋下流一部損壊箇所は、②右岸上流部の橋を挟んだ下流側である。既に応急復

旧が完了していたが、埋め戻し範囲の大きさ及びその周辺堤内地側に広がる堆積土砂の広

さから、大きな落堀が形成されていることがうかがえる（写真-5.2.6.15）。①一部損壊

箇所の下流堤防には天端侵食・裏法侵食・植生の倒伏等の明瞭な越流痕跡は見られなかっ

た。この一部損壊箇所は橋詰めから下った場所で堤防天端の標高が再び低くなる場所であ

ること、対岸（左岸）が無堤部の上流側にあたり流路幅が急拡する場所でもある。流路幅

が大きくなると流速が遅くなるため水位が上昇する。この流路幅拡大による水位上昇と橋

の下流の堤防が相対的に低くなる場所が重なったことから、堤防満杯規模の洪水ではこの

箇所が他と比較して相対的に越流しやすかったと推察される。 

 

 
写真-5.2.6.13 ②右岸上流一部損壊箇所及び越流区間下流端 
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写真-5.2.6.14 ②右岸上流一部損壊と越流区間上流端カルバート付近の状況 

 

 

写真-5.2.6.15 ①右岸橋下流一部損壊箇所の状況 

 

 ④右岸最下流は、右岸側堤防の氾濫ブロックの下流端に位置している。写真-5.2.6.16

に示すように決壊箇所の川表側の竹林が河川に向かって倒されていること、堤内地側には

裏法尻洗掘や落堀が形成されていないこと（写真-5.2.6.17）、決壊箇所上流側堤防の天

端や裏法面に越流の痕跡である侵食跡や植生倒伏が見られないことを総合すると、堤内地

側の氾濫水が川表側に越流して決壊したものと推察される。 
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写真-5.2.6.16 ④右岸最下流決壊箇所の状況 

 

写真-5.2.6.17 ④右岸最下流決壊箇所の状況（堤内地側から） 
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5.2.7 那珂川（1.9KP～20.5KP） 

 

[調査日] 令和元年10月24日 

[調査区間] 那珂川左岸1.9KP～2.1KP（茨城県ひたちなか市関戸地先） 

那珂川右岸4.1KP（茨城県水戸市下大野町地先） 

那珂川右岸7.0KP～7.2KP（茨城県水戸市吉沼町地先） 

那珂川左岸7.0KP～8.4KP（茨城県ひたちなか市大字勝倉地先） 

那珂川右岸7.7KP（茨城県水戸市吉沼町地先） 

那珂川左岸17.0KP（茨城県水戸市中河内町地先） 

那珂川左岸19.3KP～19.8KP（茨城県水戸市下国井町地先） 

那珂川右岸20.5KP（茨城県水戸市飯富町地先） 

 

本調査では、那珂川のフロンティア堤防施工箇所（図-5.2.7.1）の一部において、台

風第 19 号に伴う出水によって越水が生じたことから、越水時の侵食耐力を確認するため、

現地調査を行った。調査は徒歩による踏査を行い、目視で被災状況を確認した。下流側の

フロンティア堤防施工箇所（左岸 1.9～2.1KP、左岸 7.0～8.4KP、右岸 4.1KP、右岸 7.0～

7.2KP、右岸 7.7KP）では越水の痕跡は確認されず、目立った変状も確認できなかったが、

左岸 17.2～19.2KP 及び左岸 19.6～19.8KP のフロンティア堤防施工箇所では一部の範囲で

越水が確認された。左岸 19.1～19.2KP や左岸 19.6～19.8KP でシートの露出や土羽の侵食

が見られたが、フロンティア堤防の効果を明確に確認することはできなかった。 

以下、各箇所での調査結果の詳細を示す。 

 

(1) 那珂川1.9KP～8.4KP 

 

図-5.2.7.1 フロンティア堤防施工箇所(那珂川左岸1.9～左岸8.4KP) 

（背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

  

那珂川左岸 1.9-2.1KP 
那珂川右岸 4.1KP 

那珂川右岸 7.0-7.2KP 

那珂川右岸 7.7KP 

那珂川左岸 7.0-8.4KP 
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写真-5.2.7.5 及び写真-5.2.7.6 に示すように那珂川左岸 8.2KP 付近では樋管の上流側

に漂流物が堆積していたが、それ以外に出水を原因とする大きな被害は確認できなかった

（写真-5.2.7.1 から写真-5.2.7.4 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.1 フロンティア堤防天端部   写真-5.2.7.2 フロンティア堤防天端部 

那珂川左岸 2.1KP 上流から        那珂川右岸 4.1KP 下流から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.3 フロンティア堤防天端部   写真-5.2.7.4 フロンティア堤防天端部 

那珂川右岸 7.0KP 下流から        那珂川右岸 7.7KP 下流から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.5 樋管門柱の漂流物堆積状況  写真-5.2.7.6 樋管門柱の漂流物堆積状況 

那珂川左岸 8.2KP 天端から        那珂川左岸 8.2KP 上流から 

 

那珂川 
那珂川 

那珂川 那珂川 

那珂川 

那珂川 

樋管上流側に漂流物が堆積 

痕跡水位 

樋管門柱に引っかかり漂流物が堆積したものと推

測される 
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 (2) 那珂川左岸17.0KP 

写真-5.2.7.7 に示すように、湾曲部外岸となる那珂川左岸 17.0KP 付近で越水の痕跡を

確認した。写真-5.2.7.8 に示す地点が、左岸 17.0KP 付近では最も越流水深が大きかった

ように見えたが、湾曲部外岸側に位置していること、堤防表法面の樹木による堰上げが生

じたことが原因と考えられた。写真-5.2.7.9 に示すように越流水によって裏法の侵食が

生じたが、その程度は軽微なものであり、植生の隙間に露出する土羽が侵食された程度で

あった。ちなみに、左岸 17.2KP よりも上流がフロンティア堤防区間であり、この地点は

通常堤防の区間である。 

 

 

図-5.2.7.2 被災箇所(那珂川左岸17.0KP) （背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.7 堤防天端越流痕跡   写真-5.2.7.8 堤防天端越流痕跡と漂流物 

那珂川左岸17.0KP上流から      那珂川左岸17.0KP下流から 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川左岸 17.0KP 

那珂川 

これより下流に 

越流痕跡無し 
17.0KP 

距離標 
那珂川 
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写真-5.2.7.9 川裏法面侵食状況 

那珂川左岸17.0KP上流から 

(3) 那珂川左岸19.3KP、左岸19.5KP 

左岸 19.3KP 付近は、フロンティア堤防と通常堤防の境界部分であり、通常堤防には水

管橋の条件護岸が設置されている。写真-5.2.7.10 に示すように、条件護岸が崩壊してい

た。この要因の一つとして、条件護岸の天端高が周辺堤防より 20ｃｍ程度低かったこと

（写真-5.2.7.11）が考えられた。水管橋より下流のフロンティア堤防施工区間では、条

件護岸との境界部で侵食による吸出し防止シートの露出が見られたが（写真-5.2.7.12）、

それ以外の区間では越流痕跡を確認できるものの、大きな変状は確認できなかった。 

写真-5.2.7.13 に示すように左岸 19.5KP 付近の道路取付け部においては越流水が集中

して川裏坂路に流れ込み、坂路の路盤材砕石が大量に流出していた。写真-5.2.7.14 から

写真-5.2.7.16 に推定される破壊メカニズムを示した。川裏にアスファルト舗装があり越

水を受けたことで、アスファルト下の路盤材に越流水が侵入し、路盤材の流出や揚圧力に

よるアスファルト舗装の流出が生じた可能性があると推定される。 

 

 

図-5.2.7.3 被災箇所(那珂川左岸19.3KP、19.5KP) （背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

 

那珂川 

那珂川左岸 19.3KP 

那珂川左岸 19.5KP 
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写真-5.2.7.10 水管橋条件護岸の被災状況 写真-5.2.7.11 水管橋付近の堤防天端の不陸 

那珂川左岸 19.3KP 下流から        那珂川左岸 19.3KP 上流から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.12 侵食による吸出し防止シートの露出 

那珂川左岸 19.3KP 上流から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.13 取付道路の被災状況 写真-5.2.7.14 越流水の浸透メカニズム（推定）

那珂川左岸 19.5KP 下流から            那珂川左岸 19.5KP 下流から 

 

 

 

那珂川 

←川裏 川表→

川表→←川裏 

水戸取水場 

アスファルトが

まとまって流出 

隅角部で越流水の集中 

写真-5.2.7.12 

那珂川 

←川表 川裏→

川裏法肩が崩壊し、埋設管

が露出している 越流水の一部が坂路の舗装の下を流れ、

舗装下の土砂を吸い出したと推定 

20cm 
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写真-5.2.7.15 砕石の流出状況   写真-5.2.7.16 舗装下の土砂の流れ（推定） 

那珂川左岸 19.5KP 上流から                   那珂川左岸 19.5KP 上流から 

 

 

(4) 那珂川左岸19.8KP 

写真-5.2.7.17及び写真-5.2.7.18に示すように、水防林と堤防の間かつ樋管上流部に

流木や塵芥が堆積し、その上流部で越水が生じた。また、河道法線形を見ると、20.0KP左

岸の水衝部であり、この周辺から越水が生じていた。写真-5.2.7.19から写真-5.2.7.22に

示すように、19.8KP上流では取付道路の関係もあり堤防天端幅が広いが、取付部の下流で

は堤防天端幅が通常の堤防の天端幅程度となっており、その境界部で裏法に越流水が集中

したものと考えられた。結果として、当該箇所では裏法面が激しく侵食されていた。 

 

 

図-5.2.7.4 被災箇所(那珂川左岸19.8KP) （背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

 

 

 

←川裏 川表→

アンダーパスを通過した上流から

の流水もあったものと推測される 

推定される舗装下の土砂の流れ 

←川表 川裏→

舗装背面から流出したと推測

される砕石 

那珂川左岸 19.8KP 
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写真-5.2.7.17 樋管上流部の漂流物堆積状況   写真-5.2.7.18 漂流物堆積状況 

那珂川左岸 19.8KP 上流から        那珂川左岸 19.8KP 天端から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.19 樋管取付部の侵食状況   写真-5.2.7.20 取付道路法面の侵食状況 

那珂川左岸 19.8KP 下流から       那珂川左岸 19.8KP 下流から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.21 越水深確認状況    写真-5.2.7.22 道路取付部付近の被災状況 

那珂川左岸19.8KP上流から        那珂川左岸19.8KP上流から 

 

 

 

那珂川 

水防林 

下国井排水樋管に大量の

漂流物が堆積していた 

那珂川 

水防林 

漂流物は樋管の門柱に引っかか

り上流側に堆積 

樋管取付部では激しく侵食したと思われる

（ブルーシート設置により侵食痕跡不明） 

樋管下流では堤防川裏法面に侵食痕跡が確認

された（深さ 30cm 程度） 

廃棄物 

取付道路法面が越水により侵食

されていた 

←川表 川裏→ ←川表 川裏→

ガードパイプの付着物から推測される越水深

は 40cm 程度 

←川裏 川表→ ←川裏 
川表→

道路取付部付近の堤防法面では 

土羽のみ侵食を受けている 
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 (5) 那珂川右岸 20.5KP 

右岸20.5KP付近で越水によると推測される被災が確認された。写真-5.2.7.23及び写真

-5.2.7.24に示すように、堤防の裏法面が侵食されるとともに、裏法尻に沿って走る道路

の路面は舗装の流失や亀裂の発生など顕著な被害が確認された。周辺状況や標高図から越

水は一連区間の広範囲にまんべんなく発生していたと推測される。ただし、当該箇所は河

道湾曲外岸部に位置しており、上下流区間に比べ越流水深が大きかったことから、被害が

上下流区間に比べて大きかったものと推測された。 

 

図-5.2.7.5 被災箇所(那珂川右岸20.5KP) （背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.7.23 堤防道路の被災状況    写真-5.2.7.24 法尻部の擁壁の被災状況 

那珂川右岸20.5KP小段から         那珂川右岸20.5KP上流から 

川表→

那珂川右岸 20.5KP 

↑舗装下の土砂が流出 

←川表 川裏→

↓法面が陥没 

←川表 川裏→

↑ 擁壁が破壊され 

土砂が流出 
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5.2.8 利根川水系支川 

 

［調査日］令和元年 10 月 25 日 

［調査区間］ 利根川水系出流川右岸（出流川水門上流） 

利根川水系秋山川右岸（海陸橋上流） 

利根川水系秋山川右岸（大橋上流） 

利根川水系永野川右岸（大砂橋下流） 

利根川水系永野川左岸（上人橋上流） 

利根川水系永野川左岸（二杉橋下流） 

利根川水系永野川右岸（両毛線鉄橋上下流） 

利根川水系黒川左岸（地蔵橋上流） 

（以上、栃木県管理区間） 

 

(1) 利根川水系（栃木県内支川）調査概要 

 図-5.2.8.1は、利根川水系栃木県内の調査対象8箇所の位置図である。いずれも決壊が

発生した場所である。全て利根川水系渡良瀬川の支川で栃木県管理区間である。 

 

図-5.2.8.1 利根川水系（栃木県）調査箇所位置図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(2) 出流川右岸（出流川水門上 決壊） 

 図-5.2.8.2は、被災箇所の位置を示したものである。決壊箇所は、渡良瀬川の支川旗川

に合流する出流川の水門上流右岸側に位置する。出流川堤防の天端高（T.P.26.5m）は合

流する旗川の堤防天端高（T.P29.5m）よりも低く本川洪水時には水門を閉じる自己流堤防

河川である。 

図-5.2.8.2(1)の治水地形分類図によれば、決壊箇所は旧川跡ではない。決壊箇所は水
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門設置に伴い流路及び堤防を付け替えた上流端に位置する。決壊箇所下流の旧川跡は出流

川の堤防高よりも若干高く盛土されており、その上に残土と思われる土の仮置きもされて

いた（図-5.2.8.2(2)参照。なお左側色別標高図は旧川跡を盛土する前の状態。）。決壊

箇所は旧川盛土帯と出流川堤防の境界部から上流40mである。写真-5.2.8.1に示すとおり、

決壊箇所下流側の盛土部に越流により草が倒れた状況が確認できた。 

決壊は出流川の低水護岸高より上でとどまっている。決壊の位置・幅はGoogle Earth 

Proで見ることのできるPlanet.comの画像（2019/12/20撮影）を用いると確認可能である。

裏法尻の洗掘は見られず、落堀も小さく浅い。護岸が残存したことにより氾濫流量が軽減

されていた可能性があると推察される。 

 

 
図-5.2.8.2(1) ①出流川右岸水門上決壊箇所位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.8.2(2) ①出流川右岸水門上決壊箇所位置図 

 （背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.8.1 ①出流川右岸水門上被災状況 

 

(3) 秋山川右岸（海陸橋上流 決壊） 

 図-5.2.8.3(1)は決壊箇所を治水地形分類図に示したもの、図-5.2.8.3(2)は色別標高図

に示したものである。写真-5.2.8.2は現地調査時の被災箇所の状況（応急復旧済）である。

決壊後のテレビ映像等から決壊箇所上流にも洪水とともに流下してきたゴミが大量に堤防

天端上に残されている状況が確認できるので、決壊箇所上流区間でも長い区間にわたって

越流していたと判断できる。図-5.2.8.3から決壊箇所は、左右岸堤防間の平面形からは橋

梁で堤間幅が狭くなる区間に位置しており、堤防満杯規模の洪水時には水位のせき上げが

起こっていた可能性が高い。決壊箇所は右岸橋詰にとりつく坂路区間も含めた延長約30m

である（図-5.2.8.3,写真-5.2.8.2）。せき上げが起こりやすい箇所にあり、上下流に比

較して相対的に堤防が低くなる場所でもあるので 初に越流が起きた可能性がある。 

治水地形分類図からは決壊箇所は旧川跡ではない。決壊箇所を含む右岸側は扇状地、

対岸の左岸側は段丘面とその下流に氾濫平野となっている。決壊箇所の上流堤防では裏法

尻にドレーンと盛土を施した浸透対策を行っている区間もあるので、浸透による被災が影

響した可能性も否定はできない。 

調査時点（10月23日）では、被災後2週間弱経過していたが、図-5.2.8.3中に青丸で示

した橋の道路に面しているスーパーマーケット（標高25.8m）やドラッグストア（標高

26.2m）は既に営業を行っていた。図-5.2.8.3中にオレンジの丸で示した飲食店（標高

24.8m、25.1m）やコンビニエンスストア（標高25.1m）が営業していない・後片付けが終

わっていない状況とは対照的であった。1m前後の標高差が復旧・復興の迅速性に影響して

いる可能性が推察された。 
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図-5.2.8.3(1) 秋山川右岸海陸橋上流 決壊箇所の位置 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.8.3(2) 秋山川右岸海陸橋上流 決壊箇所の位置 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.8.2 秋山川右岸海陸橋上流被災状況 

 

(4) 秋山川右岸（大橋上流 決壊） 

 図-5.2.8.4(1)，(2)は、決壊箇所等を治水地形分類図及び色別標高図に示したものであ

る。図-5.2.8.4(1)から、決壊箇所は旧川跡にはなっていないが、左岸側から張り出して

分布する台地・段丘の段丘面と右岸側に広がる低地の扇状地の境界部にあたる。図-

5.2.8.4(2)から、決壊箇所背後の堤内地は右岸側堤内地の標高が一部低くなる区間にあた

る。大橋から下流350m区間は秋山川が段丘面の中を流れており、掘込み河道となっている

箇所が多い。川幅も上下流に比較してやや狭い。決壊箇所上流側の堤防には天端にゴミが

載っている・裏法に越流の跡が残されており、被災箇所で越流が発生していたことは明白

であった。 

 写真-5.2.8.3に現地調査時の決壊箇所とその周辺の状況を示す。決壊箇所直下流の大橋

の上流側歩道の桁にはゴミがかかり歩道上にもゴミがあり洪水時に桁が冠水していたこと、

橋下流左岸側のガードレールが河道側に傾いており溢水した水が河道に戻ろうとしていた

状況がわかる。下流の中橋の橋脚及び桁が流失していた。決壊箇所の堤内地側は深く洗掘 

 

図-5.2.8.4(1) 秋山川右岸大橋上流決壊箇所位置図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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図-5.2.8.4(2) 秋山川右岸大橋上流決壊箇所位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.8.3 秋山川右岸大橋上流被災状況 

 

されており、近くの建物の基礎がえぐられ、基礎の角が露出していた。洗掘穴の底の状況

から砂礫分が多い地盤に見えた。 

上流の越流痕跡及び歩道橋の桁上にゴミがあった状況から越流が起きていたのは間違

いないので、越流が決壊の主因と考えられるが、砂礫分が多い基礎地盤であったことから、

浸透が影響した可能性も否定はできない。 
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(5) 永野川右岸（大砂橋下流 決壊） 

 図-5.2.8.5(1)は、被災箇所の位置を示したものである。被災箇所は大砂橋の下流右岸

側で、山付河道となる上流の樋管がある場所に位置する。図-5.2.8.5(2)は現地調査から

確認された被災の状況とそこから推定される氾濫の状況を示したものである。写真-

5.2.8.4(1)には決壊箇所の状況、写真-5.2.8.4(2)には決壊箇所と周辺の被災状況を示し

たものである。 

写真-5.2.8.4(1)に示すとおり、決壊は2箇所に分かれており、上流側は決壊幅が8mと

狭く樋管の下流で発生していた。そこからしばらく表法面が侵食された堤防がしばらく残

存しており、その下流で山付き部に向かって２つめの決壊（延長50m程度）が発生してい

た。 

 

図-5.2.8.5(1) 永野川右岸（大砂橋下流） 位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.8.5(2) 永野川右岸（大砂橋下流） 被災及び氾濫状況 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.8.4(2)に示すとおり、大砂橋の下流右岸側でゴミが大量に載っており越流が

発生していたことが確認できる。また、護岸と堤防天端間の法面が激しく侵食された区間

が下流まで続いており、侵食による決壊の可能性も示唆される。上流側の8mの決壊は樋管

に近いことから函体まわりの浸透破壊も疑われたが、函体上部の土羽は決壊により流失し

ているが函体の底部や側部には土羽がしっかり残存していることが確認でき、函体周りの

浸透決壊の可能性は低い。下流側の延長の長い決壊は、上流側決壊箇所との間の残存堤防

の表法侵食の状況から、表法面の侵食決壊の可能性が高い。また、大砂橋下流の越流した

氾濫流が樋管背後の低地に氾濫して山付き部で滞留し、山裾に沿って河川に戻る流れによ

る逆越流決壊の可能性も表法侵食による決壊と同じくらい考えられる。 

 

写真-5.2.8.4(1) 永野川右岸（大砂橋下流）決壊状況等

 

写真-5.2.8.4(2) 永野川右岸（大砂橋下流）現地調査時被災状況 
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(6) 永野川左岸（上人橋上流 決壊） 

 図-5.2.8.6は、永野川左岸上人橋上流の位置図である。写真-5.2.8.5は現地の状況であ

る。決壊箇所は、永野川が赤津川と合流し、栃木市市街地区間の上流端である上人橋の上

流左岸である。堤間幅が狭くなる区間の上流に位置する。対岸の右岸側は内水氾濫しやす

い低地の閉鎖域になっており、堤防天端高が低い場所もある。内水氾濫域を囲う堤防に決

壊は起きていないにもかかわらず氾濫しているので、洪水ピーク時には右岸側でも溢水し

ていたと推察される。決壊箇所は堤防満杯規模の洪水時には水位が上昇しやすい場所とい

える。 

 

 

図-5.2.8.6 永野川左岸決壊箇所位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.8.5 永野川左岸上人橋上流被災状況 

 

現地調査時には既に応急復旧済みであった（写真-5.2.8.5）。決壊箇所は上人橋左岸

橋詰めにアクセスする坂路の付け根から上流約40mの範囲である。決壊箇所の上流の堤防

裏法面には明瞭な越水痕は見えなかったが、決壊箇所下流側では流木や漂流物が上人橋の

橋台上や決壊箇所下流の堤防表法の天端高と同じ高さに確認できた（写真-5.2.8.5）。 

左右岸堤防で形成される堤防満杯規模洪水時の平面形状から、決壊箇所は川幅が狭ま

る区間の上流に位置し、水位上昇しやすい場所と考えられること、橋の上流側坂路終点に

あたり堤防天端高が相対的に低い場所にあたることの両方により、決壊箇所は洪水ピーク

水位時に 初に越流が発生した可能性が高い。 

治水地形分類図が整備されていない区域であるため、基礎地盤の条件を推定する情報

はないが、決壊箇所背後の堤内地地盤高は上人橋上流の左岸側の堤防沿いでは も低くな

る区域に位置している。1947年の空中写真で既に左岸堤防と上人橋ができており、堤内地

は農地として利用されている。決壊箇所背後の堤内地地盤高が低い理由はわからない。 

なお、決壊箇所の堤内地側は運動場と思われる広場であった。上流に保育園の建物が

あったが、これらの流失や破壊は生じなかった。 

 

(7) 永野川左岸（二杉橋下流 決壊） 

 図-5.2.8.7(1)は決壊箇所の位置を、図-5.2.8.7(2)は決壊箇所及び周辺の被災状況を、

図-5.2.8.7(3)左図は決壊箇所の位置を明治期の低湿地と重ねて示したものである。決壊

箇所は二杉橋下流にある固定堰の下流左岸側に位置する。写真-5.2.8.6は現地調査時の被

災状況を示したものである。 

決壊延長は約80mと長いが、落堀は堤防際にある家屋の間の堤防への坂路で著しく幅は
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約20mである。図-5.2.8.7(3)から決壊箇所は明治期の流路を含んでいるが、落堀形成位置

は明治流路から外れている。図-5.2.8.7(3)右図の1947年撮影の航空写真と見比べると落

堀形成位置が旧川跡にあたりそうなことがわかる。現地調査では明治期流路跡の箇所では

噴砂や漏水の痕跡は見られなかったが、浸透破壊が影響した可能性は否定できない。 

図-5.2.8.7(2)、写真-5.2.8.6に示したとおり、決壊箇所上流の堤防に越流痕跡が明確

である。固定堰が洪水流に対して落差工として作用するので、堰直下流から射流になりそ

の下流で跳水が起きていたと推定される。越流が確認できる場所は跳水が発生した場所と

考えられ、その下流に位置する決壊箇所においても越流が生じていた可能性が高い。なお

対岸の右岸側では、固定堰の直上流に短い区間（約10m）であるが、越流痕跡があった。

これらは、洪水規模が堤防満杯規模であったことを裏付けるものである。 

固定堰の両脇から下流の左右岸高水敷は洗掘を受けていた。これは、洪水規模が大き

く、堰の両脇の高水敷上を回り込む流れが発生していたことを示すものである。右岸側の

高水敷には土丹が露出しており、洗掘がそれ以上進むことを防いでいたように見えた。高

水敷保護工もあったが洪水規模が大きかったため変形していた。 

左岸側の高水敷は堰の40m程度下流から洗掘が著しく、決壊区間全体にわたって洗掘を

受けていた。決壊箇所の川表側堤防が大きく削られており、決壊箇所から流出する流れに

よって洗掘された影響も含んでいるであろうが、高水敷の著しい洗掘に伴う側岸侵食によ

って決壊した可能性も越流による決壊と同程度考えられる。 

 

図-5.2.8.7(1) 永野川左岸（二杉橋下流）位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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図-5.2.8.7(2) 決壊箇所及び周辺の被災（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.8.7(3) 決壊箇所 明治期の低湿地（左） 1947/5/20 撮影空中写真（右） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.8.6に示すとおり、左岸側の低水護岸は根入れがきちんと確保され、法覆い

工もしっかり施工されていたので、高水敷洗掘を受けても低水護岸は自立して残存してい

た。なお、残存した低水護岸によって高水敷上の流れが低水路に戻ることができなかった

ようにも見えた。固定堰や低水護岸は、施設能力を超えて周辺の洗掘・侵食により地形条

件が変わるような洪水時には、施設だけが残存することで流れに意図しない影響を及ぼす

可能性がある。H28東北・北海道豪雨、H29九州北部豪雨、H30西日本豪雨、そして今回の

Ｒ元年東日本台風と堤防の決壊と氾濫が生じる洪水が頻発しており、いずれも施設能力を

超える洪水であった。降雨の時空間分布観測、水位観測とそれを水位縦断分布把握に拡張

する技術、地形等の測量技術、流れ等のシミュレーション技術は格段に進歩している。一

方で、洪水における施設の変形、流れ・地形変化との相互作用等の一連の応答を予測し被

害軽減に役立てる技術が欠けている。施設の能力を超える洪水時に、低水護岸や固定堰等

の河道内施設が一般被害の拡大を軽減する方向に応答するよう誘導できる技術開発が必要

ではないかとの感想を持った。なお、本復旧において固定堰は可動堰に改築される。 
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写真-5.2.8.6 永野川左岸二杉橋下流被災状況 

 

(8) 永野川右岸（両毛線鉄橋上下流 決壊） 

 図-5.2.8.8(1)は、永野川右岸両毛線鉄橋上下流の決壊箇所の位置と氾濫流の推定流下

方向を示したものである。図-5.2.8.8(2)は決壊箇所とその周辺の被災状況を示したもの

である。写真-5.2.8.7は被災状況を示したものである。 

図-5.2.8.8(1)から、決壊箇所は右岸側山付き区間が終わり左に湾曲する外岸側にあた

る。また、現地調査で、氾濫流が流下した右岸側では1km先まで路盤砕石が流失していた。

標高関係から、氾濫流は両毛線の山側を流下しながら一部は線路を越えて両毛線と永野川

右岸堤の間の低地にあふれ、その際に砕石を流したものと考えられる。その後氾濫流は、 
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図-5.2.8.8(1) 永野川右岸両毛線鉄橋上下流 決壊箇所位置と推定氾濫流 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

地盤標高から考えて、永野川の西隣の江川流域にも流下したものと推定される。 

図-5.2.8.8(2)、写真-5.2.8.7に示すように、両毛線鉄橋本体の被害はなかった。しか

し、鉄橋右岸側の盛土及び路盤が取付け部から流失して右岸堤防が決壊しており、右岸側

堤内地に新たな流路を形成している。新しい流路は鉄橋下流で川に戻っており、その場所

では低水護岸が倒壊する等被災している。決壊している右岸側の被災延長は210mあり、そ

のうち決壊は180m程度と推定された。決壊延長は鉄橋の上流側で長い。右岸決壊箇所の上

流側に県が越流を確認していることから決壊箇所でも越流していたと推定される。対岸左

岸側の鉄橋の上流と下流でも現地調査時に越流跡があり、水位ピーク時には鉄橋の桁の下

部分は冠水していたと推定された。また、左岸側越流範囲には10m程度と幅が狭い決壊が2

箇所近接して見られた（写真-5.2.8.7）。 
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図-5.2.8.8(2) 永野川右岸両毛線鉄橋上下流 決壊箇所及び周辺の被災状況 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

 

写真-5.2.8.7 両毛線鉄橋上下流右岸被災状況 

- 117 -



右岸の決壊は延長が長いので側岸侵食による決壊が疑われるが、現地調査では決壊箇

所に近づけなかったため、側岸侵食の有無や状況は把握できていない。現地調査をできた

左岸側では表法面の侵食や側岸侵食は見られなかったことから、侵食による決壊の可能性

は低いと考えられる。 

図-5.2.8.8(2)の明治期の低湿地と比較しても、決壊箇所は旧川跡とはなっていない。

また、現地調査した左岸側には噴砂や漏水の跡は見られないことから浸透による決壊の可

能性は低い。 

以上総合すると、堤防満杯規模の洪水が流下したことで湾曲外岸側にあたる右岸側で

左右岸水位差による水位上昇の影響と相まって越流が発生し決壊した可能性と、両毛線鉄

橋の桁が冠水するほど水位が上昇したため、鉄橋上流側で越流が発生し、堤防決壊と鉄道

盛土と路盤の流失が発生して右岸側堤内地に新たな流路が形成されその影響が上流側に伝

播して決壊が拡大した可能性が考えられる。 

なお、本復旧では、河道法線の修正と鉄橋の架け替えが行われる。 

 

(9) 黒川左岸（地蔵橋上流 決壊） 

 図-5.2.8.9(1)は、黒川左岸地蔵橋上流の位置を色別標高図上に示したものである。黒

川上流部ではこの決壊箇所を含めて４箇所で決壊が発生している。いずれも越流して決壊

しており、堤防満杯規模の洪水が流下していたことがわかる。 

図-5.2.8.9(2)は決壊箇所とその周辺の被災状況を示したものである。決壊箇所は両岸

に台地が迫る地蔵橋の上流左岸側に位置している。左岸側は堤防と台地に囲まれた氾濫ブ

ロックを形成しており、決壊箇所は氾濫ブロックを囲う堤防の下流に位置する。氾濫ブロ

ックの上流側で200mにわたって越流が発生しており決壊も発生しているため、氾濫ブロッ

クには上流から氾濫流が供給されている。 

写真-5.2.8.8(1)は現地調査時に確認した被災状況である。決壊箇所下流の地蔵橋の橋

脚の上にゴミが確認できたので、堤防天端高を超える洪水流が流れていたことが確認でき

る。氾濫ブロックの下流にある決壊箇所周辺では出口がないため上流の越水・決壊箇所か

ら供給された氾濫水が滞留していたと考えられる。堤内地で確認できた痕跡（写真-

5.2.8.8）と標高を突き合わせると、標高70ｍ程度の氾濫水位と推定された。決壊箇所下

流の堤防川表側樹木に大量のゴミが引っかかっており、その痕跡水位は堤防天端上1m弱あ

った（写真-5.2.8.8(1)）。国土地理院の標高データによれば堤防天端高は69.2mなので堤

内地の痕跡水位標高70mと整合している。 

堤防上に堤内地から河川に向かう植生の倒伏及び表面侵食の跡があり、樹木の堤防側

にゴミが引っかかっていたことから、決壊箇所では氾濫流が川に戻る越流があったと判断

される。ゴミのからみ具合と堤防天端の侵食痕から強い戻り流れであったことが示唆され

る。決壊箇所下流の堤防天端上は地盤が改良されており、強い流れに耐えた要因の１つと

推察された。 

写真-5.2.8.8(2)は、令和2年2月10日の多自然アドバイザーの折りに県に案内してもら

った黒川右岸高速道路下流の決壊箇所の写真である。延長263mの越流によって堤防が約

100m決壊し、表法の堤防護岸の上部も一部破損していた。 
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図-5.2.8.9(1) 黒川左岸地蔵橋上流決壊箇所位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.8.9(2) 黒川左岸地蔵橋上流決壊箇所及び周辺の状況 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.8.8(1) 黒川左岸地蔵橋上流被災状況 

 

写真-5.2.8.8(2) 黒川右岸高速道路下流被災状況 
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5.2.9 信濃川水系千曲川及び皿川 

 

［調査日］令和元年 10 月 26 日 

［調査区間］信濃川水系千曲川［長野県管理区間］ 

〃    皿川  ［長野県管理区間］ 

        

以下では、被災状況に関する自主調査を行った信濃川水系の長野県管理区間の 2 か所の

被災状況について概要を述べる。なお、同日の調査では、千曲川の直轄管理区間の 57～58km

の左右岸の被災状況についても調査を行っているが、これは 5.2.13 の内容と重複すること

から割愛する。 

 

(1) 信濃川水系千曲川［長野県管理区間］ 

 

図-5.2.9.1 調査を行った被災箇所（千曲川長野県管理区間） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

   
 写真-5.2.9.1 決壊箇所を河岸段丘上か  写真-5.2.9.2 崩壊した東御市道（白鳥神 

 ら被災箇所を望む           社線）上から被災箇所を望む 
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 写真-5.2.9.3 残存した護岸（写真左） 写真-5.2.9.4 侵食箇所下流端の様子 

  と侵食区間（写真右） 

   
  写真-5.2.9.5 仮設道路上流部分     写真-5.2.9.6 仮設道路下流部分 

 

 図-5.2.9.1 に示す千曲川の東御市地先では、千曲川右岸の河岸が侵食され、東御市道白

鳥神社線の海野宿橋（うんのじゅくばし）の流出、橋台崩落や道路の崩落が発生するとと

もに、市道の内側にあった観光地である海野宿の来訪者用駐車場も一部が崩落している。

現地調査に基づく概略の侵食範囲を、図-5.2.9.1 右上の写真中に黄色点線で示している。

侵食を受けた区間は、河川の法線形から考えて、水当たりが想定される河道の屈曲部にあ

たり、空中写真にあるとおり、ブロック積みと思われる巨大な 6 基の水制群が被災前には

設置されていた。 

 写真-5.2.9.1 は、崩落した市道の南端の部分、写真-5.2.9.2 は北端の部分を撮影したも

のである。河川内に見える災害復旧用の仮設道路は、およそ出水前の水際線に沿って敷設

されたものであり、侵食によって河岸が深くえぐられていることがわかる。 

 写真-5.2.9.3 には侵食区間の下流部を撮影したものであるが、残存する練石積護岸にも、

基部を中心に部分的に亀裂が生じるなどの損傷が確認される。写真-5.2.9.4 を見ると、河

岸の材料としては、下層部は玉石～砂利で上層は細粒の土砂で構成されている。 

 写真-5.2.9.5 及び写真-5.2.9.6 は仮設道路の上流側及び下流側を撮影したものである。

写真中の矢印等の箇所に仮設道路の覆土下に水制群の一部が残存していることが確認でき

たが、上流の護岸まで連続しておらず、上流端部で流失して欠損したものと考えられる。

上流の護岸についても基礎の流失が原因と思われる崩落が生じていた（写真-5.2.9.5）。 
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(2) 信濃川水系皿川［長野県管理区間］ 

 

図-5.2.9.2 調査を行った堤防決壊箇所等（信濃川水系皿川） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

   
 写真-5.2.9.7 決壊箇所を下流から望む   写真-5.2.9.8 決壊箇所直上流の JR 橋梁        

  
写真-5.2.9.9 応急復旧した堤防上から  写真-5.2.9.10 応急復旧した堤防上から 

  堤内地を望む                河道を望む 

   

 長野県が管理する皿川では、JR 橋梁の直下流の右岸で堤防が決壊した。調査時点では、

締め切りとブルーシートや大型土のうによる応急復旧が完了した状況であった（写真

-5.2.9.7）。写真-5.2.9.8 に撮影した痕跡が示すとおり、堤防天端より高い JR 橋梁の橋

桁にまで水位が上がったと思われる。写真-5.2.9.9 を見ると、決壊により落堀が形成され

ているが、線路盛土からの越水（写真右から左）したと思われる線路盛土の侵食も確認で

きる。皿川の河床には、多量の砂分が堆積し、流失したと思われる跡も確認された（写真

-5.2.9.10）。千曲川の背水影響で土砂堆積や侵食が生じた可能性が考えられる。 
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5.2.10 阿武隈川水系内川、五福谷川 

 

[調査日] 令和元年 10 月 29 日 

[調査区間] 土砂・洪水氾濫 

・阿武隈川水系内川（不動地先） 

・阿武隈川水系内川（桜渕地先） 

・阿武隈川水系五福谷川（蔵平地先） 

・阿武隈川水系五福谷川（向原地先） 

 

決壊 

・内川五福谷川合流点付近（柿木田地先） 

 

(1) はじめに 

 阿武隈川水系内川と五福谷川において土砂・洪水氾濫が発生し、大量の土砂が堤内地に

堆積していた。本調査では内川と五福谷川の土砂・洪水氾濫が生じた範囲とその上流（図

-5.2.10.1(a)の黒丸と赤丸で囲んだ部分）について調査を行った。 

 また、内川と五福谷川の合流地点付近で堤防が決壊している箇所があった。その決壊箇

所についても調査を行った（図-5.2.10.1(a)の点線で囲んだ部分）。以下では図-

5.2.10.1(a)の地先毎に調査報告を行う。なお、本調査を行ったのは台風第19号が通過し

てから約2週間後である。 

   

(a)調査箇所全体  

図-5.2.10.1 調査箇所（背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

 

(b)桜渕地先(拡大図) 

(c)向原地先(拡大図) 
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(2) 土砂・洪水氾濫 

(a) 内川 

1) 阿武隈川水系内川（不動地先） 

この区間では河道に砂の堆積がほとんど見られず、河床材料は粒径40～50cmの花崗岩

が主であった（写真-5.2.10.1）。細流橋(せせらぎばし)（写真-5.2.10.2）では流木が欄

干に補足され、道路上に砂が堆積していた。細流橋下流の右岸では、河岸が削られていた

（写真-5.2.10.3）。 

 

  

写真-5.2.10.1 細流橋の上流側       写真-5.2.10.2 細流橋上 

 

 

写真-5.2.10.3 細流橋下流の右岸が削られている様子 

 

2) 阿武隈川水系内川（桜渕地先） 

 本調査範囲は土砂・洪水氾濫が発生している範囲であり、図-5.2.10.1(b)の範囲を上流

から下流に向かって報告をまとめている。また、内川は馬越道大橋(うまごえどうおおは

し)の上流で分流し、馬越道大橋の下に流れる河道と馬越道橋(うまごえどうばし)の下を

流れる河道に別れていた。しかし、馬越道橋の下を流れる河道について国土地理院地図に

記載がなかったため、航空写真より概ねの位置を点線で記した。 

  

内川 

内川 
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a) 馬越道大橋付近 

馬越道大橋の欄干に大量の流木が捕捉されていた（写真-5.2.10.4）。また、河道の左

岸側では砂洲上に礫が堆積し、桁下の空間が狭まっていた。橋の下流の右岸側では護岸が

ずれ落ちていた（写真-5.2.10.5）。 

 

  

写真-5.2.10.4 馬越道大橋      写真-5.2.10.5 馬越道大橋下流の護岸 

 

b) 地点① 

地点①では河道及びその脇に礫が堆積しており、河道を埋塞する程度の高さにまで達

していた（写真-5.2.10.6）。澪筋から近い場所では礫が、澪筋から遠ざかるほど粒径の

小さい砂（粒径は1～2mm程度）が堆積していた。地点①付近の木には約1.5m程度の高さま

で流木が補足されていた（写真-5.2.10.7）。色別標高図（図-5.2.10.2）を確認すると、

河道埋塞が起こっていた場所は標高の高い土地が途切れ、開けた場所になる地点であった。 

 

 

  

写真-5.2.10.6 河道が礫で埋塞     写真-5.2.10.7 周辺の痕跡水位 

 

内川 
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図-5.2.10.2 色別標高図（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

c) 地点② 

地点②は地点①から200m程度山側で、内川から分流した河道付近である。地点②も地

点①と同じく標高の高い土地が途切れ、開けた土地に切り替わる地点である（図-

5.2.10.2）。アスファルト舗装が移動し、広範囲に砂が堆積していた（写真-5.2.10.8）。

地点②の上流の分流地点では護岸が崩壊し、礫が堆積していた（写真-5.2.10.9）。 

 

  

写真-5.2.10.8 道路上の砂の堆積状況     写真-5.2.10.9 分流地点 

 

d) 地点③ 

内川に対して直角方向に走る道路が崩壊していた（写真-5.2.10.10）。内川の河道付

近には砂分が主体の土砂が堆積していた。 
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写真-5.2.10.10 道路が崩壊 

 

e) 矢田橋付近 

矢田橋に水田を横断する盛土上の道路が接続していた。この道路は内川の流れに対し

て直角方向に走っており、氾濫流が道路を越水して被災していた（写真-5.2.10.11）。道

路が被災している箇所の上流側では粒径の小さい粘土質の土砂が堆積していた（写真-

5.2.10.12）。 

 

  

写真-5.2.10.11 道路の被災状況     写真-5.2.10.12 粘土質の土砂が堆積 
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(b) 五福谷川 

1) 阿武隈川水系五福谷川（蔵平地先） 

河床材料は礫や岩盤が殆どを占め、土砂の堆積は殆ど見られなかった（写真-

5.2.10.13）。また付近の砂防堰堤では主に礫が堆積し、満砂状態であった（写真-

5.2.10.14）。 

 

  

 写真-5.2.10.13 河道内の様子      写真-5.2.10.14 満砂状態の砂防堰堤 

 

2) 阿武隈川水系五福谷川（向原地先） 

色別標高図（図-5.2.10.3）より岩下橋付近は山間の地形から谷底が広くなり、開けた

地形へと変化する場所であった。岩下橋では、水面の位置は桁下から1.5m程度であった

（写真-5.2.10.15）。岩下橋上流側では、内川と比較して粒径が小さい土砂が河道内や宅

地に堆積していた（写真-5.2.10.16及び写真-5.2.10.17）。岩下橋の下流に位置する樋之

元橋付近では土砂の浚渫が行われ、その浚渫土を確認したところ砂分が主であった（写真

-5.2.10.18）。その下流側では堤防の天端近くまで土砂が堆積していた（写真 -

5.2.10.19）。また、河道の脇の樹木には流木が補足されていた。 

 

    

図-5.2.10.3 色別標高図（背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

写真-5.2.10.15 岩下橋の桁下 
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   写真-5.2.10.16 岩下橋上流側   写真-5.2.10.17 河床材料 

 

   

写真-5.2.10.18 河道内の浚渫の様子    写真-5.2.10.19 樋之元橋下流 

 

(3) 山の斜面からの土砂供給状況 

 土砂・洪水氾濫が発生していた範囲では、河川際の山の斜面から土砂や水が河川に流れ

込んでいたような痕跡が見られた。以下ではこのような痕跡が見られた 2 箇所（図-

5.2.10.1(b)中の地点③と同図(a)中の蔵平地先）について報告する。 

 

(a) 地点③（阿武隈川水系内川（桜渕地先）） 

地点③では棚田が広がっており、その沿道は比較的急な傾斜で山際から内川に向かっ

て伸びていた。写真-5.2.10.20は地点③から山に向かって撮影したものである。山側から

の雨水によるあぜ道の侵食や漂着物の堆積が確認できた。調査時点において雨が降ってい

たが、あぜ道を越水していた（写真-5.2.10.21）。なお、写真-5.2.10.20、写真-

5.2.10.21の水田に沿う道路は写真-5.2.10.10と同一の道路である。また、地点③から山

側の水田には土砂が堆積していた（写真-5.2.10.22）。 
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写真-5.2.10.20 あぜ道の侵食      写真-5.2.10.21 あぜ道の水の流れ 

 

  

写真-5.2.10.22 土砂の堆積状況 

 

(b) 阿武隈川水系五福谷川（蔵平地先） 

山間の地形から開けた場所に移り変わる手前の地点において、風化した真砂土の斜面

で土砂崩れが起こり、道路上に土砂が堆積していた（写真-5.2.10.23）。土砂の成分は礫

も混じっていたが砂分が主であり、道路上の砂の粒径は下流で堆積していた砂と同程度の

粒径であった（写真-5.2.10.24）。また、斜面が崩壊した後の土砂が五福谷川に流れ込ん

でいたような痕跡が確認出来た。 
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   写真-5.2.10.23 山から川に土砂が流入  写真-5.2.10.24 道路上の砂 

 

(4) 堤防の決壊箇所 

(a) 五福谷川合流点付近（柿木田地先） 

この付近では複数箇所で決壊していたが、今回は決壊箇所①についてのみ調査を行っ

た。決壊箇所の川裏側の法尻では落堀が形成していた（写真-5.2.10.25）。越流の痕跡を

決壊箇所下流側の堤防上の流木により確認したところ、50cm程度高さまで草が捕捉されて

いた（写真-5.2.10.26）。次に決壊に至らなかった部分の調査を行った。決壊箇所下流の

堤防では法面に陥没や崩壊が見られた（写真-5.2.10.27及び写真-5.2.10.28）。法面が崩

壊している箇所では堤体の砂が抜け出して法尻に堆積し、明確な落堀は確認出来なかった。

堤防の断面を確認すると表層部では粘性が高く、内部では砂成分が卓越していた（写真-

5.2.10.29）。 

 

  

写真-5.2.10.25 落堀      写真-5.2.10.26 決壊箇所付近の痕跡水位 
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 写真-5.2.10.27 法面の陥没     写真-5.2.10.28 法尻の砂の堆積 

 

 

写真-5.2.10.29 堤防の断面 
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5.2.11 信濃川（12.6KP～37.0KP） 

 

［調査日］令和元年 10 月 29 日 

［調査区間］信濃川左岸 12.6KP（新潟県長岡市槇下町） 

信濃川右岸 15.3KP（新潟県長岡市西蔵王） 

信濃川左岸 35.0KP（新潟県小千谷市大字ひ生） 

信濃川右岸 37.0KP（新潟県小千谷市大字片貝） 

 

 
図-5.2.11.1 被災箇所（信濃川左岸 12.6KP、右岸 15.3KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.11.1 信濃川左岸 12.6KP     写真-5.2.11.2 信濃川左岸 12.6KP  

裏法尻                  天端 

 

信濃川左岸 12.6KP は、漏水と報告されていた箇所である。図-5.2.11.1 の治水地形分類

図によれば、旧河道と微高地の境界付近に位置している。調査時点では、写真-5.2.11.1

に示すように延長約 30m に渡って、積み土のうによる応急措置が行われていた。堤内地側

の法尻の道路の路肩を中心に砂が溜まっている様子は確認できたものの、基盤や堤防から

砂が噴出するような位置ではないため、漏水との関係は明確ではない。また、写真-5.2.11.2

に示すように痕跡水位は HWL 程度であり、天端等にも越水の痕跡はなかった。 

信濃川左岸 12.6KP 

信濃川右岸 15.3KP 

信濃川 
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写真-5.2.11.3 信濃川右岸 15.3KP     写真-5.2.11.4 信濃川右岸 15.3KP  

特殊堤管理道              石積みへの砂の付着 

  

写真-5.2.11.5 信濃川右岸 15.3KP     写真-5.2.11.6 信濃川右岸 15.3KP  

砂充填状                痕跡水位 

 

信濃川右岸 15.3KP は、支川合流直下流の特殊堤区間で、漏水と報告されていた箇所で

ある。写真-5.2.11.3 に示すように道路よりも一段高い管理道があり、その石積みに写真

-5.2.11.4 に示すような砂が付着している状況が数箇所確認された。また、その近傍の管

理道の天端には、砂を充填したものと推測される痕跡が確認された（写真-5.2.11.5）。石

積みの隙間から砂が吸い出され、管理道の一部に空隙や陥没が発生したことが推測される。

ただし、痕跡水位は、写真-5.2.11.6 に示すようにパラペットの基部や管理道天端より低

い位置であるため、降雨浸透が影響したものと考えられる。 

信濃川左岸 35.0KP は、支川合流部に当たり、信濃川と支川に挟まれた部分が写真

-5.2.11.7 に示すように洪水によって堆積した砂礫によって埋まっていた。元々小さな堤

防と護岸が存在していたことが推測されるが、本川側と支川側ともに一部で流出し、その

間に挟まれていた水田も流出していた。 

信濃川右岸 37.0KP 付近には、写真-5.2.11.8 に示すような護岸が存在していたと考えら

れる。その背後の水田は写真-5.2.11.9 に示すように流出していた。深いところでは 2m 程

度まで抉られていた。護岸の構造は、コンクリートブロックの噛み合わせるタイプである

が、2 列に 1 箇所の割合でコンクリート既製杭が打設・連結されている構造となっている。 
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護岸の変状の大きな箇所では写真-5.2.11.10 に示すように護岸の下に場所によっては

高さ 50cm 以上の空洞が形成されていた。 

 

図-5.2.11.2 被災箇所（信濃川左岸 35.0KP、右岸 37.0KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.11.7 信濃川左岸 35.0KP    写真-5.2.11.8 信濃川右岸 37.0KP 

護岸崩壊、土砂堆積              護岸 

  

写真-5.2.11.9 信濃川右岸 37.0KP    写真-5.2.11.10 信濃川右岸 37.0KP  

水田の侵食状況             変状の大きな護岸の状況 

信濃川 

信濃川 

信濃川 

信濃川左岸 35.0KP 

信濃川右岸 37.0KP 
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5.2.12 鳴瀬川水系支川、阿武隈川水系支川 

 

［調査日］令和元年 10 月 30 日～31 日 

［調査区間］(1)鳴瀬川水系 渋井川［宮城県管理］ 

      (2)  〃    名蓋川［宮城県管理］ 

      (3)  〃    吉田川［直轄管理］ 

(4)阿武隈川水系高倉川［宮城県管理］ 

(5)  〃    半田川［宮城県管理］ 

        

以下では、被災状況に関する自主調査として、鳴瀬川水系及び阿武隈川水系の堤防決壊

箇所等を対象に行った現地調査結果の概要を述べる。なお、阿武隈川水系の内川、五福谷

川についても同行程で調査をしたが、当該箇所の被害については、5.2.10 の内容と重複す

ることから割愛する。 

 

(1) 鳴瀬川水系渋井川 

 

図-5.2.12.1 調査を行った堤防決壊箇所等（鳴瀬川水系） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  
写真-5.2.12.1 渋井川 a 地点右岸堤防決壊 写真-5.2.12.2 渋井川 a 地点決壊箇所から 

箇所の応急復旧状況            堤内地を望む 
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写真-5.2.12.3 渋井川 a 地点決壊箇所近傍 写真-5.2.12.4 渋井川 a 地点決壊箇所から 

上流の堤体すべり               約 80m 下流の堤防法尻（ドレーン） 

 

 図-5.2.12.1 中の a 地点では、宮城県が管理する鳴瀬川水系渋井川の右岸堤防が決壊し

ている。調査時点では写真-5.2.12.1 のとおり、仮締め切り等の応急復旧が完了していた。

堤高は 5～6m 近くあって、写真-5.2.12.2 からも確認できるように、決壊箇所では大きな

落堀が形成されていた。堤体を確認すると、決壊箇所の近傍上下流に比較的小規模な堤体

のすべりが発生している状況であった（写真-5.2.12.3）。決壊箇所より約 80m 下流からは、

ドレーンが設置されている（写真-5.2.12.4）。 

  
写真-5.2.12.5 渋井川 b 地点左岸裏法面  写真-5.2.12.6 渋井川 b 地点左岸裏法面 

すべり発生状況             すべり上部の滑落崖 

 

図-5.2.12.1 中の b 地点は、決壊した a 地点の対岸の下流側に位置し、当該区間では決

壊は発生していないが、裏法面にすべりが（一部区間しか調査していないが）、2 か所確認

された箇所である。右岸側と同様にドレーンが設置されていたが、法長の 8 割近くに達す

る箇所もある大きなすべりであり、すべりの下端は土羽下流端に達し、法尻が縦断方向に

波打った状態であった（写真-5.2.12.5）。ドレーンと土羽間に敷設された吸出し防止シー

トごとずれたものと考えられる。すべりの上端では最大で 80cm 程度の段差が確認された

（写真-5.2.12.6）。 
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写真-5.2.12.7 渋井川 c 地点左岸の堤外地か 写真-5.2.12.8 渋井川 c 地点左岸堤裏法 

ら堤防欠損復旧状況を望む 

  

 図-5.2.12.1中のc地点では、左岸堤防の上部（写真-5.2.12.7の草が生えていない部分）

が欠損している。調査時点では埋め戻した応急復旧された状況であった。当該区間は、背

後に民家が連坦する箇所であるが、堤内地盤高は高く、堤高は 2m 程度であった。堤防欠損

箇所より上流側裏法面には、写真-5.2.12.8 のとおり、越水による侵食跡が確認された。 

 

(2) 鳴瀬川水系名蓋川 

   
写真-5.2.12.9 名蓋川 a 地点右岸堤決壊箇所 写真-5.2.12.10 名蓋川 a 地点決壊箇所 

を堤内地側から望む                堤防上から下流を望む 

 

 鳴瀬川水系名蓋川 a 地点では、右岸堤防が決壊しており、調査時点では写真-5.2.12.9

のとおり、応急復旧が行われた状況であった。写真-5.2.12.10 のとおり、決壊箇所周辺で

は、堤防天端から法肩にかけて侵食痕が残っており、越水が生じたものと推察される。 
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写真-5.2.12.11 名蓋川 b 地点左岸決壊箇所 写真-5.2.12.12 名蓋側 b 地点左岸決壊箇所 

を上流側堤内地から望む               の直上流の天端裏法肩付近 

  

 名蓋川 b 地点では、左岸堤防が決壊しており、調査時点では応急復旧がなされた状況で

あった（写真-5.2.12.11）。写真-5.2.12.12 に示すとおり、決壊箇所のすぐ上流の堤防裏

法面肩付近には、侵食痕が確認され、当該箇所においても越水が生じたものと考えられる。

決壊箇所は、緩やかな湾曲の外岸側にあたり、前後区間に比べて水位が高くなった可能性

がある。堤防法尻には、農業用の道路が盛土して敷設されており、決壊口の拡大を抑制し

た可能性がある。 

 

(3) 鳴瀬川水系吉田川 

 

図-5.2.12.2 調査を行った堤防決壊箇所等（鳴瀬川水系） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 
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写真-5.2.12.13 吉田川左岸 20.9KP 決壊  写真-5.2.12.14 下流側から決壊箇所を 

 箇所                  を望む 

 

 吉田川 20.9KP 左岸の決壊では、荒締め切りを行った堤防の外に鋼矢板による締切りを施

工している状況であった（写真-5.2.12.13）。決壊地点を下流から撮影した写真-5.2.12.14

を見ると、決壊箇所付近は必要な堤防高まで土堤による築堤ができなかったため、表法肩

にパラペットが設置されており、その区間で決壊が生じていることがわかる。 

 

 
 写真-5.2.12.15 吉田川左岸 15KP 堤防欠損  写真-5.2.12.16 堤防欠損箇所天端から 

 箇所の天端を下流側から望む          堤内地側を望む 

   
 吉田川左岸 15KP 周辺は、越水が生じて、堤防裏法面が広範囲に欠損した箇所である。写

真-5.2.12.15 に示すとおり、堤防が欠損した区間に向けて天端に不陸がある。現地調査で

は、善川合流点から鳴瀬川と並流するまでの吉田川中流区間の痕跡を観察していったが、

ほぼ全区間にわたり堤防天端近くまで水位が上がった痕跡が確認され、随所で越水が生じ

ていた。 

 堤内地を見ると、堤防法尻に近い家屋には、軒先くらいの高さに浸水した痕跡が確認さ

れた（写真-5.2.12.16）。 
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(4) 阿武隈川水系高倉川 

 

図-5.2.12.3 調査を行った堤防決壊箇所等（阿武隈川水系） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

  

 写真-5.2.12.17 高倉川左岸決壊箇所を  写真-5.2.12.18 高倉川決壊口に残存する 

 上流側天端上から望む          堤防表法面基部 
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写真-5.2.12.19 下流側堤防断面   写真-5.2.12.20 決壊箇所下流のトンネル口         

         
 高倉川は、宮城県管理の阿武隈川左支川で、阿武隈川との合流点近傍の左岸で決壊した。

決壊箇所を撮影した写真-5.2.12.17 が示すとおり、堤防は天端の少し下の位置まで護岸が

設置されており、堤防表法基部は残存して裏法側が全体的に流失している（写真

-5.2.12.18）。決壊口を確認する限り、堤体は砂礫が混ざっているが、粘性土が多く含まれ

て手で触っても固く、決壊口は鉛直に切り立った形状であった（写真-5.2.12.19）。決壊箇

所上流には、天端上の草の倒伏や裏法面の侵食など、越水痕が確認された。 

 高倉川は、阿武隈川合流点直前で雑魚橋川、尾袋川と合流するが、両河川より堤防高や

水面が相対的に高い用水路の役割を持つ河川であり、排水も下流のトンネル区間（写真

-5.2.12.20）の出口にゲートがあって、自然排水で阿武隈川に流入する。一方、雑魚橋川

と尾袋川は、下流の江尻排水機場で阿武隈川に強制排水する河川であり、3 川が一旦接近

する箇所では、雑魚橋川はサイフォンで高倉川の下をくぐり、高倉川は尾袋川に水を落と

す排水ゲートを有する複雑な構造をしている。これらの用排水機構が、出水時にどのよう

に操作されたのかはわからないが、高倉川の流量が特に決壊箇所近傍で流下能力を超えて

越水が生じ、堤防が決壊したものと類推される。 

 

(5) 阿武隈川水系半田川 

  

写真-5.2.12.21 決壊区間を下流（阿武隈川  写真-5.2.12.22 決壊箇所を堤内地側から 

 右岸堤上）から望む           望む                         
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写真-5.2.12.23 決壊箇所より約 150m 上流  写真-5.2.12.24 決壊箇所より約 200m 上流 

左岸の越水による堤防裏法面の侵食     右岸堤にあるオリフィス 

 

 半田川は、阿武隈川の右支川で、阿武隈川合流点には青木水門が設置されている。堤防

の決壊は、合流点から約 50m の左岸で発生しており、調査時点では応急的な土のう積みが

完了した状況であった（写真-5.2.12.21）。決壊箇所に近接する上流堤防には、越水により

生じたと考えられる侵食跡が随所に確認された（写真 -5.2.12.22 矢印及び写真

-5.2.12.23）。 

 合流点から約 250m の箇所では、半田川の下を伏せ越しでくぐる排水河川（名称不明）が

あって、排水河川の流末にある中谷地排水機場で阿武隈川に強制排水する構造となってい

る（写真-5.2.12.24）。半田川が排水河川との交差する箇所には、右岸堤天端が約 40m にわ

たり 30cm 程度低くなったオリフィスがあり、半田川の水位が上がった際に排水河川に越流

して水を流し決壊を防ぐ構造になっていたものと考えられる。しかしながら、降雨量が多

かったためか、このオリフィスだけでは、半田川の流量を流下できず、堤防の越水が生じ

て決壊に至ったものと考えられる。 
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5.2.13 千曲川（40.0KP～神川合流部） 

  

［調査日］令和元年 10 月 30 日～31 日 

［調査区間］千曲川 33.5KP～107.0KP 神川合流部 

 

 多数の調査した箇所の中から代表的な以下の箇所を報告する。 

 

［報告箇所］千曲川左岸 40.0KP（長野県飯山市大字蓮） 

千曲川右岸 49.0KP（長野県中野市大字栗林） 

千曲川左岸 57.0KP（長野県長野市大字津野） 

松川（千曲川右岸 56.5KP 付近 合流点 長野県管理区間） 

千曲川右岸 56.5KP（長野県小布施町大字大島） 

千曲川左岸 79.0KP（長野県長野市篠ノ井塩崎上篠ノ井） 

千曲川右岸 107.0KP～神川合流部（長野県上田市岩下） 

 

 

図-5.2.13.1 報告箇所（千曲川左岸 40.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

 千曲川左岸 40.0KP では、道路と千曲川の間の法面が崩壊していた。崩壊の状況を写真

-5.2.13.1 及び写真-5.2.13.2 に示す。法面の構造は、崩壊箇所付近で変化しており、崩壊

箇所の構造は上流側と同じブロック練り積み、排水孔無しと考えられる。露出した法面は

砂が卓越したような土質であった。また、この付近で千曲川の流れが 90 度向きを変えるた

めに、水当りが激しいと考えられるが、深く侵食されているようには見えない。なお、護

岸の足物とブロックは残っていることから、法面保護工が足元からすくわれて崩壊したも

のではない。 

 

千曲川左岸 40.0KP 
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写真-5.2.13.1 千曲川左岸 40.0KP     写真-5.2.13.2 千曲川左岸 40.0KP 

崩壊箇所を上流から撮影          崩壊箇所を下流から撮影 

 

図-5.2.13.2 報告箇所（千曲川右岸 49.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

  
写真-5.2.13.3 千曲川右岸 49.0KP     写真-5.2.13.4 千曲川右岸 49.0KP 

道路と堤防の位置関係             応急措置の大型土のう

千曲川 

千曲川 

千曲川右岸 49.0KP 

堤防 道路 

上流側 

上流側 
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写真-5.2.13.5 千曲川右岸 49.0KP     写真-5.2.13.6 千曲川右岸 49.0KP 

被災区間川裏の状況        パラペット区間の川表の状況 

 

 千曲川右岸 49.0KP 付近の被災箇所は、道路と堤防の交差位置である。果樹で堤防が少し

しか見えないがその位置関係を写真-5.2.13.3 に示す。交差よりも上流側の一定区間はパ

ラペット付き特殊堤構造となっており、さらに上流は土堤構造である。道路の路面高さは、

パラペットの天端高さよりもパラペットの縦壁の高さ分以上に低い。写真-5.2.13.4 に示

すように、特殊堤区間には耐候性大型土のうが積まれ、ブルーシートで覆われていた。特

殊堤区間の上流側の土堤区間においても裏法尻付近の堤体土が欠損している状態が写真

-5.2.13.5 で確認できる。裏法尻に堆積した土砂を確認したところ、下流ほど大きな粒子

が堆積していたことから、一時的かもしれないが堤内側で下流から上流に向かって水が流

れたと考えられる。写真-5.2.13.6 に示すように少なくともパラペットの足元には洪水の

痕跡が確認できた。以上の状況から、道路から河川水が堤内側に溢れ、特殊堤区間の堤防

を侵食しながら上流に向かって流れたことが推測される。 

 

 

図-5.2.13.3 被災箇所（千曲川左岸 57.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

千曲川左岸 57.0KP 

千曲川右岸 56.5KP 

松 川 （ 千 曲 川 右 岸

56.5KP 付近合流点） 
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写真-5.2.13.7 千曲川左岸 57.0KP 法すべりの状況 

             

 

千曲川左岸 57.0KP 付近では、川裏法すべりが発生していた（写真-5.2.13.7）。調査時

に応急措置が行われていなかったため、台風第 19 号の後の降雨によって生じた変状である

可能性もある。崩壊土はほぼ原形を留めた状態で堤内地まですべり落ちていた。崩壊土の

厚さは 30 ㎝程度と薄く、側帯が整備された区間でもある。側帯内部の土が露出した範囲で

は、表面付近の砂分等が洗い流された程度で、流水による侵食の痕跡は確認できなかった。 

松川（千曲川右岸 56.5KP 付近合流点 長野県管理区間）では、河道内高水敷や坂路の

激しい侵食状況を確認した（写真-5.2.13.8）。しかし本調査により確認できた松川合流点

付近の松川左岸堤防自体の侵食は非常に軽微であった。また、写真-5.2.13.9 に示すよう

に、松川の堤防川裏法面において、越流による侵食痕と砂の堆積を確認した。侵食痕の深

さは１ｍ程度であった。ここから侵入した越流水が堤体土とともに法尻から噴出したか、

法面表面を流れ堆積したかは結論付けられなかった。 

 

  

写真-5.2.13.8 松川（合流点付近）     写真-5.2.13.9 松川（合流点付近）  

河道内坂路侵食状況           越流侵食による堆砂状況 
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写真-5.2.13.10 千曲川右岸 56.5KP     写真-5.2.13.11 千曲川右岸 56.5KP  

川裏法面越流侵食箇所           川裏法面堆砂状況 

  

写真-5.2.13.12 千曲川右岸 56.5KP     写真-5.2.13.13 千曲川右岸 56.5KP  

堤内湛水と堆砂高さの関係       越流水の流れと堆砂川裏法の関係 

 

 上記の箇所に隣接する千曲川右岸 56.5KP（直轄管理区間）では、写真-5.2.13.10 に示す

越流による川裏法面の侵食と推測される被災箇所を確認した。松川合流点が近いことや、

坂路取付部等隅角部において越流が集中していたと思われる痕跡が見られた。また、この

付近では、写真-5.2.13.11 に示すような粒径が揃った細砂の最大 2m×2m 程度の大きさの

堆積も確認された。いずれも堤内湛水痕跡の高さは堆砂より 10～20cm 程度低い（写真

-5.2.13.12）。今回の現地調査の結果だけでは、浸透による噴砂の可能性も否定しきれない

が、越流による流路と思われる痕跡が堆砂上部にあったため、越流水が堆砂に向かって集

中し、侵食された堤体土が堤内湛水に流れ込み、堆積したというメカニズムが考えられる。 

 千曲川左岸 79.0KP 付近では、天端道路に写真-5.2.13.14 に示すような土砂の堆積が見

られ、後述するように川裏部分に越流の痕跡がほぼ連続的に確認できたことから、広範囲

に渡って越流が生じていたものと推測される。 

しなの鉄道線に近い下流側では、写真-5.2.13.14 に示す裏法崩壊が生じていた。崩壊土

が完全にすべり落ちている状況で、越流水か降雨かは不明であるが崩壊土自体も若干の侵

食の作用を受けている様子が見られた。これより少し上流には堤防上を北陸新幹線の橋梁

が通過している。この鉄道橋の条件護岸においても越流水が作用し、護岸表面の植物が法
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尻側に倒伏したり、法尻の土砂が侵食された状況が確認できた。当該箇所・条件において

は、条件護岸によって堤防自体の損傷を防止できていた。 

北陸新幹線よりも更に上流には、堤内地堤防脇に神社がある。堤防と神社の境界の一部

には擁壁が設置されていたが、写真-5.2.13.16 に示すように越流によって倒壊していた。

擁壁区間の上流には通常の法面の区間も存在する。この区間では、写真-5.2.13.17 に示す

ような復旧状況となっており、越流水により法肩が大きく侵食されたことが推測される。 

 

 

図-5.2.13.4 被災箇所（千曲川左岸 79.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.13.14 千曲川左岸 79.0KP     写真-5.2.13.15 千曲川左岸 79.0KP  

川裏法崩れ                条件護岸の状況 

  

写真-5.2.13.16 千曲川左岸 79.0KP     写真-5.2.13.17 千曲川左岸 79.0KP  

擁壁の倒壊                 裏法肩侵食 

崩壊土 

千曲川左岸 79.0KP 
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図-5.2.13.5 被災箇所（千曲川左岸 107.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.13.18 千曲川右岸 107.0KP     写真-5.2.13.19 千曲川右岸 107.0KP  

川表侵食状況                川表侵食近影 

  

写真-5.2.13.20 千曲川右岸 107.0KP     写真-5.2.13.21 千曲川右岸 107.0KP  

天端・裏法越流侵食状況          神川合流点河道内堆砂状況 

千曲川右岸 107.0KP 

岩盤 
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写真-5.2.13.22 千曲川右岸 107.0KP     写真-5.2.13.23 千曲川右岸 107.0KP  

神川合流点越流痕跡         神川合流点越流痕跡 

 

 千曲川右岸 107.0KP 付近において川表堤防法面の侵食を確認した（写真-5.2.13.18 及び

写真-5.2.13.20）。一部かご工が流出しているが、堤防天端にまで至るような大きく侵食を

受けている箇所は見受けられなかった。写真-5.2.13.19 に示すとおり、一部では岩盤が露

出していた。 

 また、写真-5.2.13.20 のように、神川合流部に至るまで越流の痕跡を確認した。堤内地

におけるアスファルトや縁石ブロック等の被害は見当たらず、堤防の軽微な侵食のみ見受

けられた。越流水深はそれほど高くなかったものと思われる。 

写真-5.2.13.21 に示すように、神川合流部においては河道内では大量の土砂が堆積する

とともに、堤内地においては無堤部から大量に土砂やゴミが川から流入（写真-5.2.13.22

及び写真-5.2.13.23）し、堆積したと思われる形跡があった。 
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5.2.14 那珂川水系藤井川、田野川 

 

［調査日］令和元年 10 月 31 日 

［調査区間］那珂川水系藤井川下流左岸（藤井大橋上流） 

那珂川水系藤井川上流左岸（前沢川合流点上流） 

那珂川水系田野川左岸（水戸北 IC 付近） 

 

(1) 概要 

 茨城県からの要請により、令和元年 10 月 31 日に藤井川、田野川の被災箇所の調査を行

った。図-5.2.14.1 は、調査対象 3 箇所を示したものである。両河川とも那珂川の支川で

ある。 

 
図-5.2.14.1 調査対象箇所（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

                 

 (2) 藤井川左岸下流 

藤井川左岸下流は、那珂川との合流点から上流に約 2.3km、直轄管理区間との境界に位

置する地点で、延長約 65ｍに渡って決壊が生じた。地元住民の目撃情報や SNS 動画、写真

等からは氾濫流が決壊口から藤井川に戻る状況が観察されており、県は氾濫流の戻り越流

による決壊の可能性もあると考えていた。写真-5.2.14.1 は、現地の被災状況である。決

壊箇所の上下流堤防の裏法には、越流による植生の倒伏、裏法侵食が確認され、落堀の堤

内地側に決壊箇所の堤体土と思われる粘性土塊や落堀から供給されたと思われる砂礫が堆

積していたことから、河川側からの越流により決壊した可能性が高い。 

決壊箇所は、国道 123 号橋梁の上流に位置し、桁高分のすりつけ坂路が終了する場所に

あたり、天端高が下流堤防に比較して低くなっている。また、上流側の堤防天端高と比べ

ても決壊箇所に向かって堤防天端高が次第に低くなっている状況が観察され、決壊箇所は

この周辺で堤防天端高が最も低い場所と推察された。図-5.2.14.2 は、被災箇所の治水地

形分類図と 1960 年代に撮影された空中写真を示したものである。藤井川左岸下流の被災箇
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所周辺は、旧川跡であることから、堤防が相対的に沈下しやすい場所だった可能性がある。 

那珂川本川では、藤井川合流点で越流が生じていたことが防災科学研究所のクライシス

レスポンスサイトで確認でき 14)、下流河道内の痕跡高が決壊箇所の堤防高程度あったこと

から、那珂川本川洪水の背水が被災地点に及んで越流した可能性が高い。 

 

 
写真-5.2.14.1 藤井川左岸下流被災状況 

 

 
図-5.2.14.2 藤井川左岸被災箇所の治水地形分類図と 1960 年代空中写真 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 決壊箇所付近の基礎地盤の状況や堤内地側に散乱している粘性土の塊の状況から、決壊

箇所上下流の堤体土は粘性土で透水係数が小さいと推定された。復旧の設計にあたっては、

新規築堤堤体及び落堀部の埋戻し部の透水係数が相対的に大きくなり、浸透破壊の弱点に

なる可能性があることに留意する必要がある。また、堤防の沈下状況と要因を確認し、設

計に反映する必要がある。 

 

(3) 藤井川左岸上流 

写真-5.2.14.2 は、藤井川左岸上流の被災箇所の状況である。この被災箇所は、那珂川

との合流点から上流約 3.5km（左岸下流より約 1.2km 上流）の地点で、約 50ｍの範囲で 2

箇所（延長約 11m 及び約 29m）決壊が生じた。決壊箇所の上下流の裏法面には越流水によ

る侵食跡、植生の倒伏が見られるので越流が起こっていたことが確認できる。決壊箇所周
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辺の堤防高は上下流に比較して低く見えた。 

決壊箇所に散乱している材料から、堤体土はシルト・粘土等細粒分を多く含む礫混じり

土であり、透水性は比較的低い材料であったと推察される。周辺に噴砂跡は見られないこ

とからも浸透による決壊の可能性は低いと考えられる。決壊箇所の上流側堤防には、漏水

対策のドレーンが裏法尻に設置されており、堤防の天端幅・断面が少し大きくなっている。

県の話によると過去に漏水が生じたとのことであるが、ドレーン周りには苔が付着するな

ど常時湿潤している状況であることから、漏水は雨水浸透によるものであった可能性があ

る。 

 

 
写真-5.2.14.2 藤井川左岸上流の現地状況 

 

図-5.2.14.3 は治水地形分類図、色別標高図、浸水図に調査箇所を示したものである。 

色別標高図から、藤井川左岸上流の被災箇所は、堤内地地盤も含めて面的に低くなって

いる場所である。基礎地盤が軟弱で、堤体自重による圧密沈下だけでなく周辺地盤も含め

た沈下が生じていた可能性がある。決壊が生じていない対岸の右岸側も浸水・氾濫してい

るが、右岸側堤防の天端高は左岸堤と同じに見え、洪水ピーク水位時には越流していたと

考えられる。右岸側は支川合流部が開口部になっているとともに、支川堤防の高さが低い

ため、水位上昇に応じて氾濫が広がっていたと推定される。堤防を越流する時点では堤防

裏法側の水位も高くなり、支川合流点の開口部が結果的に霞堤的な機能を果たしたと推察

される。 

 10 月 13 日の氾濫状況を捉えた防災科学研究所のクライシスレスポンスサイト 14)で、藤

井川左岸上流地点を境界に河川内の水の色が異なっており、決壊口からの氾濫水は那珂川

からの逆流水であることが読み取れる。 

 復旧にあたっては、以下の点が重要である。堤防天端高が相対的に低い要因が、基礎地

盤が軟弱であることによるのか確認し、設計・管理に反映する。藤井川左岸下流と同様、

落堀埋め戻し部や新規築堤堤体が上下流に比較して相対的な弱部とならないよう留意し、
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特に前後区間で浸透対策が施されていることから構造の整合性にも配慮する必要がある。 

 

 
図-5.2.14.3 藤井川左岸上流 治水地形分類図、色別標高図、浸水図、 

対岸支川合流開口部 （背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(4) 田野川左岸 

田野川合流点を含む那珂川下流部では、氾濫状況を撮影した防災科学研究所のクライシ

スレスポンスサイト 14)で那珂川の堤防を越流している状況が複数確認できる。 

図-5.2.14.4 は、調査対象である③田野川左岸地点の氾濫ブロックの治水地形分類図と

氾濫実績図に、越流が確認できた箇所を示したものである。このうち、那珂川約 20.7km

の右岸の樋管で洪水痕跡が確認でき、測定したところ越流水深は約 18cm であった。田野川

合流点（那珂川 19km）の上流でも那珂川本川右岸堤の越流が確認でき、那珂川本川では堤

防満杯の洪水が流れていたことがわかる。 

幸いこの区間では、那珂川本川の堤防は決壊を免れた。③田野川左岸地点の約 200m 上

流でも左岸側で堤防天端及び裏法に越流した跡を確認できた。 
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図-5.2.14.4 ③田野川左岸の氾濫ブロックにおける越流発生状況 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.14.3 に調査対象地点である③田野川左岸の被災状況を示す。対象地点は、那

珂川との合流点から約 1.5km 上流の田野川左岸である。常磐自動車道高架下の上流側脇を

並行して走る市道が田野川を渡る橋梁の下流袖部から下流側に延長約 50m にわたり高水護

岸が破壊された。うち 26.6m は高水護岸の根元から流失していた。低水護岸には目立った

変状は見られない。また、左岸側市道の橋梁に登る取り付け道路の舗装と下流側袖部が激

しく侵食・洗掘を受け、取り付け道路が堤内地地盤に達した平坦部で上流側に大きな洗掘

穴が残っていた。洗掘穴上流側植生は上流に向かい倒伏していたことから、この洗掘穴は

下流から上流に氾濫流が流れた時に発生したと判断できる。なお、常磐自動車道高架橋下

の橋脚を囲うフェンスは下流方向あるいは田野川の高水護岸被災箇所の方向に向かって倒

壊していた。 

 
写真-5.2.14.3 ③田野川左岸被災状況  
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市道橋桁の上面が、上下流の田野川の堤防天端標高よりも低いこと、橋桁のスパンが堤

間幅よりも狭く上下流の堤防天端と橋桁袖部を盛土ですりつけていることが現地で確認で

きた。堤防満杯で流れる那珂川本川の背水の影響下では、下流側の橋袖部で先に越流が発

生すると推定される。また、被災前の橋梁左岸下流側袖部の写真、取付け道路の勾配及び

堤防の位置関係から、この袖部すりつけ盛土は、対岸側袖部や上流側袖部のものより比高

及び裏法勾配が大きく、相対的に越流に弱いと推察される。 

以上より、河川水の越流に加えて、堤防天端より低い市道の橋梁部から溢水した水流に

よって、橋梁下流側袖部のすりつけ盛土が侵食され高水護岸破壊に波及したと考えられる。

この被災箇所から左岸堤内地の上流側に向かって氾濫流が流れ、左岸堤内地の市道上流側

に洗掘穴が形成されたと考えられる。洗掘穴を形成した氾濫水は、約 200m 上流の越流によ

る氾濫水とともに左岸堤内地下流側に浸水を拡大させる際、あるいは減衰時に左岸堤内地

から田野川に氾濫流が戻る際に、高速道路橋脚周りのフェンスを下流側及び河川側に倒し

たと推定される。氾濫流が田野川に戻る際に高水護岸及び堤防の破壊を拡大させた可能性

も考えられる。 

復旧にあたっては橋梁桁部分の溢水対策と橋梁袖部のすりつけ盛土の強化が重要であ

る。 
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5.2.15 養老川水系養老川及び支川 

 

［調査日］令和元年11月2日  

［調査区間］養老川水系内田川右岸（市原市中）  

養老川水系養老川左岸（市原市駒込） 

     養老川左岸（市原市田淵（月崎））      

養老川水系平蔵川右岸（市原市田尾） 

 

(1) 調査箇所 

 11月2日に、千葉県からの要請により、図-5.2.15.1に示す4箇所の被災箇所について現

地調査を行った。いずれも市原市内を流れる養老川水系の上流部であり、掘り込み河道に

おける侵食災害・土砂崩落災害であった。養老川には河床及び河岸に岩が露出する場所が

多く、岩の上部に土羽と竹林がある河岸が多いことが特徴である。 

 

図-5.2.15.1 11 月 2 日千葉県養老川現地調査位置図 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

(2) 調査箇所１ 内田川右岸（市原市中） 

 写真-5.2.15.1に内田川右岸市原市中地先の被災箇所の平面的位置を示す。被災箇所は

国道297号橋梁の下流湾曲部外岸側にあたり、橋梁上流の河道が下流河道に比べて広くな

っている急縮部下流にあたる。橋梁上流側の歩道部に冠水した跡があり、被災箇所は流速

が速くなる場所であったことがわかる。河岸下層部に岩が露出しており、被災箇所直上流
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では岩層上部の土羽と竹林が段差を形成し、倒れ込んでいる状況が観察された。岩層の上

部土羽が侵食されて上部の土羽層が崩落した可能性が高いと推察された。 

 

写真-5.2.15.1 内田川右岸中平面位置（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.15.2 内田川右岸中被災状況（左上写真は千葉県提供） 

 

(3) 調査箇所２ 養老川左岸（市原市駒込） 

 写真-5.2.15.3に養老川左岸市原市駒込地先の被災箇所の位置を示す。被災箇所は湾曲

部外岸側にある。写真-5.2.15.4に被災状況と対岸の状況を示す。被災は露頭している岩

の上部の土羽部分が崩落しているものである。対岸には、露頭している岩の上部の竹林の

下部分が河道側に倒れ込むとともに下流側に向いている状況が観察されたことから、露頭
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している岩よりも上部の土羽・竹林層も洪水時に冠水していた。また、崩落した箇所の岩

との境界部では地下水が湧き出しており、崩落した土砂が水分を多く含む状態であった。

岩の上部の土羽層が洪水流で侵食され崩落した可能性も否定できないが、岩と土羽の境界

部に地下水が集まりすべりが起きた可能性が高く、復旧においては地下水対策が重要と推

察された。 

 

写真-5.2.15.3 養老川左岸駒込平面位置（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.15.4 養老川左岸駒込被災状況（上左右写真は千葉県提供） 

 

(4) 調査箇所３ 養老川左岸（市原市田淵（月崎）） 

写真-5.2.15.5は、養老川左岸市原市田淵（月崎）地先の平面的な位置である。写真-
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5.2.15.6は田淵（月崎）の被災箇所の河道状況である。田淵の被災は、標高約57mの宅地

が崩落したものである。被災箇所の対岸で痕跡から冠水標高が確認でき、標高約50～51m

の間であった。また、被災箇所前面の河道は対岸に砂州が形成されている水衝部だが、洗

掘による河床の露岩は確認できなかった。被災箇所は竹林が崩落しており、被災箇所下流

では竹林の下部分が下流方向に流されている状況が確認された。駒込のような地下水湧

出・絞り水は確認されていないとのことであった。水衝部洗掘による崩落、岩上部の土羽

侵食による崩落、地下水集中によるすべりの３つが可能性として考えられたが、被災原因

を特定できる情報はなく、3つの可能性を視野に入れて復旧することが重要と考えられた。 

 
写真-5.2.15.5 養老川左岸田淵平面位置（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web）

 

写真-5.2.15.6 養老川左岸田淵被災状況 
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(5) 調査箇所４ 平蔵川右岸（市原市田尾） 

 写真-5.2.15.7は、平蔵川右岸市原市田尾地先の平面位置である。被災箇所は蛇行する

河道の内岸側に位置している。写真-5.2.15.8は、被災状況を示したものである。宅地の

斜面が崩落したものである。宅地の標高は40～41mであり、河川の痕跡水位は標高36～37m

であった。河床及び河岸には岩が露出しており、その上部は土羽と竹林になっている。  

写真-5.2.15.7 平蔵川右岸田尾平面位置（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

写真-5.2.15.8 田尾被災状況 
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岩と土羽の境界は標高35mであり、2m程度土羽が冠水していた。対岸に竹林の下部分が

川側に倒れ込んで下流に流されている状況が観察された。崩落箇所の岩との境界部付近は

土砂が水を含んで柔らかくなっており、絞り水が出ていた。駒込と同様、岩との境界付近

の土羽が洪水流によって侵食され崩落した可能性も否定はできないが、絞り水の状況から、

地下水が集中する場所であるためすべりが発生した可能性が高いこと、復旧に当たっては

地下水対策が重要であることが示唆された。 
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5.2.16 多摩川水系秋川 

 

［調査日］令和元年 11 月 3 日 

［調査区間］多摩川水系 秋川右岸 秋留橋下流（東京都あきる野市牛沼地先） 

           （以上、東京都管理区間） 

 

  
           図-5.2.16.1 調査箇所（秋川 秋留橋下流） 

 （背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

   

写真-5.2.16.1 秋川秋留橋下流左岸から     写真-5.2.16.2 秋川秋留橋下流左岸から 

 

図-5.2.16.1 に秋川における調査箇所の位置図を示す。秋川の秋留橋下流の右岸におい

て河岸が側方へ侵食され、段丘面上に建てられていた家屋が崩落していた（写真-5.2.16.1

及び写真-5.2.16.2。水の流れは右から左）。河岸侵食箇所には護岸工が設置されていたが

破損していた。洪水前の航空写真を見ると、みお筋は右岸側に寄っており、左岸側には砂

州が形成されていた。被災箇所は緩やかに蛇行する河川の湾曲部外岸にあたり、洪水時に

水衝部になりやすい地形であった。 

 

秋川 右岸 

土のう(復旧工事) 床止工 
破損した護岸 崩落した家屋 

流向 
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5.2.17 阿武隈川下流（17.2KP～32.4KP）、阿武隈川上流左岸（10.7KP） 

 

[調査日] 令和元年 11 月 12 日 

[調査区間] 阿武隈川下流左岸17.2KP（宮城県角田市小坂地先） 

阿武隈川下流左岸17.4KP（宮城県角田市小坂地先） 

阿武隈川下流左岸18.0KP（宮城県角田市小坂地先） 

阿武隈川下流右岸32.0KP（宮城県角田市枝野地先） 

阿武隈川下流右岸32.4KP（宮城県角田市枝野地先） 

阿武隈川上流左岸10.7KPおよび佐久間川（福島県国見町大字徳江地先） 

              （佐久間川は福島県管理） 

阿武隈川下流右岸22.8KPおよび流入河川（宮城県角田市坂津田地先） 

              （支川は宮城県管理） 

 

(1) 阿武隈川下流左岸17.2KP、17.4KP、18.0KP 

 

 

図-5.2.17.1 被災箇所（阿武隈川下流左岸17.2KP、17.4KP、18.0KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

1) 裏法崩れ及び漏水 

阿武隈川下流左岸17.2KP付近では、堤防裏法3箇所に法崩れが生じており、中央部の被

災箇所は、堤防川裏法尻から法肩にかけて崩れており、ガードレールの支柱がむき出しに

なっていた（写真-5.2.17.1）。また、復旧工事箇所では堤脚からの絞り水が生じていた

ほか、上流側では堤脚部の泥濘化・排水不良が生じていたが（写真-5.2.17.2及び写真-

5.2.17.3）、さらに上流側のドレーン設置箇所は無被災であった（写真-5.2.17.4）。   

被災箇所近傍（代表断面左岸16.2KP）の詳細点検結果によると、法尻付近の土質はBc

（粘性土）であるため、被災箇所は浸透水が排水しにくい土質構成を有している可能性が

ある。また、 被災箇所近傍法面を土層強度検査棒にて調査したところ、法尻及び法面中

央部付近は、堤体土が柔らかく、簡単に貫入できたため、堤体土が緩んでいた可能性があ

る（写真-5.2.17.5）。 

阿武隈川下流左岸 

17.2KP、17.4KP、18.0KP 
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阿武隈川下流左岸17.4KP付近では堤防法尻3箇所において漏水痕を確認した（写真-

5.2.17.6）。漏水口の直径は5～10cm程度であり、漏水口からの流水による侵食痕が見ら

れるとともに、裏法面に雨水によると思われる侵食痕が生じていた（写真-5.2.17.7）。 

 阿武隈川下流左岸17.2KP～17.4KPの被災箇所の天端は、天端の不陸（沈下）が生じてお

り、雨水が集中しやすい場所であった可能性がある。 

 

  

写真-5.2.17.1 阿武隈川下流左岸 17.2KP  写真-5.2.17.2 阿武隈川下流左岸 17.2KP  

（法崩れ）              （しぼり水） 

    
写真-5.2.17.3 阿武隈川下流左岸17.2KP  写真-5.2.17.4 阿武隈川下流左岸17.2KP 

（泥濘化・排水不良）         （上流側のドレーン）  

   
写真-5.2.17.5 阿武隈川下流左岸17.2KP     

(土層強度検査棒を用いた調査状況)                   

阿武隈川 

法面の侵食痕 
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写真-5.2.17.6 阿武隈川下流左岸17.4KP   写真-5.2.17.7 阿武隈川下流左岸17.4KP  

     （漏水箇所）             （漏水口と侵食痕） 

2) 基盤漏水 

 阿武隈川下流左岸18.0KP付近では、堤内地で噴砂が発生しており、水防工法による釜段

工が施工されていた（写真-5.2.17.8）。噴砂箇所は、直径20～50cm程度の噴砂痕が15箇

所ほど連なっていた（写真-5.2.17.9）。被災箇所は周辺と比べて標高が低かった。また、

被災箇所は山付部近傍であるほか、水路が川側からの浸透流の流れを遮るように位置して

おり、行き止まり地形の様相を呈していた。 

   

写真-5.2.17.8 阿武隈川下流左岸 18.0KP  写真-5.2.17.9 阿武隈川下流左岸 18.0KP  

（漏水箇所全景）             （漏水口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低 

高 

50cm 程度 

漏水口 

侵食痕 
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(2) 阿武隈川下流右岸32.0KP、32.4KP 

1)漏水・陥没 

 

図-5.2.17.2（阿武隈川下流右岸 32.0KP、32.4KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

阿武隈川下流右岸 32.0KP 付近では、法尻ドレーンと法面接合部の侵食と思われる痕跡

と一部ドレーンと法面の境界において陥没が見られた（写真-5.2.17.10）。ドレーン工内

には、砂が堆積しており、雨水がドレーン接続部境界を侵食した可能性やドレーン工上部

の漏水から砂が吸出された可能性がある（写真-5.2.17.11）。 

阿武隈川下流右岸 32.4KP 付近では、5 箇所で法尻からの漏水・噴砂及び法面の陥没が

生じており、水防工法の月の輪工法が施されていた（写真-5.2.17.12）。  

法面の陥没は植生ごと落ちており、堤体内土砂が流出したために生じたと思われる

（写真-5.2.17.13）。 

被災箇所近傍（代表断面右岸 31.8KP）の詳細点検結果によると、基礎地盤は Ac1（粘

性土）であり層厚は 5m と厚いため、基礎地盤からのパイピングである可能性は低いと考

えられる。一方で堤体は砂質土（Bs）を主体としており、この堤体土が法尻から流出した

ために発生したと考えられる。 

   

写真-5.2.17.10 阿武隈川下流右岸 32.0KP 写真-5.2.17.11 阿武隈川下流右岸 32.0KP 

（陥没）           （ドレーン工内にたまった土砂） 

阿武隈川下流右岸 

32.0KP、32.4KP 
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写真-5.2.17.12 阿武隈川下流右岸 32.4KP  写真-5.2.17.13 阿武隈川下流右岸 32.4KP 

（法尻の漏水・噴砂）            （陥没） 

 

(3) 阿武隈川上流左岸10.7KP 

1) 漏水・陥没 

 

図-5.2.17.3（阿武隈川上流左岸 10.7KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

阿武隈川上流左岸 10.7KP 付近は、佐久間川との合流点の隅角部に位置しており、大規

模な噴砂や陥没が生じている（写真-5.2.17.14）。佐久間川右岸の堤防法尻には直径 1～

2m 程度の噴砂痕が複数見られ、堤防小段には陥没が生じていた（写真-5.2.17.15 及び写

真-5.2.17.16）。阿武隈川左岸側の法尻及び耕作地に漏水が見られ、法面には法すべりや

陥没が生じていた（写真-5.2.17.17、写真-5.2.17.18 及び写真-5.2.17.19）。 

漏水痕には細かく粒径の揃った砂質土が噴出しており、佐久間川右岸側の小段が若干

沈下していることからみても、パイピングにより堤体土砂が流出し、沈下した可能性があ

る。また、佐久間川の阿武隈川取り付け部は自己流方式のため、佐久間川の水位は背水の

影響を受けて高かったと考えられ、河川水の堤防への浸透を助長させた可能性がある。 

 

阿武隈川上流左岸 10.7KP 
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写真-5.2.17.14 阿武隈川上流左岸 10.7KP  写真-5.2.17.15 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

（佐久間川右岸側）           （漏水痕） 

           

写真-5.2.17.16 阿武隈川上流左岸 10.7KP 写真-5.2.17.17 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

（佐久間川右岸小段の沈下）      （阿武隈川左岸法面すべり） 

    
写真-5.2.17.18 阿武隈川上流左岸 10.7KP 写真-5.2.17.19 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

（阿武隈川上流左岸法面すべり）       （耕作地内の漏水） 

  

 

 

 

 

堤内地 

佐久間川右岸堤防 
漏水痕 
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(4) 阿武隈川下流右岸22.8KP（流入河川） 

 

図-5.2.17.4（阿武隈川下流右岸22.8KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土Web） 

 

阿武隈川下流右岸 22.8KP 付近に流入する支川堤防が決壊していた（写真-5.2.17.20 及

び写真-5.2.17.21）。取り付け部は樋門（坂津田樋門）になっているため、支川の水位が

上昇し越流により決壊した可能性がある。また、阿武隈川右岸側の法肩が陥没しており、

川裏側の堤防植生が支川側に倒伏していることから、阿武隈川からの越流が生じていたと

考えられる。さらに、樋門取付け付近の支川右岸側堤内地盤高は、阿武隈川右岸堤防高と

同程度かもしくは高いように見え、阿武隈川の越流水だけでなく山側からの内水も支川へ

激しく流入していたと考えられる（写真-5.2.17.22 及び写真-5.2.17.23）。樋門の護岸

と支川下流部の水管橋の上下流には、川表側に法覆工が施工されている。決壊箇所は、樋

門及び水管橋の法覆工箇所と隣接しているように見え、その間の法覆工が無い境界付近が

弱部となり決壊した可能性がある（写真-5.2.17.24）。また、樋門の左岸側護岸にははら

みだしが見られ、吸出しによる法尻の陥没が発生していた（写真-5.2.17.25）。 

 

  

写真-5.2.17.20 決壊箇所        写真-5.2.17.21 決壊断面 

 

阿武隈川下流右岸 22.8KP 

流れの向き 
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写真-5.2.17.22 法肩の陥没       写真-5.2.17.23 植生倒伏状況 

 

  

写真-5.2.17.24 法肩の陥没     写真-5.2.17.25 はらみだし・陥没 

 

 

 

はらみ出し 

陥没 

越流水の方向 

- 173 -



5.2.18 阿武隈川 

 

［調査日］令和元年 11 月 12 日～15 日 

［調査区間］阿武隈川水系阿武隈川下流 左岸 5.0KP～37.0KP 区間で 12 箇所 

阿武隈川水系阿武隈川下流 右岸 5.4KP～37.1KP 区間で 15 箇所 

阿武隈川水系阿武隈川上流 左岸 8.3KP,10.7KP,97.6KP 

 

 多数の調査した箇所の中から代表的な以下の箇所を報告する。 

 

［報告箇所］阿武隈川下流左岸 5.0KP（宮城県岩沼市早股西） 

      阿武隈川下流右岸 5.4KP（宮城県亘理町逢隈牛袋） 

      阿武隈川下流右岸 13.2KP（宮城県亘理町逢隈小山） 

      阿武隈川下流右岸 13.3KP（宮城県亘理町逢隈小山） 

      阿武隈川下流左岸 18.0KP（宮城県角田市小坂上小坂） 

      阿武隈川下流右岸 30.0KP（宮城県角田市枝野上沼尻） 

      阿武隈川下流右岸 32.4KP（宮城県角田市枝野泉田） 

      阿武隈川下流左岸 36.6KP（宮城県丸森町舘矢間舘山長内） 

      阿武隈川下流左岸 37.0KP（宮城県丸森町舘矢間舘山長内） 

      阿武隈川上流左岸 10.7KP（福島県国見町大字徳江崖向） 

      阿武隈川上流支川荒川右岸 0.2KP（福島県福島市方木田） 

 

 

図-5.2.18.1 被災箇所（阿武隈川下流 ～13.3KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

下流左岸 5.0KP 

下流右岸 5.4KP 

下流右岸 13.2KP 

下流右岸 13.3KP 
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 阿武隈川下流左岸 5.0KP は、漏水が確認された箇所である。写真-5.2.18.1 及び写真

-5.2.18.2 に示すように法勾配も緩く天端幅も広い大きな堤防である。また、堤防の近く

には、畑地が多いが、家屋が点在している状況にあり、土地の起伏はあまりない。 

このような家屋の近傍で、写真-5.2.18.3 及び写真-5.2.18.4 に示す釜段が 2 箇所確認

できた。釜段の内部には若干の噴砂が見られた。釜段その 1 の周りには、釜段から流れ出

した水が流れた痕跡も確認できた。 

  

写真-5.2.18.1 阿武隈川下流左岸 5.0KP   写真-5.2.18.2 阿武隈川下流左岸 5.0KP 

天端から川表の状況            川裏側の状況 

  

写真-5.2.18.3 阿武隈川下流左岸 5.0KP  写真-5.2.18.4 阿武隈川下流左岸 5.0KP 

釜段その 1                釜段その 2 

 

阿武隈川下流右岸 5.4KP は、漏水が確認された箇所である。左岸 5.0KP と同じく大きな

堤防であるが、写真-5.2.18.5 及び写真-5.2.18.6 に示すように両法に小段が設けられてい

る。堤内地は水田として利用されており、起伏はあまりない。 

 堤防法尻に設置されていた月の輪工を写真-5.2.18.7 に示す。月の輪内部には、写真

-5.2.18.8 に示すように少量の噴砂が確認できた。噴砂頂部の穴はポールを刺したことに

よりできたものであると考えられる。周辺ではこれ以外に噴砂や水防活動の痕跡は確認で

きなかった。 

 阿武隈川下流右岸 13.2KP では、写真-5.2.18.9 に示すように法尻から 2m 程度高い位置

に陥没が発生し、法尻付近に砂が堆積していた。陥没は、写真-5.2.18.10 に示すように縦・

横 80 ㎝程度の大きさであった。陥没の深さは大きいところで約 30cm であった。陥没と噴

砂の間の地表面には砂が流れた跡はなく、堤体内部から土が吸い出され、陥没に至ったも

のと推測される。 
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写真-5.2.18.5 阿武隈川下流右岸 5.4KP  写真-5.2.18.6 阿武隈川下流右岸 5.4KP 

天端から川表の状況            川裏側の状況 

  

写真-5.2.18.7 阿武隈川下流右岸 5.4KP  写真-5.2.18.8 阿武隈川下流右岸 5.4KP 

月の輪工                 月の輪内部の噴砂 

  
写真-5.2.18.9 阿武隈川下流右岸 13.2KP  写真-5.2.18.10 阿武隈川下流右岸 13.2KP 

法面陥没と噴砂              陥没の状況 

 陥没箇所の壁面を観察したところ、細粒分を多く含む土であった。ところが、検土杖に

よる調査（写真-5.2.18.11）を実施したところ、写真-5.2.18.12 に示すように陥没箇所の

下には、30 ㎝程度の厚さの粗砂を含む土層が確認できた。この土は、法尻に堆積した砂と

類似していた。陥没箇所周辺でも同様の調査を実施したところ、深さ 10cm～20cm に粗砂を

多く含む土層が確認できたが、陥没箇所に比べると薄かった。堤体土内の局所的な土層構

成が本箇所の変状に影響した可能性が考えられる。 

 阿武隈川下流右岸 13.3KP に設置されていた延長約 8m の月の輪工を写真-5.2.18.13 に示

す。月の輪工内部には、僅かな噴砂が写真-5.2.18.14 に示すように確認できた。 
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写真-5.2.18.11 阿武隈川下流右岸 13.2KP  写真-5.2.18.12 阿武隈川下流右岸 13.2KP 

検土杖による調査             陥没直下の土 

  

写真-5.2.18.13 阿武隈川下流右岸 13.3KP  写真-5.2.18.14 阿武隈川下流右岸 13.3KP 

月の輪工                 月の輪内部の噴砂 

 

図-5.2.18.2 被災箇所（阿武隈川下流 18.0KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

下流左岸 18.0KP 
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写真-5.2.18.15 阿武隈川下流左岸 18.0KP  写真-5.2.18.16 阿武隈川下流左岸 18.0KP 

釜段設置状況（堤防上から堤内地を望む）          釜段内部の噴砂その 1 

  

写真-5.2.18.17 阿武隈川下流左岸 18.0KP  写真-5.2.18.18 阿武隈川下流左岸 18.0KP 

釜段設置状況その 2             釜段内部の噴砂その 3 

 

写真-5.2.18.19 阿武隈川下流左岸 18.0KP 

釜段設置状況その 4 

 

 阿武隈川下流左岸 18.0KP では、写真-5.2.18.15（撮影位置が堤防）～写真-5.2.18.19

に示すように法尻から離れたところに 4 つの釜段が設置されていた。釜段内部に複数の噴

砂孔を有するものが多く、大規模である。 

 漏水が確認された水田は、周辺の水田の高さと比較し、最も低い。 

 隣接する水田では、2017 年台風 21 号による洪水時に大規模な噴砂が生じた。この際は、

水田内で実施された調査孔の埋戻し不良が原因とされていた。 

 阿武隈川下流右岸 30.0KP では、写真-5.2.18.20 に示す月の輪工が 1 箇所確認された。

その内部には、写真-5.2.18.21 に示すように僅かな噴砂が確認できた。月の輪工が設置さ

れていた水田及び隣接する水田には、写真-5.2.18.22 に示すような数多くの小さな窪みが 
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図-5.2.18.3 被災箇所（阿武隈川下流 30.0KP～37.0KP） 

（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  
写真-5.2.18.20 阿武隈川下流右岸 30.0KP  写真-5.2.18.21 阿武隈川下流右岸 30.0KP 

月の輪設置状況               月の輪内の噴砂 

  
写真-5.2.18.22 阿武隈川下流右岸 30.0KP  写真-5.2.18.23 阿武隈川下流右岸 30.0KP 

堤内地水田面の列状窪み           窪み断面 

 

下流右岸 30.0KP 

下流右岸 32.4KP 

下流左岸 36.6KP 

下流左岸 37.0KP 

- 179 -



列状に存在していた。列状以外にも数多くの窪みが確認できた。この窪みを浅く切ってみ

たところ、写真-5.2.18.23 に示すように表面の白い細粒の堆積物は厚さ数 mm であり、と

ころどころで縦向きに同じ白色の筋を見ることができた。これらの窪みは、僅かに白色の

細粒分を含む水が至る所から噴出していた痕跡の可能性がある。 

  
写真-5.2.18.24 阿武隈川下流右岸 32.4KP  写真-5.2.18.25 阿武隈川下流右岸 32.4KP 

被災箇所全景                法面の陥没 

  
写真-5.2.18.26 阿武隈川下流右岸 32.4KP  写真-5.2.18.27 阿武隈川下流右岸 32.4KP 

被災箇所全景                法面の陥没 

 

 阿武隈川下流右岸 32.4KP では、写真-5.2.18.24 に示すように月の輪工と法面のブルー

シートが複数確認された。ブルーシートの下には、写真-5.2.18.25 に示すような大きな陥

没が確認された。また、月の輪の内部には、写真-5.2.18.26 に示すように大量の土砂で埋

まっていた。変状が軽微なところには、写真-5.2.18.27 に応急措置（この場合には、月の

輪工）が行われていなかった。このような応急措置の有無によらず、法面の陥没と法尻付

近の噴砂は全て対をなす形となっており、全部で 5 組が確認された。陥没と噴砂の間の法

面に侵食を示すような痕跡は確認できなかったことから、堤体内部の土が法尻付近から吸

い出され（噴出し）、陥没が生じたものと推測される。右岸 13.2KP の被災形態と同じであ

る。 

 調査後に管理者から入手した情報によると、月の輪工設置時にはこれほどの量の噴砂は

溜まっておらず、台風第 19 号より後の降雨によって、噴砂が溜まったとのことである。 
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写真-5.2.18.28 阿武隈川下流左岸 36.6KP  写真-5.2.18.29 阿武隈川下流左岸 36.6KP 

被災箇所全景               堤脚水路脇の空洞 

  
写真-5.2.18.30 阿武隈川下流左岸 36.6KP  写真-5.2.18.31 阿武隈川下流左岸 36.6KP 

月の輪工と堤脚水路            堤脚水路脇の空洞 

 

 阿武隈川下流左岸 36.6KP 付近の裏法尻には、写真-5.2.18.28 に示すように 1m を超える

から石積みの腰留め擁壁と堤脚水路が設けられていた。台風第 19 号の際にできたものか不

明であるが、水路周辺には写真-5.2.18.29 及び写真-5.2.18.31 に示すように縦方向や横方

向の空洞が確認できた。写真-5.2.18.30 に示すように擁壁～水路にかけて月の輪工が設置

されており、出水時には漏水が生じていたことが推測される。地元の方の話によると、昔

から漏水の多い地区で、平成 10 年ごろに遮水矢板を打設したとのことである。台風第 19

号でも堤体や基礎地盤からの漏水があったとのことである。なお、月の輪工下流の水路に

は水路がほとんど埋まるような状態で砂が堆積していた。これよりは規模は小さいが、周

辺の堤脚水路では複数箇所で砂の堆積が見られた。しかし、地元の方からは堤脚水路に地

区の水が集まり排水されるとの情報もあった。これらの堆積した砂が、地区の水に含まれ

ていた砂分が堆積したものであるか、堤体や基礎地盤から噴出したものであるかは不明で

ある。 

 なお、当該箇所は、阿武隈川の湾曲部を短絡するような旧河道の入口に位置している。 

 阿武隈川下流左岸 37.0KP では、写真-5.2.18.32 に示すように直径 2m の比較的大きな釜

段が確認できた。内部には写真-5.2.18.33 に示すように僅かな噴砂が確認できた。 
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写真-5.2.18.32 阿武隈川下流左岸 37.0KP  写真-5.2.18.33 阿武隈川下流左岸 37.0KP 

釜段                   釜段内部の噴砂 

 

図-5.2.18.4 被災箇所（阿武隈川上流左岸 10.7KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  
写真-5.2.18.34 阿武隈川上流左岸 10.7KP  写真-5.2.18.35 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

合流点裏法尻の全景           合流点直近の噴砂 

上流左岸 10.7KP 
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写真-5.2.18.36 阿武隈川上流左岸 10.7KP  写真-5.2.18.37 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

佐久間川法尻の噴砂           果樹園内の噴砂 

  
写真-5.2.18.38 阿武隈川上流左岸 10.7KP  写真-5.2.18.39 阿武隈川上流左岸 10.7KP 

釜段                   釜段下流側の噴砂 

 

 阿武隈川上流右岸 10.7KP 付近の佐久間川との合流点直上流において、多数の噴砂が確認

された。写真-5.2.18.34 は、阿武隈川の堤防上から佐久間川右岸堤防を佐久間川上流に向

かって撮影したものである。ブルーシートがかかっている範囲では、法すべりが生じてい

た。 

 写真-5.2.18.35 に示すように合流点直近に大きなものだけで 10 箇所以上の噴砂が確認

できた。木の下にも多数の噴砂が見られた。 

佐久間川右岸堤防の法尻に、写真-5.2.18.36 に示す大きな噴砂が 2 箇所確認された。堤

内地の果樹園内にも、写真-5.2.18.37 に示すように小規模な噴砂が多数確認できた。 

釜段が 1 箇所設置されており（写真-5.2.18.38）、この位置が阿武隈川本川ではほぼ上

流端に位置している。写真-5.2.18.35 の噴砂群と釜段の間にも、写真-5.2.18.39 に示すよ

うに多数の噴砂が確認できた。 

阿武隈川支川荒川右岸 0.2KP では、写真-5.2.18.40 に示すように、川裏腰留め擁壁に平

行に土のうが積まれていた。写真-5.2.18.41 に示すように擁壁の足元が露出していること

から、洪水時に足元から漏水があったことが推測される。  
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図-5.2.18.5 被災箇所（荒川右岸 0.2KP）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

  
写真-5.2.18.40 荒川右岸 0.2KP      写真-5.2.18.41 荒川右岸 0.2KP 

川裏腰留め擁壁              腰留め擁壁の損傷 

  

 

荒川右岸 0.2KP 
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5.2.19 阿武隈川水系高倉川、半田川、谷田川 

 

［調査日］令和元年 12 月 25 日 

［調査区間］阿武隈川水系高倉川（宮城県角田市江尻木所前） 

阿武隈川水系半田川（宮城県角田市藤田） 

    （以上、宮城県管理区間） 

阿武隈川水系谷田川（福島県郡山市上行合） 

    （以上、福島県管理区間） 

 

図-5.2.19.1 被災箇所（高倉川左岸）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

  

写真-5.2.19.1 高倉川左岸決壊箇所   写真-5.2.19.2 高倉川に設置された水門  

      

 高倉川左岸（角田市江尻木所前）では、写真-5.2.19.1 に示すように決壊し、仮締切が

完了している状況であった。決壊箇所のすぐ下流には 2 連の水路トンネルがあり、その後

阿武隈川に合流する。水路トンネルの下流側には樋門があり、下流側の水位が高い場合に

は樋門を閉鎖し、背水の影響を受けない区間となっている。なお、自己流は、写真-5.2.19.2

の決壊箇所の上流に位置する水門から別の河川に排水され、さらには排水機場によって阿

武隈川に排水される。 

高倉川左岸 

高倉川 
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写真-5.2.19.3 高倉川左岸護岸と落堀     写真-5.2.19.4 高倉川左岸 

護岸の基礎地盤  

  

写真-5.2.19.5 高倉川左岸堤体土質      写真-5.2.19.6 高倉川左岸 

決壊によって堤内地に運ばれた土砂 

  

写真-5.2.19.7 高倉川左岸      写真-5.2.19.8 半田川左岸決壊箇所 

決壊箇所下流堤防の法肩の侵食痕 

 

 本決壊箇所の特徴は、写真-5.2.19.3 に示すように落堀が局所的に形成されていた点で

ある。元々堤防があった範囲のみが掘られており、調査時は水が溜まっていた。落堀の内

側の数箇所で土層検査棒を貫入してみたところ、自然地盤と考えられる粘性土層が広く分

布していることが分かった。護岸付近の基礎地盤を観察したところ、部分的に砂礫や石も

分布していたが、主には有機質粘性土で構成されており、写真-5.2.19.4 に示すように有

機質粘性土の層は切り立った状態で残っていた。 

半田川 
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 一方で、堤防断面を確認すると場所によっては、写真-5.2.19.5 に示すような礫を多く

含む土や大きな石が分布するところもあった。また、決壊によって堤内地に運ばれた土砂

を調べたところ、写真-5.2.19.6 に示すように砂礫が相当量堆積している状況が確認でき

た。 

 調査時には、天端から 1m 程度下がった位置に幾つかのごみの付着が確認できたものの、

決壊から 2 か月以上経過していたため、洪水時の最高水位を示すものか定かではない。ま

た、決壊箇所下流の堤防の裏法肩には、写真-5.2.19.7 に示す侵食の痕跡が残っていたが、

この原因も不明である。 

 半田川左岸（角田市藤田）では、写真-5.2.19.8 に示すように決壊箇所の仮締切が行わ

れていた。決壊箇所の直下流の法面に越流によって侵食された痕跡が確認された。 

 

 

図-5.2.19.2 被災箇所（半田川左岸）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

 

図-5.2.19.3 被災箇所（谷田川左岸）（背景地図出典：国土地理院電子国土 Web） 

半田川左岸 

谷田川左岸 
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写真-5.2.19.9 谷田川左岸川裏復旧状況  写真-5.2.19.10 谷田川左岸 川表復旧状況 

  

写真-5.2.19.11 谷田川左岸        写真-5.2.19.12 谷田川左岸 

決壊箇所上流側裏法            決壊箇所上流側天端 

 

写真-5.2.19.13 谷田川左岸 

決壊箇所上流側裏法越水痕 

 

 谷田川左岸では、写真-5.2.19.9 及び写真-5.2.19.10 に示すように決壊箇所の仮締切（連

節ブロックによる護岸）が行われていた。決壊箇所の上流側には写真-5.2.19.11 に示すよ

うにブルーシートで覆われた被災箇所が断続的に存在した。これらの箇所を天端から確認

すると、写真-5.2.19.12 に示すような状況となっており、越水により侵食された痕跡であ

ると推測される。堤体土が侵食されていない場所においても、写真-5.2.19.13 に示すよう

に植物が法下方に倒伏している状況が確認でき、越水が生じていたことが推測される。 
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６．土砂災害 

 

 

6.1 概 要 

 令和元年台風第15号により土砂災害は77件生じたが、土砂災害による人的被害は発生し

ていない。６章では、甚大な土砂災害が発生した、令和元年台風第19号等による土砂災害

について記述する。 

 

6.1.1 令和元年台風第19号による土砂災害の概要 

 台風第19号は、発生後まもなく急速に発達、非常に強い勢力を維持し、10月12日19時前

に大型かつ強い勢力で伊豆半島に上陸した。12時間降水量については東日本を中心に120

地点で観測史上1位を記録する大雨となった。 

 台風第19号に伴う土砂災害は、図-6.1.1、表-6.1.1に示すとおり東日本を中心に20都県

に及び、このうち8県において40件以上の土砂災害が発生しており、被害が広域にわたり

同時多発的に起こった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.1 台風第 19 号による都道府県別の土砂災害発生件数 1) 

 

 この台風により952件（令和元年12月24日時点の集計）の土砂災害が発生した。年間の

土砂災害の発生件数は、昨年までの10年間の平均が約1,400件であるので、ひとつの台風

で年平均発生件数の約7割に及んだことになる。一つの事象としては、平成30年7月西日本

都道府県別土砂災害発生件数 

宮城県  254 件 
福島県  144 件 
岩手県  98 件 
神奈川県 94 件 
群馬県    87 件 
長野県  61 件 
新潟県  45 件 
静岡県  44 件 
栃木県  36 件 
埼玉県    28 件 

東京都  23 件 
茨城県  15 件 
山梨県  13 件 

山形県   3 件 
千葉県   2 件 
青森県   1 件 
秋田県   1 件 
石川県   1 件 
三重県   1 件 
和歌山県  1 件 

凡例 
発生件数 

50～ 

１～ 
0 

30～ 

台風第 19 号による 
土砂災害発生件数 1) 

９５２件 

土石流等 ：  ４０７件 
地すべり ：   ４４件 
がけ崩れ ： ５０１件 

【土砂災害による被害状況】  

 人的被害：死   者 １６名  

      行方不明者  １名  

      負 傷 者 １０名  

 人家被害：全   壊 ５５戸  

      半   壊 ６０戸  

       一部損壊 ２６８戸  
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豪雨により2,581件の土砂災害が発生しているが、台風第19号による土砂災害は、台風に

伴うものとしては、記録が残る昭和57年以降で最多の発生件数となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、この台風では、平成30年7月西日本豪雨の被災地である広島県や平成29年九州北

部豪雨の被災地である福岡県等と同様に、宮城県丸森町、福島県浜通り北部等において土

砂・洪水氾濫により甚大な被害が発生しているのも大きな特徴である。水が引いた後も、

土砂等が地域に広く堆積し、緊急的な対策を行う上で大きな障害となった。丸森町の災害

の詳細については後述する。 

 

  

表-6.1.1 過去 10 年間の主な風水害における土砂災害発生件数 

全数 40件以上発生

平成21年 中国・九州北部豪雨 492 25 2

平成21年 台風第9号 145 15 1

平成23年 台風第12号 208 20 1

平成23年 台風第15号 198 29 1

平成24年 九州北部豪雨 268 17 2

平成26年 8月豪雨 637 29 5

平成27年 台風第18号 177 18 1

平成28年 台風第16号 233 24 2

平成29年 九州北部豪雨 316 17 2

平成29年 台風第21号 373 33 2

平成30年 西日本豪雨 2,581 32 8

平成30年 台風第24号 175 25 1

令和元年 6月下旬からの大雨 221 16 1

令和元年 8月の前線に伴う大雨 171 15 2

令和元年 台風第19号 952 20 8

発生年 災害名
土砂災害
発生件数

土砂災害が発生した都道府県数
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6.1.2 土砂災害の専門家の派遣 

 国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部と国立研究開発法人土木研究所土砂

管理研究グループは連携して、甚大な土砂災害が発生した5箇所に対し、土砂災害の専門

家として図-6.1.2に示すとおり職員をのべ31人日（国総研22人日、土研9人日）派遣した。

この中で最も重点的に派遣したのは、後述する宮城県丸森町での土砂災害である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.2 台風第19号とその後に発生した低気圧に伴う大雨に

よる土砂災害に対する国総研・土研職員の派遣状況 

 

 図-6.1.2 の各災害箇所における派遣専門家等の活動の様子を写真-6.1.1～写真-6.1.7

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣日：10 月 31 日  
    千葉県からの要請 
派遣先：千葉県千葉市・市原市 
派遣目的：発生メカニズムの調査等 
派遣者：土砂災害研究室長他 
    （のべ 3 人・日） 

10 月 25 日 千葉市・市原市 斜面崩壊 

10 月 12 日 相模原市 斜面崩壊 

派遣日：10 月 28 日 自主調査 
調査先：神奈川県相模原市緑区牧野 
調査目的：土砂崩れ調査 
調査者：土砂災害研究室長 
    （のべ 1 人・日） 

10 月 12 日 富岡市 斜面崩壊 

派遣日：10 月 15 日 
    群馬県からの要請 
派遣先：群馬県富岡市内匠 
派遣目的：土砂崩れに対する対応に 
     ついての助言 
派遣者：砂防研究室長他 
    （のべ 2 人・日） 

10 月 12 日 嬬恋村 土砂・洪水氾濫 

派遣日：10 月 21～22 日（2 日間） 
    関東地整からの要請 
派遣先：群馬県嬬恋村 
    （利根川水系吾妻川） 
派遣目的：緊急対策に向けての助言 
派遣者：火山・土石流チーム上席研 
    究員他（のべ 6 人・日） 

派遣日：11 月 5～8 日（4 日間） 
    東北地整からの要請 
派遣先：宮城県仙台市（地整本局） 
派遣目的：緊急対策に向けての助言 
派遣者：砂防研究室 主任研究官 
    （のべ 4 人・日） 

派遣日：10 月 17～22 日（6 日間） 
    宮城県からの要請 
派遣先：宮城県丸森町 
    （阿武隈川水系内川等） 
派遣目的：メカニズムの解明・二 
   次災害防止に向けての助言 
派遣者：深層崩壊対策研究官他 
    （のべ 15 人・日） 

※合わせて、東北地整の要請によ
り、福島県、岩手県のヘリ調査
を実施 

10 月 13 日 丸森町 土砂・洪水氾濫 
TEC-FORCE（高度技術指導班） 

個別要請 

自主調査 

写真-6.1.1 富岡市長へ調査結果説明 

10 月 15 日撮影 

10 月 15 日撮影 

写真-6.1.2 記者会見（群馬県富岡市） 
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写真-6.1.5 現地調査（群馬県嬬恋村_利根川水系吾妻川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6.1.6 現地調査（神奈川県相模原市緑区牧野） 

10 月 28 日撮影 

写真-6.1.3 丸森町長へ調査結果説明 

10 月 18 日撮影 10 月 18 日撮影 

写真-6.1.4 取材対応（宮城県丸森町） 

10 月 22 日撮影 10 月 22 日撮影 
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写真-6.1.7 現地調査と取材対応（千葉県千葉市・市原市） 

 

 

10 月 31 日撮影 10 月 31 日撮影 
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6.2 土砂災害のソフト対策に関連した調査 

6.2.1 土砂災害警戒区域等関連調査 

 台風第 19 号関連では土石流 407 件、地すべり 44 件、がけ崩れ 501 件、土砂災害合計 952

件(国土交通省砂防部、2019 年 12 月 24 日時点)と多数の災害が発生した 1)。東日本を中心

に強雨域となった地域においては、中、下流域で土砂・洪水氾濫が見られた一方、河川から

距離のある台地周辺部を中心に、斜面としてはそれほど急峻ではない箇所で災害があった。

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の調査基準、指定基準を満たさず、指定対象外

と分類されてきた斜面においても災害が見られた。台風第 19 号等による人家被害箇所につ

いて、法指定と災害発生との対応関係を図-6.2.1に示す(国土交通省砂防部提供)。 

 未調査、未指定は、箇所としての「見逃し」に相当することから、災害対策の研究上、改

善が求められる。そこで、国土交通省砂防部と調整の上、抽出箇所において現地調査を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.2.1 土砂法指定と災害発生との対応関係(台風第 19 号等※３、人家被害箇所) 

   ※３  2019 年台風第 21 号から変わった低気圧による災害を含む。 
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(1) 神奈川県相模原市緑区の災害 

 神奈川県相模原市緑区牧野で発生した 2 件の災害のうち、土砂災害警戒区域等の未指定

地である地番「5339-1」の災害について記述する。 

1) 発生日 

 2019 年 10 月 12 日(16 時半頃) 

2) 調査日 

 2019 年 10 月 28 日 

3) 概要 

 地番「5339-1」の災害は、行方不明者 2名、区域未指定の大規模崩壊現場である。上部民

有杉造林地が 大で 4m、平均で 3m 深、長さも幅も 70m 程度で流動し、中下段まで一様に続

く緩かな果樹園で停止できずに流動し住宅を巻き込んだもの。保安林は未指定。地権者は被

災者を含む可能性含めて調査継続中であった。果樹園は農業振興指定がなされていた。上部

の斜度は 30 度あるものの、住家までは 50m 以上あるため警戒区域指定は該当していなかっ

たもの(写真-6.2.1)。 

4) 分析 

 相模ダム建設、相模湖創出に伴い元の山林や付け替え、拡幅された道路沿いに移転した比

較的新しい住宅に土砂流入があった。南及び南西向き山林斜面。地番「5339-1」は集水の良

い長年の杉人工林、地番「5519-4」は雑木林であり、いずれも尾根直下で谷地形ではなく、

大量の地下水は認められなかった。但し、基岩は凝灰角礫岩で透水性は相対的に低かった。

このことから、崩壊は地下水よりは多量の降雨により、増大した自重でローム主体の表層土

層が崩落したと見られ、表層崩壊に分類される。急傾斜に相当する山腹斜面崩壊であるが、

森林土壌が 大 4メートルと極めて大きく、記録的な総雨量により含水量が増大し、流動化

したものと考えられる。法尻、斜面下が長大(緩)斜面で崩壊土砂が停止せずに被害をもたら

していた。極端に大きい土層厚、降雨量、長大な下部斜面の 3条件が複合して発生した特異

的なものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
写真-6.2.1 相模原市緑区牧野の崩壊現場 
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(2) 千葉県千葉市及び市原市の災害 

 緑区誉田町、板倉町、市原市郡本の 3箇所あり、いずれも未指定。 

1) 発生日 

2019 年 10 月 25 日* 

*台風第 19 号通過後 13 日が経過。温帯低気圧化した台風第 21 号の影響で発生したもの。 

2) 調査年月日：2019 年 10 月 31 日 

3) 箇所別概要 

 千葉市緑区誉田町については、高さ約 11m の急傾斜地における崩壊であった。崩壊斜面の

両端で傾斜度を計測したところ、南端 A地点において 30.3°、北端 B地点において 31.7°

であった。崩壊深は浅く、崩壊土量も少ないと思われる。崩土によって斜面下部の人家が甚

だしく全壊し、崩土が斜面下部の道路まで到達していた。崩土は高い流動性を有していた

(写真-6.2.2)。 

 千葉市緑区板倉町については、高さ 10ｍ程度の急傾斜地が崩壊し、家屋が全壊していた。

崩壊斜面の植生は竹林であり、立ち木のまま厚さ 1m 程度の表層が円弧状に滑動した様子で

あった。その背後には高さ 4m 程度の滑落崖が現れ、軟質な堆積岩が確認できるほど深かっ

た(写真-6.2.3)。 

 市原市郡本については、高さ 10ｍ弱の急傾斜地が崩壊し、家屋にもたれるように堆積し

ていた。崩土の流動性は低かった。但し、部分的に含水量が大きく緩く堆積する場所があっ

た(写真-6.2.4)。 

4) 分析 

 海成の粘性土互層土を基盤とし、その上部に厚さ 2m 前後の関東ロームが成層するほぼ一

様な土質特性を有する斜面であった。崩土の状況は豪雨から 6 日程度経過した調査時点に

おいても含水量が多く、透水性が低い土質特性を有する粘性土主体であった。10 月 25 日の

180～200 ㎜程度の豪雨の影響だけではなく、台風第 19 号による豪雨など 10 月の間に 450

㎜程度の降水量が観測されている。発生箇所・地域としては記録的な多量の降雨があったこ

とと、粘性土の土質特性が降雨の影響を長期化させたことが今回の崩壊を引き起こした要

因であると考えられた。 
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写真-6.2.3 千葉市板倉町の崩壊現場 

 
写真-6.2.4 市原市郡本の崩壊現場 

 
写真-6.2.2 千葉市誉田町の崩壊現場 
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6.2.2 リアルタイム情報に関連した調査 

 土砂災害からの警戒避難を支援するため、東日本を中心に全国各地で土砂災害警戒情報

(以下、「警戒情報」と略す。)が発表された(図-6.2.2)。発表単位である市町村単位での的

中率、捕捉率はそれぞれ約 33%、約 93%であり、全体では表-6.2.1の通りとなった。警戒情

報は長期降雨指標(土壌雨量指数)と短期降雨指標(60 分間降雨量)に基づいて運用されてい

る 2)。各指標の 大値と災害の発生状況の関係を、警戒情報の発表区域と合わせて示すと図

-6.2.3(長期降雨指標)と図-6.2.4(短期降雨指標)の通りである。台風第 19 号は本土接近前

に前線帯を刺激して降水をもたらしたため、長期降雨指標は広範囲で大きくなった。長期降

雨指標により見逃しは防がれている。他方で、災害の発生との適合性は短期降雨指標の方が

高くなっており、60 分間降雨量に着目すれば空振りは減らせる状況であった。予測可能性

の観点からは、先行降雨を含む長期降雨指標の方が過去の実績降雨の寄与度が大きいため

安定しており、予測性は高く、更新間隔の短い 60 分間降雨による短期降雨指標の方が予測

性は低い。台風性の降雨であっても、実際の強雨域を時間と場所を特定した量的予報には依

然として課題がある。土砂災害警戒情報は 2時間先の予測値に基づいて発表されている。事

前避難のためには、降水短時間予報等、実況と直前予測となるナウキャストの改善が不可欠

と言える。 

 警戒情報を補足する情報のプロトタイプとして国総研土砂災害研究部では水管理・国土

保全局砂防部と共同で「土砂災害危険度評価システム(以下、評価システム)」を運用してい

る 3)。評価システムでは、線状降水帯等の強雨停滞(予測)域を抽出して表現している。降雨

量が多く、土砂の崩壊・流動の多発した秩父山地東縁、及び阿武隈山地の 2地域における台

風第 19 号時の評価システムの画像の例を示す(図-6.2.5、図-6.2.6)。台風の移動が速かっ

たため、災害発生分布と強雨停滞域との対応は十分とは言えず、今後の改良が必要である。

過去の強雨停滞域を統計的に抽出し、地形特性から強雨停滞域の発生危険性を表現したマ

ップ上に主要な災害箇所を重ねて表示したものは図-6.2.7 のようになった。評価システム

で検出する対象は台風ではなく前線性豪雨が中心であるため、マップの適用性は十全では

ないものの、今回の台風でも過去に強雨停滞域があった地域上ないし近接地域で強雨とな

っていたことが分かる。地形による降雨増幅に着目した図-6.2.7 は降雨特性から見たハザ

ードマップとして防災上の参考資料として一定の有用性を持つ可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 200 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.2.2 土砂災害警戒情報の発表状況(2019 年台風第 19 号) 

 

図-6.2.3 降雨指標の 大値と災害の発生状況の関係(長期降雨指標) 

（提供 土砂災害発生箇所：国土交通省砂防部、土壌雨量指数：気象庁） 
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図-6.2.4 降雨指標の 大値と災害の発生状況の関係(短期降雨指標) 

（提供 土砂災害発生箇所：国土交通省砂防部、 大 60 分雨量：気象庁） 

表-6.2.1 土砂災害警戒情報の運用成績(2019 年台風第 19 号) 

種別 
市町村数 

箇所数 

発表市町村数 450 

災害発生市町村数 148 

見逃し市町村数 12 

災害箇所数 776 

警戒情報による捕捉災害数 762 

警戒情報で見逃した箇所数 14 

 

種別 
的中率 

捕捉率 

市町村単位 
的中率 32.9% 

捕捉率 92.5% 

災害箇所単位 
的中率 ― 

捕捉率 98.2% 

地すべり災害（44 箇所）を除く土砂災害箇所(776 箇所)対象。 
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図-6.2.5 土砂災害危険度評価システムの画像例 

(台風第 19 号、10/12/2019 10:00 秩父山地東縁) 

 
図-6.2.6 土砂災害危険度評価システムの画像例 

(台風第 19 号、10/12/2019 15:55 阿武隈山地) 

- 203 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.2.7 強雨停滞域*と主要災害発生箇所(2019 年台風第 19 号) 

   *土砂災害危険度評価システムで解析した発生履歴頻度

(2007～2018 年実績による) 
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6.3 阿武隈川水系内川流域（宮城県伊具郡丸森町）で発生した土砂災害 

 令和元年台風第19号に伴う豪雨によって、阿武隈川水系内川流域を含む宮城県南部から

福島県北東部にかけて強い雨が降り、多数の斜面崩壊、土石流が発生した。特に内川流域

では、土砂・洪水氾濫が発生し（写真-6.3.1）、下流の阿武隈川と合流する平地において、

土砂・流木等が堆積して被害をもたらした。 

 国土技術政策総合研究所土砂災害研究部と土木研究所土砂管理研究グループでは、発災

直後より職員を派遣して調査を行うとともに、その後も引き続き調査を行ってきた。本節

では、これまでに実施してきた調査によって中間的にとりまとめた結果を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6.3.1 五福谷川での土砂・洪水氾濫の発生状況（2019年10月17日撮影） 

 

6.3.1 被害の概要 

 丸森町内では、洪水や土砂災害のために死者・行方不明者11名、人家被害850件という

甚大な被害にあった（令和元年11月末時点、丸森町調べ）。特に、内川における氾濫が被

害を大きくしていて、町役場も浸水被害にあった。土砂災害としては、143箇所で発生の

報告があり（令和２年２月中旬時点 国土交通省調べ）、令和元年台風第19号に伴う土砂

災害では、全国で最も発生件数が多い自治体である。同町としては、昭和61年以来の死者

を伴う風水害であり、土砂災害としても、平成19年以来の発生事例であった。 

 

6.3.2 降雨の概要 

 このような被害が生じた要因として、総雨量607.5mm、最大60分間雨量80.5mm（10月12

日19：30～20：30）の雨が降った（AMeDAS 筆甫）ことがあげられる（図-6.3.1）。特に、

同観測所の日降水量（558mm（10月12日））は、観測所の既往最大値（日降水量：359mm

（1989年8月6日））をはるかに超えた異常な降雨であった。 

 また、気象庁のレーダー解析雨量による最大の1時間、6時間、12時間、24時間雨量の分

布を、後述する国土地理院による斜面崩壊・堆積範囲の分布と重ね合わせたものを図-

6.3.2に示す。雨量の多い範囲は、およそ10km程度の幅をもって、内川流域の中・下流域
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を北西から南東に横切るように分布している。しかし、この強雨域の外側についても、こ

の地域としては既往最大に近い、日雨量で200mm以上の雨が降っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.3.1 令和元年台風第19号に伴う被災地周辺の降雨量 

 

 
図-6.3.2 令和元年台風第19号に伴う被災地周辺の降雨分布
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6.3.3 地形・地質の概要 

 令和元年台風第19号に伴う豪雨で

土砂災害が集中的に発生した宮城県

伊具郡丸森町（図-6.3.3に赤線で示

す）は、阿武隈高地の北端付近に位

置し、町域の北部を横断するように

阿武隈川が南西から北東方向に向か

って流下している。北部を除くと、

ほぼ山地で占められている。町役場

は、阿武隈川へ内川が合流する箇所

に形成された平地部に位置している

（図-6.3.3）。 

 内川は、最高標高692m（海抜）、

流域面積105.91km2の流域である。

上流域では北東方向に緩やかな勾配

（2°未満）で流下し、中流部から

平野部に至るまでやや勾配が急（2

～4°程度）になり北流して阿武隈

川に合流する（図-6.3.5）。主な支

川は、新川（14.79km2）五福谷川

（26.08km2）等であり、いずれも、

内川の上流部とほぼ並行して南西か

ら北東方向に流下してそれぞれ内川

に合流する（図-6.3.3）。 

 丸森町は、中央部と東縁部にそれ

ぞれ畑川破砕帯と双葉断層帯の2つ

の断層帯が走っており（図-6.3.3）、

図-6.3.6に示す土砂災害が集中して

発生したエリアは、畑川破砕帯の北

端にあたる花崗岩・花崗閃緑岩の分

布するあたりに分布している（図-

6.3.4）。また、内川・五福谷川・

阿武隈川では一部流路が直線状にな

ったのちにほぼ直角に流れが変更と

なっている箇所がいくつか見受けら

れることから、断層運動によって、

流路変更が発生して現地形が形成さ

れたことがうかがえる。 

 

 

 

 

図-6.3.3 地形条件 
（国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）より 

引用・加筆） 

 

図-6.3.4 地質条件 

（日本シームレス地質図 V2 ( GSJ, AIST )） 
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図-6.3.5 内川とその支川の河床縦断勾配 

 

6.3.4 土砂移動現象の実態 

(1) 斜面崩壊・土石流の実態 

1) 斜面崩壊・土石流の分布と全般的な特徴 

 図-6.3.6に、国土地理院による斜面崩壊・堆積範囲の判読結果等を示す4)。これは、10

月20日および21日に撮影された空中写真を用いて、宮城県南部から福島県北東部にかけて

のおよそ東西20km南北30km程度の範囲について判読して作成された。これらは、斜面崩壊

の発生域だけでなく、その堆積域、また、土石流として流下・堆積した範囲も含めて判読

されている。この分布図から、判読範囲の北西の隅角にあたる阿武隈川の左岸側から南東

の隅角にあたる福島県北東部にかけて、帯状に斜面崩壊等の土砂移動現象の発生域が分布

していることが分かる。 
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図-6.3.6 内川流域における斜面崩壊・土石流、土砂・洪水氾濫の発生状況 

 

 図-6.3.2に示した斜面崩壊・土石流の分布と最大雨量分布の図から、短時間の最大雨量、

長時間の最大雨量の分布ともそれほど大きな違いは無く、土砂移動現象が集中して発生し

ている範囲の南西側の境界は、この図において暗色で表示される雨量が特に多い領域の境

界によって画されていると言える。一方、土砂移動現象が集中している範囲の北東側は、

台風による雨量が特に多かった領域であるにもかかわらず、地形的に平坦であるため斜面

崩壊が集中して発生していない。 

 国土地理院により「斜面崩壊・堆積範囲」と判読されたのは847箇所である。そのうち

490箇所が内川流域内にあり、雨量が特に多い領域と重なる中流部に特に集中している。

内川流域は、内川本川に西側から五福谷川、新川の2支川が合流する流域であるが、土砂

移動現象の発生した箇所数は、内川本川、五福谷川、新川の順に多い。しかし、「斜面崩

壊・堆積範囲」の面積で見ると、五福谷川が最も多く、その面積が流域面積に占める割合

で見ると、他の流域よりも2倍以上大きい。五福谷川の流域に最も斜面崩壊や土石流の発

生が集中していることがわかる。 

 

 

 

 

 

背景は国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用 
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2) 斜面崩壊・土石流の特徴 

 内川流域及びその周辺で発生している斜面崩壊の中には、斜面の深い層から崩れる大規

模な崩壊は見られず、ほぼすべてが表層崩壊であると見られる。現地で調査した斜面崩壊

の一例を写真-6.3.2に示す。この崩壊地は、五福谷川下流域の右岸側の斜面で発生してい

た幅約20m高さ約6mの崩壊である。花崗閃緑岩が風化しマサ状になっており、表層の腐植

土層とその下のマサの一部が崩れ落ちている。崩壊の深さはほぼ一様な表層崩壊である。

崩壊した土砂は脚部に薄く堆積していた。 

 

写真-6.3.2 小規模な斜面崩壊の発生状況 

（左：全景、右：近接写真、10月18日撮影） 

 

  

写真-6.3.3 斜面崩壊、土石流が集中的に発生している様子 

（左：廻倉地区、右：五福谷川上流域、10月20日撮影） 

 

 また、写真-6.3.3に示すとおり、樹枝状に多数の崩壊が発生して、谷筋をさらに侵食し

て土石流となって流下している状況も見られた。特に、内川流域の西側に隣接する斜面

（阿武隈川の右岸側斜面にあたる）では、多数の斜面崩壊、土石流が発生していた。この

エリアに含まれる廻倉地区では、土石流が集落を直撃し、死者・行方不明者4人という被

害が生じている。 

 廻倉地区で発生した土石流は、比較的谷地形が不明瞭な箇所で発生していることが特徴

である。図-6.3.7の左図に、国土地理院による「令和元年台風19号に伴う斜面崩壊・堆積
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分布図」4)の当地区近傍を拡大した図を示す。ここでは、「斜面崩壊・堆積範囲」を示す

ポリゴンは、土石流の発生、流下、堆積域を示している。ポリゴンの上流端の位置を見る

と、背景に使われている10m間隔の等高線においては、多くの箇所で、谷地形を表す等高

線の凹みが明瞭ではないことがわかる。 

 しかし、図-6.3.7の右図に示す通り、詳細な地形データで評価すると、10m間隔の等高

線では現れなかった微妙な起伏が土石流の発生、流下域と整合を見せることがわかる。こ

の図は、基盤地図情報数値標高モデル（5mメッシュ）を用いて、ArcGISの水文解析ツール

で算出できる累積流量（当該メッシュの集水域とみなせるメッシュ数を表したもの）値を

算出し、50メッシュ以上を表示した図である。すなわち、着色されているメッシュは、こ

れより上流に少なくとも約1250m2の集水域を有することを示すとともに、それがつながっ

た線分は、仮にこの地形上に地表流が流れるとした場合の流水線を表している。 

通常、土石流は、前述の通り、10m間隔の等高線の凹みとして明瞭に表れるような谷地

形を呈する斜面で発生・流下する。これは、豪雨によってこれまでも地形的に雨水が集中

して、時に土石流が発生する等、侵食が繰り返され谷地形を呈するようになってきたこと

を意味している。一方で、この地区で発生した土石流は、上述の通り、確かに雨水が集中

しやすい微妙な起伏に伴う集水地形を呈する斜面から発生しているが、まだそれらの斜面

は10m間隔の等高線の凹みとして明瞭に表れるような谷地形を呈するに至っていなかった。

これまで、この地方で降る程度の降雨であれば、今回土石流が発生した斜面では、地形的

に土石流が発生するほどには雨水が集中し得なかったものと考えられるが、今回の土石流

は、豪雨が記録的であったために土石流が発生するほどに雨水が集中した結果、まだ明瞭

な谷地形を呈さない地形条件にもかかわらず発生したものとも考えられる。 

ただし、この斜面は、2002年に森林火災で焼けた後に植林されたと推定されている等、

土石流の発生には、様々な要因が関係しているものと考えられ、さらに今後調査が必要で

ある5)。 

 

 

図-6.3.7 廻倉地区における「斜面崩壊・堆積範囲」（左図）と

ArcGIS による累積流量図（右図） 

 

ArcGIS 累積流量値 

斜 面 崩 壊 ・堆 積 範 囲  

（国 土 地 理 院 判 読 ） 
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(2) 土砂・洪水氾濫の実態 

 内川流域では、内川本川に加え、五福谷川、新川の２支川においても土砂・洪水氾濫が

発生していた（図-6.3.6）。３川の谷出口の平地部では、いずれも上流の山地から流出し

た土砂の堆積によって河床が大きく上昇している状況が確認され、多くの家屋被害が生じ

ていた。土砂・洪水氾濫範囲において、家屋被害が多く分布する範囲の勾配は概ね1/150

～1/100であった。 

 氾濫範囲で採取した表層の土砂の粒径は、砂成分が支配的である（表-6.3.1、写真-

6.3.4）。各河川の氾濫開始点付近では、シルト・粘土成分が含まれておらず、ほとんど

すべてが砂粒径となっており、氾濫範囲のより下流部で採取したサンプルでは、礫成分が

ほとんど無く、シルト・粘土成分の割合が増えている。 

 

表-6.3.1 土砂・洪水氾濫による堆積物の粒度組成 

採取地点 礫成分 砂成分 シルト・粘⼟成分 
内川-1 10% 90% 1％未満 
内川-2 - 80% 20% 

五福⾕川-1 19% 80% 1％未満 
五福⾕川-2 - 85% 15% 

新川-1 10% 90% 1％未満 
新川-2 10％ 90% 1％未満 

 

写真-6.3.4 土砂採取地点の状況（土砂採取地点は、図-6.3.6に示す） 

（上段：氾濫開始点周辺、下段：氾濫範囲下流部） 

 

 以下、10月18日に五福谷川、10月21日に内川、新川を対象に現地調査した結果を示す。 
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1) 五福谷川 

 山地河道区間から平野部に流入する箇所には床固工があり、流れは水通しだけでなく、

両袖部を含めた全断面で流れが越流していた。この下流から堆積区間が始まる。700mほど

続く谷底平野の区間の河床が上昇し、平地部に出ると、元の河道の右岸側方向に、県道45

号を越えて土砂の堆積範囲が広がり、氾濫している様子がわかる（写真-6.3.1）。堆積し

た土砂は、大きな礫は少なく、砂を主体とする花崗閃緑岩由来の土砂と考えられる。流木

の流出も見られた（写真-6.3.5）。五福谷川の氾濫開始点付近の河道の流下痕跡から推定

されたピーク流量は約400m3/sであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 五福谷川の中流部では、露岩していない区間はほとんどが渓岸侵食、渓岸崩壊を起こし

ている（写真-6.3.6）。薄平地区（内川合流点から約3km地点）では河道がほぼ土砂で埋

塞しており、土砂・洪水氾濫が発生したと考えられる。また、集落の左岸側の背後斜面か

ら土石流が発生しており、それによっても被害が生じていた（写真-6.3.7）。 

 

写真-6.3.6 五福谷川中流部における土砂・洪水氾濫と土石流

により被災した薄平地区の状況（10月17日撮影） 

 

写真-6.3.5 五福谷川における土砂洪水氾濫による被害の状況 

（左：河床上昇の状況、右：流木の流出状況、10月18日撮影） 
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写真-6.3.7 中流部における土砂・洪水氾濫による被害の状況 

（左：土砂・洪水氾濫被害、右：土石流による被害、10月17日撮影） 

 

2) 内川 

 山地河道から平野部に流入する箇所には上滝砂防堰堤があり、堆積敷に土砂・流木の堆

積が見られた。しかし、そのすぐに下流の区間は、両岸を急崖に挟まれた地形となってい

る（写真-6.3.8）。 

  

写真-6.3.8 上滝砂防堰堤（左）とその下流河道区間の状況（右）（10 月 21 日撮影） 

 

 両岸を急崖に挟まれた河道の区間のすぐ下流にある橋梁（馬越道大橋）では、橋桁下

1.5m程度まで河床が上昇している。欄干に流木が多く引っかかっており、洪水時には川の

流れが橋梁を越流していたものと思われる（写真-6.3.9）。また、左岸側に越流した流れ

が氾濫して流下している様子も観察された。 

 同橋梁の下流の流路においても河床上昇が見られるが、内川に右側から合流する小支川

（奈良又川）の合流点直下流付近から、水・土砂の氾濫が生じていた。内川本川の河床上

昇および支川からの水・土砂の流入により、氾濫が生じたように見られた。内川からの氾

濫土砂（花崗岩の礫、マサ土が主体）は、川から離れるにつれて粒径が細かくなる傾向が

見られた。流木塊も見られる（写真-6.3.10）。 
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写真-6.3.9 馬越道大橋（左）と内川と奈良又川の合流点（右）（10 月 21 日撮影） 

 

 合流点下流の氾濫土砂については、内川本川の河床上昇の氾濫によるものと、馬越道大

橋の部分的な閉塞に伴う左岸側への越流によって生じた氾濫によるものがそれぞれ見られ

た。 

 

 

写真-6.3.10 内川の氾濫土砂・流木塊（10 月 21 日撮影） 

 

3) 新川 

 山地河道から平野部に流入する箇所には土ケ森砂防堰堤があり、主に右岸側の堆積敷に

土砂・流木の堆積が見られた（写真-6.3.11）。その地点から 100m ほど下ると集落のある

区間となるが、集落周辺の河道では花崗岩の礫、マサ土を主体とした土砂による著しい河

床上昇により、河道埋塞・流路の蛇行が生じている。また、流木も多く見られる。これら

により家屋に被害が生じている。家屋は１階部分が土砂で埋塞しているものが多い（写真

-6.3.12）。 

 河床上昇の著しい区間の下流は築堤区間となるが、河床上昇に伴い、右岸側の堤防の最

上流部において、堤防の越流・侵食が生じており、堤防が一部流亡している。堤防の越

流・流亡部分から水・土砂が、出水中、下流の字垂松地区に流入したように見られた（写

真-6.3.13）。その下流に続く築堤区間は、内川との合流点付近まで、マサ土の流下堆積

内川 
奈良又川 
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物を主体とした河床上昇が見られる。 

 

  

写真-6.3.11 土ケ森砂防堰堤（左）と河道埋塞・流路の蛇行により 

     基礎が流亡し倒壊した家屋（右）（10 月 21 日撮影） 

 

  

写真-6.3.12 河床上昇により埋塞した家屋（左）と築堤部右岸最上流部

での越流・侵食状況（右）（10 月 21 日撮影） 

 

  

写真-6.3.13 堤防の流亡部分と築堤区間の河床上昇（10 月 21 日撮影） 

 

  

- 216 -



(3) 土砂移動マグニチュード 

 土砂移動マグニチュード(Sediment Movement Magnitude, 以下SMM)は、内田ら6)によっ

て提案された、土石流、がけ崩れ、地すべりなど多様な土砂移動現象について、個別に

「移動比高」×「移動土砂量」を計算することで、統一的に発生規模の大きさを評価でき

る指標である。その後、林ら7)によって1つの豪雨で崩壊や土石流が同時多発する現象に

対して、個別の土砂移動現象を全て積算した「1つの豪雨や地震（以下１イベント）によ

る土砂移動マグニチュード（SMMevent）」として、以下のような式が提案された。なお、

以下、「土砂移動マグニチュード」とは、このSMMeventを指すものとする。 

 

 

 

 ここで、n:1イベントで発生した土砂移動現象数 

   Hi(m):1イベントで発生した土砂移動現象の内、個別の土砂移動現象のSMMが大き

い方からi番目の土砂移動現象の移動比高 

   Vi(m³):1イベントで発生した土砂移動現象の内、個別の土砂移動現象のSMMが大き

い方からi番目の土砂移動現象の移動土砂量 

 林・内田8)では、移動比高と移動土砂量について、算出方法を代表事例に限定した手法

でSMMを算出しており、その妥当性について評価している。 

 今回、丸森町で発生した斜面崩壊について、国土地理院が空中写真判読を行い、WEB上

で公開された「斜面崩壊・堆積」範囲のポリゴンデータを用いてSMMを算出した。算出に

当たっては、GIS上で作業を行い、すべてのポリゴンから土砂移動発生域と移動比高を算

出した後に式(1)に示すとおり積算して、土砂移動マグニチュードを算出した。 

 なお、式(1)で必要な移動土砂量の算出はGuzzetti et al 9)で提唱された  

45.1AV     ・・・・（2） 

    この時、V：移動土砂量（㎥）  

         A：土砂移動発生域面積（㎡）  

        α：0.074  

を用いて算出した。この式は、斜面崩壊等の土砂移動の発生域の面積から移動土砂量を推

定するために一般的に用いられる式である。前述のとおり、国土地理院の公開ポリゴンは、

SMM 算出に必要な土砂移動現象の発生域だけでなく、流下域、堆積域を含めた土砂が移動

した範囲を斜面崩壊・堆積範囲全体を一つのポリゴンとしている。従って、この面積を式

(2)に代入して移動土砂量を推定すると、その推定移動土砂量およびそれから算出される

SMM は実際より過大評価されることになる。しかし、現時点では、斜面崩壊等の土砂移動

の発生域に限定した写真判読結果や、航空レーザー計測データによる差分解析結果は得ら

れていないことから、この数値を用いて暫定的に土砂移動マグニチュードを計算した。 

 また移動比高については、ポリゴンデータの最高標高値と最低標高値の差分（図-6.3.8）

から算出した。 

 

 

・・・・（1） 
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図-6.3.8 土砂移動比高 H（m）のイメージ図 

 

 土砂移動マグニチュードの算出結果は、8.5 となった。過去の主な土砂災害について求

められた土砂移動マグニチュードやその被害の状況 8)を表-6.3.2 に示す。数値としては

概ね 2015 年の関東・東北豪雨時の日光における土砂災害と同程度の規模であったことと

なる。林・内田 8)によれば、土砂移動マグニチュードが 8 程度の災害の特徴の一つは、

「比較的狭い範囲で斜面崩壊、土石流が同時多発したイベント」としている。丸森町にお

ける土砂災害はまさにそのような特徴を示しているといえる。 

 

表-6.3.2 過去の主な土砂災害時の土砂移動マグニチュード（SMMevent）とその特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（林・内田 8）から抜粋） 

発生年 災害名 原因 SMMevent 移動土砂量(m³) 人的被害 家屋被害
2011 紀伊半島大水害 豪雨 10.5 10000万 62 190
2008 岩手・宮城内陸地震 地震 10.4 13000万 18 3
2004 新潟県中越地震 地震 9.9 10000万 4 93
2005 台風14号（九州地方） 豪雨 9.9 2300万 11 76
2018 西日本豪雨（広島県） 豪雨 9.4(9.6) 800万 87 711
2017 九州北部豪雨（筑後川右岸） 豪雨 9.3(9.5) 1100万 41 1134
2016 熊本地震 地震 8.8 440万 10 35
2015 関東・東北豪雨（日光芹沢地域） 豪雨 8.3(8.5) 80万 0 7
2014 長野県南木曽土石流 豪雨 8.1 10万 1 13
2014 広島豪雨 豪雨 8 50万 74 429
2009 山口県防府市 豪雨 8 240万 14 91
2013 伊豆大島豪雨 豪雨 7.9 18万 39 203
2014 京都府丹波市 豪雨 7.8 100万 1 43
2006 長野県岡谷市 豪雨 7.4 10万 8 27
2003 熊本県水俣市集川 豪雨 7.5 9万 19 16
2003 福岡県太宰府市 豪雨 6.7 1.5万 1 40
2013 秋田県仙北市 豪雨 6.4 1.5万 6 6

SMM 特徴 被害

概ね10以上
深層崩壊が多発したイベントであり、
複数の大規模な河道閉塞が発生

大規模な河道閉塞により、長期間の避難
が必要な場合がある。土砂災害により、数
100戸以上の人家が被災し、数10人の人
的被害が生じる場合がある。

9程度
斜面崩壊・土石流が広域で多発した
イベントであり、土砂・洪水氾濫による
被害が発生

土砂災害により、数100戸以上の人家が
被災し、数10人の人的被害が生じる場合
がある。

8程度

①比較的狭い範囲で斜面崩壊・土石
流が同時多発したイベント
②概ね1つの土石流危険渓流内のみ
で生じた場合であっても極めて規模
の大きいイベント
の2つのタイプが存在

土砂災害により、数10戸～数100戸の人
家が被災し、数人～数10人の人的被害が
生じる場合がある。

6～7程度
比較的規模の大きい土石流・斜面崩
壊や複数の斜面崩壊・土石流が集中
するイベント

土砂災害により、数戸～数10戸の人家が
被災し、数人～10数人の人的被害が生じ
る場合がある。
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6.3.5 阿武隈川水系内川流域で発生した土砂災害のまとめ 

 台風第 19 号によって、宮城県丸森町では、総雨量 600mm 以上の雨が観測される等、記

録的な豪雨に見舞われ、雨量が著しく多いエリアにおいては、斜面崩壊、土石流が集中的

に発生した。大きな被害が生じた廻倉地区では、谷地形が不明瞭な斜面であるにもかかわ

らず土石流が発生していた。丸森町およびその周辺で集中的に発生した斜面崩壊、土石流

の規模は、H29 年、H30 年に九州北部や、広島等の花崗岩類の分布する地域で発生した同

時多発的な表層崩壊、土石流と類似した現象であったものと考えられる。ただし、規模と

しては、H29 年九州北部豪雨、H30 年西日本豪雨で集中的に発生した崩壊、土石流の土砂

災害マグニチュードが 9.5、9.6 とされている 8）のに対して、丸森町周辺で今回発生した

現象についての土砂災害マグニチュードの試算結果は、7.8～8.5 である。しかし、この

数値幅の上限値は、堆積域までも崩壊域と見なした場合の数値であるので、むしろ実態は

この数値幅の下限に近いと考えられることから、H29 年、H30 年の豪雨災害と比べると土

砂災害マグニチュードとしてはかなり小さいと言える。崩壊に関わる斜層土の状態、過去

の降雨履歴の違いなど様々な面から比較・検証が必要と考えられる。 

 一方、斜面崩壊や土石流が集中的に発生した内川流域では、内川本川と五福谷川、新川

の２支川において、上流域から流出した大量の土砂が、それらの谷出口より下流の河道で

堆積することにより、河床上昇が引き起こされ、土砂・洪水氾濫が発生して多くの家屋被

害をもたらした。前述の通り、これらの流域では、数多くの斜面崩壊、土石流が発生して、

大量の土砂が供給されたものと考えられる。また、渓岸、渓床の侵食も著しく、流下区間

での土砂生産の影響も大きいと見える。先に述べた H29 年、H30 年の豪雨災害時において

は、内川流域と同様に、土砂・洪水氾濫が発生した（表-6.3.3）。これらの事例は、深成

岩類（花崗岩類）の地質で、標高も 400～600m 程度の低山という点では類似しているが、

崩壊生産土砂量や流出土砂量は互いに異なっており、今後、詳細に LiDAR 計測データの解

析等を通じてさらに五福谷川等の内川流域内の土砂動態の分析を進めていく予定である。 

 なお、本節は令和 2 年 3 月時点で明らかであった資料および情報に基づいて書かれたも

のである。 

 

表-6.3.3 近年の主な土砂・洪水氾濫事例との比較 

河川名 総雨量 流域面積 

平均勾配* 

地質 崩 壊 生 産

土砂量** 

流出土砂量 

五福谷川 607.5mm 

（AMeDAS 筆甫） 

26.1km2 

1/27 

深 成 岩 類 （ 花 崗

岩、花崗閃緑岩） 

47 万 m3 

（暫定値） 

- 

赤谷川 

（H29 九州北部豪雨） 

610mm 

（AMeDAS 朝倉） 

20.1km2 

1/21 

変成岩類、深成岩

類（花崗閃緑岩） 

290 万 m3 68 万 m3 

大屋大川 

（H30 西日本豪雨） 

471mm 

（AMeDAS 呉） 

4.8km2 

1/12 

深 成 岩 類 （ 花 崗

岩） 

13.5 万 m3 8.5 万 m3 

* 国土地理院地図において、各河川の水涯線の最上流地点と大河川への合流点もしくは海岸

までの標高差をその間の河道距離で除したもの。 

** 災害前後のレーザー測量結果の差分値。なお、五福谷川については図-6.3.6 に示した五福

谷川流域内の「斜面崩壊・堆積域」の総面積に厚さ 1m を乗じて求めたもの。 
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6.4 群馬県富岡市の災害 

 国土技術政策総合研究所砂防研究室と土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム

では、群馬県からの要請をうけ、2019年10月15日に現地調査を行い、応急対策や警戒避難

体制等について、群馬県及び富岡市に助言した。調査結果について以下に報告する。 

 

6.4.1 概要 

(1) 災害発生状況 

 群馬県では、2019年10月12日16:30頃崩壊性地すべりが発生し、死者3名、負傷者3名、

全壊家屋1戸、半壊家屋5戸の甚大な被害をもたらした。図-6.4.1に内匠地区の位置概略を、

写真-6.4.1に被災状況を示す。現場から約4kmの距離に位置する群馬県富岡土木事務所の

雨量観測データによると、降り始めからの連続雨量は495 mm（2019年10月11日14:00～10

月12日23:00）に達し、崩壊発生時刻付近の12日17時頃までの連続雨量は397mmであった。

また、最大時間降水量48.5 mm（10月12日12:00～13:00）を記録した約4時間後に崩壊性地

すべりが発生した（図-6.4.2）。 

 

  

図-6.4.1 災害発生個所の位置概略 

国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用 
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写真-6.4.1 内匠地区の被災状況（10月15日撮影 富岡市消防局） 

 

 

図-6.4.2 降雨の経時変化（富岡雨量観測所） 
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(2) 地形の概況 

 写真-6.4.2に崩壊性地すべりの発生域の状況を、図-6.4.3に崩壊発生前地形の傾斜量図

を示す。内匠地区の位置する鏑川流域は、段丘地形の発達がよく、崩壊性地すべりは段丘

崖の斜面上部で発生した。発生域は勾配が15～25度の比較的緩い斜面であり、上位の段丘

面には緩く傾斜した耕作地が広がっており、比較的大きな集水域が存在している。また、

災害発生前後に取得されたLPデータをもとに標高差分を算出したところ、崩れた深さはど

ちらも最大で3～4m程度であった（図-6.4.4）。なお、災害発生前のLPデータは利根川水

系砂防事務所の平成21年測量データ、発生後は群馬県の令和元年測量データを用いた。 

 

  

写真-6.4.2 崩壊性地すべりの発生域の状況（10月15日撮影 富岡市消防局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1 ブロック 
A-2 ブロック 
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図-6.4.3 傾斜量図（H21利根川水系砂防事務所測量データをもとに土木研究所にて作成） 

 

 

図-6.4.4 標高差分と縦断図（H21利根川水系砂防事務所測量データ、

R1群馬県測量データより土木研究所にて作成） 

  

A-1 ブロック 

A-2 ブロック 
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6.4.2 現地調査結果 

(1) A-1ブロック崩壊性地すべり発生域 

 斜面に向かって左側（北側：A-1ブロック）の崩壊性地すべりの発生域の規模は、幅30m、

長さ35m、深さ最大3m程度であった。写真-6.4.3に斜面全景を、写真-6.4.4に斜面脚部の

状況を示す。滑落崖では、表層から約2m程度の黒色の有機土層、その下に砂質火山灰土、

その下に風化により軟弱な状態の風化軽石層、さらにその下に粘土層を確認した（写真-

6.4.5）。崩壊性地すべりが発生した斜面の上位の段丘面には、新たな亀裂等は調査時点

では確認されなかった。 

 

写真-6.4.3 A-1ブロックの全景（10月15日撮影 富岡市消防局） 

 

 

写真-6.4.4 斜面脚部の状況         写真-6.4.5 滑落崖の状況 

  

黒色有機土 

砂質火山灰土 

粘土 

風化軽石層 

10 月 15 日撮影 11 月 21 日撮影 
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(2) A-2ブロック崩壊性地すべり発生域 

斜面に向かって右側（南側：A-2ブロック）の崩壊性地すべりの発生域の規模は、幅

25m、長さ30m、深さ最大3m程度であった。写真-6.4.6に斜面全景を、写真-6.4.7に斜面脚

部の状況を示す。滑落崖では、表層から黒色の有機土層、その下に砂質火山灰土、その下

に風化により軟弱な状態の風化軽石層、さらにその下に粘土層を確認した（写真-6.4.8）。

側部においても同様の地質構造となっており、斜面に沿って流れ盤状態で堆積していると

考えられる（写真-6.4.9）。今回の崩壊は軟弱な風化軽石層にすべり面が形成されたと考

えられ、崩壊性地すべりが発生した斜面上部では、写真-6.4.10に示すようにすべり面が

露出しており、調査時には滑って歩きにくい状態であった。風化軽石層と粘土層との境界

部には写真-6.4.9や写真-6.4.11に矢印で示すように、多数のパイプが見られ、写真-

6.4.12に示すように湧水が確認された箇所もあった。崩壊性地すべりが発生した斜面の上

位の段丘面には、新たな亀裂等は調査時点では確認されなかった。 

 

写真-6.4.6 A-2ブロックの全景（10月15日撮影 富岡市消防局） 

 

 写真-6.4.7 斜面脚部の状況        写真-6.4.8 滑落崖の状況 

10 月 15 日撮影 

黒色有機土 

砂質火山灰土 

風化軽石層 

粘土 

10 月 15 日撮影 
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写真-6.4.9 側部の状況               写真-6.4.10 すべり面付近の状況 

 

 

写真-6.4.11 パイプと推定される穴       写真-6.4.12 湧水の状況 

 

 

 

  

10 月 15 日撮影 

粘土 

風化軽石層 

砂質火山灰土 

10 月 15 日撮影 

湧水 

10 月 15 日撮影 

10 月 15 日撮影 
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(3) 流動化した土砂の堆積状況 

図-6.4.5に崩壊性地すべり発生域（実線）、土砂の堆積域（点線）を示す。ここで示

した土砂は、直撃により斜面下の家屋に損壊を生じさせたものと、多量の水とともに道路

を流下したものとがあると考えられるが、明確に区分できないため合わせて示している。

家屋に損壊を生じさせた土砂は、A-2ブロック斜面直下の家屋を全壊させ、さらに市道を

越えた先の家屋の1階部を埋め尽くして堆積した（写真-6.4.13）。発生域末端から約70m

離れた家屋の1階部に土砂が到達して、家屋に損壊を生じさせており、発生域斜面長の2.5

倍程度の遠方まで到達したこととなる。大雨により大量の水が土砂に含まれていたことが

影響し、流動性が非常に高かったと考えられる。 

また、道路を流下した土砂は、写真-6.4.14に示すように、勾配のついた市道沿いを県

道の方向へと流出し、県道と市道との合流点付近では10cm程度の堆積痕跡を確認した（写

真-6.4.15）。さらに、写真-6.4.16に示すように県道にまで到達し、最終的には、発生域

から約500m離れた地点まで到達した（図-6.4.6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.4.5 発生域と堆積域の状況（10月15日富岡市撮影写真をオルソ化） 
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写真-6.4.13 市道下の家屋の被災状況      写真-6.4.14 流下した土砂の痕跡   

 

 

 写真-6.4.15 県道と市道の合流点付近に      写真-6.4.16 県道の状況 

      堆積した土砂の痕跡    

 

10 月 15 日撮影 

10 月 15 日撮影 

10 月 15 日撮影 

10 月 15 日撮影 
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図-6.4.6 県道まで流下した土砂の到達地点の位置概略 

 

(4) 発生原因の推定 

 以上の調査結果から、崩壊性地すべりが発生した斜面の地質的特徴としては、軟弱な風

化軽石層が斜面に沿って流れ盤状態で堆積していたことが挙げられる。また、地形形状か

ら斜面上位の緩斜面は比較的大きな集水域となっているため、豪雨の際には多量の水が供

給されたと推定される。さらに、滑落崖の風化軽石層と粘土層との境界部付近には、パイ

プと推定される複数の穴が存在していたとともに、発生から 3 日後の時点でもすべり面付

近から湧水が確認された箇所を確認した。このような要因から、台風第 19 号による豪雨

によって、本斜面において崩壊性地すべりが発生したものと推定される。 

 

6.5 まとめ 

 台風第19号に伴い降水量が多かった地域では、斜面崩壊や土石流等が多数発生するとと

もに、中、下流域で土砂・洪水氾濫が発生した。さらに台地周辺部を中心に、それほど急

峻ではなく土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の調査基準、指定基準を満たさず、

指定対象外と分類されてきた斜面においても土砂災害が発生した。 

 H29九州北部豪雨、H30西日本豪雨に引き続いて、台風第19号に伴い東日本（宮城県丸森

町ほか）において土砂・洪水氾濫が発生したことで、国内では３年連続で土砂・洪水氾濫

により甚大な被害が発生した。気候変動の影響による土砂災害の激甚化・頻発化・同時多

発化が懸念される。 

 引き続き、土砂・洪水氾濫対策や警戒避難対策等の研究が重要である。 

 

 

 

国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用 
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７．道路の性能に影響を及ぼした被害 

7.1 概 要 

 道路橋、道路土工・道路沿線の自然斜面等について、台風第19号による被害状況等を調

査した結果を記す。 

 道路橋については、被害状況等を調査し、復旧方法等について道路管理者に対して技術

的助言を提供すること、あるいは、現行の技術基準等の検証のための情報を収集すること

を目的として、被害発生直後から、長野県、山梨県、福島県、茨城県、神奈川県、栃木県

の国道、県道、及び市道に架かる橋梁の調査を行った。特に、台風第19号では道路施設に

も広い範囲で道路の性能に影響が及ぶ被害が発生し、全面通行止めとなった区間は、高速

道路では17路線、直轄国道で63区間、都道府県等管理の国道で約160区間、都道府県道等

で約900区間に及んだ1)（表-7.1.1）。表から分かるように、台風第15号、19号を併せて

平成30年7月豪雨に匹敵する被災規模となっており、法雲寺橋や海野宿橋のように、1ヶ月

以上にわたり通行止めとなった箇所も存在する。国土交通省国土技術政策総合研究所道路

構造物研究部、社会資本マネジメント研究センター、国立研究法人土木研究所構造物メン

テナンス研究センター（CAESAR）及び地質・地盤研究グループでは道路管理者等からの要

請により職員を派遣し、技術的支援を行った。例えば国道20号法雲寺橋(山梨県大月市)で

は、関東地方整備局からの要請により10月21日に現地調査を実施し、被災後の橋の状態評

価や応急復旧方法について技術的助言を行った（写真-7.1.1）。調査を行った15の橋梁、

事前通行規制後3日間以上の全面通行止めの被災となった土工部被災8箇所及び国総研で現

地調査を行った被災3箇所、計26箇所の被害分布全体図を図-7.1.1に、各地区の詳細図を

図-7.1.2から図-7.1.4に示す2)。 

 以下、7.2節では道路橋、7.3節では道路土工・道路沿線の自然斜面について、その被災

状況と調査結果を報告する。 

写真-7.1.1 調査状況 
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図-7.1.1 台風第19号の被害分布全体図 

（地理院地図（電子国土WEB利用）2))
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図-7.1.3 台風第19号の被害分布詳細図22) 

 

 

 

 

 

図-7.1.4 台風第 19 号の被害分布詳細図 32) 

図-7.1.2 台風第 19 号の被害分布詳細図 12) 
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表-7.1.1 台風第15号・19号と過去の災害の被災状況比較1)
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7.2 道路橋 

 令和元年台風第 15 号及び 19 号により被害を受けた橋梁のうち、国総研及び土研が調査

を行い、橋梁の諸元及び被災状況が判明している一覧を表-7.2.1 に示す。調査時点にお

いて供用中のものを除く 11 橋は、詳細について路線毎に報告する。なお、本資料では特

に断りのない限り、各橋の調査報告に記載する調査日の調査結果を記す。 

 

※以降、橋梁諸元や一般図は道路管理者より受領、 

航空写真の出典は地理院地図（電子国土 Web）2）または Google マップ 3)、 

凡例は以下の通り 

 

 

 

  

航空写真中の凡例
：洗堀や土砂流失が見られた範囲
：調査時に石積みやブロック積みの護岸が確認された範囲
：根固め工の散乱が見られた箇所
：落橋や流失が見られた範囲
：流失した橋梁部材の漂着位置
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表-7.2.1(1) 調査橋梁一覧 

(1) 一般国道 

(a) 国道6号 

 

(b) 国道 20 号 

 

(c) 国道 49 号 

 

(d) 国道 118 号 

 

(e) 国道 361 号 

 

  

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

ＲＣＴ桁橋

壁式橋脚（ＲＣ）

既製ＲＣ杭

稲村橋1 1950 調査時点において供用中

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

８径間単純PCプレテン床版橋

重力式橋台、Ｔ型長円式橋脚
直接基礎

2 法雲寺橋 1959 橋脚（Ｐ６）の沈下 ◯

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

単純RCポステンT桁橋３連、単純PCポステンT桁橋

逆T式橋台、壁式橋脚

直接基礎

3 大善寺橋 1966 下部工の沈下 ◯

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

単純ＰＣポステンＴ桁橋

重力式橋台

プレテンＴ桁橋

重力式橋台

調査時点において供用中4 松沼橋 1963

5 南田気橋 1968 調査時点において供用中

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

２径間ＰＣTラーメン箱桁橋

逆Ｔ式橋台、中空壁式橋脚

深礎杭基礎

6 権兵衛2号橋 1997 橋台基礎斜面崩壊 ◯
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表-7.2.1(2) 調査橋梁一覧 

(2) 県道及び市区町村道 

(a) 長野県内の橋 

 

(b) 福島県内の橋 

 

 

 

  

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

３径間単純PCポステン桁橋

RC逆Ｔ式橋台、RC壁式橋脚

直接基礎

２径間単純鋼トラス橋

RC逆Ｔ式橋台、RC壁式橋脚

直接基礎

２径間単純鋼鈑桁、単純鋼補剛吊橋、５径間単純鋼鈑桁

２柱式ラーメン橋脚、ＲＣパイルベント橋脚

既製ＲＣ杭基礎

３径間単純ＲＣＴ桁橋、３径間単純Ｈ型鋼桁橋

ＲＣ重力式橋台、RC２柱式ラーメン橋脚、
ＲＣ壁式小判型橋脚

直接基礎

５径間単純プレテン床版橋

RC重力式橋台、RC壁式橋脚

直接基礎

７径間連続鋼鈑桁橋

RC重力式橋台、RCパイルベント橋脚

直接基礎

２径間連続鋼鈑桁橋

逆Ｔ式橋台、RC張出式橋脚、RC箱式橋台

直接基礎

箱桁

控え壁式橋台

オープンケーソン、鋼管ソイルセメント杭、プレボーリング杭

12 切久保橋 1970 落橋 ◯

14 上田橋 1970 調査時点において供用中

落橋 ◯

9 大杭橋 1958
落橋
中央および右岸側側径間は存置

◯

10 内村橋
1952（側道橋上流
側）
1972（車道橋）

下部工の沈下 ◯

本下之城橋 1965

◯

7 田中橋 1969 橋台背面損傷 ◯

8 布下橋 1966 橋台損傷 ◯

13 海野宿橋 1999  落橋しなの鉄道の跨線径間は存置

11

No. 橋梁名 竣工年
橋梁形式
（上段：上部構造、中段：下部構造、下段：基礎形式）

主な損傷
詳細
掲載

３径間単純鈑桁橋
逆Ｔ式橋台、T型橋脚円柱型
直接基礎

15 落橋高地原橋 1969 ◯
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7.2.1 国道 20 号 

(1) 法雲寺橋 

法雲寺橋は、笹子川を渡河する国道 20 号の橋梁であり、昭和 34 年（1959 年）に供用さ

れた。表-7.2.2 に橋梁諸元、 図-7.2.1 に位置図、図-7.2.2 に橋梁一般図を示す。台風

第 19 号による降雨により笹子川は増水し、橋脚の沈下等が生じて通行止めが行われた。 

国総研と土研は、令和元年（2019 年）10 月 21 日に現地調査を行った。 

 

表-7.2.2 橋梁諸元（法雲寺橋） 

橋 長 64.27m 

上部構造 8 径間単純 PC プレテン床版橋 

下部構造 重力式橋台（直接基礎 2 基）、T 型長円式橋脚（直接基礎 7 基） 

基礎形式 直接基礎 

供用開始年 1959 年（昭和 34 年）竣工（1959 年供用） 

適用示方書 昭和 30 年 プレストレスコンクリート設計施工指針 

管理者 関東地方整備局甲府河川国道事務所 

座標 35.59837・138.88899 

 

 

 

図-7.2.1 位置図 2) 

 

 

    

 

笹子川 

法雲寺橋 

中央自動車
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（側面図） 

 

 
（平面図） 

図-7.2.2 橋梁一般図【甲府河川国道事務所提供】 

 

 関東地方整備局甲府河川国道事務所が実施した被災後の調査では、P6 橋脚および P7 橋

脚の沈下・傾斜が確認された（写真-7.2.1）。事務所が実施した測量により、P6 橋脚が

上流側で約 2 m、P7 橋脚は上流側で約 2 cm 沈下していることが確認された（図-7.2.3）。 

10 月 21 日の現地調査時点では、P6 橋脚は沈下と橋軸方向への傾斜が見られた（写真-

7.2.2～7.2.3）。P5～P6 間及び P6～P7 間の桁が大きく沈下しており、路面の段差発生が

みられた（写真-7.2.4）。現地状況から、河川の増水の伴う洗掘に起因して橋脚が沈下し、

それに伴い桁が沈下して路面の段差が発生したと考えられる。なお、調査時点の河道は

P6 橋脚及び P7 橋脚付近で、架橋位置は河道の湾曲部にあたる位置であった（写真-

7.2.3）。 

  河川管理施設等構造令第 62 条の解説には、洗掘等の観点から河積を阻害する程度を最

小限にとどめるために、河積阻害率を 5 %以内に収めることを橋梁の構造設計を行う上で

の目安としている。法雲寺橋は、河川管理施設等構造令制定以前に建設された橋梁で、試

算では河積阻害率が 10 %程度であった。また、笹子川の澪筋について、航空写真を確認

したところ（図-7.2.4）、昭和 40 年代～50 年代（1970 年代）では、橋梁上流側で A1 橋

台側（左岸側）に湾曲して橋梁直下で河道中央付近となっていたが、令和元年（2019 年）

では橋梁上流側で A2 橋台側（右岸側）に湾曲して橋梁直下で河道中央から右岸寄りに変

化し、下部構造の沈下が見られた P6 橋脚付近となっていた。このような橋の構造条件や

周辺環境条件が洗掘の状況に影響した可能性がある。なお、下流側右岸の護岸部には河床

に護床工が設置されており、目視で確認した範囲では護岸自体の沈下等の変状は認められ

なかった（写真-7.2.5）。 
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写真-7.2.1 災害直後の法雲寺橋の状況（上流側から撮影） 

 

 

図-7.2.3 法雲寺橋の被害状況【甲府河川国道事務所提供】 

 

P5 P6 P7 P4 P3 P2 

A2 
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写真-7.2.2 P6 橋脚の沈下の状況（10 月 21 日） 

 

 

 

写真-7.2.3 P6 橋脚の傾斜の状況（10 月 21 日） 
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写真-7.2.4 P5～P6 間の桁の沈下状況（10 月 21 日） 

 

  

 

 

図-7.2.4 澪筋の変遷 

（上段：地理院地図（電子国土 WEB）2）に加筆、下段：Google マップ 3)に加筆） 

1970 年代 

A1 

A2 

A1 

A2 

 

2019 年 

法雲寺橋 

地理院地図 

Google マップ 
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写真-7.2.5 下流側右岸の護岸の状況（10 月 21 日） 
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7.2.2 国道 49 号 

(1) 大善寺橋 

 大善寺橋は、谷田川を渡河する国道 49 号の橋梁であり、昭和 41 年（1966 年）に竣工・

供用された。表-7.2.3 に橋梁諸元、図-7.2.5 に位置図、図-7.2.6 に橋梁一般図を示す。

台風第 19 号による降雨は、近傍のアメダス観測所である西に約 7 km 離れた郡山観測所に

おいて時間雨量で 25mm/h を超え、降り始めからの累加雨量は比較的短時間で 200mm を超

えた（図-7.2.7）。谷田川の水位は、近傍の水位観測局である北に約 5 km 離れた田村水

位局において 6.0m を超えた。橋脚の沈下等が生じ通行止めが行われた。 

 国総研と土研は、仮復旧後の令和元年（2019 年）10 月 30 日に現地調査を実施した。 

 

表-7.2.3 橋梁諸元(大善寺橋) 

橋 長 63.4 m 

上部構造 単純 RC ポステン T 桁橋 3 連＋単純 PC ポステン T 桁橋 

下部構造 逆 T 式橋台（直接基礎 2 基）、壁式橋脚（直接基礎 3 基） 

基礎形式 直接基礎 

架設年次 1966 年（昭和 41 年）竣工（1966 年供用） 

適用基準 上部工：S39 道路橋示方書 

下部工：S39 道路橋示方書 

管理者 東北地方整備局郡山国道事務所 

座標 37.35415・140.39744 

 
図-7.2.5 位置図 2) 
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図-7.2.6 橋梁一般図【郡山国道事務所提供】 

 

 

図-7.2.7 降雨データ（郡山観測所）【郡山国道事務所提供】 

 

東北地方整備局郡山国道事務所が実施した被災後の調査では、路面の沈下、P2 橋脚の

沈下、P1、P2 及び P3 橋脚の支承部周辺の主桁端部のひび割れ、P1、P2 及び P3 橋脚の支

承部周辺の桁の浮き上がり、P2 橋脚の支承部のアンカーボルトの破断、P3 橋脚の側道橋

の台座の浮き上がりが確認された（写真-7.2.6～7.2.10）。事務所が実施した測量により、 

P2 橋脚上部の高欄上で上流側が 41 cm、下流側が 2 cm 沈下していることが確認された。

なお、現地調査時点では、仮復旧として P2 橋脚の沈下や路面の沈下への対応として、ベ

ントによる桁の仮受けと路面の舗装の擦り付けが事務所により行われていた（図-7.2.8、

写真-7.2.11）。 

10 月 30 日の現地調査時点では、P2 橋脚の本体が沈下しているものの、フーチングの露
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出や顕著なひび割れなどの変状は確認されなかった（写真-7.2.12）。P1 橋脚は、橋脚周

辺で河床の凸凹が見られたものの、橋脚本体の沈下や傾斜、フーチングの露出や顕著なひ

び割れなどの変状は見られなかった（写真-7.2.13）。P3 橋脚は、橋脚周辺は調査時点で

河道位置にあたっていたため、詳しい河床の状態は不明であるが、上流側では河床が見え

なかったため、河床が深くなっていると考えられる（写真-7.2.14）。また、河床が見え

る箇所については河床材料の細粒分の多い箇所と少ない箇所が見られた。橋脚本体の沈下

や傾斜、顕著なひび割れなどの変状は確認されなかった。現地状況から、路面の沈下、P1、

P2 及び P3 橋脚の支承部周辺の桁端部の主桁端部のひび割れ、桁端部の浮き上がり、P2 橋

脚のアンカーボルトの破断、P3 橋脚の側道橋の台座の浮き上がり等の変状は、洗掘等に

より P2 橋脚が沈下したことにより発生したと考えられる。また、管理者により確認され

た桁や台座の浮き上がりがいずれも上流側で確認されているのは、P2 橋脚が上流側でよ

り大きく沈下したためと考えられる。 

周辺状況については、堤防上のある高さを境に下側の草木が傾倒していた（写真-

7.2.15）。また、耐震補強工事のために設置されていた仮設足場には草木等が絡まってい

た（写真-7.2.16）。これらの状況から、谷田川は大善寺橋の橋脚の張出し部まで増水し

たと考えられる。なお、調査時点の河道は前述の通り P3 橋脚付近で、架橋位置の河道は

湾曲部にあたる位置ではなかった。 

河川管理施設等構造令第 62 条の解説には、洗掘等の観点から河積を阻害する程度を最

小限にとどめるために、河積阻害率を 5 %以内に収めることを橋梁の構造設計を行う上で

の目安としている。大善寺橋は、河川管理施設等構造令制定以前に建設された橋梁で、試

算では河積阻害率が 7 %程度であった。また、大善寺橋の上流側 200 m の位置には可動堰

が設置されていた（図-7.2.9）。一般的に、堰等の横断工作物がある場合は、その直下流

で河床が低下すると言われている。航空写真を確認したところ、1970 年代と 2000 年代と

の約 30 年の年月で架橋位置での澪筋が左岸側から右岸側に変化していた（図-7.2.10）。

このような橋の構造条件や周辺環境条件が洗掘の状況に影響した可能性がある。なお、図

-7.2.11 に示す被災後に実施された P2 周辺部の地盤の地質調査結果から、N 値の低い層が

確認されており、台風第 19 号や過去の増水等により周辺地盤でゆるみが生じていた可能

性も考えられる。 
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写真-7.2.6 P2 橋脚の沈下【郡山国道事務所提供】 

 

写真-7.2.7 P1 橋脚支承部周辺の桁端部のひび割れ【郡山国道事務所提供】 
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写真-7.2.8 P2 橋脚の桁端部の浮き上がり【郡山国道事務所提供】 

 
写真-7.2.9 P2 橋脚のアンカーボルトの破断【郡山国道事務所提供】 

 
写真-7.2.10 P3 橋脚の側道橋の台座の浮き上がり【郡山国道事務所提供】 
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図-7.2.8 ベントによる桁の仮受けイメージ【郡山国道事務所提供】 

 

 

写真-7.2.11 ベントによる桁の仮受け状況 
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写真-7.2.12 P2 橋脚の状態（10 月 30 日） 

 

 

写真-7.2.13 P1 橋脚の状態（10 月 30 日） 
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写真-7.2.14 P3 橋脚の状態（10 月 30 日） 

 

 

 

写真-7.2.15 堤防上の草木の状況 

- 251 -



写真-7.2.16 仮設足場に絡まった草木の状況 

図-7.2.9 可動堰設置位置（Google マップ 3)に加筆） 

Google マップ 
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図-7.2.10 澪筋の変遷 

(左：地理院地図（電子国土 WEB）2)に加筆、右：Google マップ 3)に加筆) 

 

 

図-7.2.11 地質調査結果（P2 橋脚部）【郡山国道事務所提供】 

  

地理院地図 Google マップ 
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7.2.3 国道 361 号 

(1) 権兵衛 2 号橋 

権兵衛 2 号橋は、小沢川の支流の北沢を渡河する国道 361 号の橋梁であり、平成 9 年

（1997 年）に竣工、平成 18 年（2006 年）に供用された。表-7.2.4 に橋梁諸元、図-

7.2.12 に位置図、図-7.2.13～7.2.14 に橋梁一般図、断面図を示す。権兵衛 2 号橋は、延

長 4,470 m の権兵衛トンネルの東側抗口から約 25 m の盛土部を介して、A1 橋台が位置し

ている。また、図-7.2.15 に A1 部の地質断面図を示す。台風第 19 号による降雨は、近傍

の雨量観測所である萱ヶ平観測所において 10月 11日から 12日にかけて時間雨量で 16mm/h、

連続雨量で 141mm を観測した（図-7.2.16）。また、台風第 19 号の通過後の 10 月 18 日か

ら 20 日にかけては時間雨量で 12mm/h、連続雨量で 65mm を観測した。10 月 20 日、A1 橋台

の近傍ののり面が崩壊していることが管理者により発見され、通行止めが行われた。 

 国総研と土研は、令和元年 10 月 22 日と 11 月 2 日に現地調査を実施した。 

 

表-7.2.4 橋梁諸元(権兵衛 2 号橋) 

橋 長 103 m 

上部構造 2 径間 PCT ラーメン箱桁橋 

下部構造 逆 T 式橋台（2 基）、中空壁式橋脚（1 基） 

基礎形式 深礎杭基礎（A1： 4 基、A2： 2 基、P：1 基） 

架設年次 1997 年（平成 9 年）竣工（2006 年供用） 

適用基準 H6 道路橋示方書 

H2 道路橋示方書Ⅴ編耐震設計編 

管理者 長野県伊那建設事務所 

座標 35.87750・137.87444 

  

図-7.2.12 位置図 2) 
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図-7.2.13 橋梁一般図【長野県伊那建設事務所提供】 

 

図-7.2.14 被災した A1 橋台の断面図【長野県伊那建設事務所提供】 
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図-7.2.15 地質縦断図（A1 橋台周辺）【長野県伊那建設事務所提供】 

 

図-7.2.16 降雨データ（萱ヶ平観測所）【長野県伊那建設事務所提供】 

 

長野県伊那建設事務所が台風第 19 号通過後の 10 月 18 日に実施した点検では、異常は

確認されなかったが、10 月 20 日に A1 橋台の近傍ののり面崩壊が確認された（写真-

7.2.17）。また、A1 橋台の深礎杭の一部が露出していることや踏掛版の下の土砂流出に

よる空洞化が生じていることが確認された。のり面崩壊部では、権兵衛 2 号橋に隣接する

権兵衛トンネルの排水管の切断や排水枡の落下についても確認された｡ 

10 月 22 日の現地調査時点では、A1 橋台の近傍ののり面の崩壊の進行により一部露出し

た A1 橋台の背面盛土が崩壊し、踏掛版と舗装面の落下が確認された（写真-7.2.18）｡11

月 2 日の現地調査時点では、一部が露出している A1 橋台の深礎杭については、1 基は頭部

から 7 m 程度が完全に露出し、もう 1 基は頭部のフーチングとの接合部が一部露出してい

A1

トンネル
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ることが確認された（写真-7.2.19～7.2.20）｡ただし、目視で確認した限りでは、のり面

の崩壊による深礎杭の露出以外の深礎基礎自体の変状は確認できなかった｡なお、露出し

た A1 橋台とその深礎杭の計測により、沈下や傾斜は確認されなかった。A2 橋台や P1 橋脚

については、路面からの徒歩による目視点検の範囲では、異常は確認されなかった。

周辺状況については、10 月 22 日の現地調査時点では、のり面崩壊部の切断された排水

管から常時水が流れていた（写真-7.2.21）｡11 月 2 日の現地調査時点では、岩盤層と上

層の境界部からの湧水を確認した（写真-7.2.22）｡のり面の崩壊には、これらの水が影響

した可能性が考えられる。なお、権兵衛 2 号橋は、平成 30 年度に実施された橋梁定期点

検において、A1 橋台背面ののり面の吹きつけモルタルの損傷や配水管のずれなどのり面

の変状が管理者により確認されており、以前より水による影響を受けていた可能性も考え

られる。 

写真-7.2.17 橋梁被災状況（10 月 20 日）【長野県伊那建設事務所提供】 

写真-7.2.18 A1 橋台の背面部の踏掛版と舗装面の落下（10 月 22 日） 
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写真-7.2.19 深礎杭の露出状況（その１）（11 月 2 日） 

 

写真-7.2.20 深礎杭の露出状況（その２）（11 月 2 日） 
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写真-7.2.21 切断された排水管からの流水の状況（10 月 22 日） 

 

写真-7.2.22 層境界部からの湧水の状況（11 月 2 日） 
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7.2.4 長野県道 

(1) 田中橋 

 田中橋は、千曲川を渡河する主要地方道丸子東部インター線の橋梁である。表-7.2.5

に橋梁諸元、写真-7.2.23に全景写真、図-7.2.17に航空写真と被害の概要、図-7.2.18に

橋梁一般図を示す。 

 国総研は、令和元年 11 月 11 日及び 11 月 12 日に現地調査を実施した。 

表-7.2.5 橋梁諸元(田中橋) 

 車道橋 側道橋 

橋 長 97.6m 97.6m 

上部構造 3 径間単純 PC ポステン桁橋  3 径間単純鋼 I 桁橋 

下部構造 RC 逆 T 式橋台、RC 壁式橋脚 RC 逆 T 式橋台、RC 壁式橋脚 

基礎形式 直接基礎 直接基礎 

架設年次 1969 年（昭和 44 年）竣工 不明 

適用基準 不明 不明 

管理者 長野県 

座標 緯度：36°21′08.9″、経度：138°19′28.2″ 

 

 

写真-7.2.23 田中橋全景（左岸側から右岸側を望む） 
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図-7.2.17 航空写真と被害の概要 

 

 

図-7.2.18 田中橋一般図 
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調査は、周辺道路から実施した。A2 橋台（ピアアバット）背面の土砂の流出により、

橋台背面の路面の陥没が見られ（写真-7.2.24）、通行できない状態となっていた。A2 橋

台に隣接する家屋との境界に設置されていた擁壁も傾斜が見られた。橋台背面の道路に設

置されていた土中式ガードレールや路面下に埋設されていた埋設管も土砂の流出により、

露出していた。P1 橋脚にはコンクリートにより基礎の拡幅がされていた（写真-7.2.25）。

橋脚基部には流された草木の堆積が見られた（写真-7.2.25）。橋梁周辺の護岸を確認す

ると、右岸側・左岸側並びに田中橋の上流側・下流側ともに護岸と堤防に浸食が見られた

（写真-7.2.26）。 

 

 
（左）上流側 

 

（右）下流側 

写真-7.2.24 A2 橋台背面の土砂の流出 

 

 

写真-7.2.25 橋脚基部の草木の堆積 
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（左）下流右岸側 （右）下流左岸側（復旧工事中） 

写真-7.2.26 護岸と堤防の浸食 
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(2) 内村橋 

 内村橋は、内村川を渡河する一般県道荻窪丸子線の橋梁である。車道橋と歩道橋が分離

しており、歩道橋が上流側・下流側に位置している。表-7.2.6 に橋梁諸元、写真-7.2.27

に全景写真、図-7.2.19 に航空写真と被害の概要、図-7.2.20 に橋梁一般図を示す。 

 国総研は、令和元年 11 月 11 日に現地調査を実施した。 

表-7.2.6 橋梁諸元(内村橋) 

 側道橋（上流側） 車道橋 側道橋（下流側） 

橋 長 36.2m 43.0m 43.0m 

上部構造 3 径間単純 RCT 桁橋 3 径間単純 RCT 桁橋 3 径間単純 H 型鋼桁橋 

下部構造 RC 重力式橋台 

RC2柱式ラーメン橋

脚 

RC 重力式橋台 

RC 壁式小判型橋脚 

RC 重力式橋台 

RC 壁式小判型橋脚 

基礎形式 直接基礎 直接基礎 直接基礎 

架設年次 1952 年（昭和 27

年）竣工 

1972 年（昭和 47

年）竣工 

不明 

適用基準 S14 鋼道路橋設計示

方書 

S39 鋼道路橋設計示

方書 

不明 

管理者 長野県 

座標 緯度：36°19′29″、経度：138°15′54″ 

 

 

写真-7.2.27 内村橋全景（下流側から上流側を望む） 
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図-7.2.19 航空写真 2)と被害の概要 
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図-7.2.20 内村橋一般図 

調査は、周辺道路及び内村川の河川内から実施した。車道橋は P2 橋脚上の路面の沈下

が見られた（写真-7.2.29）。P2 橋脚基礎の下流側には洗掘が見られ（写真-7.2.28）、

洗掘により P2 橋脚が沈下したと考えられる。車道橋及び歩道橋の A2 橋台上の舗装に亀裂

が見られる（写真-7.2.29）が、舗装の亀裂の一部に草が生えている部分もあることから、

沈下の影響で生じた亀裂かは不明である。P1 橋脚基部周辺には護床ブロックの散乱が見

られた（写真-7.2.30）。A2 橋台上の端横桁には橋軸直角方向のひびわれが見られた（写

真-7.2.31）。A2 上の支承には水平方向のわれが確認できた（写真-7.2.32）。上流側の

歩道橋は、P1、P2 橋脚が右岸側に転倒し、落橋していた（写真-7.2.33）。落橋した歩道

橋の上部構造は道路橋の P1 に接触していた（写真-7.2.34）。A2 側上部構造は橋台の躯

体にかろうじて引っかかっている状態であった。内村橋の下流側を見ると、右岸側のブロ

ック積みには被害は見られないが、左岸側の堤防には洗掘が見られた。 
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写真-7.2.28 P2 橋脚の洗掘 

 
写真-7.2.29 路面の沈下と A2 橋台上の舗装の亀裂 
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写真-7.2.30 護床ブロックの散乱 

 

 
写真-7.2.31 A2 橋台上の端横桁のひびわれ 
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写真-7.2.32 A2 橋台上の支承のわれ 

（左）上流側より望む （右）下流側より望む 

写真-7.2.33 上流側歩道橋の落橋 

写真-7.2.34 上流側歩道橋と車道橋橋脚の接触
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7.2.5 東御市道 

(1) 海野宿橋 

 海野宿橋は、しなの鉄道、市道及び金原川を跨ぐ市道白鳥神社線の橋梁である。表-

7.2.7 に橋梁諸元、写真-7.2.35 に全景写真、図-7.2.21 に航空写真と被害の概要、図-

7.2.22 に橋梁一般図を示す。 

 国総研と土研は、令和元年 10 月 17 日及び 11 月 11 日に現地調査を実施した。 

表-7.2.7 橋梁諸元(海野宿橋) 

橋 長 68.5m 

上部構造 2 径間連続鋼鈑桁橋 

下部構造 A1：RC 逆 T 式橋台、P1：RC 張出式橋脚、A2：RC 箱式橋台 

基礎形式 A1、A2、P1：直接基礎 

架設年次 1999 年（平成 11 年）竣工 

適用基準 H6 道路橋示方書 

管理者 東御市 

座標 緯度：36°21′52.39″、経度：138°18′26.25″ 

 

写真-7.2.35 海野宿橋全景 

 

図-7.2.21 航空写真 2)と被害の概要 
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図-7.2.22 海野宿橋一般図 

 

調査は、周辺道路及び千曲川右岸堤外地から実施した。千曲川の増水により護岸と堤

防が浸食され、これに伴い A2 橋台は転倒し、P1 橋脚の直接基礎側方の地盤が流出してい

た（写真-7.2.36～7.2.37、図-7.2.23)。 

P1 橋脚の基礎の端部は露頭し、支持層が削られていた（写真-7.2.38～7.2.39）。被災

直後は安定していたが、地震に対しては極端に支持力が低下していると考えられ、一旦傾

斜し始めると急激に地盤の破壊につながる可能性があった。また、A2 橋台が受け持って

いた上部構造の死荷重も P1 橋脚が負担しているため、地震時の支持力も厳しい状態であ
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った。 

上部構造については第 1 径間よりも第 2 径間の径間長が短いことから、落橋は免れたも

のの、A2 橋台の転倒により、主桁の端部の拘束がなくなったため、桁を支持する措置が

必要であった。 

 

 

写真-7.2.36 被災直後の周辺状況 

 

写真-7.2.37 A2 橋台の転倒 

 

 
（左）平面図 

 

 

（右）側面図 

図-7.2.23 被災イメージ 

 

 

写真-7.2.38 P1 橋脚基礎の支持層の流失状

況 

 

写真-7.2.39 P1 橋脚基礎の端部の露頭 
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 11 月 11 日の調査時には、P1 橋脚の支持層側方を拘束するための重量の確保及び養生の

ため、橋脚周囲を貧配合のコンクリートで巻き立てた上で大型土嚢を設置していた（写真

-7.2.40）。また、P1 橋脚本体や支承への負担を軽減するため、被災前に A2 橋台があっ

た位置にベントを設置し、上部構造を支持していた（写真-7.2.41）。 

 
写真-7.2.40 P1 橋脚基礎側面の法面保

護工 

 

写真-7.2.41 桁を支持するためのベント

 

 

  

- 273 -



(2) 布下橋

 布下橋は、千曲川を渡河する市道布下・滋野線の橋梁である。表-7.2.8 に橋梁諸元、

写真-7.2.42 に全景写真、図-7.2.24 に航空写真と被害の概要を示す。なお、橋梁一般図

は入手していない。

国総研は、令和元年 11 月 11 日に現地調査を実施した。

表-7.2.8 橋梁諸元(布下橋) 

橋 長 69.9m 

上部構造 2 径間単純鋼トラス橋 

下部構造 RC 逆 T 式橋台、RC 壁式橋脚 

基礎形式 直接基礎 

架設年次 1966 年（昭和 41 年）竣工 

適用基準 S39 道路橋示方書 

管理者 東御市 

座標 緯度：36°20′23.24″、経度：138°21′46.66″ 

写真-7.2.42 布下橋全景 
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図-7.2.24 航空写真 2)と被害の概要 

調査は、千曲川の河川内から実施した。左岸（A1）側の砂州全面の流出により、橋台

背面の道路の喪失が見られ（写真-7.2.42）、通行できない状態となっていた。露出した

橋台を見ると背面側のコンクリートに欠損している部分も見られた（写真-7.2.43）。P1

橋脚上の上部構造及び基部には流された草木の堆積が見られた（写真-7.2.44）。路面上

や高欄にも草木の堆積が見られたことから、千曲川の水位は布下橋の路面上まで達してい

たと推測される。 

 

写真-7.2.43 A2 橋台背面の土砂の流出 
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写真-7.2.44 上部構造及び橋脚の草木の堆積 
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(3) 本下之城橋 

 本下之城橋は、鹿曲川を渡河する市道下之城・西原線の橋梁である。表-7.2.9 に橋梁

諸元、写真-7.2.45 に全景写真、図-7.2.25 に航空写真と被害の概要を示す。なお、橋梁

一般図は入手していない。 

 国総研は、令和元年 11 月 11 日に現地調査を実施した。 

表-7.2.9 橋梁諸元(本下之城橋) 

橋 長 35.0m 

上部構造 5 径間単純プレテン床版橋 

下部構造 RC 重力式橋台、RC 壁式橋脚 

基礎形式 直接基礎 

架設年次 1965 年（昭和 40 年）竣工 

適用基準 不明 

管理者 東御市 

座標 緯度：36°18′42″、経度：138°20′39″ 

 

 

写真-7.2.45 本下之城橋全景 
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図-7.2.25 航空写真 2)と被害の概要 

調査は、周辺道路及び鹿曲川の河川内から実施した。P1～A2 の上部構造及び P2～P4 橋

脚に流出が見られ（写真-7.2.46）、通行できない状態となっていた。P2～P4 橋脚は下流

側に転倒していた。残っていた P1 橋脚には草木の堆積が見られた（写真-7.2.47）。本下

之城橋の下流側は鹿曲川が大きく湾曲しており、右岸側・左岸側並びに上流側・下流側と

もに護岸と堤防に洗掘が見られた（写真-7.2.48）。 

 
写真-7.2.46 上部構造と橋脚の流出 
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写真-7.2.47 橋脚の草木の堆積 

 
写真-7.2.48 鹿曲川の湾曲と堤防の洗掘 
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(4) 切久保橋 

 切久保橋は、鹿曲川を渡河する市道中学校・切久保原線の橋梁である。表-7.2.10 に橋

梁諸元、写真-7.2.49 に全景写真、図-7.2.26 に航空写真と被害の概要を示す。なお、橋

梁一般図は入手していない。 

 国総研は、令和元年 11 月 11 日に現地調査を実施した。 

表-7.2.10 橋梁諸元(切久保橋) 

橋 長 51.3m 

上部構造 7 径間連続鋼鈑桁橋 

下部構造 RC 重力式橋台、RC パイルベント橋脚 

基礎形式 直接基礎 

架設年次 1970 年（昭和 45 年）竣工 

適用基準 不明 

管理者 東御市 

座標 緯度：36°19′30″、経度：138°20′35″ 

 

 

写真-7.2.49 切久保橋全景 
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図-7.2.26 航空写真 2)と被害の概要 

調査は、周辺道路及び鹿曲川の河川内から実施した。A1～A2 の上部構造及び P1～P6 橋

脚に流出が見られ（写真-7.2.49）、通行できない状態となっていた。上部構造は A2 を支

点として右岸側下流に流出していた（写真-7.2.50）。流出した上部構造には土砂や草木

の堆積が見られ、高欄は上流側から下流側に向かって倒壊していた（写真-7.2.51）。P1

～P6 橋脚はパイルベント橋脚であり、パイルベント基部で折損し、下流側に流出してい

た（写真-7.2.52）。A1 橋台背面の道路部分や堤防も流出（写真-7.2.53）しており、水

位が路面上まで達していたと推測される。A1 橋台には草木の堆積が見られた。A2 橋台は

橋座部ごと流出した部分も見られた（写真-7.2.54）。 
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写真-7.2.50 上部構造と橋脚の流出 

 

写真-7.2.51 橋脚の草木の堆積 
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写真-7.2.52 パイルベント橋脚の折損 

 

写真-7.2.53 A1 橋台背面の土砂の流出と草木の堆積 
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写真-7.2.54 A2 橋台橋座部 
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7.2.6 小諸市道 

(1) 大杭橋 

 大杭橋は、千曲川を渡河する市道（1 級）0121 号線の橋梁である。表-7.2.11 に橋梁諸

元、写真-7.2.55 に全景写真、図-7.2.27 に航空写真と被害の概要、図-7.2.28 に橋梁一

般図を示す。 

 国総研は、令和元年 11 月 11 日に現地調査を実施した。  

表-7.2.11 橋梁諸元(大杭橋) 

橋 長 101.7m 

上部構造 2 径間単純鋼鈑桁橋+単純鋼補剛吊橋+5 径間単純鋼鈑桁橋 

下部構造 2 柱式ラーメン橋脚、RC パイルベント橋脚 

基礎形式 既成 RC 杭基礎 

架設年次 1958 年（昭和 33 年）竣工 

適用基準 不明 

管理者 小諸市 

座標 緯度：36°18′08″、経度：138°25′20″ 

 

 

写真-7.2.55 大杭橋全景 
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図-7.2.27 航空写真 2)と被害の概要 
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図-7.2.28 大杭橋一般図 

調査は、周辺道路及び千曲川の河川内から実施した。左岸側側径間の上部構造及び橋

脚に流出が見られ（写真-7.2.56）、通行できない状態となっていた。流出した上部構造

の一部は、主ケーブルに接触しており、その影響によって側径間の主ケーブルに橋軸直角

方向の変位が生じ、主ケーブルが引っ張られることにより中央径間の下流側の桁に浮き上

がりが見られた（写真-7.2.57）。中央径間の上部構造には土砂や草木の堆積が見られ

（写真-7.2.57（左））、水位が路面上まで達していたと推測される。左岸側側径間の橋

脚はパイルベント橋脚であり、パイルベント基部で折損し、下流側に流出していた（写真

-7.2.58）。左岸側の上流側・下流側ともに護岸は残っているものの、その上部の堤防に

洗掘が見られた（写真-7.2.59）。 

 

写真-7.2.56 左岸側側径間の上部構造及び橋脚の流出 
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（左）桁の浮き上がり （右）側径間上部構造とケーブルの接触 

写真-7.2.57 左岸側側径間の上部構造及び橋脚の流出 

写真-7.2.58 パイルベント橋脚の折損 

写真-7.2.59 左岸側堤防の洗掘
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7.2.7 町道高地原線 

(1) 高地原橋 

高地原橋は、久慈川を渡河する町道高地原線の橋梁であり、昭和 44 年（1969 年）に竣

工、昭和 46 年（1971 年）に供用された。表-7.2.12 に橋梁諸元、図-7.2.29 に位置図、図

-7.2.30～7.2.31 に平面図・側面図を示す。桁の流出等が生じ、通行止めが行われた。 

 国総研と土研は、令和元年（2019 年）10 月 30 日に現地調査を行った。 

 

表-7.2.12 橋梁諸元(高地原橋) 

橋 長 81.4m 

上部構造 3 径間単純鈑桁橋 

下部構造 逆 T 式橋台（2 基）、T 型橋脚円柱型（RC2 基） 

基礎形式 直接基礎 

架設年次 1969 年（昭和 46 年）竣工（1971 年供用） 

適用基準 不明  

管理者 福島県東白川郡矢祭町 

座標 36.84442・140.38605 

 

 

図-7.2.29 位置図 2) 

 

 

高地原橋 

町道高地原線

久 慈
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図-7.2.30 高地原橋 平面図【矢祭町提供】 

 

図-7.2.31 高地原橋 側面図【矢祭町提供】 

 

10 月 30 日の現地調査時点では、P1～P2 間及び P2～A2 間の桁が流出していたが、A1～

P1 間の桁は流出せずに残留していた（写真-7.2.60）。A1 橋台自体は、顕著な変状は確認

されなかった。A1 橋台と残留していた A1～P1 間の桁には開きが生じており、上流側の開

きが大きくなっていた（写真-7.2.61）。また、ライフラインが接続箇所で引き抜けてい

た（写真-7.2.62）。さらに、支承アンカーが引き抜けていた（写真-7.2.63）。現場の状

況から、流出せずに残留した A1～P1 間の桁は下流側に押し出されるような挙動により、

ライフラインや支承アンカーの変状が生じたと考えられる。A2 橋台自体は、パラペット

に面外方向に押し抜かれるようなずれを伴うひび割れが確認された（写真-7.2.64）。ま

た、A2 橋台の支承部はサイドブロックが変形していた（写真-7.2.65）。P2～A2 間の桁が

流出する際にパラペットに衝突したことでそれらのひび割れが生じたと考えられる。 

P1 橋脚及び P2 橋脚は、躯体基部で破損して躯体とフーチングが分離しており、いずれ

の橋脚躯体も河川内の下流側に流出している状況であった。P1 橋脚の支承部のサイドブ

[mm] 

A2 

P2 

P1 
高水敷 

A1 
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ロックは変形していた（写真-7.2.66）。また、A2 橋台及び P1 橋脚支承部のサイドブロ

ックの変形箇所は、いずれも上流側のサイドブロックであり、鉛直上向きに開くように変

形していた（写真-7.2.65～7.2.66）。サイドブロックの変形状態等から、桁の上流側が

浮き上がりながら、支承から P1～P2 間及び P2～A2 間の桁が離脱して流出したと考えられ

る。P2 橋脚については前述の桁流出のため近づくことができず、被災の詳細な状況は確

認できなかった（写真-7.2.67）。 

なお、A1～P1 間の桁の高欄には草木が絡まっていた。これらの状況から、久慈川は高

地原橋の高欄部まで増水したと考えられる。一方で、50～100 m 程度上流側にあった高地

原橋よりも桁高が高い鉄道橋には、草木が絡まっておらず顕著な変状は確認されなかった。

なお、調査時点の河道は P1 及び P2 橋脚を含む箇所で、架橋位置の河道は水衝部にはあた

らないが、湾曲部の入り口となっていた（写真-7.2.67）。 

 

写真-7.2.60 高地原橋の状況（10 月 30 日） 
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写真-7.2.61 A1 橋台と桁の開き（10 月 30 日） 

 

  

写真-7.2.62 A1 橋台のライフライン接続箇所の引き抜け（10 月 30 日） 
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写真-7.2.63 A1 橋台の支承アンカー部の引き抜け（10 月 30 日） 

 

 

   

写真-7.2.64 A2 橋台パラペットのひび割れ（10 月 30 日） 
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写真-7.2.65 A2 橋台上流側支承部の変形（10 月 30 日） 

 

 

 

写真-7.2.66 P1 橋脚上流側支承部の変形（10 月 30 日） 
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写真-7.2.67 P2 橋脚の状況（10 月 30 日） 
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7.3 道路土工・道路沿線の自然斜面 

 令和元年台風15号「令和元年房総半島台風」では、暴風による電柱の倒壊などによる道

路の通行障害が中心であり、台風第19号「令和元年東日本台風」では、波浪や河川増水、

豪雨などにより東日本を中心に広範囲に道路施設が被害を受けた。 

台風19号では、路面冠水や暴風による事前通行規制を皮切りに様々な事象により、広

範囲の通行止めが発生した。このうち直轄国道（新直轄含む）の規制期間が比較的長期化

した土工部被災8箇所を表-7.3.1にまとめて示す。 

また、国総研で現地調査を行った被災箇所を表-7.3.2に示し、被災状況を報告する。

なお、本資料では特に断りのない限り、各箇所の調査報告に記載する調査日の調査結果を

記す。 

表-7.3.1 土工部被災通行規制箇所（直轄国道）一覧 

 

No. 路線名 発生箇所 被災状況 
規制・復旧状況 

（規制期間は事前通行を含む） 

16 E45 三陸沿岸道路 
三滝堂 IC～

小泉海岸 IC 
切土のり面変状 

13 日間（最長の期間） 

10/12～10/25 

17 R45 
岩手県宮古市

第５地割 

トンネル明かり部のスノーシェッド崩

壊 

8 日間 

10/13～10/21 

18 R49 
福島県郡山市

田村町栃本 
のり面工崩壊 

8 日間 

10/12～10/20 

19 R1 西湘バイパス 
大磯東 IC～

西湘二宮 IC 
海岸洗掘・吸い出し・陥没 

７日間 

10/11～10/18 

20 R45 
宮城県石巻市

成田字成沢 
盛土崩落（河川洗掘） 

７日間 

10/12～10/19（一部片交規制が残） 

21 R20 
八王子市南浅

川町 
河川洗掘・土砂流入 

６日間 

10/12～10/18 

22 R52 
山梨県南巨摩

郡身延町下山 

法枠工のり面及び上部の自然斜面

崩壊 

５日間 

10/12～10/17 

23 E13 東北中央道 
相馬山上 IC

～霊山 IC 
トンネル坑口上部の斜面表層崩壊 

4 日間 

10/12～10/16 

 

表-7.3.2 土工部被災調査一覧 

 

 

No. 路線名  発生箇所 被災状況 調査日 

24 主要地方道丸森霊山線 宮城県丸森町 盛土崩壊（河川洗掘） 10/24 

25 国道 138 号 神奈川県箱根町 自然斜面崩壊による道路への土砂流入 10/26 

26 県道中津川三峰口停車場線 埼玉県秩父市 ロックシェッドの崩壊（河川洗掘） 10/25 
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7.3.1 直轄国道の土工部における通行規制区間での被災状況 

 事前通行規制開始時から3日以上開放に要した直轄国道（新直轄含む。）は、8区間あり、

長期の規制を要した要因は、以下の特徴が考えられる。 

① 多段切土のり面の変状 

② 法枠工による斜面安定工の変状や近接する自然斜面からの土砂流入 

③ トンネル坑口上部の斜面崩壊による車道への土砂流入 

④ 河川増水・波浪などの洗掘による盛土崩壊や路面陥没 

⑤ ①～④などが多数箇所で連続して発生 

このほか、台風の影響による風と雨での事前通行規制や路面冠水などにより、広範囲

で、通行規制が行われた。 

 

 

7.3.2 道路土構造物（河川並行区間）の被害調査 

宮城県丸森町の主要地方道丸森霊山線では、河川

に並行する区間の盛土が数kmにわたり崩壊（写真-

7.3.1）し、令和元年10月24日時点では、当該箇所を

含む区間及び並行する補助国道や一般県道も通行止

めとなり、復旧に期間を要すことから、国総研・土

研が現地調査を実施、復旧方法に関する助言を行っ

た。 

 

 

7.3.3 道路への土砂流入（自然斜面）の被害調査 

 国道138号（神奈川県箱根町）では、自然斜面

が法長約180mにわたる大規模な崩壊が発生した

（写真-7.3.2）。このため、崩壊要因である、地

盤調査を実施のうえで復旧方法が検討されている

（写真-7.3.3）。令和元年12月27日に迂回路の設

置により通行止めは解除されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7.3.1 主要地方道 丸森霊山線  
現地調査の状況 

写真-7.3.2 国道 138 号（神奈川県提供
写真）10 月 16 日撮影 

被災法長 
180m 

写真-7.3.3 現地調査の状況 
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7.3.4 道路土工構造物（ロックシェッド）の被害調査 

 県道中津川三峰口停車場線（埼玉県秩父市）

では、中津川が増水し川沿いに設置されていた

ロックシェッドが崩落し、通行止めが発生した

（写真-7.3.4）。国総研では、崩落したロック

シェッドのほか、近隣４基のロックシェッドに

ついて、令和元年10月25日に自主調査を実施

し、管理者である埼玉県に崩落したロックシェ

ッドの被害に影響した要因や再構築する際の留

意点、近隣４基のロックシェッドの状態につい

て助言や報告を行った（写真-7.3.5）。また、

TEC-FORCEによる現地調査も実施されており、

その際に作成された資料に基づき仮復旧が行わ

れ、令和元年11月12日に通行止めが解除されて

いる。令和2年3月現在、埼玉県において、国総

研からの助言等を参考にロックシェッドの復旧

図を作成し、今後、本格復旧工事に着手する予

定である。 

 

  

写真-7.3.4 県道中津川三峰口停車場
線（TEC-FORCE 写真） 

写真-7.3.5 現地調査の状況 
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８．建築物等の被害 

8.1 はじめに 

 国土交通省国土技術政策総合研究所 建築研究部構造基準研究室及び評価システム研究

室並びに国立研究開発法人建築研究所 構造研究グループ及び材料研究グループは、台風

第 15 号及び台風第 19 号に伴う強風による建築物やゴルフ練習場等の被害、台風第 19 号

の接近に伴い発生した竜巻による建築物等の被害を対象に、現地調査を実施した。調査の

概要は下記のとおりである。なお、9 月 10 日と 10 月 17 日に実施したゴルフ練習場の被害

状況の調査は、国土交通省住宅局の要請を受けて行ったものである。 

(1) 調査日及び調査場所

・ 9 月 10 日(火) 千葉県市原市

・ 9 月 12 日(木) 千葉県鋸南町、南房総市、館山市

・ 9 月 13 日(金) 千葉県富津市、鋸南町、南房総市、館山市

・ 9 月 18 日(水) 千葉県南房総市、館山市

・ 9 月 22 日(日)～23 日(月) 東京都大島支庁神津島村、新島村

・ 10 月 15 日(火) 千葉県市原市

・ 10 月 17 日(木) 神奈川県横浜市

(2) 調査者

・ 国土交通省国土技術政策総合研究所

建築研究部 構造基準研究室長 喜々津仁密（調査日 9/10、9/12、10/15）

建築研究部 評価システム研究室長 石原 直（同 10/17）

・ 国立研究開発法人建築研究所

構造研究グループ長 奥田泰雄（同 9/13、9/18）

構造研究グループ 主任研究員 中島昌一（同 9/22～23、10/15）

構造研究グループ 研究員 髙舘祐貴（同 9/10、9/12、9/18、10/15、10/17）

材料研究グループ 上席研究員 槌本敬大（同 9/13、9/22～23）

材料研究グループ 主任研究員 山﨑義弘（同 9/12、9/13、10/15）

(3) 調査の目的

本調査では、台風第 15 号及び第 19 号の強風、台風第 19 号の接近に伴い発生した竜巻

により被災した建築物等の被害状況を、工学的見地から把握することを目的とする。併せ

て、台風第 15 号による庁舎の被害では発災後の応急対応状況、台風第 15 号及び第 19 号

によるゴルフ練習場の被害では強風時のネットの運用状況についても把握した。 

8.2 気象概要 1) 

8.2.1 台風第15号 

台風第15号は、9月7日から8日にかけて小笠原近海から伊豆諸島付近を北上し、9日3時前

に三浦半島付近を通過して東京湾を進み、5時前に強い勢力で千葉市付近に上陸した。上陸
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時の中心気圧は、速報値で960hPaとされている2)。その後、9日朝には茨城県沖に抜け、日

本の東海上を北東に進んだ。 

台風の接近・通過に伴い、伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となっ

た。 大風速35.9m/s、 大瞬間風速57.5m/sを観測した千葉市その他の多くの地点で、観

測史上１位の 大風速や 大瞬間風速を観測する記録的な暴風となった。 

図-8.2.1 に台風経路と中心気圧の変化、表-8.2.1～8.2.2 に主な 大風速と 大瞬間風

速（アメダス観測値）、図-8.2.2 に風速の時刻歴の結果をそれぞれ示す。ここで、 大風

速は 10 分間平均風速の 大値、 大瞬間風速は風速計の測定値(0.25 秒間隔)を 3 秒間平

均した値の 大値として、それぞれ定義されている。また、表-8.2.1 には参考として、以

下の 2 つの風速もそれぞれ併記した。 

・ 各地で記録された風速値を、建築基準法令で定める基準風速𝑉 の定義（地表-8.面粗度

区分Ⅱ、地上 10ｍ）に従って(8.2.1)式で換算した風速𝑉  

・ 各地の基準風速𝑉 （再現期間が概ね 50 年である暴風の 10 分間平均風速に相当） 
 

𝑉 𝑉 , ∙
,

     (8.2.1) 

 

ここで、𝑉 ：各アメダス観測所で記録された 大風速値(m/s)、𝑍 ：各アメダス観測所

での風速計高さ(m)、𝛼 及び𝑍 , ：各アメダス観測所で想定した地表面粗度区分でのべき

指数及び傾度風高さ(m)、𝛼 及び𝑍 , ：地表面粗度区分Ⅱでのべき指数及び傾度風高さ(m)

である。 

各アメダス観測所での風速計高さについては地域気象観測所一覧（気象庁）6)を参照し、

地表面粗度区分については建築物荷重指針・同解説 2015（日本建築学会）7)を参照し、海

上付近に立地する「神津島」、「新島」、「三宅坪田」はⅠ、市街にある「千葉」、「館山」は

Ⅲ、左記以外の地点は全てⅡと仮定している。 

表-8.2.1 をみると、いずれの地点でも換算した風速𝑉 は基準風速𝑉 を超えていない。ま

た、表-8.2.2 をみると、「神津島」、「千葉」、「新島」の 3 地点で 50m/s を超える 大瞬間

風速を記録している。 

 

   

          図-8.2.1 台風経路と中心気圧の変化 3) 右図縦軸は気圧(単位:hPa) 
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表-8.2.1 主な 大風速（アメダス観測値）（9 月 7 日 00 時～9 月 9 日 24 時）1),4) 

 

 

表-8.2.2 主な 大瞬間風速（アメダス観測値）（9 月 7 日 00 時～9 月 9 日 24 時）1),4) 

 
 

 

 

 

図-8.2.2 各地での風速の時刻歴（10 分間ごと）（9 月 8 日 18 時～9 月 9 日 12 時）5) 

 

地点名 ⾵速計
⾼さ(m)

東京都 神津島村 神津島 10 43.4 東南東 35.1 38
東京都 新島村 新島 10 39.0 東南東 31.6 38
東京都 三宅村 三宅坪⽥ 6.5 37.4 南 31.6 38
千葉県 千葉市中央区 千葉 47.9 35.9 南東 33.0 36
東京都 ⼤⽥区 ⽻⽥ 10 32.4 東北東 32.4 34
東京都 ⼤島町 ⼤島 27.1 30.2 ⻄南⻄ 26.0 38
千葉県 成⽥市 成⽥ 10 29.6 南南東 29.6 36
千葉県 勝浦市 勝浦 15.2 29.5 南 27.7 38
千葉県 館⼭市 館⼭ 21.8 28.4 南 30.5 38
静岡県 賀茂郡東伊⾖町 稲取 8.5 27.9 北北東 28.6 36

最⼤
⾵速
(m/s)

⾵向
粗度区分Ⅱ,
⾼さ10mでの
⾵速VII(m/s)

基準⾵速V0
(m/s)

都道府県 市町村

地点名 ⾵速計
⾼さ(m)

東京都 神津島村 神津島 10 58.1 東南東
千葉県 千葉市中央区 千葉 47.9 57.4 南東
東京都 新島村 新島 21.8 52.0 ⻄
千葉県 ⽊更津市 ⽊更津 10.1 49.0 東南東
千葉県 館⼭市 館⼭ 21.8 48.8 南南⻄
東京都 三宅村 三宅坪⽥ 6.5 48.4 南
静岡県 賀茂郡東伊⾖町 稲取 8.5 48.3 北北東
東京都 ⼤島町 ⼤島 27.1 47.1 ⻄南⻄
千葉県 成⽥市 成⽥ 10 45.8 南南東
東京都 ⼤⽥区 ⽻⽥ 10 43.2 東北東

市町村都道府県
最⼤瞬
間⾵速
(m/s)

⾵向

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

神津島
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

千葉
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

新島
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

⽊更津
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

館⼭
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

0

10

20

30

40

50

60

18
:0
0

18
:5
0

19
:4
0

20
:3
0

21
:2
0

22
:1
0

23
:0
0

23
:5
0

0:
4
0

1:
3
0

2:
2
0

3:
1
0

4:
0
0

4:
5
0

5:
4
0

6:
3
0

7:
2
0

8:
1
0

9:
0
0

9:
5
0

10
:4
0

11
:3
0

⾵
速
(m

/s
)

時刻

三宅坪⽥
平均⾵速
最⼤瞬間⾵速

- 302 -



 

 

 

    図-8.2.2 各地での風速の時刻歴（10 分間ごと）（9 月 8 日 18 時～9 月 9 日 12 時）5)

（続き） 

 

次に、図-8.2.3に千葉県内の観測値（ 大風速と 大瞬間風速）と建築基準法令での基

準風速換算値との比較結果を示す。 

基準風速として𝑉 ＝36、38m/s、地表面粗度区分としてⅢを想定し、以下の(8.2.2)式と

(8.2.3)式に従った風速𝑉 と瞬間風速（相当値）𝑉 ′を図示した。さらに、被災した建築物

が必ずしも現行基準で設計されたものだけではないので参考に、(8.2.4)式に従って旧基

準から換算される風速𝑉′も併せて示した。 
 

𝑉 𝑉 ∙ 𝐸   ：風速     (8.2.2) 

𝑉 ′ 𝑉 ∙ 𝐸 ∙ 𝐺  ：瞬間風速（相当値）   (8.2.3) 

𝑉′
∙ .

.
   ：瞬間風速（旧基準）   (8.2.4) 

 

ここで、(8.2.2)、(8.2.3)式中の𝐸 と𝐺 は、平成 12 年建設省告示第 1454 号第 1 第 2

項、第 3 項表中の地表面粗度区分Ⅲによる。また、(8.2.4)式中の𝑞は次式により、ℎは地上

高さ(m)である。 
 

𝑞
 60√ℎ  0 ≦ ℎ＜16

120√ℎ 16 ≦ ℎ
      (8.2.5)  

 

大風速では、風速𝑉 を超えるものとなっていない。 大瞬間風速も瞬間風速（相当値）

𝑉 ′と同程度もしくは瞬間風速（相当値）𝑉 ′や瞬間風速（旧基準）𝑉′よりも小さい。 
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図-8.2.3 千葉県内の観測値と基準風速換算値との比較 

 

8.2.2 台風第 19 号及びそれに伴って発生した竜巻 8) 

 台風第19号は、10月6日に南鳥島近海で発生し、マリアナ諸島を西に進み、中心気圧915hPa

の大型で猛烈な台風に発達した後、次第に進路を北に変え、日本の南を北上し、12日19時

前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した。その後、関東地方を通過し、13日12時に日本

の東で温帯低気圧に変わった。 

図-8.2.4 に台風経路と中心気圧の変化、図-8.2.5 に風速の変化をそれぞれ示す。 大風

速は横浜で 23m/s、海老名で 10.6m/s、辻堂で 24m/s であり、 大瞬間風速は横浜で 43.8m/s、

海老名で 24.2m/s、辻堂で 35.3m/s であった。地表面粗度区分を考慮し、 大風速を地上

10m の高さに換算した値については、平成 12 年建設省告示第 1454 号で定められる当該地

点の基準風速 34m/s をいずれも超えていない。 
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(a) 台風の経路     (b) 中心気圧の変化 (単位:hPa) 

図-8.2.4 台風第19号の経路と中心気圧9) 

  

  

(a) 横浜市 (b) 海老名 

 

 

(c) 辻堂  

図-8.2.5 各地の風速の変化（10 分間ごと）(10 月 12 日 12 時～10 月 13 日 6 時)5) 

 

また、台風第19号の接近に伴って大気の状態が非常に不安定となり、千葉県市原市では

竜巻と推定される突風が発生した。気象庁は10月13日に、この突風をもたらした気象現象

を明らかにするため、建築物の被害が集中した範囲を中心に現地調査を実施している。「突

風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であったこと、確度が高い漏斗雲又は移動する渦

の目撃証言が複数得られたこと、突風はごく短時間（1分程度）であったという証言やゴー

という音が移動したという証言が複数得られたこと」から、気象庁はこの突風をもたらし

た気象現象の種類を竜巻と推定し、その強さを日本版改良藤田スケールのJEF2（風速約

55m/s(3秒平均)）と評定した速報をまとめている10)。 

竜巻の発生時刻に近い8時での台風第19号の経路画像を図-8.2.6に示す11)。千葉県市原市

は、その時点での台風の中心から約200km離れた進行方向右前方に位置する。台風に伴う竜
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巻は一般に、台風の中心から100km～600km離れた進行方向右前方で発生しやすいとされて

おり例えば12)、今回の竜巻もその傾向と同じである。 

 

 

図-8.2.6 10月12日8時現在の台風第19号の経路画像（文献11)に加筆） 

 

 

  

市原市 
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8.3 台風第 15 号による庁舎の被害（千葉県市原市） 

 台風第 15 号によって強風被害が発生した市原市役所について、窓ガラス等の被害状況

と発災後の応急対応状況を把握することを目的に、9 月 10 日（火）に被害調査を実施した。

市原市役所の位置を図-8.3.1 に示す。 

 

  

図-8.3.1 被害調査を行った市原市役所の位置 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名を表す丸印を追記して掲載） 

 

以下では、市原市役所第 2 庁舎と議会棟の被害状況と応急復旧までの対応状況をまとめ

る。図-8.3.2 に市原市役所全体の平面図を示す。市原市役所第 2 庁舎（地下 2 階／地上 10

階＋塔屋 2 階）と議会棟（地上 4 階）は、昭和 47 年(1972 年)に竣工した。 

・ 市原市役所から直線距離で約 12km 離れた千葉特別地域気象観測所では、9 月 9 日午前

4 時 30 分ごろに 大瞬間風速 57.4m/s、 大風速 35.9m/s を記録している（表-8.2.1

～8.2.2 参照）。 

・ 写真-8.3.1 に示す第 2 庁舎で 22 枚、議会棟で 2 枚の計 24 枚のガラスが破損した。第

2 庁舎のガラスの破損は全方位に数か所ずつ発生し、低層部に 17 枚、中高層部に 5 枚

確認されている。 

・ 第 2 庁舎南面入り口付近（写真-8.3.1 の○印）で、方立形式のガラス 3 枚が破損した。

これらのガラスは幅 1900mm×高さ 4500mm×厚さ 10mm であり、応急復旧の状況を写真

-8.3.2～8.3.3、被災直後の状況を写真-8.3.4～8.3.5 にそれぞれ示す。南面入り口付

近で上記のガラスが破損した結果、庁舎内に風が吹き込み、同庁舎北面のガラス(写真

-8.3.6)が複数枚破損したことが確認されている。 

・ 第 2 庁舎入り口付近南面のガラスの破損は 2018 年の台風第 24 号でも発生しており、
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破損した箇所は壁として復旧している。また、その際に今回被害にあった窓ガラスは

シーリング補修を施していた。 

・ 担当者の話によると、室内に飛来物と思われる物体は確認されていないことから、破

損した窓ガラスはいずれも風圧力によるものとみられるとのことである。調査時には、

写真-8.3.7 のようにベニヤ板等で応急復旧がなされていた。 

・ 屋外に面するガラスが破損した結果、庁舎内に風が吹き込み、地下 1 階の屋内中央部

にあるガラスが破損していた(写真-8.3.8)。 

・ 台風の通過後、2 階の天井等に浸入経路が不明の漏水痕が数か所確認された(写真-

8.3.9)。 

・ 議会棟については、写真-8.3.10～8.3.12 に示すように渡り廊下に隣接する前室の扉

(室内)と屋外に面する議員ラウンジのガラスにひびが入っていた。写真-8.3.11 のガ

ラスには被災前から粘着シートが貼られており、ガラスの破片は飛散していなかった。 

・ 議会棟に隣接するペデストリアンデッキに設けられた喫煙所のパーティションが倒壊

した(写真-8.3.13)。 

・ 担当者にヒアリングを行ったところ、被災直後から窓ガラスの応急復旧までの対応状

況は以下の通りであった。 

 9 月 9 日(月)4 時ごろ 

第 2 庁舎南面入り口付近のガラス３枚が破損した(写真-8.3.4)。内部の廊下へ窓

ガラスが飛散したものの、大きな被害はなかった。 

 9 月 9 日(月)7 時ごろ 

業者によって窓ガラスの回収作業を開始した。 

 9 月 9 日(月)10 時ごろ 

内部に飛散したガラス片の回収作業を終了した。 

 9 月 9 日(月)18 時まで 

写真-8.3.2～8.3.3 のように第 2 庁舎南面入り口付近の破損した窓ガラスの範囲

を応急復旧し、今回破損したガラスのおおよその応急復旧作業が終了した。 

 9 月 10 日(火) 

第 2 庁舎の外部に飛散したガラスの撤去作業を行った。 

・ 第 2 庁舎南面入り口付近のガラスについては、2018 年も同じ構面内のガラスに被害

が発生したことから、今後 3 か月程度かけて、無被害のガラスも含め再発防止策を

検討した後に復旧し、他のガラスについては、発災後 1 週間から 10 日後以内にガラ

スの原状復旧をめざす予定とのことである。 
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図-8.3.2 市原市役所全体の配置図 13) 写真-8.3.1 第 2 庁舎の外観 
 

  

写真-8.3.2 第 2 庁舎南面入り口付近で破

損したガラスの応急復旧状況(屋外側) 

写真-8.3.3 第 2 庁舎南面入り口付近で破

損したガラスの応急復旧状況(室内側) 

 

 

写真-8.3.4 第 2 庁舎南面入り口付近の被

災直後の状況(1)（市原市提供） 

写真-8.3.5 第 2 庁舎南面入り口付近の被

災直後の状況(2)（市原市提供） 
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写真-8.3.6 第 2 庁舎北面での 

ガラスの破損（市原市提供） 

写真-8.3.7 第 2 庁舎西面での 

ガラスの破損 

  

写真-8.3.8 第 2 庁舎地下 1 階 

中央部のガラス 

写真-8.3.9 天井の漏水痕 

  

写真-8.3.10 議会棟入り口の扉の損傷 写真-8.3.11 写真-8.3.10 に示す 

ガラスの状況 

- 310 -



 

  

写真-8.3.12 議会棟ラウンジの 

ガラスのひび割れ 

写真-8.3.13 屋外喫煙所の 

パーティションの倒壊  
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8.4 台風第 15 号による建築物等の被害（千葉県内房地域） 

 千葉県内の内房地域において台風第 15 号による建築物等の強風被害状況を把握するた

め、9 月 12 日(木)、13 日(金)、18 日(水)に千葉県富津市、鋸南町、南房総市、館山市の

被害調査を行った。図-8.4.1 に調査実施日ごとの調査経路を示す。 

 

  

(a) 9 月 12 日(木)             (b) 9 月 13 日(金) 

 

(c) 9 月 18 日(水)          (d) 調査を実施した 4 市町の位置 

図-8.4.1 調査実施日ごとの調査経路図 

（(a)～(c)は地理院地図(電子国土 Web)に調査経路と地点名を表す丸印を追記して掲載） 

 

8.4.1 富津市及び鋸南町 

 以下では、富津市と鋸南町での低層の店舗、木造住宅その他の建築物等の被害状況をま

千葉県 HP の市町村マップに加筆 

(https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/map.html) 
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とめる。 

(1) 店舗 A の窓ガラスの破損と屋根ふき材の飛散（富津市金谷） 

・ 鉄骨造の店舗 A は海沿いに位置しており、窓ガラスが、屋根付近から垂れ下がる鋼製

の作業用通路が接触したと思われる箇所と海岸に面した 1 階部分で破損していた（写

真-8.4.1.1）。窓ガラスの 1 階部分の鉛直方向支持スパンが他の階より長いように見ら

れる。 

・ 金属製屋根ふき材が飛散し、周囲に散乱していた（写真-8.4.1.2）。 

  

  

写真-8.4.1.1 破損した窓ガラスの状況 写真-8.4.1.2 飛散した屋根ふき材 

 

(2) 店舗 B の内外装材の脱落又は飛散（鋸南町下佐久間） 

・ 鉄骨造平屋建ての店舗 B では、軒天井の仕上げ材や外壁材が脱落又は飛散していた（写

真-8.4.1.3～8.4.1.4）。 

・ 屋内の天井仕上げ材が落下し、その直下の範囲は立入禁止措置となっていた（写真-

8.4.1.5）。軒天井の仕上げ材の被害範囲から内部に強風が侵入したことが原因と思わ

れ、これと同様の被害形態は 2018 年の台風第 21 号での被害事例でもみられている。 

・ 破損したガラスの範囲は応急的に養生していた（写真-8.4.1.6）。 

 

  

写真-8.4.1.3 軒天井の仕上げ材 

の脱落・飛散 

写真-8.4.1.4 軒天井の仕上げ材と隅角部

での外壁材の脱落・飛散 
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写真-8.4.1.5 店舗内部の天井仕上げ材の

被害 

写真-8.4.1.6 破損したガラスの養生状況 

 

(3) 店舗 C の外壁の脱落等（鋸南町竜島） 

・ 鉄骨造 2 階建ての店舗 C の外壁が脱落しており（写真-8.4.1.7）、屋内の天井仕上げ材

の被害も屋外から確認した。 

・ 店舗 C の付近では、比較的築年数が経っていると思われる店舗併用住宅と駅舎で、多

くの屋根瓦の移動を確認した（写真-8.4.1.8～8.4.1.9）。 

・ 駅舎前の小規模木造建築物に残留変形を確認した（写真-8.4.1.10）。高さ約 860mm 建

具の水平方向のゆがみ約 80mm より、約 5 度の傾きである。 

 

写真-8.4.1.7 店舗 C の外壁の被害状況 写真-8.4.1.8 駅舎での屋根瓦の被害 
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写真-8.4.1.9 店舗併用住宅での 

屋根瓦の被害 

写真-8.4.1.10 小規模木造建築物の 

残留変形 

 

(4) 店舗 D の外壁の脱落（鋸南町保田） 

・ 写真-8.4.1.11 に示す店舗 D は、旧鋸南町立保田小学校の鉄骨造体育館を改装したもの

である。改装時に取り付けた外壁材（写真-8.4.1.12、樹脂製）は、鋼製の胴縁に取付

金具を介して設置した仕組み（写真-8.4.1.13）であり、その多くが脱落していた。外

壁材の脱落した割合は桁行面よりも妻面のほうが大きく（写真-8.4.1.14）、雨水が降り

注ぐ状況（写真-8.4.1.15）のようであった。 

 

  

写真-8.4.1.11 店舗 D の外観 写真-8.4.1.12 脱落した外壁材 
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写真-8.4.1.13 外壁材の留め付け部分 写真-8.4.1.14 全ての外壁材が 

飛散した妻面 

 

 

写真-8.4.1.15 店舗 D の内部の様子  

 

(5) 事務所 A の野地板の脱落又は飛散等（鋸南町下佐久間） 

・ 写真-8.4.1.16 に示す事務所 A は鉄骨造 2 階建てで、平成 2 年築とのことである。窓ガ

ラスが破損したほか、屋根の一部の野地板が脱落又は飛散しており、その直下の天井仕

上げ材に被害が生じていた（写真-8.4.1.17～8.4.1.18）。 

・ 階段室の壁材に、内圧が上昇した結果と思われる屋外側に変形した状況を確認した（写

真-8.4.1.19）。 

・ 1 階で破損した窓ガラスの破片が屋内のドアに突き刺さって貫通した状況を確認した

（写真-8.4.1.20～8.4.1.21）。 

 

- 316 -



 

  

写真-8.4.1.16 事務所 A の外観 写真-8.4.1.17 2 階天井の被害状況 

  

写真-8.4.1.18 2 階天井と野地の被害状況 写真-8.4.1.19 階段室の壁材の変形 

  

写真-8.4.1.20 窓ガラス破片のドアへの 

貫通（室内側から見る） 

写真-8.4.1.21 窓ガラス破片のドアへの 

貫通（廊下側から見る） 

 

(6) 倉庫の倒壊（鋸南町吉浜） 

・ 倒壊した木造倉庫（写真-8.4.1.22）にアンカーボルト（写真-8.4.1.23）と断面 45×

90mm 程度の筋かい（写真-8.4.1.24）は存在したが、筋かいの端部は釘 3 本で接合され

ているのみで、柱脚接合部もかすがい（写真-8.4.1.23）しか確認できず、接合部の外

れが倒壊の要因と考えられる。 
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・ 倒壊した鉄骨造倉庫（写真-8.4.1.25）は純ラーメン構造であり、破壊した柱脚部のベ

ースプレートとアンカーボルトは腐食していた（写真-8.4.1.26）。 

 

 
 

写真-8.4.1.22 木造倉庫の倒壊 写真-8.4.1.23 木造倉庫のアンカー 

ボルトと柱脚のかすがい  

  

写真-8.4.1.24 木造倉庫に用いられて 

いた筋かい 

写真-8.4.1.25 鉄骨造倉庫の倒壊 

 

 

写真-8.4.1.26 鉄骨造倉庫の柱脚部  
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(7) 木造住宅の外壁と小屋組の飛散（鋸南町竜島） 

・ 写真-8.4.1.27 に示す木造住宅の築年数は不明であるが、外観上、比較的築年数の経っ

たものと思われる。外壁と小屋組が広い範囲で飛散していた。 

・ 隣接する住宅のなかには、被害が極めて軽微なものも確認された（写真-8.4.1.28）。 

 

  

写真-8.4.1.27 木造住宅の被害状況 写真-8.4.1.28 隣接する住宅の被害状況 

 

8.4.2 南房総市 

 以下では、南房総市での低層の店舗、木造住宅その他の建築物等の被害状況をまとめる。 

 

(1) 店舗 E の建具や天井仕上げ材等の被害（南房総市富浦町） 

・ 店舗 E は鉄骨造平屋建てであり、屋外に面する建具が屋外方向に変形してガラスが破

損したほか（写真-8.4.2.1～8.4.2.2）、腰壁が屋外に転倒していた（写真-8.4.2.3）。 

・ 屋内の天井仕上げ材の一部が損傷していた（写真-8.4.2.4）。 

 

  

写真-8.4.2.1 屋外に面する建具の損壊(1) 写真-8.4.2.2 屋外に面する建具の損壊(2) 
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写真-8.4.2.3 屋外に面する建具の損壊と 

腰壁の転倒 

写真-8.4.2.4 屋内の天井仕上げ材の被害 

 

(2) 店舗 F の小屋組の飛散と天井の落下等（南房総市富浦町） 

・ 木造平屋建ての店舗 F は、上記の店舗 E と同じ商業エリア内に位置している。小屋組

が広範囲に飛散し、屋内でも天井が落下する等の著しい被害状況である（写真-8.4.2.5

～8.4.2.6）。小屋組は店舗 F の北東側に落下していた（写真-8.4.2.7）。屋根材は鋼板

製折板であり、短ほぞ部（ほぞ断面 30mm×30mm×長さ 45mm）を有する小屋束（かすが

い打ち、写真-8.4.2.7 中の○印）が引き抜けていた。 

・ 店舗 F に隣接する電柱が北東方向に折損していた（写真-8.4.2.8）。 

 

  

写真-8.4.2.5 小屋組が飛散した 

店舗 F の外観 

写真-8.4.2.6 店舗 F の屋内の状況 
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写真-8.4.2.7 飛散した小屋組   写真-8.4.2.8 電柱の折損 

 

(3) 店舗 G の小屋組の損壊等（南房総市富浦町多田良） 

・ 木造 2 階建ての店舗 G では、大きな範囲の小屋組が損壊していた（写真-8.4.2.9～

8.4.2.10）。 

・ 店舗 G の付近では、木造住宅の棟瓦の脱落（写真-8.4.2.11）、老朽化した倉庫の倒壊

（写真-8.4.2.12）、電柱の折損（写真-8.4.2.13）、自動販売機の転倒（写真-8.4.2.14）

を確認した。 

 

 

写真-8.4.2.9 店舗 G の小屋組の損壊(1) 写真-8.4.2.10 店舗 G の小屋組の損壊(2) 
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写真-8.4.2.11 木造住宅の棟瓦の脱落 写真-8.4.2.12 老朽化した倉庫の倒壊 

  

写真-8.4.2.13 電柱の折損 写真-8.4.2.14 自動販売機の転倒 

 

(4) 公園施設 A 及び宿泊施設 A の外壁、屋根、軒天井等の被害（南房総市白浜町根本） 

・ 写真-8.4.2.15～8.4.2.16 に示す公園施設 A では、海側に面した南面の外壁、窓ガラス

及びサッシが破損し、軒天井にも被害が生じていた。また、隅角部に位置する装飾用の

パネルが枠ごと飛散していた。 

・ 公園施設 A の近くにある宿泊施設 A では、天井パネル及び軒天井が破損していた(写真

-8.4.2.17～8.4.2.18)。周囲にある樹木の転倒等は確認されていない。 

  
写真-8.4.2.15 公園施設 A の外壁・ 

軒天井の被害状況 

写真-8.4.2.16 公園施設 A のサッシ・ 

窓ガラスの被害状況 
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写真-8.4.2.17 宿泊施設 A の屋根・ 

軒天井の被害状況 

写真-8.4.2.18 宿泊施設 A の屋根・ 

窓ガラスの被害状況 

 

(5) 宿泊施設 B の屋根と軒天井の被害等（南房総市白浜町白浜） 

・ 宿泊施設 B は海岸に面しており、写真-8.4.2.19 に示すように低層の木造部分につい

ては、窓ガラスが破損し屋根が飛散していた。また、ベランダの手すりが倒れていた。

サッシが取り外されている部分もあったため、サッシごと破損した部分があったとみ

られる。また、屋外には客室内部にあったものとみられるソファや備品が散乱してい

た。 

・ 3 階建ての RC 造部分(写真-8.4.2.20)では、軒天井が脱落していたが、海岸に面した

南面の窓ガラスは破損していなかった。 

 

  
写真-8.4.2.19 木造部分の屋根とベランダ

の被害状況 

写真-8.4.2.20 外壁と軒天井の被害状況 

 

(6) 宿泊施設 C の窓ガラスと軒天井の破損（南房総市白浜町白浜） 

・ 宿泊施設 C の海に面した窓ガラスが破損していた(写真-8.4.2.21)。しかし、Google ス

トリートビューによると被災前から窓ガラスへのひびが入っていたと思われる(写真-

8.4.2.22)。また、被災前から軒天井が破損していることも確認できる。 

・ 写真-8.4.2.23 によると、エントランスの軒天井が風によって広範囲にわたって破損・

脱落していることが確認できる。 

・ 上階の軒天井は隅角部に近い位置で破損していた。この破損状況は、他の階や場所

木造部分 

RC 造部分 
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ではあまり見られなかった(写真-8.4.2.24)。 

 

  

写真-8.4.2.21 屋根・軒天井の被害 

(被災後) 

写真-8.4.2.22 被災前の軒天井・ 

窓ガラスの状況 

(Google ストリートビュー(2019 年 5 月撮影)より) 

  

写真-8.4.2.23 エントランスの軒天井の被害 写真-8.4.2.24 上階の軒天井の被害 

 

(7) 宿泊施設 D の屋根瓦の飛散等（南房総市千倉町白間津） 

・ 宿泊施設 D の南西側に位置する屋根瓦(写真-8.4.2.25)が飛散していた。また、北東側

でも瓦の位置ずれや浮きが確認できる(写真-8.4.2.26)。外壁や窓ガラスに目立った被

害はなかった。 

 

  

写真-8.4.2.25 屋根瓦の被害(風上側) 写真-8.4.2.26 屋根瓦の被害(風下側) 
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(8) 農協施設 A の屋根の飛散（南房総市千倉町千田） 

・ 写真-8.4.2.27 に示す農協施設 A は鉄骨造平屋建てであり、屋根が飛散していた(写真

-8.4.2.28)。南西に位置する開口部付近や建物周囲の外壁等の被害は見られなかった。 

 

  

写真-8.4.2.27 南西側の開口部 写真-8.4.2.28 屋根・窓ガラスの被害 

 

(9) 塔屋の外壁材の破損（南房総市千倉町忽戸） 

・ 塔屋の外壁材が風によって破損していた(写真-8.4.2.29)。 

 

 

写真-8.4.2.29 塔屋の被害 

 

(10) 住宅の外壁材の剥離（南房総市白浜町滝口） 

・ 類似した形状の 2 棟の住宅で外壁の被害が見られた(写真-8.4.2.30～8.4.2.31)。これ

らの住宅は 30ｍほど離れていたが、いずれも海から(南から)の風を受け、局所的に強

い負圧が発生する隅角部での外壁材が剥離していた。 
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写真-8.4.2.30 住宅の隅角部での 

被害状況(1) 

写真-8.4.2.31 住宅の隅角部での 

被害状況(2)  

 

(11) 住宅の小屋組の飛散等（南房総市白浜町白浜） 

・ 住宅の屋根が小屋組ごと飛散し(写真-8.4.2.32)、屋根瓦の飛散も見られた(写真-

8.4.2.33)。この住宅は周囲が開けた傾斜地に位置し、近くに他の建築物や工作物がな

かったため、他の建築物等への被害はなかった。 

 

  

写真-8.4.2.32 屋根と外壁の被害 写真-8.4.2.33 屋根の被害状況 

 

(12) 倉庫と思われる建築物の倒壊等（南房総市白浜町白浜） 

・ 倉庫と思われる建築物が倒壊していた(写真-8.4.2.34)。写真-8.4.2.35 は被災前の状

況である。 

・ 倒壊した倉庫の隣の住宅(写真-8.4.2.36)は屋根瓦の飛散、シャッターの破損等の被害

を受けていた。 
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写真-8.4.2.34 倒壊した倉庫(被災後) 写真-8.4.2.35 被災前の状況 

(Google ストリートビュー(2019 年 5 月)より) 

 

 

写真-8.4.2.36 倒壊した倉庫の隣の住宅  

 

(13) 木造住宅の屋根の飛散等（南房総市白浜） 

・ 木造住宅で屋根の飛散や上部構造の倒壊が見られた(写真-8.4.2.37～8.4.2.38)。これ

らの住宅は空き家と見られる。 

・ 写真-8.4.2.39の住宅は小屋組の飛散だけでなく、外壁材の脱落等の被害が見られた。 

・ 軽量鉄骨造の車庫に、屋根の飛散と柱の倒壊が発生していた（写真-8.4.2.40）。 

 

  

写真-8.4.2.37 木造住宅の屋根と外壁の被害 写真-8.4.2.38 木造住宅の上部構造の倒壊 
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写真-8.4.2.39 木造住宅の屋根の飛散と 

外壁の被害 

写真-8.4.2.40 軽量鉄骨造車庫の 

屋根の飛散と柱の倒壊 

 

 (14) 看板の転倒（南房総市白浜町白浜） 

・ 住宅地での看板が倒れていた。写真-8.4.2.41 では柱脚部がさびており、折れるよう

に倒れていた。 

・ 写真-8.4.2.42 の看板は、写真を見る限り柱脚部は健全であるが、根元から倒れてい

たようである。 

 

  
写真-8.4.2.41 看板の転倒(1) 写真-8.4.2.42 看板の転倒(2) 

 

8.4.3 館山市 

 以下では、館山市での低層の店舗、木造住宅その他の建築物等の被害状況をまとめる。 

 

(1) 店舗 H の軒天井の脱落（館山市高井） 

・ 店舗 H は鉄骨造であり、エントランス直上にある軒天井の仕上げ材が、広い範囲で脱

落していた（写真-8.4.3.1～8.4.3.2）。 
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写真-8.4.3.1 店舗 H の軒天井の被害 写真-8.4.3.2 軒天井の鋼製下地材の状況 

 

(2) 店舗 I の外壁と開口部の脱落等（館山市八幡） 

・ 写真-8.4.3.3 に示す店舗 I は海岸に面した鉄骨造 3 階建てであり、築約 30 年とのこと

である。 

・ 2～3 階部分の外壁と開口部に被害が発生し、開口部の建具が路上に脱落していた（写

真-8.4.3.3～8.4.3.5）。外壁と開口部に被害が生じた結果、2～3 階の店舗内に強風と

雨水が吹き込み、書類等が散乱している状況であった（写真-8.4.3.6）。 

・ 腐食が著しく、板厚が減少している鋼製部材を確認した（写真-8.4.3.7）。 

・ 店舗Ｉに隣接する住宅では、屋根瓦の被害を確認した（写真-8.4.3.8）。 

 

  

写真-8.4.3.3 店舗 I の外観 写真-8.4.3.4 建具の脱落 
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写真-8.4.3.5 外壁の脱落 写真-8.4.3.6 店舗内の状況 

  

写真-8.4.3.7 腐食によって板厚が 

減少した鋼製部材 

写真-8.4.3.8 隣接する住宅での瓦の被害 

 

(3) 店舗 J の建具の脱落と軒天井の損傷（館山市八幡） 

・ 鉄骨造平屋建ての店舗 J では、屋外に面する建具の脱落被害が発生し、被害調査時に

は応急復旧の施工準備中であった（写真-8.4.3.9）。建具製品は約 2 か月入荷待ちの状

況とのことである。 

・ 建具は鋼製支持部材（縦枠材）と約 400mm 間隔で接合されていた（写真-8.4.3.10）。接

合部の損傷状況としては、金具からの外れ（写真-8.4.3.11）、鉄筋－金具間の溶接部破

損（写真-8.4.3.12）、鉄筋－鋼製支持部材間の溶接部破損（写真-8.4.3.13）を確認し

た。 

・ 軒天井の隅角部に仕上げ材の損傷を確認した（写真-8.4.3.14）。 
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写真-8.4.3.9 脱落した建具の応急復旧 

に向けた準備状況 

写真-8.4.3.10 建具が接合されていた 

鋼製支持部材 

  

写真-8.4.3.11 建具と鋼製支持部材との 

接合部(1) 

写真-8.4.3.12 建具と鋼製支持部材との 

接合部(2) 

 
 

写真-8.4.3.13 建具と鋼製支持部材との 

接合部(3) 

写真-8.4.3.14 軒天井の損傷 

 

(4) 鉄骨造による漁港施設 A の屋根ふき材と外壁材の飛散（館山市相浜） 

・ 海に面した漁港施設 A の屋根ふき材や外壁材が飛散していた（写真-8.4.3.15）が、近
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隣住民によれば、既に何年か使っておらず、Google ストリートビューによれば外壁材

の一部は台風前に脱落していた（写真-8.4.3.16）。なお、調査時には同じ敷地内にある

建屋の金属折板屋根が無かった（写真-8.4.3.17）が、Google ストリートビューによれ

ば、台風前から無かったようである（写真-8.4.3.18）。 

 

  

写真-8.4.3.15 漁港施設 A の外観 写真-8.4.3.16 漁港施設 A の被災前の状況* 

 

 

 

写真-8.4.3.17 漁港施設 A と同じ敷地内 

にある建屋 

写真-8.4.3.18 建屋の被災前の状況* 

*：Google ストリートビュー（2019 年 5 月撮影）による 

 

(5) ガソリンスタンドのキャノピーの落下（館山市北条） 

・ 片持ち梁構造のキャノピーを支持する 3 本の柱が折損し、キャノピー全体が落下して

いた（写真-8.4.3.19～8.4.3.21）。 

・ キャノピー上面はさびが進行している状況である（写真-8.4.3.22）。 
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写真-8.4.3.19 キャノピーの落下 写真-8.4.3.20 キャノピーを支持する 

柱の折損(1) 

 

写真-8.4.3.21 キャノピーを支持する 

柱の折損(2) 

写真-8.4.3.22 キャノピー上面の状況 

 

(6) 海岸沿いに建つ木造住宅の小屋組の損壊とブロック塀の倒壊（館山市那古） 

・ 海岸沿いに建つ木造 2 階建て住宅では、小屋組の大部分が損壊していた（写真-8.4.3.23

～8.4.3.24）。小屋束が複数本残存しており、小屋束上部のほぞから横架材が抜けた状

況が確認できる。一方、写真-8.4.3.23 の被災した住宅の右の比較的新しいと思われる

住宅では、屋根の被害は極めて軽微である。 

・ ブロック塀が倒壊しており、ブロック塀断面の鉄筋の腐食が顕著であった（写真-

8.4.3.25～8.4.3.26）。 
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写真-8.4.3.23 木造住宅の小屋組の損壊(1) 写真-8.4.3.24 木造住宅の小屋組の損壊(2) 

  

写真-8.4.3.25 ブロック塀の倒壊 写真-8.4.3.26 鉄筋の状況 

 

(7) 有筋ブロック塀の破壊（館山市相浜） 

・ 3 段積みのブロック塀（写真-8.4.3.27）が、アルミ製格子フェンスに風圧力を受けて

一部倒壊していた。ブロック塀の破壊部分には鉄筋が確認された（写真-8.4.3.28）。 

 

  

写真-8.4.3.27 3 段積みのブロック塀 

全体の様子 

写真-8.4.3.28 ブロック塀の破壊部分 

から見える鉄筋 
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(8) 木造住宅の瓦の脱落（館山市相浜、大神宮付近） 

・ 調査地での木造建築物の多くは屋根ふき材に粘土瓦を採用していた。寄棟屋根の一面

がほぼ全面的に脱落したもの（写真-8.4.3.29）、棟瓦のみが脱落したもの（写真-

8.4.3.30）、寄棟における隅棟部の瓦が脱落したもの（写真-8.4.3.31）、部分的に平瓦

が破損したもの（写真-8.4.3.32）等の様々な被害の様相を呈していた。 

・ 一方で、ほぼ無被害に見受けられる瓦屋根も少数ではあるが複数見られた（写真-

8.4.3.33～8.4.3.34）。しかし、これらはいずれも外壁や開口部の材料・部材の古さに

比して瓦屋根が新しく見えるもので、 近の台風被害や老朽化に伴って改修済みであ

ったものと考えられる。また、比較的 近修復された瓦屋根も棟瓦が崩落（写真-

8.4.3.35）していたが、隅棟部の瓦が緊結されている場合は、その瓦は脱落していなか

ったものが多かった（写真-8.4.3.36）。 

 

  

写真-8.4.3.29 寄棟の一面の瓦が 

全面的に落下した例 

写真-8.4.3.30 棟瓦のみが落下した例 

  

写真-8.4.3.31 寄棟における隅棟部 

の瓦の落下 

写真-8.4.3.32 平瓦の部分的なずれ 

又は破損 
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写真-8.4.3.33 無被害に見える瓦屋根(1) 写真-8.4.3.34 無被害に見える瓦屋根(2) 

  

写真-8.4.3.35 近改修したとみられる 

瓦屋根の棟瓦の脱落 

写真-8.4.3.36 緊結され、無被害であった 

隅棟部の瓦 

 

(9) 木造の宿泊施設 E のモルタル外壁の剥落等（館山市相浜付近） 

・ 宿泊施設 E の敷地内にある車庫の外壁材が脱落していた（写真-8.4.3.37 の左）。車庫

が南（写真-8.4.3.37 の左側）からの風圧力を受け、耐力壁がせん断変形して筋かいが

座屈したとみられる。さらに、掃き出し開口右上部分の外壁材の脱落（写真-8.4.3.37

の右上）は、門形のフレームが右側にせん断変形したときに外壁材が座屈破壊したので

はないかと考えられる。 

・ 木造の宿泊施設 E にモルタル外壁の剥落（写真-8.4.3.38）が生じており、ラスと下地

板の間の接合具（多くはステープル）の劣化による可能性もある。 
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写真-8.4.3.37 外壁材が脱落した車庫 写真-8.4.3.38 モルタル外壁が剝落した 

宿泊施設 E 

 

(10) 鉄骨造の宿泊施設 F の外壁の脱落（館山市大神宮） 

・ 写真-8.4.3.39 に示す鉄骨造の宿泊施設 F は傾斜地の中腹に立地しており、まともに受

風したであろうと想像される鉄骨造の外壁が大きく脱落していた（写真-8.4.3.40）。宿

泊施設であるが、被災時に営業していたかどうかは不明である。 

 

  
写真-8.4.3.39 傾斜地の中腹に建つ 

宿泊施設 F                

写真-8.4.3.40 宿泊施設 F の外壁の 

脱落状況 

 

(11) 海岸沿いに建つ木造住宅の屋根の飛散（館山市布良） 

・ 写真-8.4.3.41 に示す海岸沿いの木造住宅は総 2 階建てであり、屋根の大部分が飛散

し、一部の小屋組も損傷していた（写真-8.4.3.42）。この住宅については、 近空き家

になっていたとの情報が寄せられた。 
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写真-8.4.3.41 屋根が飛散した 

海沿いの木造住宅 

写真-8.4.3.42 小屋組の損傷状況 

 

(12) 木造住宅の 2 階部分の崩壊（館山市布良） 

・ 2 階部分のうち、屋根が北西へ吹き飛び（写真-8.4.3.43 の中央左側の平屋建て住宅の

裏から、平屋建て住宅の前面へ屋根部分が吹き飛んでいる）、壁が南西へ脱落（写真-

8.4.3.44）した 2 階建て木造住宅が確認された。 

 

  

写真-8.4.3.43 北西へ吹き飛んだ 

木造住宅の屋根 

写真-8.4.3.44 南西へ壁が脱落した 

2 階建て木造住宅 

 

(13) 海岸沿いに建つ木造住宅の野地板の飛散（館山市布良） 

・ 写真-8.4.3.45 に示す平屋建ての木造住宅では、屋根の野地板が飛散した。南側のトイ

レの窓ガラスが割れ、その後屋根が飛散したとのことである。トイレの天井が抜けてお

り、野地板裏面に風圧（内圧）が作用し、屋根面の外圧との合力で屋根が飛散したと考

えられる。 

・ 同じ敷地内のコンクリートブロック塀に損傷は確認されなかった。 
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写真-8.4.3.45 野地板が飛散した木造住宅 

 

 (14) ほぼ無被害の文化財建築物（館山市布良） 

・ 写真-8.4.3.46 に示すように館山市指定有形文化財に指定された築 130 年の小谷家住

宅は、外観上無被害と見られた（写真-8.4.3.47）。 

 

  

写真-8.4.3.46 文化財に指定された 

木造住宅の概要 

写真-8.4.3.47 ほぼ無被害の 

文化財建築物 

 

(15) 寺社建築の倒壊（館山市布良） 

・ 寺社建築における倉庫の倒壊（写真-8.4.3.48）及び社殿の残留変形（写真-8.4.3.49、

目視で 1/30rad 程度）が確認されたが、いずれも北向きに生じていた。 
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写真-8.4.3.48 倉庫の倒壊 写真-8.4.3.49 社殿の残留変形 

 

(16) 宿泊施設 G の窓ガラスの破損と屋根の崩落（館山市布良） 

・ 写真-8.4.3.50 に示す宿泊施設 G は、海岸段丘の上に建つ大規模な低層木造建築物であ

る。大断面円柱状の製材を柱とし、中央にガラスカーテンウォールによる吹き抜け共有

スペース（写真-8.4.3.51）が設けられていたが、吹き抜け部分の窓ガラスが破損し、

屋根も崩落していた（写真-8.4.3.52）。連続して建つ平屋の宿泊室部分の屋根も飛散し

ていた（写真-8.4.3.53）が、共有スペースを挟んで線対称の位置にも宿泊室部分があ

るが、その屋根は破壊されていなかった（写真-8.4.3.50 の左端）。当該物件の敷地は

共有スペースに向かって左奥から右手前に向かって下り傾斜となっており、右側の宿

泊室部分は盛り土した敷地の上に建つため、左側のそれに比べてまともに受風したと

考えられる。 

 

  

写真-8.4.3.50 窓ガラスの破損 写真-8.4.3.51 宿泊施設 G の内部の状況 
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写真-8.4.3.52 脱落した屋根 写真-8.4.3.53 連続する宿泊室部分 

の屋根の飛散 

 

(17) 茅葺き屋根の古民家等の被害（館山市布良） 

・ 茅葺き屋根の古民家風木造住宅（写真-8.4.3.54）は、前述の宿泊施設 G の東側約 50m

に位置している。開口部の建具が吹き飛び、外壁の仕上げ材や塗り土の一部がはがれる

（写真-8.4.3.55）等の被害が生じていたが、屋根の茅葺きは多少の損傷があるものの

吹き飛ぶ等の被害は確認できなかった。 

・ 一方、古民家の東側に隣接する木造平屋建ての宿泊施設 H（写真-8.4.3.56）は、屋根

の飛散等の甚大な被害を受けていた（写真-8.4.3.57）。 

  

写真-8.4.3.54 茅葺き屋根の 

古民家の外観 

写真-8.4.3.55 写真-8.4.3.54 の住宅の 

外壁の被害 

  

写真-8.4.3.56 写真-8.4.3.54 の住宅の 

東に隣接する木造の宿泊施設 H 

写真-8.4.3.57 宿泊施設 H の屋根の飛散 
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(18) 建築途中のログハウスの屋根の破壊・飛散（館山市布良） 

・ 写真-8.4.3.58 に示す建築途中のログハウス 12 棟は、前述の宿泊施設 G の西側約 70～

80m に位置しており、約 2.5m 程度オーバーハングした屋根が飛散した。完成が近いと

思われるログハウスのうち、被害が生じたものと軽微なもの（写真-8.4.3.59）があっ

た。屋根のオーバーハング部分を支持する柱の留め付けは、引き寄せ金物とビス（写真

-8.4.3.60）であった。 

 

 

写真-8.4.3.58 建築途中の 12 棟のログハウスの被害状況 

  

写真-8.4.3.59 被害が軽微であった 

ログハウス 

写真-8.4.3.60 オーバーハングの屋根を 

  支える柱の脚部 

 

(19) 腐朽・蟻害による木造住宅の被害の拡大（館山市伊戸） 

・ 写真-8.4.3.61 に示す 2 棟の木造住宅は構造的にはほぼ同一の仕様と思われ、ほぼ同程

度の風圧力を受けたものと考えられる。 

・ 海岸から見て右側の住宅（黄色の外壁）には一部の構造躯体に腐朽（写真-8.4.3.62）

が確認され、屋根と外壁の一部が飛散した（写真-8.4.3.63）。 

・ 一方、左側の住宅（橙色の外壁）は屋根が飛散した上、外壁の一部が飛散していた（写

真-8.4.3.64）。左側の住宅は右側の住宅より著しい腐朽と蟻害（写真-8.4.3.65）が発

生しており、これが被害を拡大させた可能性がある。なお、蟻害を受けた部材（写真-

8.4.3.66）を確認すると腐朽した部分ではない箇所に蟻害が生じていたため、イエシロ
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アリによる食害を受けたものと考えられる。 

 

  

写真-8.4.3.61 海岸沿いに建つ 2 棟の 

木造住宅 

写真-8.4.3.62 写真-8.4.3.61 右側の 

躯体の生物劣化 

  

写真-8.4.3.63 写真-8.4.3.61 右側の 

住宅の被害状況 

写真-8.4.3.64 写真-8.4.3.61 左側の 

住宅の外壁の崩落 

  

写真-8.4.3.65 躯体に生じた著しい 

腐朽・蟻害 

写真-8.4.3.66 写真-8.4.3.61 左側の 

住宅の蟻害を受けた部材 
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(20) 海岸沿いに建つ混構造 3 階建て住宅の屋根の飛散等（館山市伊戸） 

・ 海岸沿いに建ち、1 階を RC 造、2～3 階を木造とした混構造の住宅は、屋根が飛散し（写

真-8.4.3.67）、海側の窓ガラスは割れ、一部の外壁材が外れ、アルミ製の後付けバルコ

ニーが脱落していた（写真-8.4.3.68）。 

 

  

写真-8.4.3.67 屋根が飛散した海岸沿いの 

混構造 3 階建て住宅 

写真-8.4.3.68 海側の窓ガラスの破損と 

脱落したアルミ製バルコニーの設置部分 

 

(21) 海岸沿いに建つ鉄骨造建築物の窓ガラスの破損と天井の脱落（館山市西川名） 

・ 海岸沿いに建つ鉄骨造の建築物は、道路側から見ると一見無被害のように見えた（写真

-8.4.3.69）が、窓越しに内部を見ると天井が脱落（写真-8.4.3.70）しており、海岸側

から見ると窓ガラスが破損し（写真-8.4.3.71）、内部に風が吹き込んだことが分かる。

また、塔屋の外壁材が一部脱落している（写真-8.4.3.71）。 

 

 
 

写真-8.4.3.69 無被害のように見える 

鉄骨造建築物 

写真-8.4.3.70 窓越しに見える 

天井仕上げ材の脱落 

- 344 -



 

 

 

写真-8.4.3.71 海岸側の窓ガラスの破損  

 

(22) 海岸沿いに建つ比較的新しい木造による季節住宅の屋根の飛散等（館山市西川名） 

・ 海岸沿いに数棟の比較的新しい木造による季節住宅（1 棟の常時居住住宅を含む）が建

っており、このうち屋根が飛散しているもの（写真-8.4.3.72）や屋根ふき材が脱落し

ているもの（写真-8.4.3.73）があった。写真-8.4.3.72 の屋根の飛散は切妻の片側の

みであるが、この東に隣接する写真-8.4.3.73 の住宅は切妻の両面の屋根ふき材が脱落

していた。写真-8.4.3.72 の住宅は 2 階の開口部の窓ガラスが破損しており、写真-

8.4.3.45 の事例と同様に、屋根の裏面に風圧（内圧）が作用したと考えられる。 

・ 一方、写真-8.4.3.72 の西に隣接する住宅（写真-8.4.3.74）は、1 階の掃き出し窓が割

れたものの屋根は飛ばされなかった。1 階の掃き出し開口は雨戸を閉めていたが、風圧

力により雨戸が変形し窓ガラスが破損した（写真-8.4.3.75）とのことである。 

 

  

写真-8.4.3.72 屋根の飛散 写真-8.4.3.73 屋根ふき材の脱落 
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写真-8.4.3.74 写真-8.4.3.72 の住宅の 

西に隣接する住宅 

写真-8.4.3.75 写真-8.4.3.74 の１階の 

掃き出し開口 
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8.5 台風第 15 号による建築物等の被害（東京都島嶼部） 

台風第 15 号による 大瞬間風速 1),4)(表-8.2.2)のうち、 大の 58.1m/s が観測された神

津島、及び 3 番目に大きな観測値 52.0m/s が得られた新島における建築物等の被害状況を

把握するため、9 月 22 日(日)～23 日(月)に調査を行った。図-8.5.1 に被害調査エリアを

示す。 

 

   
(a) 新島、神津島 (b) 神津島 (c) 新島 

図-8.5.1 被害調査エリア 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名を表す丸印等を追記して掲載） 

 

8.5.1 神津島村 

以下では、神津島村での住宅その他の建築物等の被害状況をまとめる。図-8.5.2～8.5.7

に調査した建築物を丸印で示す。神津島での住宅のほとんどはこの地域に集中しており、

その他には、南部に空港、東部に漁港がある。被災しておよそ 2 週間が経過した 9 月 22 日

(日)に調査を実施した。村役場にて主な被害の状況や風速計の状況を確認したのち、島の

南部、中部、北部の順番で調査を実施した。 

 

(1) 神津島村役場へのヒアリング 

・ 外観上、村役場庁舎はほとんど無被害であった（写真-8.5.1.1）が、東側にあたる裏

手に軽微な被害（写真-8.5.1.2）があった。 

・ 大瞬間風速 58.1 m/s が観測されたのは神津島空港の風速計（写真-8.5.1.3）であ

り、村役場の庁舎屋上にある風速計（写真-8.5.1.2）が観測した 大瞬間風速は 53 m/s

であるとのことであった。神津島村の市街地は北、東、南の三方を山に囲まれており

（図-8.5.2）、南側の丘陵上部に位置する空港より市街地に実際に作用した風速は小さ

いと考えられた。 

 

20  km

神津島

新島

- 347 -



 

  

写真-8.5.1.1 神津島村役場の外観(1)  写真-8.5.1.2 神津島村役場の外観(2) 

 

 

図-8.5.2 神津島南部の起伏陰影図 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を

追記して掲載） 

写真-8.5.1.3 神津島空港の風速計 

「こうわん・くうこう」だより神津島 14)より引用 

 

(2) 被害の概要 

・ 図-8.5.3 に示す高台から西の方角をみた市街地の様子を写真-8.5.1.4～8.5.1.6 に示

す。ブルーシートで覆われた屋根や緑色の防水シートで覆われた屋根が点在している

ことがわかる。高台のフェンスやベンチも写真-8.5.1.7～8.5.1.8 のように破損して

いた。 

 

 

風速計 
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図-8.5.3 調査範囲（右の丸印が高台） 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を追

記して掲載） 

写真-8.5.1.4 高台から見た市街地の様子

（南部） 

 

写真-8.5.1.5 高台から見た市街地の様子 

（中部） 

写真-8.5.1.6 高台から見た市街地の様子 

（北部）  

 

写真-8.5.1.7 フェンスの被害 写真-8.5.1.8 ベンチの被害 

 

(3) 元造船所の外壁、屋根等の被害（市街地南部） 

・ 市街地南部の地域で、写真-8.5.1.9～8.5.1.38 に示す被害が確認された箇所を図-
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8.5.4 に丸印で示す。村内に３件ある造船所であった建築物では、外壁や屋根の破損

が見られた。 

・ 北側に間口を有する鉄骨造の元造船所 A では、窓ガラスの破損、外壁材の破損等が見

られた（写真-8.5.1.9）。 

・ 西側に間口を有する木造の元造船所 B では、扉、屋根、外壁の破損が見られた（写真

-8.5.1.10～8.5.1.12）。FRP を複合した横架材も見られ（写真-8.5.1.13）、横架材に釘

でとめつけられた垂木や合板が破損していた（写真-8.5.1.14）。 

・ 北東側に間口を有する鉄骨造の元造船所 C で現在倉庫として使用されている建築物で

は、屋根材として FRP 複合面材が使用されていた。また、破損した屋根材（写真-

8.5.1.15）が飛散していることが確認された（写真-8.5.1.16）。 

 

 
 

図-8.5.4 調査範囲（丸印が被害が調査箇

所）（地理院地図(電子国土 Web)に丸印を追記し

て掲載） 

写真-8.5.1.9 鉄骨造の元造船所 A の被害 

（内部） 

 

  

写真-8.5.1.10 木造の元造船所 B の被害 写真-8.5.1.11 元造船所の被害 

（手前が元造船所 A、奥が元造船所 B） 
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写真-8.5.1.12 木造の元造船所 B の被害 

（内部） 

写真-8.5.1.13 木造の元造船所 B の FRP

で覆われた横架材と垂木 

  

写真-8.5.1.14 屋根材を留め付けていた釘 写真-8.5.1.15 鉄骨造の元造船所 C の被害 

 

 

写真-8.5.1.16 飛散した元造船所倉庫 

  の FRP 外装材 

 

 

(4) 住宅の屋根や壁の破損等（市街地南部） 

・ 街灯（写真-8.5.1.17）や自動車（写真-8.5.1.18）等には、飛来物の衝突によるもの

と思われる被害が生じていた。 

・ 住宅の屋根（写真-8.5.1.19）や壁（写真-8.5.1.20）の破損が見られ、ビニルシート

等による応急的な処置が施されているものも多く見られたが、なかにはルーフィング

による補修（写真-8.5.1.21）も見られた。 

・ 例えば、写真-8.5.1.19 の住宅のように、開口部に厚さ 30 mm、幅 150 mm 程度の木材
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を横向きに開口枠の両端に設置された溝付き受け材（写真-8.5.1.22）に嵌め込んだ上

でビス留めして横張りし、台風に備えるという習慣がある。この対策を施している、

又は台風襲来時に施していたであろう家屋は概して窓ガラスが割れていなかった。 

 

  

写真-8.5.1.17 飛来物の衝突により破損 

したと思われる街灯 

写真-8.5.1.18 飛来物が衝突したと 

思われる自動車 

  

写真-8.5.1.19 住宅の屋根の被害 

（開口部には防御板が嵌められている） 

写真-8.5.1.20 壁の波板材と木ずり板 

による補修と屋根けらば部の防水シート 

による補修 
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写真-8.5.1.21 屋根のルーフィング材 

 による補修 

写真-8.5.1.22 開口部の防御板の受け材 

 

(5) 店舗、宿泊施設、ゴミ捨て場の被害（市街地南部） 

・ 屋根材が飛散した店舗 A（写真-8.5.1.23）では、屋根に応急的な処置が施されブルー

シートで覆われていた（写真-8.5.1.24）。 

・ 店舗入り口付近（写真-8.5.1.25）からの目視した限りでは、内部の天井材には大きな

被害は見られなかった（写真-8.5.1.26）。 

・ 店舗 A の道を隔てて反対側にあったゴミ捨て場は SNS 等の情報から倒壊したものと判

断され、残骸もほぼ片付けられていた（写真-8.5.1.27）が、基礎の上に残った土台に

腐朽と蟻害（写真-8.5.1.28）が観察された。 

・ 店舗 A の北東に隣接する鉄骨造 4 階建ての宿泊施設 A（写真-8.5.1.29）では、建物の

隅部で軒天井部材の破損（写真-8.5.1.30）が見られた。 

 

  

写真-8.5.1.23 ブルーシートで覆われた 

店舗 A の屋根(1) 

写真-8.5.1.24 ブルーシートで覆われた 

   店舗 A の屋根(2) 
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写真-8.5.1.25 正面から見た店舗 A の様子  写真-8.5.1.26 屋根被害を受けた 

店舗 A の内部 

  

写真-8.5.1.27 倒壊して撤去された 

ゴミ捨て場の跡 

写真-8.5.1.28 ゴミ捨て場の土台の 

腐朽・蟻害 

  

写真-8.5.1.29 軒下に被害を受けた 

宿泊施設 A 

写真-8.5.1.30 宿泊施設 A の軒天井部材 

の破損 

 

(6) 住宅の屋根と壁の破損（市街地南部） 

・ 宿泊施設 A の周辺の傾斜地では、壁が破損した住宅（写真-8.5.1.31）や、屋根が破損

した住宅（写真-8.5.1.32）が数多く見られた。 

・ しかし、調査時点で約 2 週間経過していたため、ブルーシートによる応急措置（写真

-8.5.1.33）がなされているものが多く、破損した部材やその程度が特定できないもの

も多かった。なかには、屋根ふき材（小屋組も含む可能性あり）の修繕が終わってい

る住宅（写真-8.5.1.34）もあった。 
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写真-8.5.1.31 壁に被害を受けた住宅 写真-8.5.1.32 屋根に被害を受けた住宅 

  

写真-8.5.1.33 補修された宿泊施設 A 

の倉庫 

写真-8.5.1.34 補修された住宅の屋根 

 

(7) 倉庫の倒壊（市街地南部） 

・ 木造の倉庫 A が倒壊し、残骸が撤去されて残ったとみられる基礎（写真-8.5.1.35）が

確認された。Googleストリートビューによれば、平屋建てで切妻の倉庫（写真-8.5.1.36）

であったことが明確である。基礎に残ったアンカーボルトのナットの位置（写真-

8.5.1.37）から 90mm 角の土台が使用されていたと推定される。アンカーボルト廻りに

残った土台の欠片（写真-8.5.1.38）から蟻害が観察された。 

  

写真-8.5.1.35 倒壊した倉庫 A の跡地 写真-8.5.1.36 被災前の倉庫 A 

（google ストリートビュー(2014 年 11 月撮影)より）

撮影日: 11月 2014 ©  2019 Google
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写真-8.5.1.37 基礎に残った 

アンカーボルト 

写真-8.5.1.38 土台の蟻害 

(8) 店舗、住宅等の庇の飛散等（市街地中部） 

・ 市街地中部の住宅等が密集している地域で、写真-8.5.1.39～8.5.1.43 に示す被害が

確認されたのは図-8.5.5 に示す丸印の箇所である。 

・ 同中部の店舗 B（写真-8.5.1.39）では、軒先のアルミフレームに樹脂板を張った庇の

一部が飛散していた。 

・ 周囲が少し開けている（地表面粗度が低い）住宅では、屋根や軒天井の飛散（写真-

8.5.1.40）、周辺の電柱や住宅の被害（写真-8.5.1.41）が見られた。 

・ RC 造の病院の２階上部に増設された木造屋根部では、外壁のずれ、軒天井の脱落（写

真-8.5.1.42）、住宅の庇の飛散（写真-8.5.1.43）等が見られた。 

  

図-8.5.5 調査範囲（丸印が調査箇所） 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を追記

して掲載） 

写真-8.5.1.39 店舗 B の庇の被害 

  

写真-8.5.1.40 住宅の屋根被害と 

折れた電柱 

写真-8.5.1.41 住宅の屋根の被害 
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写真-8.5.1.42 RC 造の病院に増築された

木造部分の外壁・軒の被害 

写真-8.5.1.43 住宅の庇の被害 

 

(9) 木造住宅の屋根や外壁の被害（市街地北部） 

・ 市街地北部の神津沢に沿って住宅が立ち並ぶ地域で、写真-8.5.1.44～8.5.1.54 に示

す被害が確認されたのは、図-8.5.6 に示す丸印の箇所である。 

・ 住宅や倉庫の屋根や外壁の被害（例えば、写真-8.5.1.44）が見られ、多くの住宅です

でに応急的な補修が進んでいた（写真-8.5.1.45）が、飛散した屋根材等がそのまま放

置（写真-8.5.1.46）されているために被害があったことを物語っていた。 

  

図-8.5.6 調査範囲（丸印が被害が調査箇

所）（地理院地図(電子国土 Web)に丸印を追記し

て掲載） 

写真-8.5.1.44 倉庫の屋根被害 

   

写真-8.5.1.45 応急的な処置をした 

住宅の屋根 

写真-8.5.1.46 飛散した屋根材 
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・ 写真-8.5.1.47 の住宅では、屋根の破損や軒下の通気口カバーの落下が見られ、破損

した屋根については緑色の防水シートを用いた補修が施されていた。同住宅の住人の

話によると、建物の東面に飛来物の衝突によって外壁が破損した（写真-8.5.1.48）他、

屋根材の破損や軒下通気口カバーの脱落（写真-8.5.1.49）、雨漏りによる天井仕上げ

材の落下（写真-8.5.1.50）等の被害等を受けたとのことであった。 

・ 写真-8.5.1.51 の住宅では、アスファルトシングルによる屋根ふき材の剥離（写真-

8.5.1.52）等が見られた。 

 

  

写真-8.5.1.47 南面の通気口の脱落 写真-8.5.1.48 飛来物による東面の 

壁の破損 

  

写真-8.5.1.49 落下した通気口 写真-8.5.1.50 雨漏りの被害 

  

写真-8.5.1.51 屋根ふき材の被害 写真-8.5.1.52 屋根ふき材の被害 
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(10) 鉄骨造住宅の外壁材の飛散（市街地北部） 

・ 海岸付近に建つ 3 階建の空き家の鉄骨造の住宅（写真-8.5.1.53）は、外壁材の飛散に

よって壁体内部が露出していた（写真-8.5.1.54）。壁体内部の鉄骨構造部材では、潮

風による経年的な劣化と思われる腐食が見られ、木製の二次部材には腐朽が見られた。 

 

  

写真-8.5.1.53 住宅の壁被害 写真-8.5.1.54 外壁材の脱落 

 

(11) RC 造温泉施設の屋根ふき材の脱落・飛散（島北部） 

・ 市街地から離れた島の北部に位置する（図-8.5.7）RC 造の温泉施設（写真-8.5.1.55）

では、銅製屋根ふき材の飛散が確認された。調査当時はほぼ全ての銅製屋根ふき材（写

真-8.5.1.56）が屋根から剝がれていたが、風圧力で吹き飛んだのは一部で、残りの部

分は今後の飛散の危険性を考慮して人為的に剝がしたとのことであった。飛散した銅

製の屋根ふき材は勾配パラペット頂部の笠木（写真-8.5.1.57）と勾配部分は受け材（写

真-8.5.1.58）に銅釘で留め付けられていたが、銅釘が腐食しており、下地の木材も蟻

害を受けていた。同施設中央部に突き出た三角屋根部分も当初は銅製屋根ふき材であ

ったが、著しく劣化して雨漏りがひどかったために数年前にアスファルトシングルに

葺き替えたとのことである（写真-8.5.1.59）。なお、この三角屋根部分の被害はほと

んど無かった。 

・ 脱落した屋根ふき材の多くはすでに片付けられていたが、被害は屋根の西面に集中し

ていた。 

  

図-8.5.7 調査範囲（丸印が被害が調査箇

所）（地理院地図(電子国土 Web)に丸印を追記し

て掲載） 

写真-8.5.1.55 温泉施設の屋根被害 
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写真-8.5.1.56 脱落した屋根ふき材 写真-8.5.1.57 屋根ふき材の飛散に 

よって露出した下地材 

写真-8.5.1.58 受け材の蟻害 写真-8.5.1.59 既にアスファルトシング

ルへの葺き替えが終わった三角屋根部分 

 

8.5.2 新島村 

以下では、新島村での住宅その他の建築物等の被害状況をまとめる。図-8.5.8 に新島の

調査範囲を示す。主に本村
ほんそん

、若
わか

郷
ごう

、間々下の３つの地区について、被災しておよそ 2 週間

が経過した 9 月 23 日（月）に調査を実施した。いずれの地区も村の西側が海に面してい

る。本村は も人口の多く、役場等があり空港にも近い。若郷は島の北部、間々下は島の

南部に位置している。 

 

   
(a) 本村地区 (b) 若郷地区 (c) 間々下地区 

図-8.5.8 新島の調査範囲（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を追記して掲載） 
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(1)  新島村役場へのヒアリング 

・ 外観上、村役場庁舎はほとんど無被害であった（写真-8.5.2.1）。 

・ 大瞬間風速 52m/s が観測されたのは新島空港の風速計（写真-8.5.2.2、図-8.5.9）

であった。村役場の庁舎に隣接する新島村住民センターの屋上に設置されている風速

計（写真-8.5.2.3）が観測した 大瞬間風速は、50.9 m/s であったが、9 月 8 日（日）

23 時頃に計測が停止し、その後のデータは記録されていないとのことであった。ヒア

リングによると、通常時から庁舎の風速計の数値は、新島空港の数値よりも 5〜10m/s

程大きいことが多いとのことであった。 

 

  

写真-8.5.2.1 新島村役場の外観  写真-8.5.2.2 新島空港の風速計（北側） 

 

 

図-8.5.9 新島空港の風速計 

「こうわん・くうこう」だより新島・式根島 15)に

加筆 

写真-8.5.2.3 新島村住民センターの屋上

に設置されている風速計 

 

(2)  空港周辺の被害 

・ 空港の近くにある鉄骨造の自動車整備工場（写真-8.5.2.4）では、外壁材や屋根材の

脱落（写真-8.5.2.5）が見られた。 

 

左から視程計、雨量計、シーロメータ、温度計・湿度計 

風向風速計(滑走路の両端に設置) 
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写真-8.5.2.4 空港の近くの工場の被害 写真-8.5.2.5 脱落した屋根材 

 

(3)  市街地全体の様子 

・ 写真-8.5.2.6 に上空から見た本村地区、写真-8.5.2.7 に４階建建物の屋上から見た若

郷地区を示す。ブルーシートで覆われた屋根が点在していることが確認できる。図-

8.5.10～8.5.11 には被害を確認した建物の位置を丸印で示している。 

 

  

写真-8.5.2.6 上空から見た本村地区 

（ブルーシートは丸印） 

写真-8.5.2.7 旧小学校屋上からみた 

若郷地区（ブルーシートは丸印） 

  

図-8.5.10 本村地区の起伏陰影図 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を追

記して掲載） 

図-8.5.11 若郷地区の起伏陰影図 

（地理院地図(電子国土 Web)に地点名と丸印を追記し

て掲載）  
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(4)  住宅、店舗、倉庫の外壁材や屋根材の飛散（本村地区北部・中部） 

・ 本村地区では、外壁材が被害を受け、応急的な補修が終わっている住宅（写真-8.5.2.8）、

屋根が飛散した住宅（写真-8.5.2.9）、木造のパラペットの一部が被害を受け（写真-

8.5.2.10）、パラペット背後の木造の屋根が飛散した組積造の店舗 C（写真-8.5.2.11）、

屋根に被害を受けた作業場、外壁の一部が飛散した店舗兼住宅（写真-8.5.2.12）等が

見られた。住宅の屋根ふき材の多くはスレート瓦で、部分的に飛散している例（写真-

8.5.2.13）が多かった。また、被害を受けた建築物のうち、一部のものは既に補修済

み（写真-8.5.2.8）であった。 

・ 被害を受けた建築物は、木造住宅の他に、柱梁は RC 造で耐震壁はコンクリートブロッ

クや石を用いた組積造（以下、RC+CB 造）があり、屋根のみ木造である住宅も多く見ら

れた。屋根のみ木造である建築物では、軒天井の通気口の脱落等も見られた。 

 

  

写真-8.5.2.8 住宅の外壁被害の 

応急的な補修 

写真-8.5.2.9 住宅の屋根被害 

  

写真-8.5.2.10 店舗 C のパラペットの被害 写真-8.5.2.11 店舗 C の屋根の被害 
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写真-8.5.2.12 店舗兼住宅の外壁被害 写真-8.5.2.13 住宅の屋根被害 

 

(5)  住宅の屋根や軒天井の破損等（本村地区南部） 

・ 本村地区南部の傾斜地に建つ住宅（写真-8.5.2.14）や住宅兼作業場（写真-8.5.2.15）

では、屋根ふき材が部分的に飛散する被害が見られた。 

・ 同地区の住宅は比較的軒の出が小さいものの、軒天井が破損している被害が多く見ら

れた（写真-8.5.2.16～8.5.2.19）。一部の住宅は RC 造の 1 階部分に木造の 2 階を設け

ていた（写真-8.5.2.16～8.5.2.17）。 

 

  

写真-8.5.2.14 住宅の屋根被害 写真-8.5.2.15 住宅兼作業場の屋根被害 

  

写真-8.5.2.16 住宅の軒被害 写真-8.5.2.17 住宅の軒被害 
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写真-8.5.2.18 住宅の軒被害 写真-8.5.2.19 住宅の軒と外壁被害 

 

(6)  無被害の住宅（本村地区） 

・ 同じ本村地区においても、比較的新しく建てられたと思われる写真-8.5.2.20～

8.5.2.21 の住宅では外壁、屋根、屋根のソーラーパネル等に被害が見られなかった。 

 

  

写真-8.5.2.20 無被害の住宅(1) 写真-8.5.2.21 無被害の住宅(2) 

 

(7)  コンクリートブロック(CB)造又は組積造の倉庫、木造の店舗等の被害（若郷地区南部） 

・ 東側と南側に山がある若郷地区南部では、CB 造又は組積造の倉庫 B の倒壊（写真-

8.5.2.22～8.5.2.23）、木造の店舗 D の屋根の崩落（写真-8.5.2.24）、RC+CB 造又は組

積造で屋根のみ木造の住宅の屋根の飛散（写真-8.5.2.25～8.5.2.27）等が見られた。 

・ その他、比較的築年数が浅いとみられる共同住宅（写真-8.5.2.28）はスレート瓦の一

部が吹き飛んだとみられ、軒天井も一部破壊していた（写真-8.5.2.29）。 

・ 新島では抗火石といわれる石が名産で、この石を使った組積造が昔から多いとのこと

である。RC造の柱梁フレームにこの石を充填して建築物とすることも多いようである。

なお、軽量コンクリートブロックは海岸付近では飛砂により浸食されるため、ほとん

ど使わないとのことである。組積造、又は RC 造＋組積造とした場合においても小屋組

は木造とすることが多いようである。 
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写真-8.5.2.22 倒壊した倉庫 B 写真-8.5.2.23 倒壊した倉庫 B の内部 

  

写真-8.5.2.24 倒壊した店舗 D 写真-8.5.2.25 住宅の屋根被害 

  

写真-8.5.2.26 写真-8.5.2.25 の住宅の 

内部の様子 

写真-8.5.2.27 飛散した屋根材 

写真-8.5.2.28 共同住宅の屋根と 

軒の被害 

写真-8.5.2.29 写真-8.5.2.28 の住宅の 

軒天井の被害 
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(8)  漁港施設 A の屋根ふき材の損傷（若郷地区南部） 

・ 西側の湾に面する漁港施設 A（写真-8.5.2.30）では、鉄骨造の屋根面の半分ほどが海

側から捲られるように破損（写真-8.5.2.31～8.5.2.33）していた。留め付け方法、接

合具の材質は不明であるが、鋼材もかなり腐食しているため、防錆仕様が不十分な留

め付け方であった場合には、それが原因となっている可能性もある。 

 

  

写真-8.5.2.30 漁港施設 A の屋根被害 写真-8.5.2.31 漁港施設 A の屋根被害 

  

写真-8.5.2.32 漁港施設 A の屋根被害 写真-8.5.2.33 風で捲れた屋根材 

 

(9)  住宅の屋根の飛散（若郷地区北部） 

・ 東側の山の麓に位置する若郷地区北部では、RC+CB 造又は組積造で屋根のみ木造の住

宅の屋根の飛散（写真-8.5.2.34）や屋根ふき材の飛散（写真-8.5.2.35）が見られた。 

・ 木造とみられる住宅のうち、比較的古いものの屋根の飛散（写真-8.5.2.36）や比較的

新しいものの屋根ふき材の飛散（写真-8.5.2.37）等が見られた。 

 
 

写真-8.5.2.34 住宅の屋根被害(1) 写真-8.5.2.35 住宅の屋根被害(2) 
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写真-8.5.2.36 住宅の屋根被害(3) 写真-8.5.2.37 住宅の屋根被害(4) 

 

(10) 美術館の窓ガラスの破損等（間々下地区） 

・ 南西側の海岸に面する間々下地区では、数十メートルの海岸段丘の上に建つ美術館西

面の窓ガラスの破損（写真-8.5.2.38）や屋外に展示された美術作品の破損（写真-

8.5.2.39）等の被害があった。 

・ 美術館から数百 m 北西に位置する平屋建て RC 造の介護施設（海岸から約 500 m）は、

屋根ふき材が無く、ルーフィング材で仕上げた勾配屋根であったが、このルーフィン

グ材が広い範囲で剝がれていた（写真-8.5.2.40～8.5.2.41）。さらに、陸屋根部分に

設置された設備室外機は西から東に転倒していた（写真-8.5.2.42）が、脚部は腐食し

ていた。 

・ その他、美術館から約 300m 南側に位置する工場の屋根材の一部が飛散していた（写真

-8.5.2.43）。 

 

  

写真-8.5.2.38 西側の海岸に面する 

美術館のガラスの破損 

写真-8.5.2.39 海に面して屋外に 

展示された美術作品の破損 
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写真-8.5.2.40 介護施設の屋根被害 

（建物南東面） 

写真-8.5.2.41 介護施設の屋根被害 

（写真-8.5.2.40 を東側から見た様子） 

  

写真-8.5.2.42 西から東に転倒した 

介護施設の室外機 

写真-8.5.2.43 工場の屋根と外壁の被害 
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8.6 台風第 19 号の接近に伴う竜巻による建築物等の被害（千葉県市原市） 

以下では、台風第 19 号の接近に伴う竜巻による建築物等の被害として、住宅や公共建築

物等の状況をまとめる。10 月 15 日(火)に千葉県市原市永吉
ながよし

、下野
し も の

、潤
うる

井戸
い ど

地区で現地調

査を実施し、その範囲は長さ約 1km、幅約 100～300ｍである。図-8.6.1 に調査した建築物

等の位置を示す。以下に示す被害状況から、竜巻は南東から北西に向かって進行したもの

と考えられる。 

なお、10 月 15 日時点の市原市把握の被害状況（速報）によれば、竜巻による人的被害

として死者１名、軽傷者 9 名、住家等被害として全壊 12 件、半壊 23 件、一部損壊 54 件と

なっている 16)。 

 

 

図-8.6.1 調査した建築物等の位置 

（地理院地図(電子国土 Web)に被災した建築物等の地点を表す丸印、おおよその調査範囲を表す点線及び距

離のスケールを追記して掲載） 

 

8.6.1 住宅 

(1) 住宅 A（市原市下野） 

・ 住宅 A は軽量鉄骨造２階建てであり、築年数は約 40 年とのことである。雨戸や窓ガラ

スの損壊、屋根ふき材、屋根下地材、外壁材、断熱材、内装材等の飛散や損傷が確認

された（写真-8.6.1.1～8.6.1.5）。また、外壁には飛来物が衝突又は貫通した状況も

確認された（写真-8.6.1.6）。 

・ 居住者の話によると、竜巻発生時には、雨戸は閉めていたとのことであった。 

・ 小屋組には L 型金物やかすがいが確認された（写真-8.6.1.7～8.6.1.8）。 
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写真-8.6.1.1 住宅 A の外観（南西面） 写真-8.6.1.2 住宅 A の外観（東面） 

  

写真-8.6.1.3 窓ガラスや壁材が 

飛散した室内の様子 

写真-8.6.1.4 天井材の損傷状況 

  

写真-8.6.1.5 屋根軒先部の損傷状況 写真-8.6.1.6 飛来物の衝突や貫通 

（東面 1F） 
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写真-8.6.1.7 小屋組の L 型金物 写真-8.6.1.8 小屋組のかすがい  

 

(2) 住宅 B（市原市下野） 

・ 住宅 B は木造 2 階建てであり、築年数は不明である。瓦や小屋組の飛散、開口部の損

壊、外壁の落下（写真-8.6.1.9～8.6.1.10）、梁の落下（写真-8.6.1.11）、柱の土台か

らの抜け出し（写真-8.6.1.12）等が確認された。 

・ 南側の平屋部分（写真-8.6.1.10）は、下げ振りによる計測で西へ 1/30rad 程度傾いて

いることが確認された。 

 

  

写真-8.6.1.9 住宅 B の外観（北面） 写真-8.6.1.10 住宅 B の外観（南面） 

  

写真-8.6.1.11 落下した梁 写真-8.6.1.12 抜け出した柱のほぞ 
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(3) 住宅 C（市原市永吉） 

・ 住宅 C は木造 2 階建てであり、築年数は約 40 年とのことである。1 階東面で農業用工

作物が衝突した結果、雨戸が損傷していたほか、瓦の脱落も見られた（写真-8.6.1.13

～8.6.1.14）。また、外壁の飛散（写真-8.6.1.15）、飛散した瓦片の雨戸への衝突（写

真-8.6.1.16）が確認された。 

・ 室内では、破損したガラスや飛来物の侵入（写真-8.6.1.17）、天井の雨漏り被害（写

真-8.6.1.18）を確認した。 

・ 棟瓦は鉄筋を挿入して棟木に留め付けられており（写真-8.6.1.19）、比較的被害が小

さかった一方、平部の瓦は釘等で留め付けられておらず（写真-8.6.1.20）、写真-

8.6.1.13 に示すように広い範囲で落下が確認された。 

・ 居住者の話によると、被災時には全ての雨戸を閉めていたが、東面の雨戸が外れて窓

ガラスが破損した結果、風が吹き込み、西側の窓と雨戸を室内側から吹き飛ばし、風

が西へ抜けていったとのことであった。 

 

  

写真-8.6.1.13 住宅 C の外観（東面） 写真-8.6.1.14 農業用工作物の雨戸 

への衝突状況 

   

写真-8.6.1.15 脱落した欄間 写真-8.6.1.16 瓦が突き刺さった雨戸  
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写真-8.6.1.17 ガラス等が飛散した室内 写真-8.6.1.18 天井の雨漏り被害 

   

写真-8.6.1.19 鉄筋で留め付けられた棟瓦 写真-8.6.1.20 屋根瓦の脱落 

 

(4) 住宅 D（市原市永吉） 

・ 住宅 D の基礎はその場に残っていたが、上部構造は原形を留めていなかった（写真-

8.6.1.21）。被災前の Google ストリートビューによると、道路側に車庫のある木造 2

階建てであったと思われる（写真-8.6.1.22）。 

・ 居住者および近隣住民の話によると、住宅 D の築年数は約 55 年であり、居住者は倒壊

により生き埋めになったが、すぐに救助されたとのことである。 

  

  

写真-8.6.1.21 倒壊した住宅（四角部） 写真-8.6.1.22 倒壊した住宅 

(Google ストリートビュー(2019 年 3 月撮影)より) 
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(5) 住宅 E（市原市永吉） 

・ 住宅 E は木造 2 階建てであり、築年数は不明である。居住者の話によると、被災時に

雨戸は閉めていたが、東側から飛来物が衝突して窓ガラスや外壁が破損したとのこと

である（写真-8.6.1.23）。 

・ 南面の窓でも窓ガラスが破損するなどの被害が確認された（写真-8.6.1.24）。 

  

  

写真-8.6.1.23 東面の窓・壁の被害  写真-8.6.1.24 南面の窓の被害 

 

(6) 住宅 F（市原市永吉） 

・ 住宅 F は木造 2 階建てで、築年数は約 18 年とのことである。居住者の話によると、屋

根ふき材の修繕を含めてリフォーム等は一度も行っていないとのことである。 

・ 1 階東側の窓は雨戸を閉めていたが破損したとのことである（写真-8.6.1.25）。また、

2階南側の窓にも損傷が生じており、窓上部の軒天井も破損していた（写真-8.6.1.26）。 

・ 比較的多くの瓦が脱落・飛散しており、棟部ではいくつかの棟瓦に割れが生じていた。

銅線による固定部は残っているため、割れの要因は飛来物によるものと考えられる（写

真-8.6.1.27、銅線は丸部）。採用されている瓦はいわゆる防災瓦（隣接する瓦との組

み合わせのための突起部を右下隅に有し、耐風性能の向上に配慮した瓦）であり、2 階

のベランダから確認した範囲では、全ての瓦は釘打ちされていた（写真-8.6.1.28、釘

は丸部）。 

  

  

写真-8.6.1.25 南東側から見た雨戸、 

瓦の被害 

写真-8.6.1.26 2 階南側の窓と軒天井 
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写真-8.6.1.27 棟瓦の割れ（丸印は銅線） 写真-8.6.1.28 釘打ちされた瓦 

 

(7) 住宅 G（市原市永吉） 

・ 上記の住宅 F と同じ敷地内にあった住宅 G は木造 2 階建てであり、築年数は 50 年以上

とのことである（写真-8.6.1.29～8.6.1.30）。住宅 F～G の建つ敷地の南東側は開けて

おり、南東からの強風を遮るものは無かった。 

・ 布基礎は無筋でフーチングは無く、南東部分の基礎は折損していた（写真-8.6.1.31）。

基礎にはアンカーボルトが残っており、土台以上が飛散したものと考えられる。 

・ 調査時には、基礎上の躯体は全て片付けられていた（写真-8.6.1.32）。 

  

  

写真-8.6.1.29 家の北東側から見た敷地 
（写真左が住宅 G の位置、右が住宅 F） 

写真-8.6.1.30 写真-8.6.1.29 の被災前
の状況(Google ストリートビュー(2019 年 3 月

撮影)より) 

  

写真-8.6.1.31 残った無筋基礎 
（南東側で折損） 

写真-8.6.1.32 敷地内の瓦礫 
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(8) 住宅 H（市原市下野） 

・ 住宅 H は木造 2 階建てであり、築年数は約 30 年とのことである（写真-8.6.1.33）。 

・ 屋根では、小屋組ごと飛散している範囲(写真-8.6.1.34)と野地板や小屋束が残ってい

る範囲(写真-8.6.1.35)が見られた。 

・ 窓ガラスが破損した部分のサッシは写真-8.6.1.36 のように屋外側に変形していた。一

方、写真-8.6.1.37 のように屋内側に変形した雨戸も見られた。 

 

  

写真-8.6.1.33 住宅 H の外観 写真-8.6.1.34 小屋組ごと飛散した 

屋根の範囲の状況 

  

写真-8.6.1.35 小屋組が残っている 

屋根の範囲の状況 

写真-8.6.1.36 サッシの変形 
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写真-8.6.1.37 室内側に変形した雨戸と

サッシ 

 

 

(9) 住宅 I（市原市下野） 

・ 上記の住宅 H と同じ敷地内にある住宅 I は、木造平屋建てであり、築年数は約 70 年と

のことである（写真-8.6.1.38）。 

・ 調査時にはブルーシートで屋根を養生済みであり、その被害の状況は確認できなかっ

た。 

 

 

 

写真-8.6.1.38 住宅 I の外観  

 

(10) 住宅 J（市原市下野） 

 住宅 J は木造 2 階建てであり、築年数は約 20 年とのことである。周囲が比較的開けた

場所に位置しており、写真-8.6.1.39～8.6.1.40 の外観からも分かるように外壁と屋

根が損壊していた。また、被害発生前に雨戸は閉じていたとのことだったが、多くの

開口部で破損が確認された。 

 住宅の北側では、隅角部や外壁材の剥離が見られた(写真-8.6.1.41)。 

 写真-8.6.1.40 の丸印で示す 1 階の外壁がない部分では、施工業者が応急的に筋かい
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と隅部での柱の追加措置を行ったとのことである（写真-8.6.1.42）。また、室内側の

壁面にカーテンレールが突き刺さっていた（写真-8.6.1.43）。 

 北西隅の玄関上にある吹き抜けで、窓ガラスの破損が確認された（写真-8.6.1.44）。 

 2 階では、小屋組の構成部材や野地板の飛散のほか、天井材の破損や落下がみられた

（写真-8.6.1.45～8.6.1.46）。小屋組が飛散した範囲での小屋束には、かすがいが確

認された（写真-8.6.1.47）。 

  

写真-8.6.1.39 住宅 J の外観(1)(南側) 写真-8.6.1.40 住宅 J の外観(2)(東側) 

  

写真-8.6.1.41 外壁材の剥離(北側) 写真-8.6.1.42 損壊した壁面の 
応急措置の状況 

  

写真-8.6.1.43 写真-8.6.1.42 の室内側 
の状況 

写真-8.6.1.44 吹き抜けでのガラス 
の破損 
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写真-8.6.1.45 天井材の落下 写真-8.6.1.46 野地板の飛散と 
天井材の破損 

 

 

写真-8.6.1.47 小屋束の状況  

 

(11) 住宅 K(市原市下野) 

・ 住宅 K は木造平屋建てであり、築年数は約 40 年とのことである。寄棟屋根の各面で瓦

が飛散し、南東に面する屋根に穴が開いている状況がみられた（写真-8.6.1.48～

8.6.1.50）。 

・ 被害発生前には台風第 19 号の接近に備えて、雨戸を閉めていたとのことである。しか

し、飛来物の衝突により雨戸は凹み、一部のガラスは破損していた(写真-8.6.1.51)。

また、玄関脇の木製の壁の一部が破損していた(写真-8.6.1.52)。 

・ 写真-8.6.1.48 に示す穴の開いた屋根直下の室内の状況を写真-8.6.1.53～8.6.1.54

に示す。一部の天井材も破損しており、残った天井材の上には落下した瓦があるだけ

でなく、付近から飛来したと思われる鋼板製の屋根ふき材も確認された(写真-

8.6.1.53)。 

・ 居住者の話によると、20～30 秒程度の間に一連の被害が発生し、その間には 1 枚の畳

も浮き上がったとのことである（写真-8.6.1.55）。 
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写真-8.6.1.48 住宅 K の屋根の状況 
（南東側） 

写真-8.6.1.49 住宅 K の屋根の状況 
（北東側） 

 

写真-8.6.1.50 住宅 K の屋根の状況 
（北西側） 

写真-8.6.1.51 住宅 K の壁面の被害 
（南東側） 

  

写真-8.6.1.52 玄関脇の被害 写真-8.6.1.53 室内側の被害(1) 
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写真-8.6.1.54 室内側の被害(2) 写真-8.6.1.55 浮き上がった畳 

 

(12) 住宅 L（市原市下野） 

・ 住宅 L は木造 2 階建てであり、築年数は不明である。北東側の外壁が損壊するととも

に、北西側の屋根の野地板が飛散していた（写真-8.6.1.56～8.6.1.57）。 

 

  

写真-8.6.1.56 北東側の外壁の損壊状況 写真-8.6.1.57 北東側の外壁の損壊と 

北西側の屋根での野地板の飛散状況 
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8.6.2 公共建築物 

(1) 市原市立市津公民館・市原市役所市津支所（市原市下野） 

・ 市原市立市津公民館と市原市役所市津支所は昭和 56 年建設である。 

・ 市津公民館ではガラスの破損、雨漏り、樹木の根返り等の被害が見られた。１階の南東

に面するガラス張りの面（写真-8.6.2.1）では 1 枚のガラスの破損箇所が確認できる。

この面では、9 月 9 日に千葉市付近に上陸した台風第 15 号の強風によっても 3 枚のガ

ラスが破損したとのことだった。 

・ １階の東に面する図書室では窓ガラスが破損し(写真-8.6.2.2～8.6.2.3)、本棚にガラ

スの破片が散らばったとのことである(写真-8.6.2.4～8.6.2.5)。ここでも、台風第 15

号でも窓ガラスが破損しており、調査時には養生されたままであった（写真-8.6.2.6）。 

・ 体育室では写真-8.6.2.7 に示す範囲のほか、計 20 枚の窓ガラスが破損し、電動カーテ

ンの故障、雨漏りの被害も発生していた。 

・ 写真-8.6.2.8 のような樹木の根返りが南東側の敷地で 2 本確認された。また、陶芸室

では北東を向いた窓ガラスが破損していた(写真-8.6.2.9)。 

・ フェンスが竜巻の進行方向とみられる南東から北西の方向に倒壊していた(写真-

8.6.2.10)。 

・ 市津公民館では、10 月 11 日の 13 時から避難所を開設し、7 名の避難者を収容してい

たが、12 日に竜巻被害が発生したため、避難所を閉鎖したとのことである。調査時に

は、仮設電源により復旧作業が行われていた。また、10 月 21 日には、全壊した電源設

備が仮設キュービクルにより復旧し、図書室の蔵書に付着したガラス片の清掃等が概

ね完了した 10 月 28 日に、被害の大きかった体育室を除いて業務を再開したとのこと

である。 

・ 市津公民館に併設されている市原市役所市津支所では、屋外の南西に面するガラス 2 か

所が破損した（写真-8.6.2.11）。写真-8.6.2.11 の左枠内に示すガラスが破損して屋内

に風が吹き込んだ結果、ドアにはめ込まれたガラスが破損した（写真-8.6.2.12）。 

  

  

写真-8.6.2.1 破損した窓ガラスの状況 写真-8.6.2.2 図書室で破損した窓ガラス

の状況（市原市立市津公民館提供） 
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写真-8.6.2.3 写真-8.6.2.2 に示す 

ガラスの養生状況 

写真-8.6.2.4 被害発生時の本棚周辺 

の状況（市原市立市津公民館提供） 

  

写真-8.6.2.5 本棚に飛散したガラス片 

の回収状況 

写真-8.6.2.6 台風第 15 号の強風で 

破損した窓ガラスの範囲 

  

写真-8.6.2.7 体育室の破損した窓ガラス 写真-8.6.2.8 樹木の根返り 
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写真-8.6.2.9 陶芸室の窓ガラスの破損 写真-8.6.2.10 フェンスの倒壊 

  

写真-8.6.2.11 市津支所の屋外に面する 

ガラスの破損 

写真-8.6.2.12 市津支所内部のドアに 

はめ込まれたガラスの破損箇所 

 

(2) 市原市消防局 市津消防署(市原市潤井戸) 

・ 写真-8.6.2.13 に示す市津消防署は平成 13 年建設である。 

・ 53 枚の窓ガラス（1 階の窓ガラス 13 枚、2 階の窓ガラス 16 枚、3 階の窓ガラス 24 枚）

及び 1 階の自動ドアのガラス 2 枚に被害が発生したとのことである。また、所有する

消防車両計 9 台のうち 7 台に被害が発生し、そのうち水槽付消防ポンプ自動車、消防

ポンプ自動車、高規格救急車の 3 台が走行不能とのことである。 

・ １階の窓ガラスを確認した範囲では、合わせガラスが採用されていた。また、外壁に

も飛来物が当たったと見られる痕が見られた(写真-8.6.2.14～8.6.2.15)。 

・ 写真-8.6.2.16の消防車両には、飛来物の衝突によるものと見られる凹みが見られた。 
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写真-8.6.2.13 消防署の外観 写真-8.6.2.14 外壁や窓ガラスの被害 

  

写真-8.6.2.15 窓ガラスの被害と養生状況 写真-8.6.2.16 消防車両の被害 

 

8.6.3 その他 

(1) 神社 A（市原市下野） 

・ 神社 A では本殿が西方向に傾斜し、本殿の西側に位置する拝殿に倒れかかっていた（写

真-8.6.3.1）。 

・ 境内では、幅 25cm、高さ 65cm、奥行き 50cm ほどの狛犬（写真-8.6.3.2）が土台から

転落し、北へ 3m ほど移動していた。調査をした範囲では、この被害が風圧と飛来物の

どちらによるものかは不明である。 

  

写真-8.6.3.1 本殿の被害状況 写真-8.6.3.2 台座から転落した狛犬 
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(2) 車庫 A（市原市下野） 

・ 車庫 A が倒壊し、自動車が転覆していた（写真-8.6.3.3）。写真-8.6.3.3 の調査者が立

つ位置が車庫 A の原位置であり、Google ストリートビューによるとトタン葺きの木造

平屋建てであった（写真-8.6.3.4）。 

 

写真-8.6.3.3 飛散した車庫 A と転覆した

自動車（北面から）  

写真-8.6.3.4 車庫 A（南面） 

Google ストリートビューより（2019 年 3 月撮影） 

 

(3) 車庫 B（市原市永吉） 

・ 車庫 B は倒壊した状況であり（写真-8.6.3.5）、Google ストリートビューによるとト

タン葺きの木造平屋建てであった（写真-8.6.3.6）。 

・ 基礎に残った土台のほぞ穴には、折れたほぞが確認された（写真-8.6.3.7）。 

 

写真-8.6.3.5 倒壊した車庫 B 写真-8.6.3.6 倒壊した車庫 B 

Google ストリートビューより（2019 年 3 月撮影）
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写真-8.6.3.7 残った土台とほぞ 

 

(4) 車庫 C（市原市下野） 

・ 車庫 C はシャッターと外壁材が脱落・飛散していた（写真-8.6.3.8）。また、屋根面が

上方向に変形した状況も確認できる。 

 

 

 

写真-8.6.3.8 車庫 C の損傷状況  

 

(5) 倉庫 A（市原市下野） 

・ 写真-8.6.3.9 に示す倉庫 A は木造 2 階建てであり、築年数は不明である。北西方向に

向かって折板屋根材が木製下地材に留め付けられた状態でめくれていた（写真-

8.6.3.10）。 
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写真-8.6.3.9 倉庫 A の外観 写真-8.6.3.10 折板屋根材の状況 

 

(6) 倉庫 B（市原市下野） 

・ 倉庫 B は外観上、比較的築年数が経ったものと思われる。壁面が破損しており、外壁

材に飛来物の衝突跡も確認できる（写真-8.6.3.11）。 

 

 

 

写真-8.6.3.11 倉庫 B の外観  

 

(7) ブロック塀（市原市下野） 

・ 写真-8.6.3.12～8.6.3.14 に示すブロック塀は住宅 K の南側に位置しており、部分的

なブロックの脱落や傾斜が見られた。写真-8.6.3.13～8.6.3.14 の丸囲みで示すとお

り、縦筋と横筋の挿入は確認された。 

 

- 389 -



 

  

写真-8.6.3.12 ブロック塀の被害(1) 写真-8.6.3.13 ブロック塀の被害(2) 

（丸囲みは縦筋と横筋） 

 

 

写真-8.6.3.14 ブロック塀の被害(3) 

（丸囲みは縦筋） 

 

 

(8) 門 A（市原市永吉） 

・ 礎石建ちの木造の門が倒壊した（写真-8.6.3.15～8.6.3.16）。近くの信号機も傾いて

いた。 

・ 門は南側に倒れていた（写真-8.6.3.17）。 

  

  

写真-8.6.3.15 倒壊した門 

 

写真-8.6.3.16 倒壊した門の被災前の状況 

(Google ストリートビュー(2019 年 3 月撮影)より) 
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写真-8.6.3.17 倒壊した門の部材  

 

(9) 市津多目的グラウンドのコンクリート柱等（市原市下野） 

・ 市津多目的グラウンドでは、防球ネットが張られてあるコンクリート柱が西方向へ 10

本倒壊していた(写真-8.6.3.18)。 

・ 柱は地面から抜けているものと地面からやや上の部分から折損しているもの(写真-

8.6.3.19)が見られた。 

・ 倒壊していないコンクリート柱であっても、地面に支圧によってずれた痕が見られた

(写真-8.6.3.20)。 

・ グラウンド内のサッカーゴールが西に 100m ほど離れた場所に落下していた(写真-

8.6.3.21)。 

 

写真-8.6.3.18 コンクリート柱の倒壊状況 写真-8.6.3.19 柱の折損状況 
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写真-8.6.3.20 支圧による柱のずれ 写真-8.6.3.21 サッカーゴールの飛散 

 

(10) その他の被害 

・ カーポートの屋根材が全て飛散していた(写真-8.6.3.22)。なお、同敷地内にある住宅

では、瓦の脱落を確認したが、被害の程度は比較的軽微であった。 

・ 上記のほか、電柱の折損、自動販売機の転倒、自動車や重機の被害がみられた（写真-

8.6.3.23～8.6.3.28）。 

 

写真-8.6.3.22 カーポートの被害 写真-8.6.3.23 電柱の折損 

写真-8.6.3.24 自動販売機の転倒 写真-8.6.3.25 自動車の被害(1) 
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写真-8.6.3.26 自動車の被害(2) 写真-8.6.3.27 自動車の被害(3)  

 

 

写真-8.6.3.28 重機の被害  
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8.7 台風第 15 号及び第 19 号によるゴルフ練習場の被害（千葉県市原市・神奈川県横浜市） 

台風第 15 号の強風によって被害が発生した千葉県市原市のゴルフ練習場 A について 9

月 10 日(火)に現地調査を実施した。また、台風第 19 号の強風によって被害が発生した神

奈川県横浜市のゴルフ練習場 B、台風第 15 号及び第 19 号の強風によって被害が発生した

神奈川県横浜市のゴルフ練習場 C について、10 月 17 日(木)に現地調査を実施した。 

ゴルフ練習場 A 及び B については倒壊した鉄柱の状況と台風接近時のネットの運用状

況、ゴルフ練習場 C については鉄柱の先端部の倒壊の状況について把握した。千葉県市原

市のゴルフ練習場 A の位置を図-8.7.1、神奈川県横浜市のゴルフ練習場 B、C の位置を図-

8.7.2 にそれぞれ示す。 

 

 

図-8.7.1 被害調査を行った千葉県市原市のゴルフ練習場 A と気象観測点の位置 

(地理院地図(電子国土 Web)に地点名を表す丸印を追記して掲載) 

 

ゴルフ練習場 A 

アメダス(木更津 ) 

千葉特別地域気象観測所 (千葉 ) 
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図-8.7.2 被害調査を行った神奈川県横浜市のゴルフ練習場 B、C と気象観測点の位置 

(地理院地図(電子国土 Web)に地点名を表す丸印を追記して掲載) 

 

8.7.1 市原市 

以下では、千葉県市原市のゴルフ練習場 A の被害状況をまとめる。市原市によると、「昭

和 47 年（1972 年）に高さ 30ｍの鉄塔、昭和 59 年（1984 年）に高さ 41ｍの鉄塔」として

の確認申請がされているとのことである。確認申請時の設計図書は保存期限が過ぎている

ため、現在は同市に保管されていない。 

 

写真-8.7.1.1 鉄柱の倒壊状況 

 

・ ネットを支持する複数の鉄柱が、北西に隣接する住宅等の上に倒壊した状況であった

（写真-8.7.1.1～8.7.1.2）。各鉄柱は２本のＨ形鋼（地上で間隔約 2,900mm）を弦材と

したラチス構造であり、Ｈ形鋼はせい 300mm×幅 150mm×厚さ 9～10mm 程度である。ま

ゴルフ練習場 C 

ゴルフ練習場 B 

横浜地方気象台  

アメダス(辻堂 ) 

アメダス(海老名 ) 
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た、鉄柱同士の間隔は 8,500mm 程度である。 

・ 北西側の鉄柱 16 本のうち、13 本が倒壊していた。 

・ 鉄柱の倒壊は、以下のプロセスで発生したと考えられる。 

① 敷地側の柱脚でのベースプレート下面でアンカーボルトが破断（写真-8.7.1.3～

8.7.1.4） 

② 住宅側のＨ形鋼が著しく変形（写真-8.7.1.5～8.7.1.7） 

③ 隣接する住宅側へ倒壊（写真-8.7.1.8） 

・ 柱脚はベースプレートの上面をコンクリートで保護した露出形式であり、写真-

8.7.1.3 ではベースプレートの上面にナット（写真中の丸印）が確認できる。敷地側の

柱脚のベースプレートは頭上にあるため採寸不能であったが、写真-8.7.1.9 に示すベ

ースプレートの設置跡の採寸結果から長辺 500mm×短辺 350mm 程度と推定される。ま

た、アンカーボルト径は約 22mm、アンカーボルトは写真-8.7.1.9 に示すように、3×2

で 6 本配置され、その間隔は長辺方向約 200mm、短辺方向約 150mm である。 

・ 敷地をはさんで倒壊した鉄柱の反対側にある鉄柱は倒壊していない（写真-8.7.1.10）。 

・ ゴルフ練習場の管理者の話によると、台風接近時の運用として、鉄柱に取り付く鉛直面

のネットは下ろしていないとのことである。 

・ 写真-8.7.1.11～8.7.1.13 に隣接する住宅等の被害状況を示す。住宅の 2 階屋根に一線

状の集中荷重が作用した状況となっており、住宅以外にブロック塀、電柱、乗用車の被

害もみられた。 

・ ゴルフ練習場内の建築物にも、一部の外壁で強風によるはく離等の被害がみられた（写

真-8.7.1.14）。なお、近隣の建築物に強風による顕著な被害は確認されていない。 

 

  

写真-8.7.1.2 鉄柱の倒壊状況 写真-8.7.1.3 柱脚アンカーボルト 

の破断(1) 

敷地側 住宅側 
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写真-8.7.1.4 柱脚アンカーボルト 

の破断(2) 

写真-8.7.1.5 鉄柱を構成する 

H 形鋼の変形(1) 

  
写真-8.7.1.6 鉄柱を構成する 

H 形鋼の変形(2) 

写真-8.7.1.7 鉄柱を構成する 

H 形鋼の変形(3) 

  

写真-8.7.1.8 隣接する住宅への倒壊状況 写真-8.7.1.9 柱脚ベースプレートの設置跡 
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写真-8.7.1.10 敷地をはさんで倒壊した 

鉄柱の反対側にある鉄柱の状況 
写真-8.7.1.11 近隣の住宅の被害(1) 

  

写真-8.7.1.12 近隣の住宅の被害(2) 写真-8.7.1.13 ブロック塀、電柱、 

乗用車の被害 

 

 

写真-8.7.1.14 ゴルフ練習場 A の建築物 

の外壁等被害 

 

 

8.7.2 横浜市 

(1) ゴルフ練習場 B 

以下では、神奈川県横浜市のゴルフ練習場 B の被害状況をまとめる。横浜市によると、

工作物についての台帳記載証明や概要書はないが、昭和 51 年(1976 年)5 月 27 日に工作物
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確認申請(鉄塔、高さ 6～36m)、同年 7 月 15 日に確認済み、同日工事着手したという記録

があるとのことである。 

・ 東側のネットを支持する複数の鉄柱(12 本分)が西(敷地内)へ倒壊していた(写真-

8.7.2.1)。東側では鉄柱は約 10m 間隔で 16 本設置されていた。 

・ 鉄柱の高さは約 34m であり、2 本の円形鋼管(直径約 220mm、厚さ約 8mm)が主材となっ

ていた(写真-8.7.2.2)。柱脚の 2 本の主材間距離は約 5.5m である。鉄柱のつなぎ材と

しては、地上 5m、15m の高さに H-200×100×5.5×8 の H 形鋼、25m の高さに梁せい

600mm×梁幅 300mm のラチス梁が用いられていた。 

・ 地上からの高さ約 25m までは亀甲金網(写真-8.7.2.3)が用いられており、それより上

の部分は樹脂製のネットが用いられていた。 

・ 柱脚のベースプレートは 360mm×360mm の平面であり、4 本のアンカーボルトが用いら

れていた(写真-8.7.2.4)。ベースプレートの表面は錆が生じているものも見られた(写

真-8.7.2.5)。アンカーボルトのねじ外径(ねじの呼び)は採寸によると約 18mm であっ

た。写真-8.7.2.4 のアンカーボルトには発錆が見られるが、コンクリートの部材に埋

まっていたと見られるアンカーボルトは発錆していなかった(写真-8.7.2.6)。この柱

脚のコンクリートは破壊しており、鉄柱の倒壊によって留め付けていた座金とナット

が引き抜け、アンカーボルトが露出したものと考えられる(写真-8.7.2.7)。 

・ 破断したアンカーボルトは引張によって破断面付近が細くなっている様子が確認され

ている(写真-8.7.2.8)。 

・ 主な被害形態としては、柱脚の引き抜け(写真-8.7.2.9～8.7.2.12)、柱脚の折損(写真

-8.7.2.13)が見られた。 

・ 写真-8.7.2.11 に示される柱脚の埋め込み跡の深さを測定したところ、約 1.7m であっ

た。 

・ ベースプレートより上部にあるコンクリート部分は写真-8.7.2.9のように台形形状の

ものだけでなく、写真-8.7.2.12 のように 2 本の柱をそれぞれ覆うコンクリートによ

って構成されるものなど、場所によって異なる形状のものが用いられていた。 

・ 鉄柱に取り付く鉛直面のネットを下げる機構は付いておらず、被害発生時にネットは

下ろしていないとのことだった。 
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写真-8.7.2.1 鉄柱の倒壊状況(1) 

 

  

写真-8.7.2.2 鉄柱の倒壊状況(2) 写真-8.7.2.3 亀甲金網の防球ネット 

  

写真-8.7.2.4 ベースプレートと 

アンカーボルト(1) 

写真-8.7.2.5 ベースプレートと 

アンカーボルト(2) 
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写真-8.7.2.6 発錆していない 

アンカーボルト 

写真-8.7.2.7 柱脚のコンクリートの破壊 

(丸印は写真-8.7.2.6 のアンカーボルト) 

  

写真-8.7.2.8 破断したアンカーボルト 写真-8.7.2.9 引き抜けた柱脚(1) 

  

写真-8.7.2.10 引き抜けた柱脚(2) 写真-8.7.2.11 柱脚の埋め込み跡 

深さ約 1.7m 
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写真-8.7.2.12 写真-8.7.2.11 の 

引き抜け部分 

写真-8.7.2.13 柱脚の折損 

 

(2) ゴルフ練習場 C 

以下では、神奈川県横浜市のゴルフ練習場 C の被害状況をまとめる。ゴルフ練習場管理

者によると、昭和 52 年(1977 年)頃に竣工したとのことであるが、確認申請手続きの記録

はなく、鉄柱の設計図書は確認できていない。ゴルフ練習場管理者によると、当初は最上

部のつなぎ梁（測定によると約 30m）までの高さであったが、写真-8.7.2.14 のような間柱

を増設するとともに鉄柱の高さを増したとのことであった。今回の被害は鉄柱の増設部分

に生じている。 

・ ゴルフ練習場管理者によると、台風第 15 号で 4 本(北側)、台風第 19 号で 1 本(南側)

の鉄柱の先端部の折損が見られた(写真-8.7.2.15～8.7.2.16)。先に被害が発生してい

た 4 本の鉄柱の先端部は台風第 19 号の影響でさらに傾斜が進んだとのことだった。 

・ 南側の鉄柱では先端部の折損が見られた(写真-8.7.2.17)。拡大写真(写真-8.7.2.18)

によると、鉄柱の破断が見られる。 

・ 北側の鉄柱では上から 2 本目のつなぎ材より上の範囲で柱の先端部が変形していた。

この変形は鉄柱の部分的な折損あるいは接合部の破断によるものと考えられるが、目

視での確認には至らなかった(写真-8.7.2.19～8.7.2.21)。 

・ 建物の周囲は木々で囲まれていたが、被害の発生した高さは周囲の木々よりもかなり

高い部分であった。 

  

写真-8.7.2.14 無被害の鉄柱と間柱 写真-8.7.2.15 先端部の被害状況(1) 

(北側) 

間柱 
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写真-8.7.2.16 先端部の被害状況(2) 

(南側) 

写真-8.7.2.17 折損した鉄柱(1) 

(南側の鉄柱) 

  

写真-8.7.2.18 折損した鉄柱(2) 

(南側の鉄柱) 

写真-8.7.2.19 先端部の変形 

(北側の鉄柱) 

  

写真-8.7.2.20 被害部分の拡大写真(1) 

(北側の鉄柱) 

写真-8.7.2.21 被害部分の拡大写真(2) 

(北側の鉄柱) 
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8.8 まとめ 

国土交通省国土技術政策総合研究所と国立研究開発法人建築研究所は、台風第 15 号及

び台風第 19 号に伴う強風による建築物やゴルフ練習場等の被害（千葉県内房地域、東京都

島嶼部、神奈川県横浜市）、台風第 19 号の接近に伴い発生した竜巻による建築物等の被害

（千葉県市原市）を対象に、それぞれ工学的見地からの現地調査を実施した。調査から得

られた被害状況等を以下にまとめる。 

 

(1) 主な観測値について 

・ アメダス観測所で観測された台風第 15 号及び第 19 号での主な最大風速値を、建築基

準法令に定める基準風速の定義（高さ 10ｍ、地表面粗度区分Ⅱ）にしたがって換算し

た。換算値を平成 12 年建設省告示第 1454 号に定める基準風速と比較した結果、いず

れの地点での換算値も基準風速を超えるものではなかった。 

 

(2) 台風第 15 号による庁舎の被害（千葉県市原市）について 

・ 市原市役所では、第 2 庁舎と議会棟内で計 24 枚のガラスが破損したほか、屋内の天井

などに数か所の漏水が生じた。第 2 庁舎では、南面入り口付近の 3 枚のガラスが破損

したことで、庁舎内部に風が吹き込み、北面のガラスに破損被害が進展した。 

 

(3) 台風第 15 号による建築物等の被害について 

（千葉県内房地域） 

・ 住宅の被害形態として、窓ガラスの破損、屋根ふき材（瓦、スレート、アスファルト

シングルを含む）の脱落、屋根の飛散、木造小屋組の飛散、外壁仕上げ材（ラスモル

タル、サイディングを含む）の部分的な脱落・飛散等の被害がみられた。 

・ 上記のなかでも、比較的築年数が経ったと見られるもの、海岸沿いに立地するもの、

構成部材に著しい腐朽・蟻害が認められるもの、接合具に劣化の可能性があるものな

どが、選択的に比較的大きな被害を受けていた。一方、最近の台風被害や老朽化に伴

って屋根を改修したと思われる住宅には、屋根ふき材がほぼ無被害のものもあった。 

・ 比較的築年数が浅いとみられる住宅は概して被害が小さいが、海岸沿いに立地するも

のについては屋根の被害もみられた。そこでは風上側の窓ガラス等が破損し、屋根が

飛散していた。 

・ 建築途中のログハウスでは、大きく張り出して柱 2 本で支持された屋根版全体が飛散

していた。 

・ 低層店舗の被害形態として、屋外に面する建具や外壁の脱落・転倒、軒天井や外壁仕

上げ材の脱落・飛散、木造小屋組の飛散等がみられた。また、軒天井が脱落して強風

が侵入し、屋内の天井仕上げ材に被害が進展したと推測される事例もあった。 

・ 海岸沿いの鉄骨造の店舗では、鋼製部材が劣化して板厚が薄くなった状況がみられた。 

・ 海岸沿いの倉庫の倒壊、複数の地点での電柱の折損がみられた。 

（東京都島嶼部） 

・ 神津島空港と新島空港にあるアメダス観測所で、風速計の周囲の状況を確認した。い

ずれについても空港で計測された風速と市街地に作用した風速が必ずしも一致しない
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可能性がある。 

・ 住宅、店舗、倉庫等に、外壁材や屋根ふき材の飛散事例がみられた。被害を受けた建

築物は、木造のほかに、ＲＣ＋ＣＢ造又は組積造で屋根のみ木造であるものもあった。 

・ 新島村にある美術館では窓ガラスや美術作品の破損、老人介護施設ではシート状の屋

根材のはく離と室外機の転倒がみられた。 

 

(4) 台風第 19 号に伴って発生した竜巻による建築物等の被害（千葉県市原市）について 

・ 上部構造が倒壊又は飛散した住宅を 2 棟確認し、いずれも築年数が 50 年以上であっ

た。また、上部構造が 1/30rad 程度傾いた住宅も確認した。 

・ 上部構造の倒壊又は飛散、傾斜以外の被害としては、開口部や外壁の損壊、木造小屋

組の飛散、瓦の脱落・飛散、建具の変形等の被害が見られた。また、屋外の外壁等に

おいて飛来物による被害が見られただけでなく、屋内でもガラス、サッシの構成部材、

カーテンレール等が飛散して内壁に突き刺さっていた。 

・ 台風第 19 号の接近に備えて雨戸を閉めていたものの、飛来物の衝突によって雨戸等の

建具が損壊し、屋内に風が吹き込むことで屋内や屋根の破壊が進展した事例が見られ

た。 

・ 市津公民館と市津支所では、複数の箇所で窓ガラスの破損が見られた。 

・ 市津公民館では台風第 19 号の接近に備えて避難所を開設していたが、竜巻被害が生じ

たため閉鎖した。 

・ 市津消防署では、各階の窓ガラスや所有する消防車両等に被害が発生した。 

・ その他の被害として、神社本殿の傾斜、車庫の倒壊や外壁材等の脱落・飛散、倉庫の

屋根の損傷、ブロック塀の傾斜、木造の門の倒壊、コンクリート柱の倒壊や折損、自

動車や重機の被害等が見られた。 

 

(5) 台風第 15 号及び第 19 号によるゴルフ練習場の被害（千葉県市原市・神奈川県横浜市）

について 

・ 千葉県市原市のゴルフ練習場Aでは、複数の鉄柱が北西に隣接する住宅側に倒壊した被

害が発生した。鉄柱の被害状況としては、柱脚のベースプレート下面でアンカーボル

トが破断し、弦材のＨ形鋼で著しい変形が生じていることを確認した。 

・ 神奈川県横浜市のゴルフ練習場Bでは、複数の鉄柱が西(敷地内)に倒壊した被害が発生

した。鉄柱には柱脚の引き抜けやアンカーボルトの破断、柱脚の折損が見られた。 

・ 神奈川県横浜市のゴルフ練習場Cでは、鉄柱の先端部の変形や折損が見られた。 

・ いずれのゴルフ練習場においても、被害発生時にネットは下ろしていないとのことだ

った。 
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