気象警報

４時

夏井川（左岸）
中平窪字戸川原（陥没）

昨年10月12日から13日の令和元年東日本台風の影響で決壊や越水した代表
箇所を掲載しています。

好間川

平上平窪から浸水地区を望む県警察救助隊

好間川（左岸）
好間町今新田

・決壊箇所（夏井川・好間川・鮫川）10カ所
・越水箇所（夏井川・新川・宮川・鮫川）７カ所

男

民の皆様や事業所に大変なご
不便をお掛けすることとなり
ました︒
被災されました地域におき
ましては︑道路や家々の敷地
が流出した土砂にまみれ︑ご
みが散乱した光景や︑乾いた
土がほこりとなって舞う中で
片付け作業をされる市民の皆
様の姿など︑今思い浮かべて
も︑まさに心痛の極みであり
ます︒自然災害の広域・激甚
化が進む中︑尊い人命と貴重
な財産が再び失われることが
あってはなりません︒
この教訓を踏まえ︑市では
﹁いわき市台風第十九号にお
ける災害対応検証委員会﹂を
設置し︑発災直前から発災後
の初動対応期における災害対
応が十分に機能したかなどに
ついて検証いただき︑八月に
は最終報告書を提出いただき
しんし
ました︒今後この内容を真摯
に受け止め︑早期に取り組む
べき対策は︑速やかに対応す
るとともに︑将来にわたって
﹁災害・災難を克服する力強
いまち・いわき﹂の構築に向
け︑全力で取り組んでまいり
たいと考えております︒

敏

浸水した平幕ノ内・平鯨岡地区と混雑する平橋
※県いわき建設事務所「河川の被害箇所と今後の見通し（決壊・越水箇所）」
を基に作成。

水

・夏井川水系（夏井川・好間川・新川）約1‚210ha
・鮫川水系（鮫川）約65ha

いわき市長

新川（左岸）
内郷御厩町長町

市民の皆様へ

夏井川（左岸）
平下平窪字大念仏

清

〇浸水区域

新川（左岸）
内郷御厩町川向

新川（両岸）
平谷川瀬

犠牲となられた方々のご冥
福を心よりお祈りし︑併せて
ご遺族の皆様に深甚なる弔意
を表しますとともに︑被災さ
れた全ての皆様にお見舞いを
申し上げます︒
一年前の十月十二日から十
三日にかけて本市を襲った令
和元年東日本台風は︑暴風を
伴う記録的な大雨となり︑市
内各所で河川堤防の決壊︑越
水による浸水害や土砂災害を
引き起こし︑尊い人命が失わ
れました︒また︑五千棟を超
える住家被害をはじめ︑道
りょう
路・橋梁︑農業土木施設等の
損壊や︑農作物への影響など︑
甚大な被害をもたらしました︒
さらに︑災害時の拠点となる
支所や公民館が被災したため︑
災害対応に困難を極めたほか︑
基幹浄水場である平浄水場の
浸水に伴い︑発災から二週間
にわたり︑最大約四万五千四
百戸に断水が生じるなど︑市

〇河川氾濫

新川

夏井川（左岸）
平鯨岡字表門
夏井川（左岸）
平下平窪中島町

令和元年東日本台風は︑
昨年十月十二日十九時まで
に大型で強い勢力で伊豆半
島に上陸し︑勢力を維持し
たまま関東地方を北東に進
み︑十三日未明には福島県
を通過して明け方には宮城
県沖へ進み︑十三日正午に
北海道の南東海上で温帯低
気圧に変わりました︒
本市では︑十一日から前
線の影響で雨が降り出し︑
十二日には台風の接近によ
り昼前から激しい雨となり
ました︒さらに︑台風の通
過に伴い︑十二日夜遅くに
かけて非常に激しい雨が降
り︑本市では初めてとなる
大雨特別警報が発表されま
した︒特に三和地区におい
ては︑二日間の雨量が四百
四十八ミリメートルを超え
るなど︑局地的に暴風を伴
う猛烈な雨となりました︒

夏井川（左岸）
小川町関場字川原

堀江工業株式会社提供

夏井川（左岸）
平下平窪字四左エ門内

夏井川（右岸）
平赤井

凡例
●決壊箇所
●越水箇所

夏井川（右岸）
小川町三島

特集

※地区別総雨量は昨年10月12日午前０時から13日午前９時までの雨量。気象庁
で公表している小名浜特別地域気象観測所地点の10月平均値は173.8mm｡

８時８分
14時20分
14時57分
22時16分
10月14日 14時５分

特集

10月13日

夏井川（右岸）
小川町高萩
夏井川

〜令和元年東日
〜令和元年東日 本台風の記録と証言〜
本台風の記録と証言〜

総雨量
206㎜
176㎜
180㎜
243.5㎜
270㎜
183.5㎜
296.5㎜
241㎜
162㎜
448.5㎜
298㎜
242.5㎜
188.5㎜

地区
平
小名浜
勿来
常磐
内郷
四倉
遠野
小川
好間
三和
田人
川前
久之浜・大久
警報
暴風警報、波浪警報
大雨警報
洪水警報
土砂災害警戒情報
高潮警報
大雨特別警報
大雨特別警報解除、
高潮警報解除
暴風警報解除
土砂災害警戒情報解除
大雨警報解除
波浪警報解除
洪水警報解除
日時
８時19分
14時９分
15時16分
10月12日
15時30分
18時10分
19時50分

̶気象状況と河川の状況̶

東日本台風の概要

2
2020. 11
広報いわき
2020. 11
広報いわき

3

地区別総雨量

あの災害
あの災害 から一年
から一年
災害を克
災害を克 服する力強いまち・いわき
服する力強いまち・いわき
あの災害から一年
災害を克服する力強いまち・いわき

河川の状況（決壊・越水箇所）

被害状況（令和２年10月１日現在）

市義援金（令和２年９月30日現在）
784件
1億1,165万5,904円

※令和２年８月31日現在で、第三次配分まで実施しています。

⑥

連携・協働で運営し
た災害ボランティア
センター
社会福祉法人いわき市社会
福祉協議会事務局長

五十三件の依頼に対応しま
した︒現在も当会のボラン
ティア活動センターで引き
続き対応しています︒
災害ボランティアセン
ターの運営に当たっては︑
ボランティア不足などの課
題もありましたが︑︵一
社︶ピースボート災害支援
センターなどの災害支援団
体と連携・協働をすること
を意識して取り組み︑被災
者に対する支援の偏りや漏
れがないよう﹁いわき市被
災者支援情報共有会議﹂を
立ち上げたことが大きな成
果となりました︒
今後︑コロナ禍で昨年の
ような災害が発生した場合︑
市内・県内に限定した災害
ボランティアの募集となる
ため︑これまで以上に市民
の皆さんの参加と協力が不
可欠となります︒当会では︑
身近な自治会などを対象に
﹁住民支え合い事業﹂を展
開し︑支え合いの仕組みづ
くりを進めていますが︑日
頃から︑地域住民同士が支
え合える仕組みづくりを構
築していくことが︑災害時
の助け合いや支え合いにつ
ながるものと考えています︒

中長期的な職員の派遣人数 17人
短期的な職員の派遣人数 168人

⑦

長会などの市民団体をつな
ぐ役割を担い︑地域支援の
拠点となりました︒今後も
さまざまな立場の人が一体
となり︑支援活動に取り組
んでいけるよう︑今回の教
訓を次の世代に引き継いで
いきたいです︒

953件
10,185人

ボランティアの依頼件数
活動いただいた延べ人数

̶支援̶
篠原 洋貴さん
当会では︑自宅が浸水し
て自分たちだけでは片付け
られない・どうしたらいい
か分からないなど︑被災者
からの相談を受け︑東日本
台風の被災者支援のため︑
市との協定に基づき﹁いわ
き市災害ボランティアセン
ター﹂を開設しました︒各
種支援団体や企業︑県内外
からの社協職員の協力を得
て︑被災者からの相談の受
け付けやボランティアの
マッチングを行い︑延べ一
万百八十五人のボランティ
アの皆さんに協力をいただ
き︑被災家屋の家具等の運
び出しや泥出しなど︑九百

他自治体からの応援職員（令和２年４月１日現在）

いわきふるさとアルバムで「令和元年
東日本台風」などの写真を公開していま
す。市ホームページのトップ
ページに掲載している専用バ
ナーかＱＲコードからアクセ
スしてください。
また、市内の被害状況が分
かる写真を募集しています。 ＱＲコード

ボランティア
（令和元年10月15日から令和２年２月28日）

写真を公開・募集しています
※支援いただいた団体や支援物資などについて詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

特集

の浸水被害で断水したため︑
地域支援拠点として
給水車が赤井中学校に来ま
公民館がつないだ支
援の輪
したが︑中学校は水が出た
赤井公民館長・ 赤 井 七 区 長
ことや赤井の被災地区から
村上 幸士さん
離れていることなどから︑
十三日の朝三時ごろ︑雨
当館に移動してもらったこ
が上がったので︑公民館周
とが最初の仕事だったと思
います︒十六日には支援物
辺の様子を見に行こうとし
資が届き始めましたが︑当
ましたが︑通行止めになっ
館で待っているだけでは︑
ていて︑平方面の道路は冠
車が水没し取りに来られな
水していました︒五時ごろ
い人など︑本当に必要とす
には通行止めの手前の道路
の水が少し引いていたため︑ る人に届けられないと思い
ました︒地域の実情を知る
公民館に行くことができま
区長と館長という立場を生
したが︑駐車場に停車して
かし︑区長会や婦人会︑民
いた車はほとんどが水没し
生委員などの協力を得て︑
ていました︒敷地内の浄化
車を出せる人たちで物資を
槽が不気味な音を立ててい
たことが気になったものの︑ 配り歩きました︒二十一日
には現地対策事務所が設置
館内が浸水していなかった
され︑高圧洗浄機や車の貸
ことに一安心しました︒
し出しなども行いました︒
そのうち当館に区長たち
今︑思い返すと始めはす
が集まってきて︑被害状況
ごく混乱していて︑何をす
をまとめました︒平浄水場
ればいいのかよく分かりま
せんでした︒避難所ではあ
りませんでしたが︑夕方暗
くなっても泥だらけで来る
人たちもいたので︑どのく
らい長い時間を公民館で過
ごしたのか分かりません︒
東日本台風では公民館が
人と人︑市と住民︑市と区

支援物資（令和２年２月14日現在）

国や自治体などからの支援団体数 36団体
企業や団体などからの支援団体数 109団体
主な支援物資 ペットボトル水、土のう袋、マスクなど

④

受け入れ件数
受け入れ金額

⑤
災害の記憶を後世へ残し、自助・共助・公助が一体となって持続可能
なまちづくりを目指すため、東日本台風を体験したさまざまな立場の方
からお話を伺いました。

〜証言が導く復興への歩み〜

東日本台風の概要

②
特集

その他の被害

市民の皆さんの声

公共施設被害

最大60カ所
最大6,968人

③

①損壊した県道三株下市萱
小川線 ②好間川の氾濫に
より流出した市道 ③流木
が押し寄せた小川橋 ④流
れ込んだ土砂が堆積する平
七軒町 ⑤1.7ｍ浸水した
小川支所の執務室 ⑥避難
所に届けられた支援物資
⑦自衛隊に応援してもらっ
た災害廃棄物の収集
非住家被害

・避難所数
・避難者数

避難状況

①
住家被害

区分
被害数／被害額
12人
死者
31人
負傷者（軽傷）
103棟
全壊
759棟
大規模半壊
3,001棟
半壊
123棟
一部損壊（準半壊）
1,123棟
一部損壊
4,034棟
床上浸水
951棟
床下浸水
122棟
全壊
536棟
大規模半壊
1,869棟
半壊
168棟
一部損壊（準半壊）
834棟
一部損壊
797カ所
道路・橋りょう
197カ所
河川
11カ所
公園施設
33カ所
下水道施設
725カ所
農業土木施設
381カ所
林道施設など
１カ所
林業関係施設
４カ所
商工観光施設
６カ所
水道施設
16カ所
文教施設
128カ所
市営住宅など
17億3,750万円
崖崩れ（243カ所）
12億201万２千円
農地
8,434万２千円
農林業施設
３億7,960万６千円
農作物
200億4,873万円
商工観光施設
175万２千円
水産業施設
20億7,388万１千円
その他
人的被害

̶被害状況と避難状況̶
東日本台風の概要
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