
釜石市 令和元年度台風災害検証事業

各地区の対策：両石地区

令和2年10月14日

釜石市 1



1 台風の概要
令和元年10月13日、台風第19号は気象庁が平成25年8月から運用を始めた大雨

特別警報が釜石に初めて発表されるなど、かつてない規模の被害をもたらした。
以下に台風第19号の概要を示す。

（1）最大雨量
１時間最大雨量 56ミリ（13日0時～1時）
24時間最大雨量 298.5ミリ（12日4時～13日4時）

最大降雨量 331ミリ（11日21時～13日5時） 県管理雨量局（新町）

（2）川の水位
鵜住居川（氾濫危険水位3.5ｍ）（13日2時30分）日ノ神橋観測所 3.23ｍ
甲子川（氾濫危険水位2.9ｍ） （13日3時） 礼ヶ口観測所 3.15ｍ

（3）潮位（満潮位）
地点名：釜石 134㎝（13日3時1分）
基準面の零点：平均海面下86cm
緯度：39°16’N 経度：141°53’E

（4）最大瞬間風速
北北東の風 28.6m/s （13日4時40分）アメダス釜石観測局 2

アメダス釜石観測局
（イオン釜石 西側付近）
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区分 人数 備考
死者 1名
行方不明者 0名
重傷者 2名
軽傷者 1名

り災の状況 件数：市全域 件数：両石地区
全壊 6件 0件
大規模半壊 1件 0件
半壊 11件 0件
一部損壊（準半壊） 61件 2件
一部損壊（準半壊に至らない） 142件 5件

合計 221件 7件

り災の状況 件数：市全域 件数：両石地区
全壊 1件 0件
大規模半壊 0件 0件
半壊 1件 1件
一部損壊 143件 4件

合計 145件 5件

(1)人的被害

(2)家屋被害-①住家

(2)家屋被害-②非住家（店舗や事務所、空き家及び借家）

2 被害状況
釜石市全域における令和元年度台風第19号の被害状況について概要を以下に示す。

（令和元年12月5日現在）



1．検討概要

釜石市 令和元年台風被害検証事業

(1)目的

本検討は、令和元年度の台風被害を検証し、
今後も発生する暴風雨に対して市民の命、財産
を守り、公共施設を含めた市民の生活を守るた
めの対策の方針を検討することを目的とした

(2)検討手順

対象地域

(3)検討対象地域と被害状況

地 区 各地区の被災状況

両石地区 土砂堆積・流出範囲面積：0.65ha

東部(東側)地区 土砂堆積・流出範囲面積：1.02ha

東部(西側)地区 土砂堆積・流出範囲面積：3.51ha

中妻排水区(千鳥
町・八雲町)地区

土砂堆積・流出範囲面積：7.90ha

平田地区 土砂堆積・流出範囲面積：1.02ha

尾崎白浜地区 土砂堆積・流出範囲面積：6.11ha

佐須地区 土砂堆積・流出範囲面積：2.10ha

調査・測量

原因分析

対策検討

実施計画

（事業実施）

・被害箇所測量（水路・土砂・流木等）
・降雨量・流出量算出
・県事業（砂防・治山）

・水路流下能力の検証
・土砂・流木による被害要因の想定
・地区別被害要因の整理

・基本方針
・対策リストアップ（ハード・ソフト）
・対策案検討

R2.7.15
提言書

（
委
員
会

全
３
回
）

当
検
証
事
業

第２回委員会
R2.3.23

第１回委員会
R2.1.24

第３回委員会
R2.6.30
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＊次ページに示す
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提 言 書

令和元年10月12日、大型で強い勢力で静岡県伊豆半島に上陸した台風第19号
は、関東地方から福島県を縦断し宮城県・岩手県の沿岸を北上し13日12時に三
陸沖東部で温帯低気圧となった。
釜石市では死者1名、負傷者3名、家屋の全半壊18棟、一部損壊203棟、床上・
床下浸水217棟など甚大な被害をもたらした。市では今後の豪雨に備え早急な
対策の実施に向け、令和元年度台風災害検証事業を立ち上げ、被害状況の調
査・原因分析を行い対策検討を行うと共に、令和元年度台風災害検証委員会を
設置した。
この提言書は、本検証委員会が、被害の要因ならびに客観性、公正性等に基
づき対策に必要な事項を検討した結果を取りまとめたものである。
具体的には、被災地区ごとに被害要因をまとめ、対策の基本方針を示すとと
もに、緊急性、規模および工事スケジュール等を考慮し、施設整備などのケー
ス分け案を示している。
これらの対策の実施にあたっては、提言書をもとに改めて市で実施計画等の
立案を行っていただき、今後発生が予想される豪雨災害に備えるべく早急な工
事に繋げていくことを強く望むものである。

令和２年６月
釜石市令和元年度台風災害検証委員会



対策検討（対策方針）

ア．ハードとソフトを組合わせで対策を行う
対策施設＝ハードと維持管理等＝ソフト策を組合わせることを基本とする。

イ．排水路や河川の流下能力を維持する
排水路や河川が本来の流下能力を発揮できるように維持・管理をする（土砂や流木が堆積しないようにする）。

ウ．計画以上の雨量（豪雨）に対する対策を検討する
排水路の計画雨量を上回る豪雨時に、再度浸水被害が発生しやすい箇所については、適宜補完する対策を検討する。

エ．ソフト対策は市民の協力よって流出の恐れがある土砂、倒木、枯れ枝等の清掃作業などが必要である

オ．県の事業（砂防・治山等）と連携する

カ．既に着手を開始した公共施設の災害復旧事業計画を確認し、対策内容を調整する

(1)対策の基本方針

(2)対策工のケース分け

対策工は全てを同時に行うことは困難であるため、優先順位＝緊急性および、規模・工事スケジュール等を考慮して必要
となる対策工のケースを検討した。以下にケース分けの考え方を示す。

・ケース１：緊急性が高く早急に整備できる対策工を行う
ハードだけでは洪水や土砂災害を防げないため、必要なソフト対策を合わせて行う

・ケース２：ハードを主体とした対策工を行う
ソフト対策は市民の協力を得られる施策を行う

・ケース３：ケース１・２以外の更なるグレードアップ案・代替案など
長期的に実施する対策工

（＊ケース１～３はどの組合せを選択するかという検討ではない。望ましい組合せはケース２であるが市
の緊急性・工事スケジュール等を勘案し、早急に整備できる内容をケース２から絞り込んだ組合せを
ケース１とするものである。ケース３は長期間となることが認められれば実施可能な対策である）

釜石市 令和元年台風被害検証事業

現場状況を確認し優先順位＝緊急性を「高・中・低」の３段階に設定した。

・緊急度（高）：令和元年度台風のみならず過去にも被害が生じている（発生頻度が比較的高い）
・緊急度（中）：令和元年度台風ではじめて被害が生じた（発生頻度が比較的低い）
・緊急度（低）：非住居区域の浸水は想定されるものの居住家屋への被害を及ぼす可能性が低い
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7（1）ア：被災状況確認
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7（1）イ：調査（沢）位置図

：沢の現地確認
(Ａ～Ｆ)

沢C

沢A1

沢A2

沢B

沢F

沢D

沢E

沢D
：沢の現地確認

：沢の測量調査
(Ａ～D)

調<>査かっこ理由
[調査理由]
流域は狭いが急峻たため複数
個所で法面・水路の崩壊が発
生したため

調<>査かっこ理由調<>査かっこ理由
[調査理由]
流木や土砂流出が多く下流に
被害をもたらしたため
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7（1）ウ：危険区域調査

土石流危険区域

出典：いわてデジタルマップ
土石流GISコンテンツ 土石流危険流域より

凡例
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7（1）エ：現地詳細調査・測量

写真A

写真B

写真C

法面崩壊

断面測量

倒木・枯枝

写真A

写真B

写真C

両石地区 沢A1
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写真A

写真C

写真B

倒木・枯枝
水路洗堀

水路洗堀

水路洗堀

写真A

写真C

写真B
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写真A

写真B

写真C

断面測量

倒木・枯枝

土砂流出
断面測量

写真B

写真C

写真A

両石地区 沢D
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7（1）キ：地区毎の雨量の算出

20㎜/ｈ以上＊
（約6時間）

※天気予報等で用いる用語
＜気象庁ＨＰより＞

20～30ミリ：強い雨：どしゃ降り
30～50ミリ：激しい雨：バケツをひっくり返したように降る
50～80ミリ：非常に激しい雨：滝のように降る

■降雨量の特徴■
気象庁の調査では、12時間降雨量の20位内に岩手県は1地点（19位普代村）のみ
に対し、3時間降雨量では10位以内に5地点（1位普代村、2位岩泉町、3位宮古市、
6位山田町、10位久慈市）釜石市は17位となっており、短時間に降雨が集中した。

1時間雨量ピーク
47㎜/ｈ

台風第19号による釜石市内の降雨状況

（１時間当りの雨量は約2倍となる）

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/mokuji.html
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8 主な被害要因

1 降雨量：雨量が多く、短時間に集中したため以下の事象が発生

（1）雨水が地表（道路など）に流出
（2）山林の土砂、伐採された木・枯れ枝が流出

2 水路能力低下：土砂・流木により水路能力が発揮できず以下の事象が発生

（1）水路に土砂が堆積し水路の流下能力が低下し、地表（道路など）に流出
（2）水路が開水路から暗渠に変わる（流入する）位置で土砂が堆積し土砂と

流木が流入口を塞ぎ、地表（道路など）に流出

① 急峻な地形による沢の崩壊
② 山林内の倒木や枯枝などの残置
③ 流入部の流下断面阻害
④ 沢の直下流に民家が位置している ＊次ページ以降に①～④の詳細を示す

■ 両石地区の詳細被害要因は以下のとおりである。



① 急峻な地形による沢の崩壊

• 急峻な地形であり、沢の勾配が急で
ある上に沢巾が狭い。

• 台風や大雨により再び沢の崩壊・表
土の流出が発生すると考えられる。

8.(1) 被害の要因

15

表土が剥ぎ取られた急峻な沢

沢C

沢A2

沢B

沢F

沢D

沢E



沢C

沢A1

沢A2

沢B

沢F

沢D

沢E
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倒木や枯枝などの残置

②山林内の倒木や枯枝などの残置

• 山林内には、残置された倒木や枯
枝・枯葉が多く、多量の降雨によ
り一気に流され、下流で被害が生
じた。

8.(2) 被害の要因
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③ 流入部の流下断面阻害

• 沢からの水路は、開水路か
ら暗渠に変わる構造になっ
ている。

• 今回の台風では大量の土砂
等により、流入部の流下断
面が阻害され、雨水が溢れ
出て浸水被害が発生した。

沢C

沢A1

沢A2

沢B

沢F

沢D

沢E 開水路から暗渠に変わる位置の排水施設

8.(3) 被害の要因



④ 沢の直下流に民家が位置している

• 沢C、沢Eでは、沢の直下に民家があ
り、急峻な山林に隣接しているため
、沢と斜面の山林から雨水が流れ込
みやすく、浸水被害が発生した。ま
た斜面の一部では小規模な斜面崩壊
が発生した。

民家手前の土砂が堆積した沢Cの一部

表土が剥ぎ取られ洗堀された
沢Eの一部

沢C

沢A1

沢A2

沢B

沢E
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8.(4) 被害の要因
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9. ハード対策工検討表
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沢C

沢A1

沢A2

沢B

沢F

沢D

沢E
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対策工：スクリーンの事例写真

両石地区

（注）スクリーンの構造は単管パイプの場合もあります
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対策概要と今後の課題

この対策検討は令和元年度台風第19号の災害について調査し検討した内容である。

山林からの土砂流出や流木が無ければ、浸水被害はこれほど大きくならなかった
と考えられることから、早急に土砂・流木止を中心とした対策工が必要である。

今後の課題は、山林内に倒木や枯枝などが残地されているため、豪雨時に流出し
ないための対策が必要と考えられる。
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1 台風の概要

    令和元年10月13日、台風第19号は気象庁が平成25年8月から運用を始めた大雨

特別警報が釜石に初めて発表されるなど、かつてない規模の被害をもたらした。

    以下に台風第19号の概要を示す。

 

（1）最大雨量

 １時間最大雨量　     56ミリ（13日0時～1時）          

 24時間最大雨量　298.5ミリ（12日4時～13日4時）    



 最大降雨量　     　  331ミリ（11日21時～13日5時）     県管理雨量局（新町）



  （2）川の水位

  　鵜住居川（氾濫危険水位3.5ｍ）（13日2時30分）日ノ神橋観測所　3.23ｍ

　    甲子川（氾濫危険水位2.9ｍ）　（13日3時）        礼ヶ口観測所　　3.15ｍ

 

 （3）潮位（満潮位）

　   地点名：釜石　134㎝（13日3時1分）

　   基準面の零点：平均海面下86cm

　   緯度：39°16’N  経度：141°53’E

 

 （4）最大瞬間風速

   北北東の風　28.6m/s　 （13日4時40分）アメダス釜石観測局

2

 アメダス釜石観測局

 （イオン釜石 西側付近）
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		           区分		 　人数		備考

		死者		1名		 

		行方不明者		0名		 

		重傷者		2名		 

		軽傷者		1名		 



		　　　　り災の状況		　　件数：市全域		　　件数：両石地区

		全壊		6件		0件

		大規模半壊		1件		0件

		半壊		11件		0件

		一部損壊（準半壊）		61件		2件

		一部損壊（準半壊に至らない）		142件		5件

		　　　　　　 合計		221件		7件



		                 り災の状況		　　件数：市全域		　　 件数：両石地区

		全壊		1件		0件

		大規模半壊		0件		0件

		半壊		1件		1件

		一部損壊		143件		4件

		　　　　　　合計		145件		5件



(1)人的被害

(2)家屋被害-①住家

(2)家屋被害-②非住家（店舗や事務所、空き家及び借家）

2 被害状況

釜石市全域における令和元年度台風第19号の被害状況について概要を以下に示す。

                                                  （令和元年12月5日現在）





1．検討概要

釜石市 令和元年台風被害検証事業

(1)目的

　本検討は、令和元年度の台風被害を検証し、

今後も発生する暴風雨に対して市民の命、財産

を守り、公共施設を含めた市民の生活を守るた

めの対策の方針を検討することを目的とした

(2)検討手順

対象地域

(3)検討対象地域と被害状況



		地　区		各地区の被災状況

		両石地区		土砂堆積・流出範囲面積：0.65ha

		東部(東側)地区		土砂堆積・流出範囲面積：1.02ha

		東部(西側)地区		土砂堆積・流出範囲面積：3.51ha

		中妻排水区(千鳥町・八雲町)地区		土砂堆積・流出範囲面積：7.90ha

		平田地区		土砂堆積・流出範囲面積：1.02ha

		尾崎白浜地区		土砂堆積・流出範囲面積：6.11ha

		佐須地区		土砂堆積・流出範囲面積：2.10ha



調査・測量

原因分析

対策検討

実施計画

（事業実施）









・被害箇所測量（水路・土砂・流木等）

・降雨量・流出量算出

・県事業（砂防・治山）

・水路流下能力の検証

・土砂・流木による被害要因の想定

・地区別被害要因の整理

・基本方針

・対策リストアップ（ハード・ソフト）

・対策案検討

R2.7.15

提言書

（委員会 全３回）

当検証事業

第２回委員会

R2.3.23

第１回委員会

R2.1.24

第３回委員会

R2.6.30
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＊次ページに示す
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提　言　書

 

令和元年10月12日、大型で強い勢力で静岡県伊豆半島に上陸した台風第19号は、関東地方から福島県を縦断し宮城県・岩手県の沿岸を北上し13日12時に三陸沖東部で温帯低気圧となった。

釜石市では死者1名、負傷者3名、家屋の全半壊18棟、一部損壊203棟、床上・床下浸水217棟など甚大な被害をもたらした。市では今後の豪雨に備え早急な対策の実施に向け、令和元年度台風災害検証事業を立ち上げ、被害状況の調査・原因分析を行い対策検討を行うと共に、令和元年度台風災害検証委員会を設置した。

この提言書は、本検証委員会が、被害の要因ならびに客観性、公正性等に基づき対策に必要な事項を検討した結果を取りまとめたものである。

具体的には、被災地区ごとに被害要因をまとめ、対策の基本方針を示すとともに、緊急性、規模および工事スケジュール等を考慮し、施設整備などのケース分け案を示している。

これらの対策の実施にあたっては、提言書をもとに改めて市で実施計画等の立案を行っていただき、今後発生が予想される豪雨災害に備えるべく早急な工事に繋げていくことを強く望むものである。

 

令和２年６月

釜石市令和元年度台風災害検証委員会





対策検討（対策方針）

ア．ハードとソフトを組合わせで対策を行う

　　対策施設＝ハードと維持管理等＝ソフト策を組合わせることを基本とする。

イ．排水路や河川の流下能力を維持する

　　排水路や河川が本来の流下能力を発揮できるように維持・管理をする（土砂や流木が堆積しないようにする）。

ウ．計画以上の雨量（豪雨）に対する対策を検討する

　　排水路の計画雨量を上回る豪雨時に、再度浸水被害が発生しやすい箇所については、適宜補完する対策を検討する。

エ．ソフト対策は市民の協力よって流出の恐れがある土砂、倒木、枯れ枝等の清掃作業などが必要である

オ．県の事業（砂防・治山等）と連携する

カ．既に着手を開始した公共施設の災害復旧事業計画を確認し、対策内容を調整する

(1)対策の基本方針

(2)対策工のケース分け

　対策工は全てを同時に行うことは困難であるため、優先順位＝緊急性および、規模・工事スケジュール等を考慮して必要となる対策工のケースを検討した。以下にケース分けの考え方を示す。

　　・ケース１：緊急性が高く早急に整備できる対策工を行う

　　　　　　　　ハードだけでは洪水や土砂災害を防げないため、必要なソフト対策を合わせて行う

　　・ケース２：ハードを主体とした対策工を行う

　　　　　　　　ソフト対策は市民の協力を得られる施策を行う

　　・ケース３：ケース１・２以外の更なるグレードアップ案・代替案など

　　　　　　　　長期的に実施する対策工

 　 　　　　　（＊ケース１～３はどの組合せを選択するかという検討ではない。望ましい組合せはケース２であるが市

　　　　　　　　　の緊急性・工事スケジュール等を勘案し、早急に整備できる内容をケース２から絞り込んだ組合せを

　　　　　　　　　ケース１とするものである。ケース３は長期間となることが認められれば実施可能な対策である）

釜石市 令和元年台風被害検証事業

　現場状況を確認し優先順位＝緊急性を「高・中・低」の３段階に設定した。

　・緊急度（高）：令和元年度台風のみならず過去にも被害が生じている（発生頻度が比較的高い）

　・緊急度（中）：令和元年度台風ではじめて被害が生じた（発生頻度が比較的低い）

　・緊急度（低）：非住居区域の浸水は想定されるものの居住家屋への被害を及ぼす可能性が低い
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7（1）ア：被災状況確認
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7（1）イ：調査（沢）位置図



：沢の現地確認

　(Ａ～Ｆ)





沢C



沢A1



沢A2



沢B



沢F



沢D



沢E

















沢D



：沢の現地確認

：沢の測量調査

　(Ａ～D)



調<>査かっこ理由

[調査理由]

流域は狭いが急峻たため複数個所で法面・水路の崩壊が発生したため

調<>査かっこ理由

調<>査かっこ理由

[調査理由]

流木や土砂流出が多く下流に被害をもたらしたため
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7（1）ウ：危険区域調査



　　　　　　

　　　　　　　　　　　土石流危険区域



出典：いわてデジタルマップ

　　　土石流GISコンテンツ　土石流危険流域より

凡 例
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7（1）エ：現地詳細調査・測量









写真A

写真B

写真C

法面崩壊

断面測量

倒木・枯枝

写真A

写真B

写真C

両石地区　沢A1
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写真A

写真C

写真B

倒木・枯枝

 水路洗堀

水路洗堀



 水路洗堀

写真A

写真C

写真B
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写真A

写真B

写真C

断面測量

倒木・枯枝

土砂流出

断面測量

写真B

写真C

写真A

両石地区　沢D
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7（1）キ：地区毎の雨量の算出





20㎜/ｈ以上＊

（約6時間）

※天気予報等で用いる用語 

＜気象庁ＨＰより＞

20～30ミリ：強い雨：どしゃ降り
30～50ミリ：激しい雨：バケツをひっくり返したように降る
50～80ミリ：非常に激しい雨：滝のように降る

■降雨量の特徴■

気象庁の調査では、12時間降雨量の20位内に岩手県は1地点（19位普代村）のみに対し、3時間降雨量では10位以内に5地点（1位普代村、2位岩泉町、3位宮古市、6位山田町、10位久慈市）釜石市は17位となっており、短時間に降雨が集中した。

1時間雨量ピーク

47㎜/ｈ

台風第19号による釜石市内の降雨状況





（１時間当りの雨量は約2倍となる）
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8 主な被害要因



1　降雨量：雨量が多く、短時間に集中したため以下の事象が発生



（1）雨水が地表（道路など）に流出

（2）山林の土砂、伐採された木・枯れ枝が流出





2　水路能力低下：土砂・流木により水路能力が発揮できず以下の事象が発生               



（1）水路に土砂が堆積し水路の流下能力が低下し、地表（道路など）に流出

（2）水路が開水路から暗渠に変わる（流入する）位置で土砂が堆積し土砂と

     流木が流入口を塞ぎ、地表（道路など）に流出







①　急峻な地形による沢の崩壊

②　山林内の倒木や枯枝などの残置

③　流入部の流下断面阻害

④　沢の直下流に民家が位置している

＊次ページ以降に①～④の詳細を示す

■ 両石地区の詳細被害要因は以下のとおりである。

　







① 急峻な地形による沢の崩壊



急峻な地形であり、沢の勾配が急である上に沢巾が狭い。

台風や大雨により再び沢の崩壊・表土の流出が発生すると考えられる。

8.(1)　被害の要因
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表土が剥ぎ取られた急峻な沢



沢C



沢A2



沢B



沢F



沢D



沢E















沢C



沢A1



沢A2



沢B



沢F



沢D



沢E
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倒木や枯枝などの残置





②山林内の倒木や枯枝などの残置



山林内には、残置された倒木や枯枝・枯葉が多く、多量の降雨により一気に流され、下流で被害が生じた。

8.(2)　被害の要因
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③ 流入部の流下断面阻害



沢からの水路は、開水路から暗渠に変わる構造になっている。

今回の台風では大量の土砂等により、流入部の流下断面が阻害され、雨水が溢れ出て浸水被害が発生した。







沢C



沢A1



沢A2



沢B



沢F



沢D



沢E

開水路から暗渠に変わる位置の排水施設





8.(3)　被害の要因









④ 沢の直下流に民家が位置している



沢C、沢Eでは、沢の直下に民家があり、急峻な山林に隣接しているため、沢と斜面の山林から雨水が流れ込みやすく、浸水被害が発生した。また斜面の一部では小規模な斜面崩壊が発生した。

民家手前の土砂が堆積した沢Cの一部

　  表土が剥ぎ取られ洗堀された

　　　　    沢Eの一部







沢C



沢A1



沢A2



沢B



沢E
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8.(4)　被害の要因
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ハード対策工検討表
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沢C



沢A1



沢A2



沢B



沢F



沢D



沢E
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対策工：スクリーンの事例写真

両石地区

（注）スクリーンの構造は単管パイプの場合もあります
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対策概要と今後の課題

この対策検討は令和元年度台風第19号の災害について調査し検討した内容である。



山林からの土砂流出や流木が無ければ、浸水被害はこれほど大きくならなかったと考えられることから、早急に土砂・流木止を中心とした対策工が必要である。



今後の課題は、山林内に倒木や枯枝などが残地されているため、豪雨時に流出しないための対策が必要と考えられる。
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