
令和元年台風第１９号の状況について

令和２年２月１日
国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所

※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。

資料３



令和元年台風第19号に伴う降雨の概要

・令和元年台風第19号に伴う降雨では、阿武隈川流域全域にわたり平均253mmの雨が
激しく降り、戦後最大であった昭和61年（8.5洪水）や平成の大改修の契機となった
平成10年（8.27洪水）を上回る雨量が観測された記録的な降雨であった。

天気図と気象衛星画像

天気図（１０月１２日２１時頃） 気象衛星画像（１０月１３日１時頃）

出典：気象庁出典：気象庁
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【令和元年台風第19号】

流域平均
2日雨量

（福島地点）
253 mm
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令和元年台風第19号に伴う出水時の水位状況

【須賀川市】 江持第一樋管（95.6k付近）

阿武隈川

堤防

観測所名 伏黒 福島 二本松 本宮 阿久津 須賀川 八木田
読み ふしぐろ ふくしま にほんまつ もとみや あくつ すかがわ やぎた

水系名 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川
河川名 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 荒川
位置 右66.10K 左77.10K 右106.60K 左118.10K 右133.60K 左147.90K 左1.40K

計画高水位 7. 27 6. 56 13. 18 9. 29 8. 68 7. 99 3. 46
所在地 福島県伊達市伏黒 福島県福島市杉妻町 福島県二本松市安達ヶ原 福島県本宮市大字下町 福島県郡山市大字阿久津 福島県須賀川市大字江持 福島県福島市須川町

計画高水位 7.27 6.56 13.18 9.29 8.68 7.99 3.46

はん濫危険水位 5.00 5.40 10.40 7.90 7.90 7.70 2.00
避難判断水位 4.50 5.10 10.10 6.30 6.80 7.10 1.30
はん濫注意水位 4.00 4.00 6.50 5.00 5.50 4.50 1.20
水防団待機水位 3.00 3.00 5.50 4.00 4.00 3.50 0.50

昭和23年9月17日 昭和61年8月5日 平成23年9月22日 昭和16年7月23日 平成23年9月21日 昭和16年7月23日 平成1年8月6日

6. 00 5. 90 11. 57 9. 63 9. 20 9. 00 2. 50
令和元年10月13日1時 令和元年10月13日3時 令和元年10月13日5時 令和元年10月13日2時 令和元年10月13日1時 令和元年10月13日5時 令和元年10月12日24時

6. 34 6. 43 12. 80 9. 73 10. 00 9. 57 2. 55
既往１位 既往１位 既往１位 既往１位 既往１位 既往１位 既往１位

R1.10.12洪水

既往最高

・ 阿武隈川および荒川について、基準観測所１０箇所中９箇所で既往最高水位を観測。
・ 基準観測所１０箇所中９箇所ではん濫危険水位を超過し、特に本宮・阿久津（郡山市）・

須賀川地点においては、計画高水位※を超過。

計画高水位を
133cm超過

※ 河川管理上の基準とする水位の一つであり、この水位以下で計画高水流量を安全に流下させることが
できるようにする河川整備や、橋梁などの許可工作物設置に際して考慮すべき基準の一つとなるもの

計画高水位を
162cm超過

計画高水位を
44cm超過

※ 10月14日時点の
10分データでの整理

1:30 3:20 4:50 2:10 1:30 7:20 23:10

10.01 9 . 6 1

観測所名 丸森 笠松 岩沼

読み まるもり かさまつ いわぬま

水系名 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川

河川名 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川

位置 右37.20k 右28.10k 左8.10k

計画高水位 23.70 17.99 8.25

所在地 宮城県伊具郡丸森町船場 宮城県角田市枝野寄井 宮城県岩沼市阿武隈

計画高水位 23.70 17.99 8.25

はん濫危険水位 22.30 17.00 8.20

避難判断水位 22.00 16.60 7.90

はん濫注意水位 19.50 14.50 5.00

水防団待機水位 18.00 13.00 4.00

昭和16年7月23日 昭和61年8月5日 昭和16年7月23日

22.65 17.10 8.04

令和元年10月13日 4：40 令和元年10月13日 5：00 令和元年10月13日 6：00

23.49 17.48 7.17

既往１位 既往１位 既往６位

既往最高

R1.10.12洪水

【福島県側】

【宮城県側】
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令和元年台風第19号に伴う出水時の水位状況１（上流）

主要地点の水位 本宮水位観測所

阿久津水位観測所

須賀川水位観測所

最高水位 9.70m
（10月13日 3:00）

最高水位 9.98m
（10月13日 2:00）

最高水位 9.60m
（10月13日 8:00）

※1時間ごとのデータのため、3ページの10分データの最高水位と時間とは異なる。

HWL超過
5時間

HWL超過
１４時間

HWL超過
15時間50分
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令和元年台風第19号に伴う出水時の水位状況２（下流）

伏黒水位観測所

福島水位観測所

八木田水位観測所

最高水位 6.29m
（10月13日 2:00）

最高水位 6.42m
（10月13日 3:00）

最高水位 2.53m
（10月12日23:00）

※1時間ごとのデータのため、3ページの10分データの最高水位と時間とは異なる。

主要地点の水位

八木田
福島
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浜尾遊水地

須賀川市

郡 山 市

85k

90k
95k

105k

109k

石 川 町

矢 吹 町

天 栄 村

100k

玉川村

白河市

中島村

98.6k 左岸 堤防決壊 （須賀川市）

阿武隈川

浜尾第2樋門

堤 防

決 壊

阿武隈川の越水・溢水と決壊（上流） 12/16 現在

阿武隈川右岸 103.4k～107.8k 溢水

阿武隈川左岸 104.4k～108.4k 溢水

阿武隈川左岸 101.4k 越水

阿武隈川右岸 101.6k～102.4k 越水(一部溢水を含む)

阿武隈川左岸 98.6k 決壊須賀川駅

阿武隈川左岸 96.8k～97.0k 溢水

阿武隈川左岸 103.4k 越水

阿武隈川右岸 95.6k～97.4k 越水(一部溢水を含む)

阿武隈川右岸 90.6k～92.8k 溢水

釈迦堂川左岸 1.2k～1.4k 越水

釈迦堂川右岸 1.1k 越水

釈迦堂川右岸 0.0k～0.6k 越水

阿武隈川左岸 89.6k 越水

阿武隈川左岸 86.2k～86.6k 越水

阿武隈川右岸 86.4k～87.6k 越水

笹原川右岸 1.0k～1.28k 越水

阿武隈川左岸 97.4k～97.6k 越水

決壊： 1箇所
越水：計19箇所
溢水： 計6箇所

※箇所数は(1)～（3）を集計

※河川カメラ、痕跡調査等により確認した箇所を一連区間等で記載
ただし、一部、一連区間の中で越水・溢水が生じていない箇所もある。

《 凡 例 》

越水・溢水箇所※

堤防決壊箇所

６



本宮駅

本 宮 市

二本松市

40k

45k
50k

55k

60k

65k 70k
75k

80k 85k

90k

川 俣 町

大 玉 村

三 春 町

蓬莱ダム

←
 

笹
原
川

郡山駅

阿武隈川の越水・溢水と決壊（中流） 12/16 現在

阿武隈川左岸 81.2k～81.6k 越水

阿武隈川左岸 68.4k～68.8k 越水

阿武隈川右岸 83.8k 越水

阿武隈川右岸 63.8k～64.6k 溢水

阿武隈川左岸 82.0k 越水

阿武隈川左岸 59.4k～60.2k 溢水

決壊： 1箇所
越水：計19箇所
溢水： 計6箇所

※箇所数は(1)～（3）を集計

《 凡 例 》

越水・溢水箇所※

堤防決壊箇所

※河川カメラ、痕跡調査等により確認した箇所を一連区間等で記載
ただし、一部、一連区間の中で越水・溢水が生じていない箇所もある。
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5k

10k

15k

20k
25k

30k

35k

40k

45k

伊 達 市

白 石 市

宮 城 県

桑 折 町

福 島 市

七ヶ宿町

国 見 町

0k

福 島 県

蓬莱ダム

摺上川ダム

七ヶ宿ダム 福島駅

阿武隈川の越水・溢水と決壊（下流） 12/16 現在

阿武隈川左岸 4.0k 越水

阿武隈川右岸 1.2k～1.6k 越水

阿武隈川右岸 3.8k～4.6k 越水
決壊： 1箇所
越水：計19箇所
溢水： 計6箇所

※箇所数は(1)～（3）を集計

《 凡 例 》

越水・溢水箇所※

堤防決壊箇所

※河川カメラ、痕跡調査等により確認した箇所を一連区間等で記載
ただし、一部、一連区間の中で越水・溢水が生じていない箇所もある。
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②

②富久山橋付近（81kp付近）

①

③行合橋付近（87kp付近）

①安達太良川合流点付近（68kp付近）

③
④

■10/13にドローン・ヘリ, 10/14に航空機による状況把握調査等を実施。

令和元年台風第19号に伴う出水後の被害状況１（上流）

江持橋

浜尾遊水地

安達太良川

安達橋
昭代橋R1 10/13 AM 撮影

富久山橋

行合橋

釈迦堂川

江持橋

R1 10/13 AM 撮影

R1 10/13 AM 撮影

R1 10/13 AM 撮影

④釈迦堂川合流点付近（97kp付近）
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③

②

①伊達市五十沢付近（4kp付近）

①

④荒川合流点付近（28kp付近）

④

H29 10/23 10:10頃 撮影

令和元年台風第19号に伴う出水後の被害状況２（下流）

■10/13にドローン・ヘリ, 10/14に航空機による状況把握調査等を実施。

③摺上川合流点付近（19kp付近）

R1 10/13 13:10頃 撮影

R1 10/13 14:01頃 撮影

R1 10/13 14:55頃 撮影

R1 10/13 16:30頃 撮影

荒川

摺上川

徳江大橋
信夫橋

②徳江大橋付近（10kp付近）
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権限代行による福島県管理河川の堤防結果箇所の緊急復旧

１１

あぶくまがわ

阿武隈川

国管理区間

さくまがわ

佐久間川

にごりがわ

濁川

あだたらがわ

安達太良川
ふじたがわ

藤田川

やたがわ

谷田川

すずかわ

鈴川

たきかわ

滝川
①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧

⑨⑩

⑪⑫⑬ ⑮
⑭ ⑯

この地図は、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の電子地形図（タイル）を複製した
ものである。【承認番号 令1東複、第24号】

福島県鏡石町 諏訪町 地先

阿武隈川 １ヶ所 （⑫）

福島県桑折町 伊達崎 地先

佐久間川 ２ヶ所 （②③）

福島県伊達市 梁川町二野袋 地先

滝川 １ヶ所 （①）

国管理区間

県管理区間

堤防決壊箇所

遮水シート

盛土（良質土）

大型連結ブロック

（宅地側）

緊急復旧工法（イメージ）

福島県福島市 郷野目 地先

濁川 １ヶ所 （④）

福島県本宮市 本宮地先

安達太良川 １ヶ所 （⑤）

福島県郡山市 日和田町地先

藤田川 １ヶ所 （⑥）

福島県郡山市 田村町下行合 地先

谷田川 ２ヶ所 （⑦⑧）

福島県矢吹町 陣ヶ岡 地先

阿武隈川 １ヶ所 （⑬）

福島県矢吹町 中沖 地先

阿武隈川 １ヶ所 （⑭）

福島県玉川村 小高 地先

阿武隈川 １ヶ所 （⑮）

福島県玉川村 明神東 地先

阿武隈川 １ヶ所 （⑯）

福島県鏡石町 河原 地先

鈴川 ２ヶ所 （⑨⑩）

阿武隈川 １ヶ所 （⑪）

だ て し やながわまち にのふくろ

も と み や し も と み や

こ お り ま ち だ ん ざ き

ふ く し ま し ご う の め

こ お り や ま し ひ わ だ ま ち

こ お り や ま し た む ら ま ち し も ゆ き あ い

かがみいしまち かわら

かがみいしまち すわまち

や ぶ き ま ち じ ん が お か

や ぶ き ま ち な か お き

たまがわむら おだか

たまがわむら みょうしんひがし

○台風第19号に伴う出水により堤防が決壊した福島県管理区間の阿武隈川水系阿武隈川、滝川、佐久間川、濁川、

安達太良川、藤田川、谷田川、鈴川において、福島県知事からの要請を受け国が権限代行により、福島県建設業協会

の協力を得て堤防決壊箇所の緊急復旧工事を実施。11月21日に全16箇所の緊急復旧工事が完了。
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（矢吹町における検討状況）

TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による国直轄調査

○台風第19号に伴う降雨により、矢吹町、鏡石町及び玉川村の阿武隈川(福島県管理区間)における
決壊箇所の復旧工法等について、各町村からの要請によりTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)による
国直轄調査を実施。

○調査・検討結果については、河川管理者である福島県(須賀川土木事務所(主に鏡石町区間担当)

石川土木事務所(玉川村・矢吹町区間担当)及び県南建設事務所(矢吹町区間担当))に報告。

（鏡石町における検討状況） （玉川村における検討状況）

国土交通省

国土交通省
福島県

福島県

鏡石町長

鏡石町長

福島県

国土交通省
矢吹町職員

国土交通省
福島県

玉川村長

副村長

玉川村長
副村長

国土交通省 福島県
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①河川における治水対策の推進

○ 阿武隈川上流 直轄河川大規模災害関連事業の着手

阿武隈川上流 直轄河川大規模災害関連事業

全体事業費 約９９９億円
河道掘削 約２２０万m3 築堤 約４００ｍ
橋梁架替 ２橋 遊水地整備 ３箇所
事業期間 令和元年度～令和１０年度

須賀川市
郡山市

矢吹町

玉川村

本宮市

二本松市

三春町

伊達市

白石市

桑折町

福島市

七ヶ宿町

国見町

宮
城
県

福島県

大玉村

鏡石町

阿武隈川上流 直轄河川災害復旧事業

全体事業費 約１２１億円
堤防復旧 ８箇所 漏水対策 １２箇所
護岸工 ４２箇所 樋門樋管等復旧 ８箇所
床固工補修 １４箇所
事業期間 令和元年～令和２年度

※直轄河川大規模災害関連事業と一体となって実施

凡 例

堤防決壊箇所（国管理） 改良事業箇所（築堤・掘削）

堤防決壊箇所（県管理） 改良事業箇所（橋梁架替）

堤防・護岸等被災箇所 遊水地整備検討箇所

大臣管理区間

河川における治水対策の推進
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