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令和元年台風第１９号（東日本台風）に係る被害と復旧等の状況について（最終報） 

 

令和２年３月２３日現在 

 

１ 災害対応 

（１）災害対策本部（１０月１２日設置，継続中） 

ア 避難所  １０月１２日 ５７箇所を開設（２３時：１，３２９世帯 ３，０９９名） 

         １０月１３日 ５６箇所を閉鎖 

         １０月２３日 全ての避難所を閉鎖 

イ 避難情報 １０月１２日 市内全域に「避難勧告」警戒レベル４を発令 

  （一部略）         姿川・田川流域に「避難指示（緊急）」警戒レベル４を発令 

         １０月１３日 全ての避難情報を解除 

         １０月２５日 下小池町の一部に「避難勧告」警戒レベル４を発令（継続） 

 

（２）救助活動（人命救助及び避難誘導など） 

  ア 活動人員 消防局職員のほか消防団１，６２２名（８１．５％）  

  イ 救出活動 ９件２３名（宮の橋上下流ほか及び大谷町地内） 

 

２ 住家等の被害 

（１）人 的 被 害  なし 

 

（２）住家等被害 

  
全壊 

流出 
半壊 

一部損壊

（準半壊） 

一部損壊 

（10％未満） 
計 

住 家 

床上浸水  429 24 183 636 

床下浸水    1 389 390 

土砂災害 2   1   3   6 

その他（風等）     90  90 

計 2 429 26 665 1,122 

非住家  4 18 14 518 554 
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３ 公共施設の被害と復旧状況 

 被害 復旧済 対応中 今後の予定等 

市道 道路冠水  161件 161件 ―  

法面崩壊  118件 90件 28件 

順次復旧を進め，２４件は令和 

２年３月までに完了見込，その 

他は令和２年度中に完了見込  

倒木 17件 17件 ―  

橋梁    4件 3件 1件 

１件（川田橋）については， 

流出した橋桁等の撤去工事を令

和２年４月までに完了見込 

通行止め   36箇所 28箇所 8箇所 

順次復旧を進め，１箇所は令和 

２年３月までに完了見込，その 

他は令和２年度中に完了見込 

河川 溢水   22件 22件 ―  

   護岸崩れ   60件 44件 16件 

順次復旧を進め，対応中の１６件

については令和２年４月までに

復旧見込 

公園 冠水  10件 10件  ― 

大谷景観公園：令和２年３月末に

一部供用開始予定，残りは芝養生

のため４月末に供用開始予定 

第５分団詰所 床上浸水 1件 ― 1件 令和２年４月完了見込み 

城山分団第６部ほか２箇所 設備破損 3件 3件  ―  

消防局・消防団車両 水損 3台 3台  ―  

川田水再生センター 機器破損 2件 2件 ―  

下河原水再生センター 機器破損 3件 3件 3件 令和 3年 6月本復旧見込 

マンホールポンプ 機器破損 3件 3件 3件 令和 2年 6月本復旧見込 

鬼怒川緑地運動公園石井 

緑地， 

柳田緑地， 

道場宿緑地 

冠水 3件 1件 2件 

・柳田緑地：令和 3年 3月まで 

に復旧工事完了見込（野球場の 

一部とサッカー場は，令和 2年 

3月までに復旧完了見込） 

・道場宿緑地：令和 2年 3月まで

に復旧工事完了見込 

教育センター車両 水損 1台 1台 ―  

東小学校校庭 土砂流入 1件 1件 ―  
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４ 被災者支援の進捗状況 

事業名 進捗状況等 

家屋の消毒相談対応 
電話受付件数 ３２０件 

消毒薬配布の受付件数と世帯数 ６０７件 延べ１０３７世帯分 

災害ごみの収集 

１０月１３日戸別収集開始（申し込み５２１件） 

ごみ収集車両（４トントラック等）６４６台分の収集完了 

⇒・直営 10月 13日～3月 23日まで ４２６台 

・委託 10月 17日～11月 4日まで ２２０台 

※今後も被災者からの収集依頼には随時対応する。 

災害ごみの処理 

１０月１３日仮置き場での受入開始 

⇒・10月 13日～11月 4日まで １，９９３台 

１０月１４日清掃工場での受入開始 

⇒・10月 14日～3月 23日まで 約１，４４９台 

処理量 ２，３３７トン 

土のう袋の無償配布 ２９，７８０枚配布 

市営住宅のり災入居 １６世帯３０名 

住宅の応急修理 

１０月１２日受付開始（申し込み１６９件）【３月２３日現在】 

修理依頼件数１９２件※ 

※一世帯で複数件修理が発生する場合があるため（192＞169） 

工事完了１６３件 

２３件については令和２年３月までに完了見込 

６件については令和２年４月までに完了見込 

水道料金及び下水道使用料 

の減免 

受付期間：令和元年１１月１日～令和２年３月３１日 

減免対象件数：６０４件 

被災者生活再建支援金の支給 

・【基礎支援金】 

受付期間：令和元年１０月２５日～令和２年１１月１１日 

 受  付：１０件 

・【加算支援金（基礎支援金の受給者が対象）】 

受付期間：令和元年１０月２５日～令和４年１１月１１日 

災害援護資金の貸付 

受付期間：令和元年１０月１２日～令和２年１月３１日 

（受付終了） 

受  付：７件,支 給 済：７件 
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事業名 進捗状況等 

災害見舞金の支給 

【床上浸水】 

支給対象者５２１件中，５１７件支給決定（９９．２％） 

 残り４件は文書送付済（口座振込書の返信待ち） 

【床下浸水】 

 支給対象者３４９件中，３１３件支給決定（８９．７％） 

 残り３６件中，２７は文書送付済（口座振込書の返信待ち） 

９件は居住者等を調査中 

【今後の予定】 

令和２年４月３０日をもって見舞金の受付を終了 

支給対象者件数は現在もり災台帳登録を行っているため未定 

義援金の配分 
受付期間：令和２年２月２５日から受付開始 

対  象：約８５１世帯（個別通知により周知） 

個人市民税の減免 人数：１１６人，減免額：４９７万円 

固定資産税・都市計画税の 

減免 
人数：３６０人，減免額：３１６万円 

 

５ り災証明発行件数 

  （台風 19号により被災した住家・併用住宅に関するり災証明書発行件数） 

被害の程度 全 壊 
大規模 

半壊 
半 壊 

一部損壊 

準半壊 

一部損壊 

10％未満 

発行件数(件) ６ ０ １，１８６ １７３ ６３９ 

計 ２，００４ 

※発行場所は，市民課及び地域行政機関 
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６ 下小池町土砂災害対応 （全壊住家１，全壊非住家１，一部損壊住家３） 

  令和元年１０月２５日 下小池町の一部（５世帯１１名）に「避難勧告」警戒レベル４発令 

      １０月３０日 栃木県へ「長期避難世帯」認定の申し入れ 

             栃木県：土石流センサーの設置 

  令和２年 ２月１８日 栃木県：「長期避難世帯」認定（→４世帯が生活再建支援制度該当） 

       ２月上旬～ 栃木県：流出木撤去開始 

       ４月上旬～ 栃木県：土砂撤去，堰堤工等の本工事開始（令和３年３月末終了見込） 

             ⇒ 用水路・水田の土砂排除（令和２年５月末終了見込） 

畑・道路等の土砂排除（令和３年３月末終了見込） 

               避難情報の解除（県・市工事の終了後） 

 

７ 農林業の被害と復旧支援の進捗状況 

（１）被害額 

  項目 件数 被害額 備考 

農
業
生
産
基
盤 

農地 834箇所 320,250千円 土砂流入，畦畔崩れ等 

農業用施設・ 

用排水路等 
424箇所 449,310千円 水路への土砂流入，水路破損等 

農
業
生
産
施
設
等 

農業生産施設 17戸 20,056千円 パイプハウス，梨防雹網，りんご網棚等 

農業機械 21戸 78,312千円 コンバイン，乾燥機，トラクター，暖房機等 

農作物 61戸 132,139千円 
いちご，ゆり，そば，トマト，さといも， 

りんご，大豆，酒米，飼料用米等 

林道 54路線 126,050千円 倒木，土砂流出等 
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（２）復旧状況 

項目 件数等 復旧済 対応中 今後の予定等 

農業生産基盤 

（農地・農業用施

設・用排水路等） 

地区数 

12 地区（豊郷・横

川・清原・雀宮・

篠井・富屋・国本・

城山・姿川・河内・

上河内） 

 ○ 

・1月～ 市による災害復旧工事 

・～5月中旬 復旧完了（予定） 

※ 緊急性等を考慮しながら，用排水

路の復旧を 3月末までに完了させる

とともに，河川管理者との調整や工

事内容に応じて工期が長期になる場

合は，仮復旧等で対応するなど，柔

軟に対応していく。 

農業生産施設等 

(生産施設・農業

機械) 

補助申請件数 

7戸（31件） 

【内訳】 

施設 1件 

機械 30件 

〇  

・機械の修繕，再取得等により復旧済 

・3月補助金支払予定（国・県・市費） 

農作物 
補助申請件数 

21戸 
〇  

・災害直後の病害虫防除用農薬・樹草

勢回復用肥料・代替種苗の購入等によ

り復旧済 

・3月補助金支払予定（県費） 

農
地
に
堆
積
し
た
稲
わ
ら
等
の
処
分 

集積所の

設置，処分

場への運

搬 

持込戸数 

20戸（見込） 
○  

・1～2月集積所の設置，被災農家によ

る持ち込み 

＜南部地区＞1月 18日～23日 

持込農家戸数   12戸 

集積（処分）量 210㎥（209.7t） 

＜豊郷地区＞2月 15日～20日 

持込農家戸数  8戸 

処理(処分)量  327㎥ 

撤去費へ

の助成 

補助申請件数 

39戸 
○  

・4月補助金支払予定（国費） 

倉庫等の浸水で米

が出荷できなかっ

た農家の営農再開

支援 

補助申請件数 

3戸 
○  

・種もみや肥料等の購入により次作付

に向けた準備は実施済 

・3月補助金支払予定（国費） 

林道 54路線  ○ 

・12路線は復旧済であり，残りの路線

は森林の施業に合わせ，随時修繕で対

応 

  ※ 経営資金や施設復旧に係る借入に対する利子補給（補助）については，申請なし 

                     

 

 

 

 

 



7 

 

８ 商工業の被害と復旧支援の状況 

（１）商工業の被害（令和２年１月末現在） 

商工会議所が実施した実態調査における被害状況（概算金額の判明している案件のみ） 

   ３２件 約１億５千４百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）復旧支援の進捗状況 

  ・制度融資 緊急災害対策特別資金（運転資金４件，申請金額 30,000千円） 

  ・セーフティネット保証４号認定（10件） 

  ・市ホームページにおける県の「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助

金）」，「地域企業再建支援事業費補助金」など関係機関が実施する各支援制度の周知 

 

９ 社会福祉施設等 

項     目 被害 復旧済 対応中 今後の予定等 

特別養護老人ホーム １件  １件  

小規模多機能型居宅介護 １件 １件   

通所介護（デイサービス） ４件 ３件  被災による廃止１件 

居宅介護支援 

（ケアマネジャー） 
１件 １件   

有料老人ホーム １件 １件   

サービス付き高齢者向け 

住宅 
１件 １件   

教育・保育施設等 ２件 １件 １件 
令和２年４月仮園舎供用開始 

令和３年４月新園舎供用開始 

 

10 市社会福祉協議会 災害ボランティアセンターの活動状況 

  ボランティア依頼・完了件数 ２７１件 

 

 

 

 

 

内
訳 

業種 件数（件） 金額（千円） 

製造業 5 3,100 

建設業 7 51,950 

卸・小売業 3 16,200 

サービス業 15 81,800 

その他 2 1,200 

合計 32 154,250 
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11 予算対応状況（※その他，令和元年度の既存予算を活用し対応） 

令和元年度 補正予算 一般会計 下水道事業会計 計 

 １１月 補正予算額  17億 4,531万 5千円 1億 4,910万円 18億 9,441万 5千円 

 １２月 補正予算額  9億 4,329万 2千円 2,100万円 9億 6,429万 2千円 

  ３月 補正予算案  1億 690万円 3,330万円 1億 4,020万円 

計 27億 9,550万 7千円 2億 340万円 29億 9,890万 7千円 

令和２年度 当初予算案 一般会計 下水道事業会計 計 

総合的な治水・雨水対策 15億 2,275万 2千円 3億 5,450万 6千円 18億 7,725万 8千円 

 

 


