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土木学会水工学委員会
「令和元年台風19号豪雨災害調査団中部・北陸地区」2019-12-06現在

氏名 所属 研究内容
団長 吉谷 純一 信州大学 統括
副団長 戸田 祐嗣 名古屋大学 今次洪水における千曲川の洪水流・洪水伝播特性

幹事 豊田 政史 信州大学 全体調整，千曲川破堤氾濫における氾濫流の挙動および土砂堆積に関する現地調査と数値シミュレー
ション

団員 赤堀 良介 愛知工業大学
・浸水域での漂流物（流木？など）の有無、およびその輸送と漂着状況
・破堤箇所から流出した土砂粒径の空間的な分布

団員 川池 健司 京都大学 千曲川破堤氾濫における氾濫流の挙動および土砂堆積に関する現地調査と数値シミュレーション
団員 呉 修一 富山県立大学 家屋被害調査と洪水氾濫解析
団員 武田 誠 中部大学 千曲川破堤氾濫における氾濫流の挙動および土砂堆積に関する現地調査と数値シミュレーション
団員 田代 喬 名古屋大学 千曲川の氾濫流によるライフライン施設への影響分析
団員 手計 太一 富山県立大学 気象・雨量全般（確率を含めて）
団員 冨永 晃宏 名古屋工業大学 千曲川出水時の河道における流動特性
団員 中村 晋一郎 名古屋大学 千曲川氾濫域における土地利用と被害の関係、地区防災の効果の検証、避難状況
団員 二瓶 泰雄 東京理科大学 千曲川と支川の洪水氾濫状況（痕跡浸水深・浸水位）の現地調査と氾濫シミュレーション
団員 松岡 保正 長野高専名誉教授現地地形や過去の水害被害からみた本水害の特徴に関する検討
団員 松本 明人 信州大学 浸水した下水処理場の被害状況調査
団員 溝口 敦子 名城大学 千曲川の河道特性と土砂動態・地形変動が及ぼす災害現象への影響
団員 安田 浩保 新潟大学 今次洪水における砂州地形の応答



信濃川水系
• 流域面積: 11,900 km2

• 延長: 367 km
• 流域人口: 2.83 百万人

魚野川

その他支川

• 新潟・長野県境より上流
• 流域面積: 7,163 km2

• 延長*: 134.9 km 
• 流域人口: 1.54 百万人

* 直轄区間

信濃川水系

信濃川

千曲川（上流）

犀川

千曲川

その他支川

• 河口から新潟・長野県境まで

東京

長野市

180km



令和元年千曲川被災（大臣管理区間）
• 本川の12カ所で越水発生、どの地
点でも破堤しかねない中で1カ所
（57.5km地点:穂保）で破堤

• ②堤防欠損地点すぐ近くで橋台破
壊と鉄橋崩落

• 支川浅川（①付近）、支川蛭川
（⑧付近）なども氾濫

• 排水機場が浸水により被災
• 千曲川・犀川に25ある霞堤の一つ
（⑬付近）の近くの千曲市役所が
浸水

北陸整備地方整備局記者発表資料

千曲市

長野市

2019-10-22信濃毎日新聞

⑬ 2019-10-30信濃毎日
新聞、千曲市記者発表資料

X

グリーンピア千曲（長野県
流域下水処理場）資料

②上田諏訪形の堤防欠損

上田市



上田市諏訪形での堤防欠損

5第2回千曲川堤防調査委員会資料



6第2回千曲川堤防調査委員会資料

佐久市

東筑摩郡

飯山市

長野市



降水量の特徴 令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区
作成：手計太一（富山県立大学）

2019年10月11日～14日の
XRAIN積算雨量



梅雨前線
梅雨前線による大雨は、暖湿流が西ま

たは南西から流れ込むことが多く、犀川で
水が出やすい。

台風性
台風による大雨は、暖湿流が南東また

は東から流れ込むことが多く、千曲川本川
で水が出やすい。

千曲川の気象

◆ 降雨の要因は、千曲川上流域では台風による降水が多く、犀川上流域では梅雨による
降水が多いことが特徴である。

◆ 夏は熱帯地域から南西モンスーンや南東モンスーンが吹き込む。大雨の降る地域は、
この風向きによって違いがある。

南東風 南西風 8

千曲川流域の気象
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令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区
作成：手計太一（富山県立大学）降水量の特徴
• 3日間総降水量分布（2019/10/11

～13）
• 長野県を含む周辺7都県(岐阜県を

除く)の地点雨量データ（気象庁
AMeDAS180地点(長野県内44地
点)，国交省水水DB441地点(長野
県内90地点)）

気象庁・国交省地点雨量の内挿 XRAIN
（クリギング法で内挿）



令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区降水量の特徴 年最大3日降水量
データ数

(GEV)

作成：手計太一（富山県立大学）
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気象庁、国交省、長野県観測雨量から作成
3日降水量（2019/10/11～13）

信州大学大学院 近藤孝洸作成



作成：呉修一（富山県立大学）

令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区家屋被害調査の実施（稲穂地区）
調査の目的：

■洪水氾濫流体力と家屋被害状況の関係を明らかにする。

■どの家が水平避難が必要だったのか？を明らかにする。

■水害調査ガイドライン（家屋被害調査）のチェックも視野にしれた調査。

水害調査ガイドライン（案） ver.1.0 の家屋被害分類
https://www.rs.noda.tus.ac.jp/hydrolab/guideline/

①流失（基礎なし）
②流失（基礎あり）
③損壊大
④損壊小
⑤浸水のみ

本調査結果より「損壊中」を新たに導入
水平避難が必要だった

損壊中：
結果的に水平避難は不要だったが、事前の水
平避難が望まれる



作成：呉修一（富山県立大学）

令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区氾濫流の状況

空撮動画から強い氾濫流が二方向に生じていたことがわかる。樹木、家屋群と地形の影響が考えられる。
この二方向で顕著な家屋被害が生じていた。

https://www.youtube.com/watch?v=_IYcyWiH_dYYouTube: KyodoNewsより



作成：呉修一（富山県立大学）

令和元年台風19号豪雨災害調査団 中部・北陸地区家屋被害状況のまとめ

 堤防決壊個所から約350m離れた家屋でも、損壊大があり、流失の危険があった。

 強い氾濫流が生じた二方向にそって顕著な家屋被害が生じていた。当然であるが、
浸水深の議論のみではダメで、流速・流体力の評価が水平避難を議論する際には必要。

 この二方向の氾濫流が、多く使用されている洪水氾濫解析手法などで、事前に表現可
能かを検証する必要がある。

 調査と並行して洪水氾濫解析を実施し、洪水被害関数の構築・蓄積が重要となる。

 水害調査ガイドラインの改定を行う。今回はたまたま流失の危険はなかったが、床上
浸水深が1mを超えている個所が殆どであり、破堤条件の相違によっては十分流失の
危険があった。このような状況は『損壊中』として新たに定義し、事前の水平避難を
推奨することにする。



長野市洪水ハザードマップ

X

Shinkansen 
Train Yard ○氾濫流によ

る家屋倒壊等

Hall



破堤氾濫の例：千曲川（長野市穂保）

千曲川（長野市穂保）の決壊前後の様子（2019年10月17日撮影画像から作成）名古屋大学 田代喬 作成



千曲川決壊地点（長野市穂保）から氾濫域を望む（2019年10月17日撮影）
名古屋大学 田代喬 作成



構造物被災の事例：河岸浸食による落橋

千曲川（東御市）の海野宿橋被災前名古屋大学 田代喬 作成



千曲川（東御市）の海野宿橋被災後（2019年11月4日撮影画像から合成）名古屋大学 田代喬 作成



千曲川沿いのCCTVカメラ

10km

10km

SU 
Nagano
campus

X



main river 
flow 
direction

6:20am現在記者
発表：
5:30amに堤防決
壊確認

0:55に越水を確認



越水深
約80cm
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既往の越水深は
60cm以下が多く、
平均は30cm
（末次、2011）



長野市洪水ハザードマップ2019年公表

X

浅川

千曲川

鳥居川

下流

上流

長野市
市街地



浅川、鳥居川、裾花川の
浸水想定区域
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X

X

X

裾花川

浅川

鳥居川

x長野駅

x信大工学部

A

A

A

A: 浅川合流点
X: 穂保破堤地点



25

赤沼交差点
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寛保2年8月2日

X

明治44年8月5日



寛保2年戌の満水
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寛保2年8月2日

明治44年8月5日
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長沼公民館前の想定浸水深の表示



内閣府（防災担当）
地区防災計画モデル地区
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⑥長沼地区
（平成26年度
指定）



千曲川堤防の桜づつみ部分は堤防ではない

堤防ではない（堤防に木を植え
るのは厳禁）。
緊急時用土砂備蓄でもある。
“粘り強さ”は期待できる。

• 地元住民は堤防が強化され破堤は
しないと思っていた(NHKクロー
ズアップ現代記者取材）

31
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河川管理施設等構造令（河川法に基づく政令）
第三章 堤防
第十八条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計
画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の通常の作
用に対して安全な構造とするものとする。

32

社団法人土木学会：「耐越水堤防整備の技術的な実現性の見解」について，
耐越水堤防整備の技術的な実現性検討委員会報告書，2008．

断面構造、一連区間の安全性確保の観点からすると，堤防で越水が生じ
た場合に、計画高水位以下で求められる安全性と同等の安全性を有する構
造物すなわち耐越水堤防とすることは，現状では技術的に見て困難であ
る．長大な堤防においては，工学的な意味の安全性の確保が経験的にな
されており，そこで確保されている安全性と同等の安全性を工学的に導
くことのできる越水対策の設計技術は現状では確立されていない．



決壊情報伝達

内閣府防災情報のページより

1．決壊事実の実時間把握
• 夜間の把握は困難
• CCTVカメラは流失
• 把握体制を構築すべきか、誰がすべきか
2．決壊の警戒レベル
• 最高位の警戒レベル5は越水発生で発令
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水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）
施行日：平成二十九年六月十九日

（決壊の通報）
第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理
者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを
関係者に通報しなければならない。
（決壊後の処置）
第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、
水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫
による被害が拡大しないように努めなければならない。

第二条
２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区
を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」
という。）若しくは水害予防組合をいう。
３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理
者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう
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原因

破堤

高速流

深い浸水

長期間浸水

土砂

豪雨 高水

直接被害

• 人命
• 経済被害

被害は壊滅
的に

台風 越水

堤内地で被
害発生

対策の2本柱 構造物対策
• 水位低下
• 破堤確率低下

非構造物対策
高床建築 避難

保険・BCP

間接
被害

その他原
因

制御不可能

リスク低減

堤内地では
無被害

被害低減

35

前線



今後必要な調査（私案）
 山間部降雨量の正確な把握
 上田諏訪形堤防欠損を生じた澪筋変化原因
 千曲川・浅川の氾濫実態
 霞堤の今後
 家屋滑動・倒壊評価方法の確認
 越水、決壊を夜間でも確実に把握する方法と体制
 越水発生と破堤の深刻度の伝え方
 意識の高い地域での逃げ遅れ実態整理と原因・対策
 構造物の限界を正確に理解してもらえる情報提供方法
と体制
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ご清聴ありがとうございました。

質問：
yoshitani@shinshu-u.ac.jp
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