
6 記 者 会 見 資 料 １  

令和２年１月７日 

令和元年８月 29 日 

令和元年台風19号に伴う被害、被災者支援の状況 

（令和２年１月６日現在） 

１ 被害調査の状況                        

（１）人的被害 

   死者、行方不明者 なし 

   負傷者      12人（重症なし、中等症 3人、軽傷 9人） 

※負傷者は、いずれも災害関連 

 

（２）住家の被害 

    住家被害  合計 1,035棟 

全壊 170棟 大規模半壊 109棟 半壊 344棟 一部損壊(準半壊) 6棟   

一部損壊(10％未満)406棟 

応急修理 受付件数 268件 修理依頼数 155件 完了件数 74件 

 

（３）非住家の被害 

合計 1,144棟 

    全壊 200棟 大規模半壊 145棟 半壊 396棟 一部損壊(準半壊)15棟 

一部損壊(10％未満)388棟 

 

（４）道路・橋梁の被害 

   道路被災箇所 958 カ所（伊達 0 梁川 526 保原 162 霊山 142 月舘 128） 

橋梁被災箇所   2カ所  被害額 1,025百万円 

   

（５）河川の被害 

   被災箇所 115カ所（伊達 0 梁川 30 保原 0 霊山 38 月舘 47） 

被害額 790百万円 

 

（６）公園の被害 

   被災箇所 1カ所 (保原 1) 

 

（７）宅地の被害 

     調査件数 466件 補助申請件数 148件 完了件数 15件 

 

（８）農林業の被害 

① 農地・農業施設被災状況 

被災箇所数 975カ所 農地 434、ため池 19、頭首工 91、水路 243、 

農道 182、その他 6 

被害額 1,839百万円 

      

② 林道被災状況 

被害箇所数 31路線 470カ所 被害額 454百万円 
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③ 農作物 

    被災面積 228.01ha 
被害額 332百万円（うち、柿 102百万円、桃 78百万円、稲 47百万円） 

 

（９）商工業の被害 

   被害件数 146件 
 被害額 10,620百万円 

※伊達市商工会、保原商工会調べ（商工会に加入している工業団地内企業を含む） 

 

（10）上下水道の被害 

    上水道 18件 （加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ施設 2箇所、配水管 12路線、給水管 4箇所) 

   下水道   2件 （マンホールポンプ制御盤など） 

 

（11）教育・文化施設の主な被害状況 

   床上浸水 3件（小国小学校、梁川町史編纂室、旧霊山稚蚕飼育所） 

床下浸水 2件（霊山中学校体育館、月舘体育館） 

その他 13件（敷地浸水、法面崩落など） 

 

（12）保育園、幼稚園の主な被害状況 

   床上浸水 2件（梁川認定こども園、梁川中央保育園） 

   床下浸水 2件（保原幼稚園、保原保育園分園） 

 

２ 避難の状況                        

（１）避難の状況 

   
 

令和２年１月６日８時現在 
最大時 

(令和元年 10月 13日 3時) 

避難所開設 
1カ所 

（梁川寿健康センター） 
28カ所 

避難世帯数 14世帯 757世帯 

避 難 者 数 33人 1,838人 

 

（２）避難所の運営状況 

 24時間体制での対応 

伊達市職員(12時間交代制) 

 避難所の健康管理 

    週２回(月、水もしくは木)の定期巡回 令和元年 10月 15日～実施中 

 避難者に対する運動支援 

    令和元年 11月４日～実施中 

 伊達警察署による巡回 

 洗濯機、加湿器の設置 



6 記 者 会 見 資 料 １  

令和２年１月７日 

令和元年８月 29 日 

３ 被災者支援の状況                     

 ※特に月日の記載のないものは、令和２年１月６日までの最新情報を記載しています。 

（１）災害廃棄物 

① 収集・運搬の状況 

収集 

状況 

市内全域 連絡のあった箇所を個別に対応 

運搬 

状況 

市内全域 衛生処理組合に搬入 

 
伊達地方衛生処理組合への災害廃棄物搬入（10/14～12/26） 1,501.63ｔ 

② 希望の森公園内 仮置き場（令和元年 10月 14日から設置） 

 災害廃棄物の推定量 4,500ｔ～5,000ｔ 

第１駐車場 分別済み 

 
第２駐車場 令和元年 12 月から分別開始 

第３駐車場 令和２年１月から分別開始 

ゲートボール場 分別済み 

③ 災害廃棄物の搬出 

・伊達地方衛生処理組合 

・産業資源循環協会会員の施設 

・福島県の調整による県内外自治体での広域処理 

 

 

（２）床上・床下浸水の消毒 

      
 被災件数 

(A) 

消毒実施件数 

(B) 

消毒不要件数 

(C) 

進捗率 

((B+C)/A) 

床上消毒 632件 370件 66件 68.99％ 

床下消毒 667件 568件 41件 91.30％ 

被災件数：各総合支所の報告と被災者等の申出件数（一般家屋、工業団地等を含む） 

 

（３）り災証明の受付 

     
受付件数 1,318件 ※受付件数：取り下げ 30件を除いた件数 

発送状況 
1,302件 

（進捗率 98.8%） 
 

 

（４）被害認定調査                       （棟数） 

 
 

全 壊 
大規模 
半壊 

半 壊 
一部損壊 
（順半壊） 

一部損壊
（10%未満） 

合 計 

住 家 170 109 347 6 411 1,043 

非住家 200 145 396 15 393 1,149 

全 体 370 254 743 21 804 2,192 

  ※住家…併用住宅・貸家・借家含む、非住家…物置・店舗等 



6 記 者 会 見 資 料 １  

令和２年１月７日 

令和元年８月 29 日 

 

（５）主な被災者支援の申請状況 

  
受付件数 （令和元年 11月 11日～令和２年１月５日） 

申請者 
市県民税・国
保税・介護保
険料等の減免 

市災害 
見舞金 

上水道・下
水道使用
料の還付 

被災者生
活再建支
援制度 

農地災害関
連の復旧補
助制度 

472 330 526 365 209 75 

 

（６）住宅確保対策 

 ①市営住宅等の無償提供 

  市営住宅の無償使用期間は、原則３カ月間となりますが、生活再建の状況

に応じて最長１年間まで延長しています。 
 

区   分 
提供 
戸数 

申請 許可 
うち 
入居 

うち 
返還 

うち 
辞退 

市営住宅 56 35 35 30 3 2 

旧伏黒応急仮設住宅 26 8 8 8 0 0 

計 82 43 43 38 3 2 

 

②福島県借上げ住宅制度の受付状況 

  住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に

対し、県が民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する制度です。 

  伊達市の受付状況は、以下のとおりです。 

        
受付件数 30件 ※令和元年 10月 30日～令和元年 12月 27日 

 

 ③被災住宅の応急修理制度 

  大規模半壊または半壊、一部損壊（損害割合が 10％以上）の被害住宅を応

急的に修理することで、元の住居に住むことができるようにする制度です。

なお、「福島県借上げ住宅（応急仮設住宅）制度」との併用はできません。 

    
受付期間 １月 31日（金）まで   ※土・日・祝日を除く 

受付時間 平日８時 30分～17時   ※毎週木曜日は 19時まで 

受付場所 建設部管理課 

応急修理の範囲 
日常生活に必要な最小限度の修理（屋根等の基本部分、外

部ドア等の開閉部、上下水道等の配管、トイレ設備等） 

限度額 1世帯あたりの限度額 59万 5,000円（一部損壊は 30万円） 

    ※応急修理の受付件数 268件、修理依頼数 155件、完了件数 74件 
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（７）被災した家屋などの解体、撤去支援制度（公費解体） 

台風 19 号で被災した市内の個人等が所有する家屋等について、所有者の申

請に基づき、市が公費で解体・撤去します。 

      

受付 

令和２年１月６日（月）～３月 31日（火） 

平日８時 30分～17時 15分 

市民生活部生活環境課（本庁舎３階）と梁川総合支所で受付 

 

対象条件 

① り災証明で「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と判定 

② 所有者が個人又は中小企業基本法第２条に定める中小企業者等 

③ 家屋等を全て解体・撤去するもの 

         
支援 

種類 

① 公費解体（市が撤去する場合） 

② 費用償還（所有者等が撤去する場合） 

 

（８）災害生活資金融資利子補給金事業 

  住宅等に被害を受け、伊達市が指定する金融機関から生活資金の融資を受

けた場合に、融資の利息分を補給する制度を新たに創設しました。 

 

対象者 

（１）伊達市内に住所を有し、市税を完納している方 

（２）台風第 19号により被災を受け、住宅又は家財等に被害を受けた方 

（３）下記の金融機関から融資を受けた方 

※福島信用金庫、株式会社東邦銀行、株式会社福島銀行、 

株式会社大東銀行、東北労働金庫、ふくしま未来農業協同組合 

利子補給

対象融資 

令和元年 10月 12日から令和 2年 3月 31日までに受けた次の融資 

災害により被害を受けた家具・家電や自動車の修理・買換え、住宅の補

修・修繕を行うため借入した融資 

※対象外：事業資金、カードローン 

利子補給

の内容 

（１）利子補給率       1.5％以内（延滞利子を除く） 

（２）利子補給対象融資限度額 1世帯 500万円 

（３）利子補給対象期間    融資を受けた日から５年以内 

 

  ［利子補給の手続きフロー］ 

 


