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Message

記録誌の発行にあたって

大和町長
浅 野　　元

　平成２７年９月、関東・東北地方は、台風１８号や前線の影響により
広い範囲で大雨となり、特に９月９日から１１日には湿った空気が流れ
込み続け、多数の線状降水帯が発生し、記録的な大雨となりました。９
月７日から１１日までの総雨量は、関東地方で６００mm、東北地方で
５００mmを超えたほか、９月の月間降水量の２倍を超える大雨となっ
たところもあり、この大雨で土砂災害、浸水、河川の氾濫等が発生し、
宮城県、茨城県及び栃木県で８名の尊い命が犠牲となりました。
　本町も、この豪雨により２４時間雨量が３００mmを超える記録的な
豪雨となり、河川・道路はもとより、建物では床上浸水家屋が７８棟・
床下浸水家屋が１０４棟、また、収穫間近となった水田には多くのごみ
や土砂が運びこまれるなど過去に類を見ない甚大な被害を受けました。
　その豪雨から１年以上経過しましたが、自然災害はいつ何時やって来
るかわかりません。そして、その自然災害を未然に防ぐことはできませ
んが、被害を最小限に抑えることは可能です。そのためには行政が実施
する「公助」と同時に、自分の命は自分で守る「自助」と地域や近所が
互いに協力し助け合う「共助」という心構えを充分認識し、災害に備え
る必要があります。
　今回の豪雨の記録を残し、そのことを後世に伝えながら、その教訓を
将来に活かし、安全で住みよいまちづくりの一助となれば幸いと思いま
す。
　最後に、多くの皆さまからいただきました多大なるご支援とご協力に
改めて深く感謝申し上げます。

� 平成２９年３月　　　
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平成２７年９月関東・東北豪雨による浸水範囲
北上川下流河川事務所提供（９月１１日午前１０時頃）
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　平成２７年９月１０日（木）から１１日（金）にかけて、台風１８号から変わった温帯低気圧と台風
１７号の影響で、宮城県をはじめ茨城県、栃木県でも記録的な豪雨となりました。
　大和町では、この豪雨によって吉田川などの河川が越水し、家屋や事業所、道路や田畑に水が押
し寄せました。これにより多くの泥やごみが運ばれ、収穫間近となっていた稲は１日にして押し倒
され、多くの住宅にも床上・床下浸水などの被害を及ぼしました。

　浸水面積　約２，０００ｈａ（吉岡，吉田，鶴巣，落合）
　住家　床上浸水　　７８棟
　住家　床下浸水　１０４棟　
　　　　　　合計　１８２棟
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鶴巣地区（大崎・鳥屋・大平）

（上）落合地区三ケ内
（左）吉田地区高田

豪雨による被害 航空写真
（９月１１日午前１０時頃）
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東北自動車道大和I.C付近

※航空写真は、すべて北上川下流河川事務所からの提供により掲載しています。
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大和町役場屋上から大和警察署・黒川消防署方面を撮影（９月１１日）

黒川消防署前の国道４号も冠水で通行止（９月１１日）

吉岡地区豪雨による被害
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身近な洞堀川が濁流となる（９月１１日）

東北で初めての大雨特別警報が発令（９月１１日）

大和町役場屋上から七ツ森方面を撮影（９月１１日）
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宮床地区豪雨による被害
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崩壊した道路（難波） 大木を倒す水の力（山田）

道路まで及ぶ土砂崩れ（難波）

泥だらけの蛇石せせらぎ公園

法面が崩壊（中野）
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水に流され、電柱に引っかかる自動車（高田）10



吉田地区豪雨による被害

護岸がえぐり取られた（高田）

倒れそうになる道路標識（高田）

集水桝がむき出しになる（高田）
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鶴巣地区豪雨による被害

トラックが水没するほどの水位（大平中）12



崩れ落ちた護岸堤防（幕柳）

道路下の土までえぐり取られた（大崎）

（大平上） 13



落合地区豪雨による被害

工事用バリケードが流され、収穫前の田んぼは川のようになった（相川上）

一面が水に覆われる（三ケ内下）14



道路もわからなくなるほどの水に覆われた（舞野下）

農作物にも甚大な被害が発生（舞野下）

悟渓寺橋の橋桁に達するほどの水位（桧和田下）
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水の力豪雨による被害

防護柵に引っかかったゴミ（高田）

（高田） 水の力で破壊された町道（高田）16



崩壊した道路（金取北）

（大崎）

フェンス柵が曲がるほどの水の力（役場南側）

道路のアスファルトが剥がされ、田んぼに流される（相川上）
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復旧へ 支えあい

大和町災害対策協力会が全面協力

復旧に向けて大和町災害対策協力会が連日出動18



集められた災害廃棄物

役場職員も現地調査へ

災害派遣として陸上自衛隊も出動

片付けに追われる被災者 19



復旧へ 支えあい

各地から集まったボランティアスタッフが復旧を後押し

若い力で復旧も加速20



泥を取り除くことが大きな仕事

ボランティアセンターには
各地から有志が集まる
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復旧へ

落合小学校

町道若畑線（金取北）22



町道吉岡宮床線（高田）

町道中坪渋井線（舞野上） 23
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　ＱＲコードまたはＵＲＬから平成２７年９月関東・東北
豪雨の貴重な動画をご覧いただけます。

動画配信！

https://youtu.be/VE--m5t_DLU

https://youtu.be/TAY09tVILFE

https://youtu.be/NEUwMFhgxzg

※この動画は、予告なく終了することがありますのであらかじめご了承ください。
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災害対策本部等の経過
９月１０日（木）

９月１１日（金） ９月１４日（月）

９月２４日（木）

１０月１日（木）

16：45	 情報配備
� 総務課、都市建設課、産業振興課、上下水道課が参集
� ※�北上川下流河川事務所から午後６時頃に水位が５mに達する見込みとの情報により今後の

警戒体制について協議
　　　17：05　災害警戒本部設置（０号配備）

17：40　吉田川水防警報発令
� 午後５時半現在、落合水位観測所５．１０m
	 大和町消防団第４分団・第５分団に出動要請
　　　
22：30　第１回災害警戒本部会議
� ※�北上川下流河川事務所から深夜０時に水位が６．２８mに達する見込みとの情報により災

害対策本部の設置と避難指示等について協議

23：00　災害対策本部設置（１号配備）
� 避難指示発令　１０地区　５４２世帯　１，７５７人
� （高田、舞野上･下、桧和田上･下、報恩寺、三ケ内上･下、砂金沢、大崎の一部）
	 避難所開設　　３箇所　　５２０人
� （まほろばホール　１６４人、鶴巣防災センター　１２８人、落合教育ふれあいセンター　２２８人）
　　　
23：30　第１回災害対策本部会議
� 各部から現在の状況についての報告
� 避難所の状況についての報告

07：20	 第２回災害対策本部会議（２号配備）
� 各部から現在の状況についての報告
14：00　第３回災害対策本部会議
� 各部から現在の状況についての報告
15：00　避難指示解除
� 避難判断水位の６．８０m以下になる

17：00　避難所閉所
� 避難者がすべて帰宅する　　　

17：30　第４回災害対策本部会議
� ０号配備により情報収集することになる

22：00　吉田川水防警報解除
� 午後９時５０分現在、落合水位観測所４．９３m

17：15	 第５回災害対策本部会議

17：15	 第６回災害対策本部会議

13：00	 第７回災害対策本部会議
	 災害対策本部解散
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義援金・見舞金

救援物資等の支援

� 五十音順・敬称略
番号 団 体 名 等 番号 団 体 名 等
１ 大崎市鹿島台志田谷地行政区一同 １８ 武山荘
２ 株式会社東北アイビ １９ 玉村町議会
３ 株式会社東日本放送 ２０ 坪井工業株式会社
４ 株式会社七十七銀行 ２１ 東京エレクトロン宮城株式会社
５ ケイシチヨウシヨクインシンヨウク ２２ 日本競輪選手会宮城支部選手一同
６ 公益社団法人�地域医療振興協議会 ２３ 日本ハウスホールディングス
７ ザイ）ミヤギケンシチヨ ２４ 日本水工設計株式会社東北支社
８ ＪＡチクシ　ジョセイブ ２５ 東日本建設業保証株式会社宮城支店
９ シオザワシンヨウクミアイ　リシ ２６ 東日本高速道路株式会社東北支社古川管理事務所
１０ シマバラシシヨウボウタ ２７ フクシマケンナンセイカツキ
１１ シヤ）ゼンコクシンヨウクミアイ ２８ 古川信用組合
１２ スズデン株式会社 ２９ ホクオウシンヨウクミアイ
１３ 仙台農建株式会社 ３０ 宮城県災害義援金
１４ 第一法規株式会社 ３１ 宮城県町村会
１５ 大興運輸株式会社 ３２ 宮城県町村議会議長会
１６ 大和ロータリークラブ ３３ 有限会社三浦商店
１７ 多賀城高等学校

� 五十音順・敬称略

番号 団 体 名 等 番号 団 体 名 等
１ 株式会社アルト ９ 仙台プロパン株式会社
２ 株式会社ぎょうせい １０ 第一法規株式会社
３ 株式会社ブルボン １１ トーハツ株式会社
４ ケーズホールデイング １２ トヨタカローラ宮城株式会社�大和店
５ 蔵王リース株式会社大和インター営業所 １３ トヨタ自動車東日本株式会社
６ 白石食品工業株式会社 １４ 日本赤十字社
７ 西友�吉岡店 １５ 宮城県建設センター
８ 仙台小林製薬株式会社

義援金・見舞金の内訳
○義援金　２６，７８６，９１９円（内	宮城県２４，４８１，５７６円）
○見舞金　１０，１４０，０００円　　　　　　　　　　　　　　
　合　計　３６，９２６，９１９円

義援金・見舞金の支払い
○住　家　床上浸水　　７８件：	２４，６８２，０７４円
　　　　　床下浸水　１０４件：	　８，２９４，８３２円	
○法人等　床上浸水　　６９件	 　	 	 　		 　	　　　　　３，９００，０００円　　　　　床下浸水　　　９件	 	

※	義援金・見舞金、救援物資等の支援は、この頁に記載しているほか、個人の方々からもたくさんの
　支援をいただいております。

｝
※残額は大和町社会福祉協議会へ
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大和町議会災害調査
特別委員会

主な活動内容
月　日 内　容

平成２７年
　９月１６日

平成２７年第４回大和町議会定例会において、「大和町議会災害調査特別委
員会」が設置される。

１０月２３日

第１回会議を開催する。
○関東・東北豪雨による被害状況について町執行部から報告を受ける。
○今後の対応について協議し、町長あてに「平成２７年９月関東・東北豪
雨に係る災害対策に関する要望書」の提出を決定する。

町長に対し、「平成２７年９月関東・東北豪雨に係る災害対策に関する要望
書」を提出する。
○被災者生活支援について
○治水対策について
○公共施設の災害復旧について
○農業施設・農地の災害復旧について

１２月　２日

第２回会議を開催する。
○国に対する意見書の提出について
○意見書の表題を一級河川吉田川及び支流河川の整備等治水対策を求める
意見書とし、要望項目を１項目追加し、５項目とし、１２月４日の本会
議に提案することに決定する。

１２月　４日

第３回会議を開催し、国に対する意見書の提出について協議。
○�意見書について、意見書内容、提出先について再確認し、本会議に提案
することに決定する。

平成２８年第６回定例会に意見書を提出する。（原案可決）

１２月２４日 内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣へ意見書を提出し、宮城県関係国
会議員へ要望書を提出する。

平成２８年
　１月１５日 議長から宮城県知事に対し意見書を提出する。

　３月　４日 第４回会議を開催し、大和町議会災害調査特別委員会委員長が活動内容を
報告する。

　３月１１日 平成２８年第１回大和町議会定例会で委員会報告書を提出する。
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被災箇所を現地視察

国へ意見書・要望書を提出

　平成２７年９月関東・東北豪雨により、河川の決壊等による洪水や土砂崩れ等のほか、
住宅等の浸水被害や農林業被害が発生し、町民にさまざまな被害を及ぼしました。
　これらの被害を早期復旧するため、大和町議会災害調査特別委員会が崩落した町道
のほか河川の決壊箇所等の現地を視察し、国の支援制度を拡充するための意見書等を
まとめました。

　内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣に「一級河川吉田川及び支流河川の整備等
治水対策を求める意見書」を提出し、また、宮城県関係国会議員あてに、町長と議長
の連名で「一級河川吉田川水系の治水対策並びに河川整備に関する要望書」を提出し
ました。当日、国土交通省には、町民が安心して安全に暮らせるためには洪水被害を
未然に防止する治水施設の整備を強力に推進していく必要があることを訴え、吉田川
水系の治水対策及び河川整備について要望しました。

抜本的な治水対策検討のため現地を視察

宮城県関係国会議員に要望書を提出
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被害状況詳細
大雨に関する警報
○大雨特別警報（９月１１日午前３時２０分・県内全域）
○雨量（９月８日〜１１日の４８時間降水量）
　南川　３２２mm　　　升沢　３５７mm　　　嘉太神　３５４mm

河川氾濫による被害
○冠水・浸水区域　　約２，０００ヘクタール
○町道通行止め（１０路線）
　四辻線、五寺ノ坊線、上綱木下原線、若畑線、玉ケ池山津沢線（玉山橋）、一ノ坂中峯線、
　大崎大平上線、大崎線、中坪渋井線、相川線

避難所開設・学校等臨時休校
○避難所開設・避難者数（３箇所・５２０人）
　まほろばホール　　　　　　　１６４人
　鶴巣防災センター　　　　　　１２８人
　落合教育ふれあいセンター　　２２８人
○学校等臨時休校
　小中学校　　　全校臨時休校
　保育所（園）　　通常業務

大雨による住家・法人等被害

地　区
床上浸水 床下浸水 計

住家戸数 法人等 住家戸数 法人等
吉 岡 地 区 ９ ２６ １６ ４ ５５
宮 床 地 区 １ ２ ４ ０ ７
吉 田 地 区 ３７ ３５ ２２ ２ ９６
鶴 巣 地 区 ３ ４ １５ ０ ２２
落 合 地 区 ２８ １３ ４７ ０ ８８
合　計 ７８ ８０ １０４ ６ ２６８

落合教育ふれあいセンター
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大雨による被災箇所
○農業用施設被害等（激甚災害に指定）� （単位：千円）

種別 吉岡地区 宮床地区 吉田地区 鶴巣地区 落合地区 合計 被害額 被害状況
田 １２ ２４ ９ １３ ５８ ８８，７２０�土砂流入・流出、法面・畦畔崩落

農 道 １ ２ ３ ４ ４ １４ ２６，４００�土砂流入、法面崩落、路面洗掘

た め 池 ３ １ １ ５ ３３，７００�堤体決壊、堤体洗掘、法面崩落、流水路破損
水 路 １２ １３ ８ ２１ ５４ ９４，１００�土砂流入、破損、洗掘、崩落
頭 首 工 ２ ２ ３０，３００�操作室浸水、洗掘
揚水機場 １ ３ ５ ９ ４４５，０００�冠水、配電盤故障、土砂堆積
林 道 ６ ４ １０ １３，２００�路面洗掘、法面崩落、倒木
観光施設 １ １ ２ ６，０００�階段破損、水道施設破損
作 物 全　　　域 ７３，９７０�

合　　　計 ８１１，３９０�

○公共土木施設被害等� （単位：千円）

種別 吉岡地区 宮床地区 吉田地区 鶴巣地区 落合地区 合計 被害額 被害状況

道 路 １ １１ ２１ １９ ６ ５８ １５６，００６�歩道洗掘、法面決壊・崩落、道路決壊、車道洗掘
河 川 ２ ４ ６ ５３，５４２�法面欠落
都市施設 ２ １ １ ４ １１，２４４�公園

合　　　計 ２２０，７９２�

○水道・下水道施設被害等� （単位：千円）

種別 吉岡地区 宮床地区 吉田地区 鶴巣地区 落合地区 合計 被害額 被害状況
水 道 １ １ ２ １７，５５７� 管破損、取水口閉塞（土砂堆積）
下 水 道 １ １ ２ ４ １４，２３２� 盤内設備破損、水位計破損

合　　　計 ３１，７８９�

○教育施設被害等� （単位：千円）

種別 吉岡地区 宮床地区 吉田地区 鶴巣地区 落合地区 合計 被害額 被害状況

小 学 校 １ １ １３，７１６ 法面崩落
１ １ ６，６９６ 法面崩落

合　　　計 ２０，４１２

落合小学校法面 （高田）
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自衛隊への災害派遣要請

消防団（水防団）の活動

　平成２７年９月１１日（金）町から宮城県に対して、自衛隊の災害派遣要請を行い、午前２時
３０分に宮城県知事から陸上自衛隊第６師団長（神町）に対して、大雨による孤立者救助の災害
派遣要請を行った。

○大和町での救助要請件数
　　８件　２１名

○対応状況（大和町・大崎市への災害派遣）

２時３０分 宮城県知事から陸上自衛隊第６師団長に対し、孤立者の救助に係る災害派遣要請。

３時２３分以降 第６戦車大隊及び第６偵察隊（人員約４０名、車両６両、ボート５隻）が、大和町
での人命救助活動のため駐屯地を出発。

４時５０分 第２２普通科連隊のＬＯ（人員２５名、車両１４両）が、宮城県庁のほか関係自治
体へ向け駐屯地を出発。

８時２０分以降 東北方面航空隊のＵＨ－１×１機が情報収集活動のため駐屯地を離陸。

９時５９分以降 東北方面航空隊のＵＨ－１×４機が救難活動のため駐屯地を離陸。

１１時４５分以降 第２２普通科連隊（人員約１５０名、車両３４両、ボート３２隻）が、人命救助活
動のため駐屯地を出発。

１３時２９分以降 第６飛行隊のＯＨ－１×１機及びＵＨ－１×１機が、情報収集活動のため駐屯地
を離陸。

１９時３０分 撤収要請。（孤立地域の解消のため）

第１分団（述べ　３２名）　都市下水路等の浸水対策警備
第２分団（述べ　　２名）　パトロール
第３分団（述べ　１１名）　避難指示周知誘導、パトロール
第４分団（述べ１３１名）　避難指示周知誘導、避難所支援等
第５分団（述べ１３２名）　避難指示周知誘導、避難所支援等
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・可燃ゴミ　　７０３ｔ　
・不燃ゴミ　　３４２ｔ
・粗大ゴミ　　３３２ｔ
・家電４品目　　１８ｔ　　　合計　１，３９５ｔ

災害ごみの収集

罹災・被災証明書の交付
罹災証明書　　１９１件（床上８０件、床下１１１件）
被災証明書　　１７０件

ボランティア活動（９月１３日～３０日）
延べ　１，５６４名（６１団体：７２５名、個人：８３９名）

○水防団待機水位（４．００m）
各水防管理団体が、水防活動に入る準備を行うため
の水位。

○はん濫注意水位（５．００m）
各水防管理団体が、水害の発生に備えて出動・準備
に入る水位。

○避難判断水位（６．８０m）
洪水により相当な損害が発生する恐れがある河川を
指定して、町長が発令する避難勧告や住民の方々の
自主避難の目安として定められている水位。

○はん濫危険水位（７．３０m）
「氾濫の恐れが生じる水位」で、洪水予警報の発表で
用いられる。

大雨による吉田川の水位の変化　
日にち 時間 水位 累加雨量

１０日

１４：００ １．９５m ７１mm
１５：００ ２．４１m ８３mm
１６：００ ３．５３m １０６mm
１７：００ ４．７０m １１２mm
１８：００ ５．４０m １１７mm
１９：００ ５．６８m １１８mm
２０：００ ５．６９m １２３mm
２１：００ ５．５８m １５１mm
２２：００ ５．６１m １８６mm
２３：００ ５．９４m －

１１日

０：００ ６．３２m ２７６mm
１：００ ６．７７m ２９６mm
２：００ ７．３２m ３２５mm
３：００ ７．８３m ３３９mm
４：００ ８．４３m ３４２mm
５：００ ８．８２m ３４４mm
５：４０ ８．８９m －
６：００ ８．８８m ３４５mm
７：００ ８．７９m ３４９mm
８：００ ８．６０m ３５４mm
９：００ ８．３５m ３５４mm

１０：００ ８．０７m ３５４mm
１１：００ ７．７８m ３５４mm

9.0m

8.0m

7.0m

6.0m

5.0m

4.0m

3.0m

2.0m

1.0m

.0m

最高水位 8.89m

14
時
15
時
16
時
17
時
18
時
19
時
20
時
21
時
22
時
23
時

0
時

1
時

2
時

3
時

4
時

5
時

5
時
40
分

6
時

7
時

8
時

9
時

11
時

10
時

吉田川落合観測所の水位

※�累加雨量は、嘉太神観測所のデータを掲載して
います。
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被災者への支援制度
（本誌発行日時点で申請受付は終了しております）

税金や保険料等の減免

町民税の減免
　災害により納税義務者が次のような場合、
町民税のうち、災害による被害を受けた日
以後に納期の末日の到来する税額を減免し
ます。

　納税義務者が居住する住宅が損害を受け
た程度により、平成２６年中の合計所得金
額が１，０００万円以下である方に対し平成
２７年度分の町民税のうち、災害による被
害を受けた日以後に納期の末日の到来する
税額を減免します。

固定資産税・都市計画税の減免
　所有する固定資産が次のような被害を受
けたとき、平成２７年度分の固定資産税・
都市計画税のうち、災害による被害を受け
た日以後に納期の末日の到来する税額を減
免します。

減免割合
【土地】

損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の１０分の８以上 全部
被害面積が当該土地の面積の１０分の６以上１０分の８未満 １０分の８
被害面積が当該土地の面積の１０分の４以上１０分の６未満 １０分の６
被害面積が当該土地の面積の１０分の２以上１０分の４未満 １０分の４

【償却資産】
損害の程度 減免の割合

価値の１０分の１０の価格を減じたとき（復旧不能） 全部
価値の１０分の６以上の価格を減じたとき １０分の８
価値の１０分の４以上１０分の６未満の価格を減じたとき １０分の６
価値の１０分の２以上１０分の４未満の価格を減じたとき １０分の４

【家屋】
被害程度 減免の割合
床上浸水 １０分の８
床下浸水 １０分の５

合計所得金額 被害程度 減免の割合

５００万円以下
床上浸水 全部
床下浸水 ２分の１

７５０万円以下
床上浸水 ２分の１
床下浸水 ４分の１

７５０万円を超え１，０００万円以下
床上浸水 ４分の１
床下浸水 ８分の１

区　　　　　　　　分 減免の割合
生活保護法の規定により生活扶助を受けるこ
ととなったとき 全部

地方税法に規定する障害者となったとき １０分の９

土　　地 被害面積が該当土地の１０分の２以上であるとき
家　　屋 床上・床下浸水であるとき
償却資産 価格の１０分の２以上の価格を減じたとき

34



国民健康保険税の減免
　災害により納税義務者が次のような場
合、国民健康保険税のうち、災害による
被害を受けた日以後に納期の末日の到来
する税額を減免します。　
　納税義務者が居住する住宅が損害を受け
た程度により、平成２６年中の合計所得金
額が１，０００万円以下である方に対し国民
健康保険税のうち、災害による被害を受け
た日以後に納期の末日の到来する税額を減
免します。

後期高齢者医療保険料の減免
　災害により被保険者が次のような場合、後期高齢者医療保険料を減免します。
■減免要件　�損害の程度が３割以上（保険金等の補てん金差引後）かつ世帯主・被保険者及びその配偶者の

合算した総所得金額等の合計額が１，０００万円以下
■減免する保険料　平成２７年度相当分の保険料に減免割合を乗じた額
■減免割合

介護保険料の減免
　災害により被保険者が居住する住宅が被災された方に対して、介護保険料のうち災害による被害を受けた
日以後に納期の末日の到来する保険料を減免します。
■対象者　�住宅が「床上・床下浸水」の被害を受けた世帯で、介護保険

料を負担している方

区　　　　　分 減免の割合
生活保護法の規定により生活扶助を受けることと
なったとき 全部

地方税法に規定する障害者となったとき １０分の９

合計所得金額 被害程度 減免の割合

５００万円以下であるとき
床上浸水 全部
床下浸水 ２分の１

７５０万円以下であるとき
床上浸水 ２分の１
床下浸水 ４分の１

７５０万円を超え１，０００万円以下
床上浸水 ４分の１
床下浸水 ８分の１

被害程度 減免の割合
床上浸水 全部
床下浸水 ２分の１

医療費等の減免

国民健康保険一部負担金の減免
　災害により被保険者が居住する住宅の損害の程度により、国民健康保
険加入者の医療費にかかる一部負担金を減免します。
■対象者　�住家の災害程度が「床上・床下浸水」のあった国民健康保険

被保険者
■減免適用期間　平成２７年９月１０日から平成２７年１１月３０日まで

後期高齢者医療一部負担金の減免
　災害により被保険者が居住する住宅の損害の程度により、後期
高齢者の医療費にかかる一部負担金を減免します。
■対象者　�住家の災害程度が「床上浸水」のあった後期高齢者医療

被保険者
■減免適用期間　平成２７年９月１０日から平成２７年１１月３０日まで

被害程度 減免の割合
床上浸水 全部
床下浸水 ２分の１

前年の総所得金額等の合計額
減免割合

損害程度が３割以上５割未満
（床上浸水１m未満）

損害程度が５割以上
（床上浸水１m以上）

５００万以下 ２分の１ 全部
５００万円超え７５０万円以下 ４分の１ ２分の１
７５０万円超え１，０００万円以下 ８分の１ ４分の１

被害程度 減免の割合
床上浸水１m以上 全部
床上浸水１m未満 ２分の１
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国民年金特例免除
　住宅、家財、その他財産で最も大きい財産に係る損害が２分の１以上である世帯に属する被保険者の保険
料が免除になります。
■対象者　住宅、家財、その他の財産について、２分の１以上の損害を受けた方。

介護保険サービス利用料の減免
　床上・床下浸水と認定された世帯に対し、住宅の被災程度（り災証明）
に応じて、介護保険サービス利用料を減免します。（介護施設利用時の食
費・居住費を含む）
■対象者　�住宅が「床上・床下浸水」の被害を受けた世帯で、介護保険サー

ビスを利用している方
■減免適用期間　平成２７年９月１０日から平成２７年１１月３０日まで

子どもの養育支援

教 育 支 援

認可保育所等利用者負担額（保育料）の減免
認可外保育所保育料の補助
保育所一時預かり利用料の補助
　災害により住宅の被災程度（り災証明
書）に応じて、平成２７年度分の認可保
育所等利用者負担額（保育料）の減免及
び認可外保育所保育料と保育所一時預か
り利用料の補助を行います。
■対象者　�町内に住所を有する子どもを

保育所・認定こども園に入所させ（預け）ている世帯で，その保護者が居住している住宅の被害が，
り災証明書により「床上浸水・床下浸水」の判定を受けた世帯が対象になります。

■減免・補助適用期間　平成２７年９月分から平成２８年３月分まで

奨学金の返還猶予
　災害により被害を受けた奨学生に対して、一定期間、奨学金の返還を猶予します。

床上浸水 １年以内

■支援対象者　
　◇奨学生の所有または居住する住宅が被害を受け、り災証明書により「床上浸水」と判定された方。
　◇被災により事業の廃止などで著しい収入減があった方。

児童生徒就学援助
　災害により被災し、就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、就学機会の確保を目的に、次
の費用を支給します。

対 象 費 用 学校給食費、修学旅行費、校外活動費、学用品費、通学用品費、医療費
支給する期間 平成２７年９月分から平成２８年３月分まで

■支給対象者　居住する住宅が、被害を受け、り災証明書により「床上浸水」と判断された児童生徒の保護者

被害程度 減免の割合
床上浸水 全部
床下浸水 ２分の１

区　分
認可保育所・認定こ
ども園利用者負担額
（保育料）減免の割合

認可外保育所
保育料補助の
割合

保育所一時預
かり利用料補
助の割合

床上浸水 全部 全部 全部
床下浸水 ２分の１ ２分の１ ２分の１
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農業に関する支援

農地や農業用施設の補助
　災害により農地や農業用施設(ため池・水路・堰・農道等)が被災し、復旧事業(工事)を行う場合の補助制度です。
■補助の内容

　　

米・畑作物の交付金
　災害により、収穫・出荷・販売ができなくなった場合でも、町・農協等がその状況を確認した上で経営所
得安定対策等交付金が支払われます。
■対象者　�販売農家の方で、経営所得安定対策等交付金の申請をしている対象作物が被害を受け、収穫・出荷・

販売ができなくなった場合が対象になります。
■注意事項　�次の作物の作付けのため、すき込みなどを行う場合は、町などの確認を受けてから行ってください。

農業災害対策資金
　災害により被害を受けた農作物や農業機械等に対し資金を融資します。
■融資対象者　�災害により、農作物、農業機械、農業施設その他農業の用に供するもの（果樹、家畜、資材等）

に関する被害が、平年の農業所得の２割以上となる被害を受け、農業経営が困難となる農業
を営む個人または団体等で、町の被害認定を受けた方。

■融資機関　◇農業協同組合　　◇銀行、信用金庫、信用組合
■資金使途　◇被害施設の補修や更新に要する資金　　◇購買代金等に当てるための運転資金
■貸付条件　◇貸 付 限 度　個人　１５０万円（ただし、農業所得の過半を占める場合は３００万円）
　　　　　　　　　　　　　団体　５００万円
　　　　　　◇貸 付 利 率　年０．４５％（基準金利１．９５％のうち町が１．５％を利子補給します）
　　　　　　◇償還期限等　５年以内（うち据置期間１年以内）
　　　　　　　　　　　　　ただし、個人で１５０万円を超える貸付の場合は、７年以内（うち据置期間１年以内）

補助率等
工事費が４０万円以上の場合は、原則国庫補助事業とし、調査設計費の２分の１は受益者負担となり、
工事費の約２％が受益者負担となります。
工事費が１０万円以上４０万円以下の場合は、原則町単独補助事業となり、工事費の１００％を補助します。

企業等への支援

中小企業振興資金等融資制度
　町では、中小企業の資金繰りとして融資制度を設けて支援します。
■対象者　被災に関係なく運転・設備事業資金を必要とする事業所
■融資の内容　◇融資限度額　１，０００万円（運転・設備資金あわせて）　　◇貸 付 期 間　７年以内
　　　　　　　◇貸 付 利 率　短期（１年以内）１．８％、　長期２．２％
　　　　　　　◇返 済 方 法　一括払い、または分割払い（据置期間１年以内）
　　　　　　　◇取扱金融機関　七十七銀行吉岡支店、仙台銀行吉岡支店・大富支店、古川信用組合吉岡支店
■支援の内容　◇返済利子額の１％相当額を町が利用者へ補給します。
　　　　　　　◇宮城県信用保証協会からの信用保証が受けられるように信用保証のあっせんをします。
　　　　　　　◇宮城県信用保証協会に支払う信用保証料を町が借受者に代わって全額負担します。

セーフティネット保証４号
　突発的な災害等により相当数の中小企業・小規模事業者の事業活動に著しい支障が生じている地域で、売
上高など減少している中小企業・小規模事業者が一般保証と別枠の保証（借入額の１００％保証）を受けら
れる制度です。
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生活資金等の融資

　制度を利用するには、要件を満たしていることを町長から認定される必要があります。
■対象者の要件　◇�災害により、原則として最近１カ月の売上高などが前年同月と比較して２０％以上減少

している場合。
　　　　　　　　◇�その後２カ月を含む３カ月間の売上高などが前年同期と比較して２０％以上減少するこ

とが見込まれる中小企業・小規模事業者。
　　　　　　　　◇町内において、１年以上継続して事業を行っている事業所。
■融資の内容　宮城県制度融資「経営環境変化対策資金（セーフティネット資金）」
　　　　　　　　◇融資限度額　８，０００万円　　　� ◇資 金 使 途　運転資金・設備資金
　　　　　　　　◇保 証 期 間　１０年以内　　　　� ◇貸 付 利 率　１．７５％
　　　　　　　　◇信用保証料　年率０．７０％

宮城県中小企業経営安定資金・災害復旧対策資金（一般枠）
　宮城県は、被災した中小企業向けの制度融資を発表しました。事業活動に支障が生じている中小企業者に
対して、資金の融通を円滑にし、災害の早期復旧を促進し、経営の安定に資することを目的とした融資です。
■対象者　①施設・設備などの損壊を受けた方。
　　　　　②取引先の被災など、最近１カ月の売上高が前年同月の売上高に比して１０％以上減少していること。
　　　　　　※①対象者は市町村長の発行するり災証明をもって代えることができます。
　　　　　　※対象者は知事（②のみ）、市町村長、商工会議所または商工会長からの認定書の交付が必要です。
■融資の内容
　◇融資限度額　５，０００万円　　　　　　　　　　� ◇資 金 使 途　運転資金・設備資金
　◇償 還 期 間　１０年以内（据置２年以内）　　　�◇貸 付 利 率　１．８０％以内
　◇信用保証料　①対象者　０．４５％～０．７％、②対象者　０．４５％～１．０％
　◇償 還 方 法　原則として月賦均等返済　　　　� ◇保　証　人　原則として法人代表者以外は不要
　◇担　　　保　必要に応じて求める
　◇取扱金融機関　県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、
　　　　　　　　商工組合中央金庫および農林中央金庫　※あさひな農協、ゆうちょ銀行は取り扱はいたしません。

災害援護資金貸付制度
　災害により世帯主が１カ月以上の負傷をした時や、住居や家財に大きな被害を受けた場合、一定所得に満
たない世帯の方は、資金の貸付が受けられます。
■据 置 期 間　３年　　　■償 還 期 間　１０年（据置期間を含みます）
■利　　　率　年３％（据え置き期間中は無利子）※連帯保証人が一人必要となります。
■対象の世帯　◇被災日（９月１０日）現在、大和町に居住する世帯
　　　　　　　◇次の被害の種類および程度のいずれかに該当する世帯
　　　　　　　　ただし、町税等に滞納がある方、生活保護受給者の方は、原則貸付を受けられません。

対 象 者 貸付限度額

世帯主に１カ月以上の
負傷がある場合

家財のおおむね３分の１以上の損害及び住居に損害のない場合 １５０万円
家財の価格のおおむね３分の１以上の損害があり住居に損害のない
場合 ２５０万円

住居が半壊した場合 ２７０万円（３５０万円）
住居が全壊した場合 ３５０万円

世帯主に１カ月以上の
負傷がない場合

家財の価格のおおむね３分の１以上の損害があり住居に損害のない
場合 １５０万円

住居が半壊した場合 １７０万円（２５０万円）
住居が全壊した場合 ２５０万円（３５０万円）
住居全体が滅失（全壊、全焼、流失の全て）した場合 ３５０万円

※家財とは…日常生活に通常必要な家具、衣服、畳、冷蔵庫などをいいますが、事業用として使用しているものは、対象となりません。
※被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは（　）内の金額が限度額となります。
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水道料金・下水道等使用料の減免

水道料金・下水道使用料免除
　災害により被害を受けた上下水道使用者に対し、水道料金および下水道等使用料について、基本料金を免
除します。
■対象者　�災害により居宅または事業所に「床上・床下浸水」の被害を受け、町で現地確認を行っている個

人および法人。　※減免対象者の方には、すでに必要書類を町から送付しております。

■所得の制限
　市町村民税における前年の総所得金額が
基準額以上の場合は貸付対象外となります。

世帯人数 総所得
１人 ２２０万円未満
２人 ４３０万円未満
３人 ６２０万円未満
４人 ７３０万円未満

５人以上 １人増やすごとに７３０万円に３０万円を加えた額

その他の支援

ごみの処理
　災害廃棄物の搬入受け入れを引き続き行っています。
■搬入場所　◇環境管理センター

可燃ごみ、不燃ごみ、がれき、家電４品目（洗濯機・冷蔵庫・エアコン・ＴＶ）、粗大ごみ

（特別）児童扶養手当の所得制限の特例
　震災、風水害、火災等の災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね２分の１以上の損
害を受けた場合に、損害を受けた月から翌年の７月までの手当について、所得による支給制限を適用せず、
全額支給する特例措置があります。
■対象者
　①�受給資格者本人の所得制限により一部支給停止または全部停止になっている人で、本人またはその扶養
親族が所有する財産に損害を受けた方。（※受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます）

　②�扶養義務者（同居の親族等）の所得制限により全部停止になっている人で、扶養義務者またはその扶養
親族が所有する財産に損害を受けた方。（※扶養義務者の所得による支給制限が解除されます）

■注意点　�後日、災害を受けた年（平成２７年）の所得について再確認を行い、法令で定める所得制限の額
以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還となります。

ＮＨＫ受信料の免除
　台風１８号による災害で床上浸水以上による被害を受けた建物の放送受信料について、９月から１０月ま
での２カ月分を免除します。
■申請に必要なもの　◇り災証明書（写）

東北電力から電気料金等の特別措置
被害に遭われた方に対し、電気料金等の特別措置を実施します。
■対象者　り災・被災証明書をお持ちの方
■特別措置内容　◇電気料金の支払期日の延伸　　　　　　　　　◇不使用月の電気料金の免除
　　　　　　　　◇工事費負担金の免除　　　　　　　　　　　　◇臨時工事費の免除
　　　　　　　　◇使用不能設備に相当する基本料金の免除　　　◇諸工料の免除
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(A－A’断面)

HWL=11.647m

D.H.W.L=13.01mD.H.W.L=13.02m

河道掘削

計画高水位 11.647m

W＝約180m

治水対策（国）
河道掘削
　�平成２７年９月関東・東北豪雨により、堤防越水による家屋浸水被害などが発生したことか
ら、吉田川の下の図で赤色の箇所を河道掘削して、越水による被害を防止します。

凡　　例
赤 推進費要求箇所（２７年度施行）
青 当初実施箇所（２７年度施行）
黄 次年度以降の実施予定

浸水状況

越水箇所

吉田川堤防

吉
田
川

吉
田
川

②

平成２７年９月１１日撮影

〔吉田川右岸２４．１ｋ付近〕

平成２７年９月１１日撮影
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　洪水を一時的に貯めて、洪水の最大流量（ピーク
流量）を減少させるために設けた区域を遊水地と呼
びます。
　遊水地には、河道と遊水地の間に特別な施設を
設けない自然遊水の場合と、河道と遊水地の間に
設けた越流堤から一定規模以上の洪水を調節池に
流し込む場合があります。

遊水地とは？

遊水地群の調査・建設

全国初の簡易アラート試験設置

　平成２７年９月関東・東北豪雨と同じ規模の洪水が発生した場合に、ピーク水位が計画高水
位以下となるように、落合地区に遊水地郡を整備します。
　遊水地郡の位置などの詳細は、今後、関係機関などとの検討によって決定します。

　全国で始めて、平成２８年１１月３０日まで簡易ア
ラートを落合桧和田地区と鶴巣砂金沢地区の吉田川堤防
に試験的に設置しました。簡易アラートは、護岸に設置
したセンサーが「避難判断水位」まで上昇すると黄色の
回転灯が点灯し、「はん濫危険水位」に到達すると赤色
の回転灯が点灯して段階ごとに住民に危険を知らせ、町
が出す避難指示などの補助的な役割を補うものとして今
後、期待される装置です。
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治水対策（県）
流水量の調整
　吉田川について，籠釣橋上流については整備計画流量５００㎥／Ｓを満たしているものの、
籠釣橋下流は整備計画流量断面が確保されていないため，現況流下能力で１００㎥／Ｓ程度（１
／２）となっています。そのため、５００㎥／Ｓ河道断面が確保されていない高田橋（国道４号）
から籠釣橋の４．５ｋm区間を河道掘削や築堤などにより河川改修を実施します。

　㎥は水の体積（量）をＳは１秒間を表しています。
つまり、m３／Ｓは、１秒間に水がどのくらいの量
が流れた（通過した）かを表しています。
　幅１０m・深さ１mの２５mプールを満水にし
た場合には２５０㎥となり、２杯で５００㎥とな
ります。
　今回の計画では、流量を５００㎥／Ｓとしてい
るので、だいたい２５mプール２杯分の水を１秒
間に流れるようにしていくことになります。

m３／Ｓとは？

凡例
浸水範囲
河道掘削・護岸 樋門・樋管

橋梁

要改修延長 約4.5km

写真①

写真②
吉田川

洞堀川
国道457号

築堤

県管理区間 直轄管理区間

高田橋

下原橋
高田中央橋

網木橋

籠釣橋

①髙田中央橋上流部（改修予定区間）

②髙田中央橋上流部（改修予定区間）
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吉岡地区南部に新たに水位計設置

築堤・掘削のイメージ

　関東・東北豪雨を受けて、県では吉岡地区南部を流れる洞堀川に水位計を設置しました。こ
の水位計は、川の水位を一定の時間間隔で管理している場所に自動送信することによって、現
地の状況をリアルタイムで監視することができます。
　大和町内には、洞堀川のほかに水位計を５カ所設置しています。各水位の確認には、下のＵ
ＲＬから川の防災情報のサイトでご確認ください。

国土交通省　川の防災情報
　URL:http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
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減災・防災に向けて

防災行政無線設備デジタル化

飲料水兼用耐震性貯水槽の設置

　町からの防災情報の発信や災害時の情報伝
達のひとつとして利用している防災行政無線
について、平成２８年度でデジタル方式に切
り替わりました。
　町内のアナログ方式の防災行政無線は、設
置から２０年以上経過しており、不具合の発
生も心配されることから、平成２６年度から
平成２８年度の３年をかけて町内全ての防災
行政無線をデジタル方式に切り替え、情報を
迅速かつ的確に伝達できるようになりました。

　飲料水兼用耐震性貯水槽は、大規模地震などによって水道水の供給が停止した時に、地下の
安全な貯水槽に４０㎥の水道水を貯え、町民の方に飲料水を供給できるものです。
　今後も人口増加が見込まれるもみじケ丘・杜の丘地区を設置の対象区域として、南部コミュ
ニティセンター駐車場の地下に設置しました。
　南部コミュニティセンターは、災害時の避難施設を兼ねるものとなっており、今後、断水を
伴う大規模災害が発生した場合への万全の備えと地域の防災拠点施設としての機能強化を図り
ました。
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地域防災訓練の実施

防災行政無線テレフォンサービス

防災行政無線メール配信サービス

　災害発生時の初動活動や地域で連携した減災対策など、防災に関する知識と技術の習得を目
的に、大和町地域防災訓練を実施しています。
　宮城県防災ヘリコプターによる救出訓練のほか、各種資器材の展示、救出・救護訓練、初期
消火訓練、炊き出し訓練など災害時に役立つ内容となっています。

　防災行政無線のデジタル化にともない放送内容が確認できるテレフォンサービスを有料で
行っていましたが、平成２８年７月１日からフリーアクセス（通話料無料）となりました。

　メール配信登録をすることで、防災行政無線情報などを携帯電話やパソコンにメール配信す
るサービスです。登録は無料ですが、配信サービスの登録と解除、メール受信にかかる通信料（パ
ケット通信料）は登録者の負担になります。
　利用を希望される場合は、下のアドレスまたはＱＲコードから空メールを送信してください。
　※�空メール後、折り返し「登録メール」が届きます。必要な情報にチェックを入れて確認・

登録をしてください。

アドレス：ansin-taiwa@wbi.jp
パソコン登録用ＵＲＬ：https://hp.wbi.jp/ansin-taiwa/join.html

フリーアクセス番号　0800-800-4852
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平成２７年９月関東・東北豪雨

Leave stores to the future
平成２９年３月発行

発行／大和町
　　　〒981-3680
　　　宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木１番地の１
　　　電話：022-345-1111（代表）
　　　http://www.town.taiwa.miyagi.jp/

航空写真は北上川下流河川事務所からの提供

記憶を未来へ


	01　豪雨記録誌　表紙01
	02　豪雨記録誌　表紙02
	03　豪雨記録誌　本文
	04　豪雨記録誌　表紙03
	05　豪雨記録誌　表紙04

