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第１章 総 則

第１節 目 的

第１ 計画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、大泉町防災会

議が策定するものであり、町の地域における風水害等に係る災害予防、災害応急対策及び災害復

旧を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。

さらに、住民が自ら行う事項、地域企業が行う事項、市町村間の応援体制の整備等について定

め、初期の目的を達成しようとするものである。

第２ 大泉町国土強靱化地域計画の基本目標を踏まえた地域防災計画の作成等

国土強靱化は、大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりのため、防災の範囲

を超えて、国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を内容とするものであり、「大泉町国土強

靱化地域計画」(令和４年３月)は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条に基づき、国土強靱化に係る他の町計

画等の指針となるべきものとして定めたものである。

このため、国土強靱化に関する部分については、大泉町国土強靱化地域計画の基本目標である、

１ 人命の保護が最大限図られること

２ 町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること

３ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

４ 迅速な復旧・復興

を踏まえ、大泉町地域防災計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする。

資料編 ○大泉町防災会議条例
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第２節 防災の基本理念

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、町域並びに町民の生命、身体及び財産を

災害から守る、行政上最も基本的で重要な施策である。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な

回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないこ

とを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害

に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。

災害対策の実施に当たっては、町、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等は、それぞれの

機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図るものとする。併せ

て、町、県及び指定地方行政機関を中心に、町民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力

向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、町、県、

指定地方行政機関、公共機関、事業者、町民等が一体となって最善の対策をとるものとする。

防災には、時間の経過とともに災害の予防、応急対策、復旧復興の３段階があり、それぞれの段

階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。各段階における基本理念は以下の通り

である。

第１ 周到かつ十分な災害予防

災害予防段階における基本理念は以下の通りである。

１ 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソ

フト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。

２ 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害

を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の

改善を図るものとする。

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策

災害応急段階における基本理念は以下の通りである。

１ 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収

集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対

策に必要な資源を適切に配分する。

２ 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮を

要する者(以下「要配慮者」という。)に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無と

いった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。
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第３ 適切かつ速やかな災害復旧・復興

災害復旧・復興段階における基本理念は以下の通りである。

１ 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被災地

の復興を図る。
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第３節 防災関係機関の事務又は業務の大綱

町、県、指定地方行政機関等及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者は、おおむね次

の事務又は業務を処理するものとする。

１ 大泉町

２ 群馬県

処理すべき事務又は業務の大綱

(１) 防災に関する組織の整備に関すること。

(２) 防災に関する訓練に関すること。

(３) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。

(４) 災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関すること。

(５) 予報・警報の伝達に関すること。

(６) 避難情報等の発令に関すること。

(７) 消防、水防その他の応急措置に関すること。

(８) 被災者の救難、救助その他保護に関すること。

(９) 被災した児童及び生徒の応急の教育に関すること。

(10) 施設及び設備の応急復旧に関すること。

(11) 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。

(12) 緊急輸送の確保に関すること。

(13) 災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関すること。

(14) 災害復旧及び復興計画に関すること。

(15) 町防災会議に関すること。

(16) 町内の防災関係機関が行う災害対策の総合調整に関すること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

東部振興局

館林行政県税事務所

(１) 地方部内の総合調整に関すること。

(２) 地震、気象情報の受領及び伝達に関すること。

(３) 人的被害及び住家被害を中心とする概括的な災害情報の収集に関す

ること。

(４) 庁舎その他県有財産に係る災害応急対策に関すること。

(５) 市町村との連絡調整に関すること。

(６) 緊急通行車両の確認事務に関すること。

(７) 商工業に係る災害情報の収集及び被災中小企業からの融資相談に関

すること。ただし、産業経済部が直接実施できない場合に限る。

(８) 生活必需品の調達及び供給に関すること。

(９) その他部内各班に属しない事項に関すること。

東部振興局

館林保健福祉事務所

(１) 社会福祉、医療、防疫、保健、衛生に係る災害情報の収集に関するこ

と。

(２) 社会福祉、医療、防疫、保健、衛生に係る災害応急対策に関すること。

(３) 飲料水の供給に関すること。

東部農業事務所 (１) 農業に係る災害情報の収集に関すること。

(２) 農業に係る災害応急対策に関すること。
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３ 太田市消防本部

４ 指定地方行政機関

東部振興局

館林土木事務所

(１) 公共土木施設に係る災害情報の収集に関すること。

(２) 公共土木施設に係る災害応急対策に関すること。

(３) 水防計画の実施に関すること。

東部環境事務所 (１) 環境及びごみ・し尿に係る災害情報の収集に関すること。

(２) 環境及びごみ・し尿に係る災害応急対策に関すること。

桐生みどり振興局

桐生森林事務所

(１) 治山、林道及び林産物に係る災害情報の収集に関すること。

(２) 治山、林道及び林産物に係る災害応急対策に関すること。

東部教育事務所 (１) 学校教育に係る災害情報の収集に関すること。

(２) 学校教育に係る災害応急対策に関すること。

(３) 県立学校が指定緊急避難施設場所に使用される場合の市町村への協

力に関すること。

処理すべき事務又は業務の大綱

(１) 水害、火災及びその他災害の救助･救急情報に関すること。

(２) 水害、火災及びその他災害の予防､警戒及び防御に関すること。

(３) 人命の救助及び救急に関すること。

(４) 危険物施設及び火気使用設備器具等の許認可及び立入検査に関すること。

(５) 気象観測及び伝達に関すること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

関東財務局

(前橋財務事務所)

(１) 金融機関に対する非常金融措置のあっせん、指導等に関すること。

(２) 災害復旧事業費の査定立合いに関すること。

(３) 災害つなぎ資金及び災害復旧事業資金の融資に関すること。

(４) 国有財産の貸付、譲与及び売払いに関すること。

(５) 提供可能な未利用地、合同宿舎に関する情報提供に関すること。

関東農政局

群馬県拠点

(１) 災害予防

ア ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に

関すること。

イ 農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、湖岸、堤防、

土砂崩壊防止、農業用河川工作物、たん水防除、農地侵食防止等の施設の

整備に関すること。

(２) 災害応急対策

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。

イ 種もみ、その他営農資材の確保に関すること。

ウ 主要食糧の供給に関すること。

エ 生鮮食料品等の供給に関すること。

オ 農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること。

カ 土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び動員に関す

ること。

(３) 災害復旧

ア 農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の実施に関する

こと。

イ 被災農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。
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５ 陸上自衛隊

(４) その他

農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること。

東京管区気象台

(前橋地方気象台)

(１) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。

(２) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地

震動」という。)に限る)、水象の予報・警報等防災情報の発表、伝達及び解

説に関すること。

(３) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。

(４) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること。

(５) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。

関東地方整備局

(利根川上流河川事務所)

管轄する河川についての計画、工事及び管理のほか、次の事項に関すること。

(１) 災害予防

ア 防災上必要な教育及び訓練

イ 通信施設等の整備

ウ 公共施設等の整備

エ 災害危険区域等の関係機関への通知

(２) 災害応急対策

ア 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等

イ 災害発生が予想されるとき、又は災害時における首長等への情報伝達

（ホットライン）

ウ 水防活動、土砂災害防止活動等

エ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握

オ 災害時における復旧用資材の確保

カ 災害発生が予想されるとき又は災害時における応急工事等

キ 災害時のための応急復旧用資機材の備蓄

ク 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施

(３) 災害復旧等

災害発生後できる限り速やかに現地調査を実施し、被災施設の重要度、被

災状況等を勘案の上、再度災害の防止に努めるとともに迅速かつ適切な復旧

を図ること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

第12旅団 (１) 災害派遣の準備

ア 防災関係情報資料の整備に関すること。

イ 防災関係機関との連絡、調整に関すること。

ウ 自衛隊災害派遣計画の作成に関すること。

エ 防災に関する教育訓練の実施に関すること。

(２) 災害派遣の実施

ア 人命又は財産保護のため緊急に行う必要のある応急救援又は応急

復旧に関すること。

イ 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に

関すること。
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６ 指定公共機関

７ 指定地方公共機関

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

日本郵便株式会社

大泉郵便局

大泉坂田郵便局

大泉吉田郵便局

西小泉郵便局

(１) 郵便事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全に関すること。

(２) 災害特別事務取扱いに関すること。

ア 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援

護対策

(ア) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

(イ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

(ウ) 被災地あて救援用郵便物等の料金免除

(エ) 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除

イ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置

ウ 道路などの損傷状況の情報提供

(３) その他、要請のあったもののうち協力できる事項

東日本電信電話(株)

(群馬支店)

(１) 電気通信設備の保全に関すること。

(２) 重要通信の確保に関すること。

(株)ＮＴＴドコモ(群馬

支店)

(１) 携帯電話設備の保全に関すること。

(２) 重要通信の確保に関すること。

東京電力パワーグリッド

(株)(太田支社)

(１) 電力施設の保安の確保に関すること。

(２) 電力の供給の確保に関すること。

日本赤十字社(群馬県支

部)

(１) 医療救護班の編成及び医療救護の実施に関すること。

(２) 救護所の開設及び運営に関すること。

(３) 日赤奉仕団及び防災ボランティアの活動に関すること。

(４) 輸血用血液の確保及び供給に関すること。

(５) 義援金品の受領、配分及び募金に関すること。

(６) 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。

(７) 外国人の安否の調査に関すること。

(８) 広域医療搬送拠点の整備及び広域医療搬送の運営に関すること。

日本放送協会

(前橋放送局)

(１) 防災思想の普及に関すること。

(２) 気象予報・警報の周知に関すること。

(３) 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

(４) 放送施設に対する障害の排除に関すること。

(５) 避難所等における受信機の貸与・設置に関すること。

(６) 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

(公社)群馬県医師会 (１) 医療及び助産活動の協力に関すること。

(２) 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。

(３) 医療救護活動の実施に関すること。

(公社)群馬県看護協会 (１) 救護活動に必要な看護の確保に関すること。

(一社)群馬県薬剤師会 (１) 医療救護活動に必要な医薬品等の管理、調剤等に関すること。

放送機関

(群馬テレビ株式会社、株

式会社エフエム群馬)

(１) 防災思想の普及に関すること。

(２) 気象予報・警報の周知に関すること。

(３) 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

(４) 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。
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８ 警察

９ その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

(一社)群馬県ＬＰガス協

会

(１) ＬＰガス設備の保安の確保に関すること。

(２) ＬＰガスの供給の確保に関すること。

(３) 会員事業者の連絡調整に関すること。

(一社)群馬県トラック協

会

(１) 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

都市ガス事業者

(太田都市ガス(株))

(１) 都市ガス施設の保安の確保に関すること。

(２) 都市ガスの供給の確保に関すること。

地方鉄道事業者

(東武鉄道(株))

(１) 鉄道施設の保全及び輸送の安全確保に関すること。

(２) 鉄道車輌による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

待矢場両堰土地改良区 (１) 水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害復旧に関すること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

大泉警察署 (１) 交通規制及び交通秩序の確保に関すること。

(２) 死体の捜索及び検視に関すること。

(３) 警察通信の防護に関すること。

(４) 犯罪の予防その他社会秩序の維持に関すること。

(５) 被災者の救出、救助に関すること。

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

報道機関 (１) 防災思想の普及に関すること。

(２) 気象予報・警報の周知に関すること。

(３) 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

(４) 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。

農業協同組合 (１) 共同利用施設の保全に関すること。

(２) 農業者に対する災害応急対策及び災害復旧の支援に関すること。

(３) 県又は市町村が行う農業関係の災害応急対策及び被害調査等への協

力に関すること。

群馬東部水道企業団 (１) 水道施設の災害予防措置に関すること。

(２) 給水活動に関すること。

(３) 被害状況の調査、水道施設の応急措置及び災害復旧に関すること。

病院経営者 (１) 入院患者及び通院患者の安全の確保に関すること。

(２) 被災傷病者の救護に関すること。

社会福祉施設経営者 (１) 入所者及び通所者の安全の確保に関すること。

社会福祉協議会 (１) 被災生活困窮者の生活の支援に関すること。

(２) 義援金品募集及び配分に関すること。

(３) ボランティア活動の支援及び推進に関すること。

大泉町商工会 (１) 被災事業者に対する支援に関すること。

(２) 県又は市町村が行う商工業関係の被害調査への協力に関すること。

(３) 救援物資及び復旧用資材の確保についての協力に関すること。

(４) 物価の安定についての協力に関すること。

金融機関 (１) 被災事業者に対する復旧資金の融資その他の緊急措置に関すること。

危険物等施設の管理者 (１) 危険物等施設の保安の確保に関すること。
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(２) 周辺住民の安全の確保に関すること。

建設業協会 (１) 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力に関す

ること。

農業用用排水施設の管理者 (１) 水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害復旧に関すること。

資料編 ○防災関係機関及び連絡窓口
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第４節 大泉町の概況及び過去の災害

第１ 大泉町の概況

１ 自然的特性

(１) 位置と地勢

本町は、関東平野の北西部、利根川中流左岸に位置し、東経139度24分18秒、北緯36

度14分52秒で、面積18.03km2、東西4.9km、南北6.3kmの境域を有する内陸都市である。

町の北と西は太田市、東は邑楽町、東南部は千代田町と接し、南側は利根川をはさみ

埼玉県熊谷市と対向している。

本町は、県都前橋から見ればやや東南にはずれた位置にあるが、町の経済活動の基盤

は首都東京との地理的条件に恵まれている。

本町の近隣地域には、太田市、館林市、足利市、熊谷市等があり、相互に密接な関係

を高めつつ発展している。

（２） 地質

本町は、利根川中流左岸に発達した邑楽台地の西部に位置する。邑楽台地は太田市高

林あたりから館林市付近まで利根川に沿って形成された台地で、赤城山や浅間山等を起

源とする火山灰が砂礫層やシルト層等を厚く被った洪積台地である。

町の東部は広い水田地帯となっており、「東たんぼ・下たんぼ」と呼ばれている。こ

の水田地帯は、洪積台地を小河川が浸食して、低地化した所に土が堆積して形成された

沖積地で地形学的には谷底平野と呼ばれている。

水田土壌に目を向けると、東たんぼ・下たんぼでは灰色低地系統土壌が多くを占める

が、グライ土層や泥炭層分布する場所もある。これらの地域では、概して水はけが悪く

特に長沼付近では、「ボッケ」と呼ぶ泥炭が厚く堆積している。このボッケは乾燥させ

ると枯草様になりよく燃える。

畑土壌については、おおむね黒ボク土壌が約１ｍの厚さで堆積し、その下は関東ロー

ム層が認められる。そして、ローム層中の鹿沼軽石層は利根川が造った内陸古砂丘が埋

没し、さらにその下位は礫層となっている。

（３） 地形

本町の大部分は、洪積台地が占めているが東部や西部の水田地帯は沖積地が発達して

いる。この洪積台地の標高はおよそ28ｍ～35ｍで、最高点は41ｍ程を測り、おおむね28

ｍの等高線で沖積地と台地に分けられる。沖積地の標高は24ｍ～28ｍ程で通称「下たん

ぼ」付近が24ｍ～25ｍと町内ではもっとも低い。

台地と沖積地の境は、高いところで３ｍ～５ｍの崖となっており、低い所では１ｍ内

外の比高差が見られる。特に「切所」付近では、沖積地と台地との高低差が大きく、小

泉城の総構の縄張りはこの比高差を利用して造られている。

この洪積台地は、利根川の流れに並行して形成され、その横断面はあたかも馬に乗る

時に使う「鞍」に似ているところから「鞍掛け山」とも呼ばれている。標高が少なく雑
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木林のような低台地を「山」と呼ぶのは、山が全くない館林邑楽に住む人々の山への願

望とも考えられる。

（４） 気象

本町の年平均気温は15度前後であり、県下では温暖な地域である。

しかし、冬は空っ風が吹き、零下まで下降し、夏は30度以上に上昇し蒸し暑くなるが、

降水量は年平均1,200mm前後で県下としては少ない地域であり、降雪はまれで、四季を

通じて晴天の日が多い。

ア 冬 季(12月～２月)

概して西高東低の冬型の気圧配置が続く時期で、北西季節風が卓越し、晴天の日

が多く雨量は少なく乾燥する。

この期間は、災害の少ない時期であるが、乾燥による火災の発生が多く時には強

風被害がある。

イ 春 季(３月～５月)

移動性の高気圧に支配される時期で、気象の変化は早く降雨回数も増してくる。

前半は北西季節風が強く、この期間の災害として最も顕著なものは凍霜害である

が、突風による風害も多く雹害もある。

ウ 梅雨季(６月～７月前半)

本邦付近に前線が停滞しがちで曇天が続き、雷雨の発生が多くなり末期には大雨

となることがある。この期間の災害としては、水害が多くなり雹害の発生も多い。

また、雷を伴う突風害もあり、後半には台風が接近することもある。

エ 盛夏季(７月後半～８月)

夏型の安定した天気が続き、気温が高く雷雨の発生が多い。この期間の災害とし

ては、台風の接近回数が次第に増して被害をもたらすことがあるが、雷による落雷

や水害も多い。

オ 秋 季(９月～11月)

残暑型から秋霜をへて後半移動性高気圧型となる。台風が本邦に接近する回数が

最も多いのがこの時期である。したがって、災害は風水害が主たるもので大災害を

おこす事例が多い。11月に入ると気象被害は、少なくなる。

２ 社会的特性

(１) 人口

令和２年の国勢調査によると、本町の人口は42,089人、世帯数は19,043世帯となって

いる。

年齢別人口構成比は、年少人口(15歳未満)が12.4％、生産年齢人口(15歳以上64歳未満)

が64.6％、老年人口(65歳以上)が23.0％となっており、生産年齢人口の割合は平成27年

度に比べ低下しているものの、高い割合となっている。

また、平成27年には人口の14.6％だった外国人比率が令和2年には17.6％に増加し、全

国的にも突出している。したがって、何らかの援護を必要とする外国人に対する防災面

からの対策も必要となっている。
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(各年10月１日現在、国勢調査)

(２) 交通

町内には国道354号と県道綿貫・篠塚線が東西に、主要地方道足利・千代田線が南北に

走っているほか、県道古戸・館林線が南部を走り、東は館林方面に、西は太田市を経由

して首都圏方面へと続いている。

また、町内には東武小泉線の東小泉駅、小泉町駅、西小泉駅があり、館林市への所要

時間は30分前後である。

３ 産業

(１) 農業

かつてこの地域で盛んだった畜産や養蚕は姿を消し、田、畑についても耕地面積が大

きく減少してきている。また、専業農家の数も減少傾向にあるが、１戸当たりの耕地面

積は増えている。

(２) 商業

平成３年以降の商店数、従業者数などについては年々減少傾向が見られる。特に、近

年は大型小売店舗等が増加することに伴い、商圏の広域化が顕著に進んでいる。

(３) 工業

製造業を中心とする町内の３工業団地(太田・大泉工業団地、大泉工業団地、大利根工

業団地)が、この地域の柱となっている。

第２ 過去の災害

１ 風水害

(１) 令和以前の主な風水害

本町に災害をもたらした過去の台風は、明治43年、昭和22年カスリン、同41年６月４

号、同年９月26号台風をあげることができるが、これらの台風の進路はほとんど東京湾

付近を通過し、県の東部である本町付近又は北東に抜けている。

同34年の伊勢湾台風も多少位置は異なっているが、この同類と見られる。

したがって、本町に大きな影響を与える台風は、次のとおりである。

ア 東京湾付近を通過する北上台風

大体が雨台風で特に赤城南面に豪雨をもたらす。

年
人口

（人）

外 国 人 比 率

人口（人） 割合（％） 全国割合（％）

平成17年 41,466 6,076 14.7 1.22

22 40,257 5,223 12.97 1.29

27 41,202 6,032 14.64 1.4

令和 2 42,089 7,392 17.56 2.2
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イ 日本海を北海道方面に抜ける台風

風台風で降雨は烏川、碓氷川水系に多い。

(２) 令和元年東日本台風

令和元年10月６日に南鳥島付近で発生した令和元年東日本台風は、マリアナ諸島を西

に進みながら、７日には大型で猛烈な台風となった。小笠原諸島を北北西に進み、12日

には北寄りに進路を変え日本の南を北上した。12日の19時前に大型で強い勢力を保ち

ながら、伊豆半島に上陸した後、関東地方を通り、13日未明に東北地方の東海上に抜け

た。

大泉町では、10月12日明け方から雨が降り始め、昼前からは雨足も強くなり、台風

が最も接近した夜遅くには、１時間に25ミリを超える激しい雨が降り、24時間雨量で

は、250ミリを超え、記録的な豪雨となった。

大泉町内では、休泊川の越水や太田市八瀬川の水が流入したことなどにより、多くの

家屋等で浸水被害が発生。（内訳は半壊50棟、床上浸水２棟、一部破損14棟、床下浸水

50棟）他にも、事業所被害、車両被害、農業被害、道路破損等が発生し、近年、大泉町

が経験したことのない大規模災害となった。

また、町内14の公共施設を避難所として開設。総計で2,636人の避難者があった。

令和元年東日本台風についての詳細は「令和元年東日本台風(台風第19号）検証報告

書」(令和２年４月作成)を参照とする。

２ 雪害

平成26年２月13日21時に南西諸島で発生した低気圧は、本州の南海上を北東に進み、次第

に発達しながら15日明け方から昼頃にかけて関東地方沿岸に接近した後、関東の東を北東に

進んだ。また、関東地方の上空約1,500m付近は-６℃以下の寒気に覆われていた。

この低気圧と上空の寒気の影響により、県内では14日朝から雪が降りはじめ大雪となり、

特に、前橋では最深積雪が73㎝と統計開始以来の記録を更新した。

この大雪により、本町においては負傷者２名、住家一部損壊２棟の被害が発生した。

参照 「令和元年東日本台風(台風第 19号）検証報告書」(令和２年４月作成)」

大泉町ホームページ

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s004/anzen/050/220/20200902202811.html
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第５節 計画の修正

この防災計画は、基本法42条の規定に基づき、毎年検討を加える必要があると認めるときは、

これを修正する。各機関は、関係ある事項について、毎年３月末日(緊急を要する事項については、

その都度)までに計画修正案を大泉町防災会議(総務部安全安心課)に提出するものとする。


