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令和元年台風第 15 号に係る被害状況等について 

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

令和元年 9 月 13 日 

1 4 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報） 

(1) 気象の概況 

・台風第 15 号は、７日から８日にかけて小笠原近海から伊豆諸島付近を北上し、９日３

時前に三浦半島付近を通過して東京湾を進み、５時前に強い勢力で千葉市付近に上陸

した。その後、９日朝には茨城県沖に抜け、日本の東海上を北東に進んだ。 

・台風の接近・通過に伴い、伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となっ

た。特に、千葉市で 大風速 35.9 メートル、 大瞬間風速 57.5 メートルを観測する

など、多くの地点で観測史上１位の 大風速や 大瞬間風速を観測する記録的な暴風

となった。 

 (2) 大雨等の状況（9 月 7日 00 時～9月 9日 24 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

静岡県 伊豆市 天城山 109.0 ミリ  9 日 0 時 31 分まで 

東京都 大島町 大島  89.5 ミリ  8 日 23 時 38 分まで 

高知県 土佐清水市 三崎  76.0 ミリ  7 日 9 時 39 分まで 

鹿児島県 奄美市 笠利  73.5 ミリ  7 日 5 時 47 分まで 

東京都 江戸川区 江戸川臨海  72.0 ミリ  9 日 4 時 29 分まで 

神奈川県 横浜市中区 横浜  72.0 ミリ  9 日 3 時 50 分まで 

千葉県 安房郡鋸南町 鋸南  70.0 ミリ  9 日 3 時 47 分まで 

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎  65.5 ミリ  8 日 23 時 23 分まで 

東京都 大田区 羽田  64.5 ミリ  9 日 4 時 12 分まで 

静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取  63.5 ミリ  9 日 1 時 06 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

静岡県 伊豆市 天城山 441.0 ミリ  9 日 8 時 20 分まで 

静岡県 伊豆市 湯ケ島 308.5 ミリ  9 日 8 時 40 分まで 

東京都 大島町 大島 307.5 ミリ  9 日 10 時 00 分まで 

神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根 251.5 ミリ  9 日 10 時 20 分まで 

千葉県 君津市 坂畑 237.5 ミリ  9 日 10 時 10 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 233.5 ミリ  7 日 10 時 50 分まで 

千葉県 市原市 牛久 221.5 ミリ  9 日 12 時 00 分まで 

静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取 212.5 ミリ  9 日 15 時 00 分まで 
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千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜 212.0 ミリ  9 日 21 時 00 分まで 

千葉県 安房郡鋸南町 鋸南 211.0 ミリ  9 日 17 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

静岡県 伊豆市 天城山 450.5 ミリ 

東京都 大島町 大島 314.0 ミリ 

静岡県 伊豆市 湯ケ島 308.5 ミリ 

神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根 255.0 ミリ 

千葉県 君津市 坂畑 237.5 ミリ 

千葉県 市原市 牛久 221.5 ミリ 

高知県 高岡郡津野町 船戸 219.5 ミリ 

静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取 217.5 ミリ 

千葉県 安房郡鋸南町 鋸南 212.5 ミリ 

千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜 212.0 ミリ 

 (3) 強風の状況（9月 7 日 00 時～9 月 9 日 24 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

東京都 神津島村 神津島 43.4m/s (東南東)  8 日 21 時 13 分 

東京都 新島村 新島 39.0m/s (東南東)  8 日 21 時 59 分 

東京都 三宅村 三宅坪田 37.4m/s (南)  8 日 21 時 27 分 

千葉県 千葉市中央区 千葉 35.9m/s (南東)  9 日 4 時 28 分 

東京都 大田区 羽田 32.4m/s (東北東)  9 日 3 時 32 分 

東京都 大島町 大島 30.2m/s (西南西)  9 日 1 時 16 分 

千葉県 成田市 成田 29.6m/s (南南東)  9 日 5 時 36 分 

千葉県 勝浦市 勝浦 29.5m/s (南)  9 日 3 時 35 分 

千葉県 館山市 館山 28.4m/s (南)  9 日 2 時 14 分 

静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取 27.9m/s (北北東)  8 日 23 時 21 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

東京都 神津島村 神津島 58.1m/s (東南東)  8 日 21 時 03 分 

千葉県 千葉市中央区 千葉 57.5m/s (南東)  9 日 4 時 28 分 

東京都 新島村 新島 52.0m/s (西)  8 日 23 時 38 分 

千葉県 木更津市 木更津 49.0m/s (東南東)  9 日 2 時 48 分 

千葉県 館山市 館山 48.8m/s (南南西)  9 日 2 時 31 分 

東京都 三宅村 三宅坪田 48.4m/s (南)  8 日 22 時 12 分 

静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取 48.3m/s (北北東)  8 日 23 時 17 分 

東京都 大島町 大島 47.1m/s (西南西)  9 日 1 時 11 分 

千葉県 成田市 成田 45.8m/s (南南東)  9 日 5 時 36 分 

東京都 大田区 羽田 43.2m/s (東北東)  9 日 3 時 27 分 
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(4) 波浪の状況（9月 7 日 00 時～9 月 9 日 24 時） 

・主な波浪 高値 

【国土交通省港湾局所管】 

 
 

(5) 潮位の状況（9月 7 日 00 時～9 月 9 日 24 時） 

・主な 高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)  

【気象庁所管】 

静岡県 石廊崎 標高 1.7m 8 日 22 時 30 分 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：9月 13 日 14:00 現在） 

(1) 人的被害・建物被害 

   

《死者の内訳》 

   【東京都】世田谷区 

(2) 重要施設の被害 

【茨城県】日本原子力研究開発機構大洗研究所敷地内の冷却塔が倒壊 

     →負傷者なし、環境への影響なし。事業者において施設の安全性を確認済み。 

【千葉県】君津市の石油コンビナート（日本製鉄（株）君津製鉄所）で燃焼放散塔が倒壊 

→負傷者なし。危険物の流出なし。地元消防本部において火災の発生危険がない

ことを確認済み。 

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（消防庁情報：9 月 9日 18:30 現在） 

 発令されていた避難指示(緊急)及び避難勧告は、すべて解除 

４ 避難所の状況（消防庁情報：9 月 13 日 13:30 現在） 

 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

福島県 1 5 6

茨城県 1 22 3 103 1 13

栃木県 1 3

埼玉県 1 9 15 1

千葉県 5 37 2 602 10 15

東京都 1 4 1 204 1 2 2

神奈川県 2 9 1 450 12 5 36 64

静岡県 13 2 38 2 1

1 9 95 6 4 1,415 29 31 37 79

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
その他

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

合　計

全壊 半壊
一部
破損

千葉県 414 55

東京都 7 1

合　計 421 56

都道府県 避難者数 避難所数

静岡県 御前崎港  6.0m 8 日 19 時 20 分 

GPS波浪計 福島県沖  6.9m 9 日 10 時 40 分 
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５ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電  力（経済産業省情報：9 月 13 日 13:00 現在） 

・東京電力 約 194,800 戸  

  千葉県  約 194,800 戸 

   ※ 大供給支障戸数 約 934,900 戸（9月 9日 7:50 時点） 

   ※停電の主な原因は、暴風雨・飛来物による配電設備の故障。 

   ※八千代市、印西市は復旧済。その他の地域は本日以降の復旧見込み。 

   ※千葉県君津市において倒壊した送電線鉄塔（2基）については、電線の接続に

よる仮復旧を完了。  

   ※東京電力では、9/8 22:00 に災害対策本部を設置。  

   ※他電力会社からの追加応援を受け、発電機車 325 台、復旧要員約 11,000 人の

体制で復旧作業中。 

   ※東京電力はＨＰ、Twitter 等で停電情報を発信。 

   ※千葉県市原市の山倉水上メガソーラー太陽光発電所において、パネル破損及

び火災が発生。 

※千葉県旭市の飯岡風力発電所において、風力発電設備のブレード１本が破損。

人的被害は無し。 

・東北電力 

  停電復旧済み。 

イ 水 道（厚生労働省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

・台風第 15 号による施設の浸水、原水濁度の上昇や取水不良、管路の折損等への警戒

及び被害が発生した場合の円滑な連絡・対応を都道府県等に対して要請。また、被害

状況の確認や復旧作業等を実施する際は、二次災害に十分留意するように依頼した

（9/6） 

・千葉県内の８事業者において、停電により 27,773 戸が断水中（ 大断水戸数：

137,954 戸、うち 110,181 戸が解消済み）。応急給水を実施中。 

・なお、停電が発生しているマンション等においては、水道事業者が給水を再開して

も、建物内のポンプの停止により、断水が継続する場合がある。 

・引き続き情報収集に努める。 

県・市町村 

・事業者名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【千葉県】 

かずさ水道広域連

合企業団 

（木更津市
き さ ら づ し

、

君津市
き み つ し

、富津市
ふ っ つ し

、

袖ケ浦市
そでがうらし

） 

 

17,020 

 

16,930 
 

9/9～ 

 

・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・復電の遅れに備え電源車を要請中 

・停電に伴う取水量不足により配水池水位が

低下し、新たな断水が発生したが、自家発

電機により取水を再開しており、給水再開



5 / 40 

に向けた作業を行っている。 

・応急給水を実施中 

南房総市 6,800 5,400 9/11~ ・停電による断水（浄水場の自家発電設備が

故障） 

・2,600 戸については復電済みであり、順次

断水解消中 

・残る 2,800 戸については 13 日中に復電見

込み。復電次第、順次給水再開予定 

・応急給水を実施中 

多古町
た こ ま ち

 
4,080 4,080 9/10～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・復電の遅れに備え電源車を要請中であり、

一部到着済み 

・応急給水を実施中 

鴨川市 5,755 592 

 
9/9～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・復電の遅れに備え電源車を要請中 

・応急給水を実施中 

鋸南町
きょなんまち

 
230 230 9/9～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・応急給水を実施中 

大多喜町
おおたきまち

 
400 220 9/9～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・復電の遅れに備え電源車を要請中 

・応急給水を実施中 

三芳
みよし

水道企業団 

（館山市、南房総

市） 

169 162 9/9～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・応急給水を実施中 

市原市 1,313 159 9/9～ ・停電による断水。復電次第、順次給水再開

予定 

・復電の遅れに備え電源車を要請中 

・応急給水を実施中 

合計 35,767 27,773   

 

断水解消済み 

【千葉県】 

山武郡
さんぶぐん

市
し

広域水道

企業団 

（東金市
とうがねし

、

山武市
さ ん む し

、

大網白里市
おおあみしらさとし

、

九十九里町
くじゅうくりまち

、横芝
よこしば

光 町
ひかりまち

） 

 

64,889 

 

0 
 

9/9 

～9/11 

 

・千葉県九十九里地域水道企業団からの送水

停止（停電による浄水場運転停止）による

断水（復旧済み） 

 

八匝
はっそう

水道企業団 
15,500 0 9/9 ・千葉県九十九里地域水道企業団からの送水

停止（停電による浄水場運転停止）による
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（匝瑳
そうさ

市、横芝
よこしば

光 町
ひかりまち

） 

～9/10 断水（復旧済み） 

長 生 郡
ちょうせいぐん

市
し

広域市

町村圏組合 

（茂原市
も ば ら し

、

一 宮 町
いちのみやまち

、

睦沢町
むつざわまち

、

長 生 村
ちょうせいむら

、

白子町
しらこまち

、長柄町
ながらまち

、

長 南 町
ちょうなんまち

） 

431 0 

 
9/10 ～

9/11 

・停電による断水（復旧済み） 

・復電の遅れに伴う水量不足に備え電源車を

要請中 

銚子市 2,171 0 9/9 

～9/10 

・停電による断水（復旧済み） 

香取市（２事業

者） 

1,708 0 9/9 

～9/10 

・停電による断水（復旧済み） 

 

成田市 5,000 0 9/10 ・停電による断水（復旧済み） 

いすみ市 51 0 9/9 

～9/11 

・停電による断水（復旧済み） 

【東京都】 

大島町
おおしままち

 

 

4,299 

 

0 

 

9/9 

～9/13 

 

・停電による断水（復旧済み） 

新島村
にいじまむら

 
 

950 

 

0 

9/9 

～9/11 

 

・停電による断水（復旧済み） 

神津島村
こうづしまむら

 
80 0 9/9 ・停電による断水（復旧済み） 

【静岡県】 

下田市 

 

300 

 

0 

 

9/9 

 

・停電による断水（復旧済み） 

東伊豆 町
ちょう

 
421 0 9/9 

～9/11 

・取水施設の被害による断水（復旧済み） 

熱海市 780 0 9/9 

～9/11 

・停電による断水（復旧済み） 

 

南伊豆 町
ちょう

 
421 0 9/9 

～9/11 

・停電による断水（復旧済み） 

河津 町
ちょう

（２事業者） 
80 

 

0 9/9 ・停電による断水（復旧済み） 

 

伊豆市 410 0 9/9 

～9/10 

・停電による断水（復旧済み） 

 

伊東市 

 

4,696 0 9/9 

～9/12 

・停電及び井戸の土砂埋没による断   

 水（復旧済み） 

合計 102,187 0 
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ウ 通信関係（総務省情報：9 月 13 日 13:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT 東日本 

・約 6,070→7,000 回線 ※装置故障被疑により増加。 

※支障エリアは以下のとおり。 

千葉県 約 6,070→7,000 回線 

○電話系サービス 

アナログ加入電話：約 4,300→4,000 回線 

ひかり IP 電話：約 800→1,000 回線 

○インターネットサービス 

光アクセス：約 970→2,000 回線 

NTT 西日本 ・被害なし 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

KDDI ・復旧済み。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・94 回線→復旧済み。 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・37→35 市町の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

東京都（１町） 

大島町 

千葉県（36→34 市町） 

いすみ市、旭市、安房郡鋸南町、夷隅郡（御宿町、大多喜町）、

印西市、鴨川市、館山市、君津市、香取郡（神崎町、多古町、

東庄町）、香取市、佐倉市、山武郡（横芝光町、芝山町）、山

武市、市原市、勝浦市、成田市、千葉市、匝瑳市、大網白里

市、銚子市、長生郡（一宮町、長南町、長柄町、睦沢町）、

東金市、南房総市、八街市、富津市、茂原市、木更津市 

※役場エリアに支障なし。 

※合計約 623→581 局停波 

（内訳） 

神奈川県 5→4 局、東京都 2→1 局、千葉県 613→573 局、

茨城県 3 局 

KDDI(au) ・29→28 市町の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

東京都（１町） 

大島町 

千葉県（28→27 市町） 

いすみ市、佐倉市、八街市、勝浦市、匝瑳市、千葉市、南房

総市、君津市、大網白里市、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町、

富津市、山武市、山武郡（横芝光町、芝山町）、市原市、成

田市、旭市、木更津市、東金市、袖ケ浦市、長生郡（長南町、

長柄町）、館山市、香取市、香取郡多古町、鴨川市 

※役場エリアに支障なし。 

※合計 332→319 局停波 

（内訳） 

東京都 2 局、神奈川県 9 局、千葉県 316→303 局、茨城県

5局 
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ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・21→20 市町の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

千葉県（21→20 市町） 

館山市、木更津市、茂原市、東金市、勝浦市、市原市、鴨川

市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、

山武市、いすみ市、香取郡多古町、長生郡長南町、夷隅郡（大

多喜町、御宿町）、安房郡鋸南町 

※役場エリアに支障なし。 

※合計 390→389 局停波 

（内訳） 

  茨城県 15 局、東京都 9 局、神奈川県 2→1 局、千葉県 362

局、静岡県 2 局 

 

【PHS】 

・16→13 市町の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

千葉県（16→13 市町） 

千葉市、館山市、木更津市、東金市、市原市、君津市、富津

市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、香取郡

多古町 

※役場エリアの支障について詳細確認中。 

※合計 127→93 局停波 

（内訳） 

 千葉県 127→93 局 

○主な停波原因は伝送路断及び停電 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

（注２）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局

数は、サービス影響の規模を直接表すものではない。 

 ＜防災行政無線＞ 

都道府県防災行政無線：被害情報なし 

  市町村防災行政無線（同報系）：被害情報なし 

  （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

エ ガス（経済産業省情報：9 月 13 日 13:00 現在） 

＜都市ガス＞ 

現時点で被害情報なし 

＜ＬＰガス＞ 

横浜市内の集合住宅において台風による高波又は風により、設置していたＬＰガス

ボンベ（20 ㎏ 6 本）が一時紛失した。現時点では、6本中 4本は回収済み。残りの 2本

は崩れかかった建物の下に転がっている状況で未回収。人的被害は無し。 

オ ＳＳ（経済産業省情報：9 月 13 日 13:00 現在） 

・停電や設備被害等により、千葉県内で５６か所、茨城県内で１か所、神奈川県内で１
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か所のＳＳにおいて、営業停止を確認。引き続き情報収集中。 

カ ＬＰガス備蓄基地、充填所等（経済産業省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

・ＬＰガスオートスタンド（ＬＰガス自動車への給ガス施設）の停電による営業停止は

復旧完了。 

キ 下水道（国土交通省情報：9月 12 日 13:00 現在） 

・千葉県市原市：菊間終末処理場で商用電源復帰のため、通常運転を再開。 

・千葉県木更津市：金田西汚水中継ポンプ場他１か所で商用電源復帰のため、通常運

転を再開。 

 (2) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：9月 9日 12:00 現在） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所 ＪＭＴＲ（材料試験炉） 

被害状況等 

・２次冷却系統の冷却塔の倒壊及び排風機室の壁面の破損（令和元年９月９日０７：

４０頃発見） 

・停止中の施設であり、冷却機能に支障なし 

・環境への影響：モニタリングポスト異状なし 

・負傷者：なし 

(3) 道 路（国土交通省情報：9月 12 日 17:00 現在） 

ア 高速道路 

被災：なし 

イ 直轄国道 

被災：なし 

ウ 公社・有料道路 

被災：なし 

エ 補助国道 

被災：2 路線 3区間 

 

オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：計２０区間 

神奈川県： １区間（倒木１） 

千 葉 県：１９区間（倒木１４、電柱倒壊２、土砂崩れ２） 

(4) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：9 月 13 日 12:00 現在） 

路線名 区間名 被災状況 備考

国道410号 千葉県
ちばけん

鴨川市
かもがわし

仲
なか

倒木 9月9日 6:35～

国道410号 千葉県
ちばけん

君津市
きみつし

辻森
つじもり

～大坂
おおさか

倒木 9月10日11:00～

国道465号 千葉
ちば

県
けん

大多喜町
おおたきまち

筒森
つつもり

倒木 9月9日 11:00～
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 ○施設の被害等 

・ＪＲ東日本 久留里線 東横田駅、横田駅屋根の損傷、久留里駅～平山駅間でのり肩

一部崩壊 

・小湊鉄道 小湊鉄道線 上総三又駅～上総山田駅間 倒木、送電線、通信線断線 

・いすみ鉄道 いすみ線 倒木、倒竹 

○運行状況（３事業者３路線） 

 

ＪＲ東日本

9/8 20:00 9/13 6:00

内房線

蘇我～姉ヶ崎 9/8 20:00 9/10 始発

姉ヶ崎～木更津 9/8 20:00 9/11 始発

木更津～君津 9/8 20:00 9/11 15:39

君津～佐貫町 9/8 20:00 9/13 6:00

佐貫町～館山 9/8 20:00 9/13 8:06

館山～安房鴨川

水戸線 全線 9/9 始発 9/9 9:50

外房線

千葉～上総一ノ宮 9/8 20:00 9/10 始発

上総一ノ宮～勝浦 9/8 20:00 9/12 6:35

勝浦～安房鴨川 9/8 20:00 9/13 6:00

水郡線

水戸～常陸大子 9/9 始発 9/9 16:02

常陸大子～郡山 9/9 始発 9/9 18:50

上菅谷～常陸太田 9/9 始発 9/9 12:36

相模線 全線 9/9 始発 9/9 10:45

烏山線 全線 9/9 始発 9/9 10:59

日光線 全線 9/9 始発 9/9 10:24

根岸線 全線 9/9 始発 9/9 15:14

横須賀線
大船～逗子 9/9 始発 9/10 始発

逗子～久里浜 9/9 始発 9/10 16:02

五日市線 全線 9/9 始発 9/9 8:00

八高線 八王子～高麗川 9/9 始発 9/9 7:45

横浜線 全線 9/9 始発 9/9 11:13

武蔵野線 全線 9/9 始発 9/9 12:19

青梅線
立川～青梅 9/9 始発 9/9 8:40

青梅～奥多摩 9/8 21:00 9/9 9:00

高崎線 全線 9/9 始発 9/9 9:00

南武線 全線 9/9 始発 9/9 10:30

鶴見線 全線 9/9 始発 9/9 14:20

川越線 全線 9/9 始発 9/9 10:30

常磐線

日暮里～勝田 9/9 始発 9/9 11:00

勝田～いわき 9/9 始発 9/9 18:50

いわき～浪江 9/9 始発 9/9 18:59

成東～銚子 9/9 始発 9/12 5:59

京葉線 全線 9/8 21:00 9/9 10:00

埼京線 全線 9/9 始発 9/9 10:30

中央線 東京～小淵沢 9/9 始発 9/9 10:59

京浜東北線 全線 9/9 始発 9/9 11:00

総武線

御茶ノ水～幕張 9/9 始発 9/9 11:30

幕張～佐倉 9/9 始発 9/10 始発

佐倉～成東 9/9 始発 9/11 13:03

9/8 21:10 9/9 13:00

東北線

東京～黒磯 9/9 始発 9/9 9:42

黒磯～郡山 9/9 始発 9/9 11:38

郡山～白石 9/9 7:37 9/9 19:16

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

ＪＲ東海 東海道新幹線
東京～三島 9/8 19:00 9/9 始発

三島～東京 9/8 19:00 9/9 7:40

奥羽線 福島～米沢 9/9 9:21 9/9 14:20

山手線 全線 9/9 始発 9/9 10:15

東海道線 東京～熱海
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ＪＲ東日本

始発 9/9 11:00

久里浜線 全線 9/9 始発 9/9 10:35

世田谷線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

京浜急行電鉄

本線 全線 9/9 始発 9/9 8:35

空港線 全線 9/9 始発 9/9 9:00

大師線 全線 9/9 始発 9/9 9:00

逗子線 全線 9/9

22:00 9/9 8:30

池上線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

こどもの国線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

東急

東横線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

目黒線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

田園都市線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

大井町線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30
東急多摩川線 全線 9/8

小田急電鉄

小田原線 全線 9/8 22:00 9/9 13:17

江ノ島線 全線 9/8 22:00 9/9 10:45

多摩線 全線 9/8 22:00 9/9 9:30

22:00 9/9 8:30

動物園線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

井の頭線 全線 9/8 22:00 9/9 13:17

成田空港線 全線 9/9 始発 9/9 17:24

京王電鉄

京王線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

相模原線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

高尾線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

競馬場線 全線 9/8

千葉線 全線 9/9 始発 9/9 9:30

千原線 全線 9/9 始発 9/9 10:30

金町線 全線 9/9 始発 9/9 8:30

9/10 始発

東成田線 全線 9/9 始発 9/10 始発

押上線 全線 9/9 始発 9/9 8:30

越生線 全線 9/8 22:00 9/9 6:23

西武鉄道 多摩川線 全線 9/9 始発 9/9 6:30

京成電鉄

本線

京成上野～津田沼 9/9 始発 9/9 9:40

津田沼～京成成田 9/9 始発 9/9 17:46

京成成田～成田空港 9/9 始発

鬼怒川線 全線 9/8 23:00 9/9 6:40

宇都宮線 全線 9/8 23:00 9/9 6:30

東上本線 全線 9/8 22:00 9/9 6:23

桐生線 全線 9/8 23:00 9/9 6:05

小泉線 全線 9/8 23:00 9/9 6:05

佐野線 全線 9/8 23:00 9/9 5:59

9/8 23:00 9/9 9:05

亀戸線 全線 9/8 23:00 9/9 8:35

大師線 全線 9/8 23:00 9/9 8:35

9:00

身延線
西富士宮～身延 9/8 14:51 9/9 10:10

身延～鰍沢口 9/8 21:00 9/9 10:10

東武鉄道

伊勢崎線 全線 9/8 23:00 9/9 8:25

日光線 全線 9/8 23:00 9/9 9:05

野田線 全線

磐越東線 全線 9/9 始発 9/9 19:39

伊東線 全線 9/8 20:30 9/9 19:22

ＪＲ東海

御殿場線

国府津～山北 9/8 18:00 9/9 9:00

山北～御殿場 9/8 14:51 9/9 9:00

御殿場～沼津 9/8 21:00 9/9

東金線 全線 9/9 始発 9/10 6:30

鹿島線 全線 9/9 始発 9/12 6:01

久留里線 全線 9/8 19:00
東横田駅、横田駅屋根の損
傷、のり肩一部崩壊　13日終
日運転休止

成田線

佐倉～成田 9/9 始発 9/10 6:00

成田～成田空港 9/9 始発 9/10 6:00

成田～松岸 9/9 始発 9/12 5:21

成田～我孫子 9/9 始発 9/10 7:00
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イ 空  港（国土交通省情報：9 月 11 日 12:00 現在） 

 ○空港基本施設の被害情報なし 

 ○８日の欠航便 １３２便 

  ・全日空 ３０便、日本航空 ４７便、その他 ５５便 

19:00 9/10 20:00

阿武隈急行 阿武隈急行線 福島～梁川 9/9 9:04 9/9 17:45

横浜シーサイドライン  金沢シーサイドライン 全線 9/9 始発 9/9 9:35
首都圏新都市鉄道 常磐新線 全線 9/9 始発 9/9 8:56

伊豆急行 伊豆急行線

伊東～伊豆高原 9/9 19:00 9/10 始発

伊豆高原～河津 9/8 19:00 9/10 8:56

河津～伊豆急下田 9/9

多摩都市モノレール 多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ線 全線 9/8 23:00 9/9 8:27

山万 ユーカリが丘線 全線 9/9 始発 9/9 10:44

ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 全線 9/8 23:00 9/9 9:30

東京モノレール 羽田空港線 全線 9/8 23:30 9/9 8:10
湘南モノレール 江の島線 全線 9/9 始発 9/9 13:32

千葉都市モノレール
１号線 全線 9/9 始発 9/9 10:00

２号線 全線 9/9 始発 9/9 10:00

伊豆箱根鉄道 大雄山線 全線 9/8 22:21 9/9 始発

横浜高速鉄道 みなとみらい21線 全線 9/8 22:00 9/9 8:30

芝山鉄道 芝山鉄道線 全線 9/9 始発 9/10 始発

江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 全線 9/9 始発 9/9 10:08

箱根登山鉄道 鉄道線
小田原～箱根湯本 9/8 19:00 9/9 8:07

箱根湯本～強羅 9/8 19:15 9/9 9:00

北総鉄道 北総線 全線 9/9 始発 9/9 8:16

東葉高速鉄道 東葉高速線 全線 9/9 始発 9/9 9:45
東京臨海高速鉄道 りんかい線 全線 9/9 始発 9/9 8:00

小湊鉄道 小湊鉄道線 全線 9/9 始発
上総三又～上総山田間 倒
木、送電線、通信線断線
東京電力の停電

いすみ鉄道 いすみ線 全線 9/9 始発
倒木、倒竹
東京電力の停電

流鉄 流山線 全線 9/9 始発 9/9 8:37

秩父鉄道 秩父本線 全線 9/9 始発 9/9 7:51

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線
銚子～犬吠 9/9 始発 9/10 始発

犬吠～外川 9/9 始発 9/10 13:05

ひたちなか海浜鉄道 湊線 全線 9/9 始発 9/9 10:43

真岡鐵道 真岡線 全線 9/9 始発 9/9 13:10

上信電鉄 上信線 南蛇井～下仁田 9/8 22:22 9/9 6:14

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線

水戸～大洗 9/9 始発 9/9 12:08

大洗～新鉾田 9/9 始発 9/10 始発
新鉾田～鹿島サッカースタジアム 9/9 始発 9/10 17:49

8:40

新京成電鉄 新京成線 全線 9/9 始発 9/9 8:25

関東鉄道
竜ヶ崎線 全線 9/9 始発 9/9 9:45

常総線 全線 9/9 始発 9/9 11:00

9/9 始発 9/9 7:45

日暮里・舎人線 全線 9/9 始発 9/9 8:35

横浜市交通局

１号線 全線 9/9 始発 9/9 8:40

３号線 全線 9/9 始発 9/9 8:40

４号線 全線 9/9 始発 9/9

東京地下鉄
東西線 東陽町～西船橋 9/8 23:00 9/9 9:35

有楽町線 豊洲～新木場 9/9 始発 9/9 7:00

東京都交通局

三田線 本蓮沼～西高島平 9/9 始発 9/9 8:10

新宿線 大島～本八幡 9/9 始発 9/9 7:09

荒川線 全線

相模鉄道
本線

横浜～瀬谷 9/8 23:00 9/9 13:00

瀬谷～海老名 9/8 23:00 9/9 始発

いずみ野線 全線 9/8 23:00 9/9 13:00
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○９日の欠航便 ２３６便 

 ・全日空 ７３便、日本航空 ７０便、その他 ９３便 

○１０日以降の欠航便 なし 

○施設等の被害状況 

  ・羽田空港国際線旅客ターミナルビルにおいて仮設仕切り壁が倒壊（人的被害なし）。

9/9 16:50 に復旧完了。 

・羽田空港国内線（立体）駐車場（Ｐ２） おいて工事用足場が倒壊（人的被害なし、

駐車車両２台に傷を確認）。9/10 11:00 倒壊足場の除去完了。 

   ○その他 

・成田空港においては、鉄道の運休や高速道路の通行止めにより空港からのアクセ

スに支障が発生。復旧した鉄道による輸送のほか、臨時バスの運行等を実施。9/10

始発より空港からの交通機関は概ね通常運行。 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：9月 13 日 11:00 現在） 

   ・高速バス 2 事業者 2 路線運休 3 事業者で 4路線一部運休 

   ・路線バス 1 事業者 1 路線運休 3 事業者 4 路線一部運休 

  エ 海事関係（国土交通省情報：9月 13 日 11:30 現在） 

  2 事業者 2航路で運休または一部運休、16 事業者 23 航路にて運航再開 

 (5) 河  川（国土交通省情報：9月 12 日 20:00 現在） 

＜都道府県管理河川＞ 

  一般被害 

   
  河川管理施設等被害 

   
 

 

 

 

 

 

町道橋流出（峰橋）

千葉 作田
さくた

川
がわ

作田
さくた

川
がわ

山武
さんむ

市
し

溢水 約7.4ha 浸水解消

千葉 一
いちの

宮
みや

川
がわ

阿久
あく

川
がわ

茂原市
もばらし

溢水 浸水解消約1ha

約0.1ha

静岡 河津
かわづ

川
がわ

河津
かわづ

川
がわ

河津町
かわづちょう

千葉 一
いちの

宮
みや

川
がわ

一
いちの

宮
みや

川
がわ

長柄町
ながらまち

内水 浸水解消

原因
床上 床下

原因
全壊 半壊

原因
面積都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)

静岡 青野
あおの

川
かわ

鯉
こい

名
な

川
かわ

南伊豆町
みなみいずちょう

護岸損壊 1 応急対策中

千葉 加茂川
かもがわ

金山
かなやま

川
がわ

鴨川
かもがわ

市
し

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 小糸
こいと

川
がわ

小糸
こいと

川
がわ

君津市
きみつし

調査中

千葉 染川
そめかわ

染川
そめかわ

富津市
ふっつし

河岸侵食

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

対策状況
状　態 件数

千葉 一
いちの

宮
みや

川
がわ

豊田
とよた

川
がわ

茂原市
もばらし

堤防洗掘 1 応急対策中

神戸川
ごうどかわ

鎌倉
かまくら

市
し

護岸損壊 1 応急対策中

護岸損壊 1

1 調査中

神奈川 神戸川
ごうどかわ
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 (6) 土砂災害（国土交通省情報：9月 13 日 14:00 現在） 

  土砂災害発生状況：19 件 

  ア がけ崩れ 

    

  イ 地すべり 

    

 

 (7) 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：9月 13 日 12:00 現在） 

  ・港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況 

  【コンテナターミナル】 

   

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

-

1件 那古 - - - - - -

- - - - -

神奈川県

3戸

千葉県 3件
東金市 2件 東金他 - - - - - -

館山市

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

福島県 1件 二本松市 1件 木幡 - - - - 1戸 -

- - - - -

横浜市 6件 金沢区他 - - - - - -

鎌倉市 3件 二階堂 - - - -

静岡県 4件

伊豆の国市 1件 奈古谷 - - - - - -

伊東市 2件 池他 - - - - - -

河津町 1件 大鍋 -

合計 18件 名 名 名 戸 1戸 3戸

10件

逗子市 1件 久木 -

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

名 名 名 戸 戸 戸

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

- - - - -

合計 1件

千葉県 1件 南房総市 1件 増間 -

○

○
青海ふ頭Ａ４ 被害なし 空コンテナの崩れ、ターミナルゲート破損 復旧済 ○

○
中央防波堤内側Ｙ２ 被害なし 被害なし － －

品川コンテナふ頭

品川ふ頭ＳＣ 被害なし
空コンテナの崩れ、空コンテナ
の１つが海中に落下の可能性

調査の結果
問題なし

○

品川ふ頭ＳＤ 被害なし
空コンテナの崩れ、空コンテナ
の１つが海中に落下の可能性

調査の結果
問題なし

○

品川ふ頭ＳＥ 被害なし
空コンテナの崩れ、空コンテナ
の１つが海中に落下の可能性

調査の結果
問題なし

○

大井ふ頭Ｏ５ 被害なし ターミナルゲートに不具合あり 復旧済 ○
大井ふ頭Ｏ６ ○
大井ふ頭Ｏ７ 被害なし 被害なし － ○

青海コンテナふ頭

青海ふ頭Ａ０ 被害なし 実入りコンテナのずれ 復旧済 ○
青海ふ頭Ａ１ 被害なし 実入りコンテナのずれ 復旧済 ○
青海ふ頭Ａ２ 被害なし 実入りコンテナのずれ 復旧済 ○
青海ふ頭Ａ３ 被害なし 被害なし －

利用
可否岸壁 コンテナ・クレーン

【国際戦略港湾】

東京港

大井コンテナふ頭

大井ふ頭Ｏ１ 被害なし 被害なし － ○
大井ふ頭Ｏ２ 被害なし 被害なし － ○
大井ふ頭Ｏ３ 被害なし 被害なし － ○
大井ふ頭Ｏ４ 被害なし 被害なし － ○

港湾名 ターミナル 岸壁等の名称
被災状況

復旧状況

被害なし 被害なし －

中央防波堤外側
外貿コンテナふ頭

中央防波堤内側Ｙ１ 被害なし 空コンテナの崩れ 復旧済

川崎港 川崎コンテナふ頭 東扇島コンテナ１号 被害なし
コンテナ倒壊・散乱、クレーン３基の
うち２基ケーブル乱巻等で使用不可 復旧済
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   【臨港道路】 

    

   【その他】 

    

○

南本牧ふ頭MC-2 復旧済 ○

南本牧ふ頭MC-3 被害なし 給電ケーブルのずれ 復旧済 ○

【国際拠点港湾】

千葉港 千葉中央地区コンテナふ頭 ○

○

本牧ふ頭D-１
岸壁Ｕ字溝

の盛り上がり
ＧＣ３基中２基使用不可、空コンテ

ナの荷崩れ、SOLASフェンス倒壊等
一部復旧中 ○

本牧ふ頭D-4 被害なし
ＧＣ３基中３基使用不可、ターミナル浸

水、空コンテナの荷崩れ等
一部復旧中 ○

本牧ふ頭D-5 調査中
ターミナル浸水、

空コンテナの荷崩れ等 復旧済 ○

大黒ふ頭

大黒埠頭C-3 被害なし 休止中のターミナルにつき、調査後回し 復旧目処未定 ×

大黒埠頭C-4 被害なし SOLASフェンス倒壊、空コンテナの崩れ 復旧済 ○

大黒埠頭T-9 調査中 ＧＣ２基中１基使用不可、空コンテナの崩れ 復旧済 ○

横浜港

本牧ふ頭

本牧ふ頭BC-1 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナの崩れ、バンプ

ールの電気不通、先端部SOLASフェンス倒壊 復旧作業中 ×

本牧ふ頭C5 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナ
の崩れ、バンプールの電気不通

復旧済 ○

本牧ふ頭C6 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナ
の崩れ、バンプールの電気不通 復旧済 ○

本牧ふ頭C7 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナ
の崩れ、バンプールの電気不通

復旧済 ○

本牧ふ頭C8 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナ
の崩れ、バンプールの電気不通 復旧済 ○

本牧ふ頭C9 被害なし
ヤード内一部冠水、空コンテナ
の崩れ、バンプールの電気不通

復旧済

被害なし ＧＣ１基破損のため使用不可

千葉中央Ｇ岸壁 被害なし コンテナ倒壊・散乱 復旧済

南本牧ふ頭

南本牧ふ頭MC-1 被害なし 被害なし －

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 被害状況等

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
「南本牧はま道路」の橋脚に船舶が衝突。現在通行止め。
他のアクセス道路あり。早期復旧に向け検討中。

国際戦略 横浜港

【金沢地区】
・幸浦の護岸パラペットが100m倒壊。立入禁止措置済み
・福浦の護岸パラペットが600m倒壊。立入禁止措置済み
※詳細確認中

神奈川県 横須賀市 重要 横須賀港
【平成地区】
・海辺つり公園ボードウォーク破損のため、利用不可
　（R2.6月末復旧予定）

神奈川県 横須賀市 重要 横須賀港海岸
【走水・観音崎地区】
・ボードウォーク破損のため、一部利用不可
　（R2.6月末復旧予定）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 被害状況等

千葉県 千葉県 地方 浜金谷港海岸
【金谷地区】
・階段式護岸前面の被覆石が流出

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
・大黒大橋の橋脚に浮きドックが接触。
 復旧済（車道・歩道ともに通行可）

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港
・浮島町公園（浮島釣り園）において、護岸が倒壊。
 公園閉鎖。応急復旧手法を検討中

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港

【南本牧ふ頭】
・シャーシ置場が冠水。横浜市からの要請を受けて、
　TEC-FORCE２名を派遣。災害協定団体により排水
　作業中（9/12～）

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 ・本牧海釣り桟橋に船舶が接触し、渡橋が落下

神奈川県 横浜市
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  ・港湾施設（臨港道路）の利用状況 

    
・クルーズ船の寄港への影響 

    抜港等が発生（２港２隻）（抜港：清水港（9/8）、石巻港（9/10）） 

  ・被災地支援 

千葉県館山市からの要請により、千葉港湾事務所と川崎港基幹的広域防災拠点の

支援物資(飲料水 1,512ℓ、食料 1,950 食)を船舶にて館山港へ輸送（9/11）。 

川崎港基幹的広域防災拠点に備蓄してある投光器付発電機16台と土嚢袋2,000枚

を、災害協定団体に委託し陸上輸送（9/11） 

 川崎港基幹的広域防災拠点に備蓄してある発電機 20 台を、災害協定団体が陸上輸

送中（9/13） 

 (8) 医療関係（厚生労働省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

  ・各都道府県に対し、台風第 15 号に関する避難勧告等が出されている市町村の医療機関

等に対して避難に関する注意喚起を行うよう、また、医療機関の被害状況を把握した

場合は報告するよう連絡を行った（9/6）。 

・神奈川県逗子市内の１病院において、停電が発生。復旧済み。 

・千葉県の 71 の病院において停電が発生。EMIS で支援の必要性を確認し、資源エネルギ

ー庁に対し支援を要請した上で、電源車を派遣。状況不明な所に関しては、DMAT を直

接派遣するなどして、情報収集を行っている。その中の１つの病院において、死亡患者

の報告あり。（千葉県災害対策本部において公表済み） 

＜在宅呼吸療法（在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法）患者の安否確認状況について＞ 

静岡県 静岡県 地方 熱海港

【和田磯地区】
・防波堤に設置されたフェンスに消波ブロックが乗り上げ
・被災箇所はバリケードで立入禁止措置を実施
・海釣り公園の一部を利用停止

静岡県 静岡県 地方 土肥港
【屋形地区】
・物揚場のインターロッキング舗装破損
・被災箇所はバリケードで立入禁止措置を実施

神奈川県 直轄庁舎 －
首都圏臨海
防災センター

・強風により敷地内テント倉庫の布が破損

東京都 東京都 国際戦略 東京港
[事前通行規制（解除）]
強風により「東京ゲートブリッジ」通行止め
（9/9（月）2:00～9/9（月）9:50）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 利用状況等

東京都 東京都 国際戦略 東京港
[事前通行規制（解除）]
冠水により「臨海トンネル」の下り線（羽田方面）通行止め
（9/9（月）4:30～9/9（月）7:10）

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
[事前通行規制（解除）]
強風により横浜ベイブリッジ「国道357号ランプ部」通行止め
（9/9（月）0:00～9/9 20:30）

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
[事前通行規制→被災]
強風により南本牧はま道路 首都高速「南本牧ふ頭出入口
～南本牧ふ頭」間 通行止め（9/8（日）23:00～）

神奈川県 神奈川県 地方 湘南港
[事前通行規制（解除）]
強風により「江の島大橋」通行止め
（9/8（日）20:00～9/9（月）7:30）
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○酸素供給装置の保守点検事業者に対する確認 

・千葉県内で在宅酸素療法に係る機器の保守点検を行っている事業者９社に対し、患

者の安否状況と酸素ボンベの配送状況等について、電話で確認を実施。（確認終了７

社、確認中２社） 

・９月 13 日 12 時 30 分時点で、事業者において、患者の安否確認と、停電している患

者宅への酸素ボンベの配送を継続して実施中。患者の健康被害情報はなし。 

○医療機関に対する確認 

・千葉県内の在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法を提供している在宅療養支援病院等 194

施設に対して、患者の安否や在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法の継続の可否等につい

て電話等にて確認。 

・現在のところ移送等の対応を必要とする患者情報の報告はない。今後、確認を急ぐと

ともに、確認された状況を踏まえ、必要に応じて、患者の移送支援等を引き続き検討。 

  ＜医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係＞ 

  ・卸売販売業者については、一部配送遅延が発生しているが、安定供給に大きな支障は

出ていない。製造販売業者（メーカー）については、停電に伴い一部の医薬品（甲状腺

疾患治療薬・診断薬、CD20 陽性の再発又は難治性の低悪性度 B細胞性非ホジキンリン

パ腫、マントル細胞リンパ腫）について出荷出来ない状態（かつ代替性のない医薬品）

となっていたが電力復旧に伴い 13 日から製造所運転再開済み。 

 (9) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

・各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第 15 号の影響による社会福祉施設等の被

害情報の収集とともに、情報提供を依頼。また、併せて都道府県等を通じて、管内施

設管理者に対し、気象・防災情報に留意しつつ、必要な行動をとるよう注意喚起を依

頼した（9/6）。また、都道府県等を通じて、管内施設管理者に対して、医療的配慮が

必要な入所者等が利用している社会福祉施設等で停電が発生している場合、電源が確

保された協力病院等に一時避難をする等、停電の影響による要配慮者の安全対策に万

全を期すよう依頼するとともに、都道府県等に対しても必要な協力をするよう依頼し

た（9/9） 

ア 高齢者関係施設の被害状況 

千葉県千葉市、木更津市、市原市、大網白里市、富津市、茂原市、神奈川県横浜市

の介護老人保健施設２か所、特別養護老人ホーム３か所、有料老人ホーム１か所、老

人短期入所施設１か所、認知症高齢者グループホーム１３か所、小規模多機能型居宅

介護事業所２か所で床上浸水、漏水や窓ガラスの破損等の被害があったが、人的被害

はなし。 

千葉県所管の特別養護老人ホーム等７７か所で停電、７０か所で断水が発生。支援

の必要性を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。引き続き情報収集に努める。 

イ 障害児･者関係施設の被害状況 
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   千葉県千葉市の共同生活援助２か所、短期入所１か所で漏水や窓ガラスの破損等

の被害があったが、人的被害無し。千葉県所管の障害者支援施設等１９か所で停電、

９か所で断水が発生。支援の必要性を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。

引き続き情報収集に努める。 

ウ 児童関係施設等の被害状況 

千葉県千葉市、柏市、銚子市、富津市、館山市の児童厚生施設４か所、放課後児童

クラブ１２か所、保育所４６か所、助産施設１か所、婦人保護施設２か所で倒木によ

る壁の亀裂、漏水や窓ガラスの破損等の被害があったが、人的被害はなし。 

千葉県所管の児童養護施設等１５か所で停電、６か所で断水が発生。支援の必要性

を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。引き続き情報収集に努める。 

 (10) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、台風第 15 号に伴い、透析医療の提供が困難となる事態にも対応

できるよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した（9/6）。

また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した。 

茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県に対し、透析施設の現状について確認を

行い、現在停電している医療機関では、周辺医療機関に透析医療を依頼するなどによ

り対応出来ていることを確認した。 

引き続き情報収集に努める。 

  イ 人工呼吸器在宅療養難病患者 

    各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第 15 号に伴い、特に在宅で人工呼吸器

を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時

における報告を要請した（9/6）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患

者への被害情報の把握について協力を依頼した（9/6）。 

保健所による情報を含め、現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  ウ その他 

   ・感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

     現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・保健衛生施設等の被害状況 

     茨城県潮来保健所において、公用車車庫の破損及び敷地のフェンスが傾く被害あ

り。また、千葉県館山保健所において、雨漏り及びガラス破損の被害あり。引き続き

情報収集に努める。 

 (11) 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係（厚生労働省情報：9月 13日 13:00現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、台風第 15 号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚
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起と薬局関係の被害情報等の収集を依頼した（9/6）。 

・現時点の被害状況は以下のとおり。このほか千葉県木更津市、君津市、富津市及び

袖ケ浦市の広範囲で停電があり、引き続き情報収集に努める。 
 

被害件数 詳細状況 

千葉県 東金市１件 床上浸水１件 

千葉県 大網白里市１件 停電１件 

千葉県 館山市７件 停電７件 

千葉県 鴨川市２件 停電２件 

千葉県 南房総市４件 停電４件 

千葉県 鋸南町２件 建物一部損壊１件、停電１件 

千葉県 旭市２件 建物一部損壊１件、浸水１件 

千葉県 船橋市３件 床下浸水３件 

千葉県 香取市４件 建物一部損壊１件、浸水１件、停電２件 

千葉県 市原市 16 件 停電 16 件 

千葉県 我孫子市１件 建物一部破損１件 

千葉県 千葉市５件 浸水５件、複数の停電・断水 

千葉県 神埼町２件 停電２件 

千葉県 匝瑳市１件 停電１件 

静岡県 東伊豆町２件 建物一部損壊２件、いずれも開局可 

静岡県 河津町１件 建物一部損壊１件、開局可 

イ 輸血用血液製剤 

   ・日本赤十字社に対し、台風第 15 号の接近についての注意喚起とともに、被害情報等

の収集と共有を行うよう依頼した（9/6）。 

・現時点で安定供給に支障は出ていない。引き続き情報収集に努める。 

ウ 毒物劇物関係 

・各都道府県に対し、台風第 15 号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚

起と毒物劇物関係の被害情報等の収集を依頼した（9/6）。 

・千葉県千葉市の湾岸地域のコンビナートより、タンク内に保管されていた希塩酸（濃

度 17～18%）が配管損傷により流出防止用の貯水槽に流出し、一部回収不能だった分

が海洋に流出。（海洋流出は既に止まっている。）。現時点で人的被害の報告なし。

管轄保健所を通じて、保管等に係る法令の遵守状況、流出量等確認中（9/10）。引き

続き情報収集に努める。 

 (12) ダム・ため池（農林水産省情報：9 月 13 日 5:00 現在）  

・現時点において、被害情報なし。 

 (13) 農林水産関係（農林水産省情報：9 月 13 日 5:00 現在） 
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区分 主な被害 被害数 
被害額(億円) 

（＊１） 
被害地域(現在５県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 9,486.8ha 35.2 茨城、千葉、静岡（３県） 

樹体（＊３） 0.5ha 調査中 静岡 

畜産物(生乳等) 0.8 ﾄﾝ 調査中 静岡 

農業用ハウス等 56 件 97.8 茨城、千葉、静岡（３県） 

畜産用施設 調査中 2.8 千葉 

小計  135.9  

用
施
設
関
係 

農
地
・
農
業 

農地の損壊 7 箇所 0.0 福島 

農業用施設等 11 箇所 0.1 福島、千葉（２県） 

小計  0.2  

林
野
関
係 

林地荒廃 8 箇所 3.1 福島、千葉、静岡（３県） 

治山施設 12 箇所 1.0 千葉、静岡（２県） 

林道施設等 100 箇所 1.0 福島、千葉、山梨、静岡（４県） 

木材加工・流通施設 5 件 調査中 千葉 

特用林産物施設等 13 件 1.3 茨城、千葉、静岡（３県） 

小計  6.5  

水
産
関
係 

漁船 150 隻 0.0 茨城、千葉（２県） 

漁具 2 件 調査中 千葉 

養殖施設 1 件 0.2 茨城 

漁具倉庫等 5 件 0.1 茨城 

漁港施設等 1 漁港 調査中 静岡 

小計  0.3  

合計  142.8  

＊１：現時点で都道府県から報告があったものを記載しており、引き続き調査中。なお、報告には

被害数の報告のみで被害額は調査中のものも含まれる。 

＊２：水稲、大豆、さといも、にんじん、ショウガ、わさび、ねぎ、にら、トマト、ニガウリ、な

す、落花生、いちご、ナシ、りんご、切花類等 

＊３：柿、ぽんかん 

○停電への対応 

  生産者団体が中心となって集乳できた生乳について、稼働している乳業工場への

配送の調整を実施。 

 (14) 放送関係（総務省情報：9月 13 日 13:30 現在） 

＜地上波（テレビ）＞ 

地域 

（局所名） 
事業者名 原因 影響世帯数 現状 
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東京都新島村 

（新島本村
にいじまほんそん

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、東京メトロポ

リタンテレビジョン 

停電 約 800 世帯 復旧済 

東京都大島町 

（波
は

浮
ぶ

） 
ＮＨＫ 停電 約 380 世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（富浦
とみうら

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

受信柱の

倒壊及び

停電 

約 1,300 世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（丸山
まるやま

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 1,600 世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（千倉
ち く ら

大貫
おおぬき

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 80 世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（和田
わ だ

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 500 世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（白浜
しらはま

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 2100 世帯 復旧済 

千葉県富津市 

（富津
ふ っ つ

豊岡
とよおか

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 140 世帯 停波中 

千葉県富津市 

（富津
ふ っ つ

浜
はま

金谷
か な や

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 480 世帯 復旧済 

千葉県富津市 

（富津
ふ っ つ

） 

日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢ

Ｓテレビ、テレビ東京、フジテ

レビ、千葉テレビ放送 

停電 約 4,400 世帯 復旧済 

千葉県富津市 

（山武
さ ん む

日向
ひゅうが

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 1,600 世帯 復旧済 

千葉県君津市 

（君津
き み つ

長谷川
は せ が わ

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 160 世帯 復旧済 

千葉県大多喜町 

（大多喜
お お た き

三 条
さんじょう

） 

日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢ

Ｓテレビ、テレビ東京、フジテ

レビ、千葉テレビ放送 

停電 約 800 世帯 復旧済 

千葉県館山市 

（館
たて

山 南
やまみなみ

） 

日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢ

Ｓテレビ、テレビ東京、フジテ

レビ、千葉テレビ放送 

停電 約 1,600 世帯 復旧済 
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千葉県館山市 

（館山
たてやま

竜 岡
りゅうおか

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 250 世帯 復旧済 

千葉県鴨川市 

（鴨川
かもがわ

平塚
ひらつか

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 300 世帯 復旧済 

千葉県鴨川市 

（鴨川宮
かもがわみや

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 300 世帯 復旧済 

千葉県安房郡 

鋸南町 

（鋸 山
のこぎりやま

） 

ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ朝

日、ＴＢＳテレビ、テレビ東

京、フジテレビ、千葉テレビ放

送 

停電 約 1,500 世帯 復旧済 

＜地上波（移動受信用地上基幹放送）＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

東京都西多摩郡檜

原村（檜
ひの

原
はら

） 
ＶＩＰ 送信アンテナ異常 約 780 万世帯※ 復旧済 

  ※本件中継局の放送区域（東京都西部を中心とする地域）内の世帯数を記載 

＜地上波（ラジオ）＞ 

地域 

（局所名） 
事業者名 原因 影響世帯数 現状 

千葉県木更津市 

（東京） 
ニッポン放送 停電 約 1,800 万世帯 復旧済 

千葉県南房総市 

（白浜） 
ベイエフエム 停電 約 2,000 世帯 復旧済 

＜ケーブルテレビ＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

千葉市（一部区

域）、佐倉市、東金

市、四街道市、八街

市、富里市、山武

市、茂原市、印西

市、成田市、香取

市、酒々井町、栄

町、大網白里市、神

崎町 

株式会社広域高速

ネット二九六 
停電 約 32,000 世帯 一部復旧 

茂原市、睦沢町、長

生村、旭市、銚子

市、香取市、成田

市、富里市、東金

市、山武市 

アイキャスト 
光ファイバー

故障 
約 132 世帯 復旧済 

市原市、南房総市

周辺、山武市、木更

スカパーＪＳＡＴ

（株） 

光ファイバー

故障 
6,726 世帯 一部復旧 
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津市、富津市、八街

市、印西市、南房総

市、千葉市若葉区、

千葉市緑区周辺 

市原市 

（株）いちはらコ

ミュニティー・ネ

ットワーク・テレ

ビ 

停電 約 8,000 世帯 一部復旧 

千葉市 

（株）イースト・コ

ミュニケーション

ズ 

停電 約 2,000 世帯 一部復旧 

成田市 成田ケーブル（株） 停電 確認中 停波中 

横浜市内 
横浜ケーブルビジ

ョン（株） 
停電 6,000 世帯 復旧済 

横浜市 ＹＯＵテレビ 停電 確認中 復旧済 

横浜市、川崎市 
イッツ・コミュニ

ケーションズ（株） 
停電 3,500 世帯 復旧済 

木更津市、君津市、

富津市、袖ケ浦市、

船橋市、千葉市、 

（株）ジェイコム

千葉 
停電 約 71,000 世帯 一部復旧 

横須賀市、三浦市、

三浦郡葉山町、鎌

倉市 

（株）ジェイコム

湘南・神奈川 
停電 約 500 世帯 復旧済 

熱海市、伊豆市、東

伊豆町 

（株）伊豆急ケー

ブルネットワーク 
停電 4,930 世帯 復旧済 

調査中 
伊豆太陽農業協同

組合 
停電 328 世帯 復旧済 

調査中 
（株）伊東アンテ

ナ協会 
停電 250 世帯 復旧済 

伊東市鎌田地区、

新井地区、岡地区

の一部 

（有）伊東テレビ

クラブ 
停電、断線 380 世帯 復旧済 

調査中 
小林テレビ設備

（有） 
停電 50 世帯 復旧済 

下田市中、白浜、吉

佐美 

下田有線テレビ放

送（株） 
停電 ８世帯 復旧済 

調査中 （株）東豆有線 停電 450 世帯 復旧済 

調査中 
東伊豆有線テレビ

放送（株） 
停電 511 世帯 復旧済 

伊豆市下白岩地先 

（株）ＴＯＫＡＩ

ケーブルネットワ

ーク 

断線 63 世帯 復旧済 

調査中 河津町 停電 40 世帯 復旧済 

＜コミュニティ放送＞ 
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地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

千葉県 市原市 市原 FM 放送㈱ 停電 約 72,886 復旧済 

神奈川県 横須賀市 横須賀エフエム放送㈱ 停電 約 53,903 復旧済 

神奈川県 鎌倉市 鎌倉エフエム放送㈱ 停電 55,464 復旧済 

 (15) 文教施設関係（文部科学省情報：9 月 13 日 14:00 現在） 

  ・人的被害 

児童生徒等※自宅での負傷も含む。：学校管理下での人的被害情報なし。 

   教職員等：千葉県の教職員 1 名が、校舎点検中に風で飛ばされた看板に当たり重傷。 

  ・物的被害情報 

   
   主な被害状況：倒木、ガラス破損、フェンス破損、屋根破損、雨漏り 等  

 (16) 石油・コンビナート（経済産業省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

○製油所・油槽所 

ＪＸＴＧエネルギー(株)の根岸製油所については、運転再開済。同川崎製油所につ

いては、本日中に運転再開の見込み。コスモ石油(株)の千葉製油所については、１６

日には運転再開の見込み。 

ＪＸＴＧエネルギー(株)の川崎製油所及びコスモ石油(株)の千葉製油所とも、出荷

機能には影響なし。在庫も十分にあるため、地域の安定供給には支障がない見込み 

○コンビナート 

ＪＸＴＧエネルギー(株)袖ケ浦事業所で、倉庫内の製品缶から潤滑油 50 リットルが

漏洩したが、すでに回収済。なお、海上流出及び人的被害はなし。 

古河電気工業(株)千葉事業所で、野外危険物ヤード内にある試験用変圧器の分圧器が

都道府県名 国立学校施設（校） 公立学校施設（校） 私立学校施設（校） 社会教育・体育・

文化施設等（施設） 

文化財等（件） 独立行政法人等（施設） 計 

福 島 県  1 1 2   4 

茨 城 県 5  102 10 2 8 10  137 

栃 木 県     1  1 

埼 玉 県 1 2 8 3  2 16 

千 葉 県 6  700 5 9 21 1  742 

東 京 都 7  114 4  1 4  130 

神 奈 川 

県 

3  67 3   3  76 

静 岡 県 2  27      29 

計 24  1013 31 16 31 20  1135 

 大学 19 幼 44 幼 2 社教 6   独法 10  

 高専 3 小  517 小 3 青少 7 重文(建) 13 ほか 10 

 共同 2 中  277 中 2 社体 3 登録(建) 3   

   
高  123 高 13 

      

     中等 1       

8都県   特別 32     特史 2   

   大学 5 大学 7   史跡 7   

   短大 1 短大 2       

         名勝 1   

     専各 1   特天 1   

   ほか 14     天然 3   

         ほか 1   
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落下し、内部の絶縁油が約１００リットルが漏洩した。海上流出なし。全量回収済み。

現在、詳細を確認中。 

ＪＦＥケミカル(株)東日本製造所千葉工場で、台風の影響により落下した鉄製ステッ

プが塩酸（１８％）の貯蔵タンクに接続された樹脂製造配管に接触し、破損した個所か

ら１ｍ3 未満の塩酸が防液堤内に漏洩し、多量の雨により排水溝へと流れた。排水溝に

て塩酸の濃度を測定したところ１％未満であることを確認した。（なお、石災法上の事

故には該当しない。）。 

日本製鉄（株）君津製鉄所で、第１製鋼工場屋外にある転炉の燃焼放散塔（７５ｍ）

が倒壊。燃焼放散塔の上部５０ｍが倒壊し、集塵配管と転炉ガス配管を破損。発生当時

は台風対策により、転炉は稼働しておらずガスの漏えいはなかった。人的被害等の詳細

は調査中。 

  ○石油パイプライン 

成田国際空港(株)の千葉港頭石油ターミナル 4・5号さん橋（東京湾に位置）の消火

機能停止については復旧完了済み。これにより、4・5号さん橋からの航空燃料の荷揚げ

が通常運用に復旧済み。 

パイプラインの緊急遮断弁の動力電源（非常用発電機）の確保完了。荷揚げした燃料

の空港までの送油が 12日 17:30 頃に再開。 

空港にある燃料タンクに 6.3日間分（9/11 24:00 時点）の貯蔵あり。 

 (17) コンビニ・スーパー（経済産業省情報：9月 13 日 13:00 現在） 

  ・千葉県、神奈川県等の一部店舗で一時営業停止中。 

 (18) 災害廃棄物等関係（環境省情報：9 月 13 日 14:00 現在） 

  ・千葉県の以下の廃棄物処理施設において、停電に伴い稼働を停止中。 

 伊地山クリーンセンター（香取広域市町村圏事務組合（佐原市・下総町・神崎町・

大栄町・小見川町・山田町・栗源町・東庄町・多古町）） 

 牧野し尿処理場（香取広域市町村圏事務組合（佐原市・下総町・神崎町・大栄町・

小見川町・山田町・栗源町・東庄町・多古町）） 

 光クリーンパーク（東総衛生組合（匝瑳市・多古町・横芝光町）） 

 山武郡市環境衛生組合ごみ焼却施設（山武郡市環境衛生組合（山武市・芝山町・

横芝光町） 

 鴨川市清掃センター(鴨川市) 

 館山市環境センター（館山市） 

 大谷クリーンセンター（鋸南地区環境衛生組合(南房総市・鋸南町)） 

 東金市外三市町清掃組合環境クリーンセンター（東金市外三市町清掃組合（東金

市・大網白里市・九十九里町・山武市）） 

 松山清掃工場（匝瑳市ほか二町環境衛生組合（匝瑳市・多古町・横芝光町）） 

 君津市衛生センター（君津市） 

 堤ヶ谷クリーンセンター（鋸南地区環境衛生組合(南房総市・鋸南町)） 
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 ・千葉県の以下の廃棄物処理施設が停電から復旧し、稼働を再開（9月 13 日時点） 

 山武郡市環境衛生組合環境アクアプラント（山武郡市環境衛生組合（東金市、

山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、芝山町）） 

 富里市クリーンセンター（富里市） 

 八街市クリーンセンター(八街市) 

 富津市クリーンセンター（富津市） 

 鴨川市衛生センター(鴨川市) 

 四街道市クリーンセンター（四街道市） 

 印旛衛生施設管理組合汚泥再生処理センター（印旛衛生施設管理組合（佐倉市・

四街道市・八街市・富里市・酒々井町）） 

 袖ケ浦クリーンセンター（袖ケ浦市） 

・千葉県南房総市の白浜清掃センター（鋸南地区環境衛生組合(南房総市・鋸南町)）

で道路障害物により廃棄物の受入を停止中。 

・災害廃棄物の発生状況について確認中。 

 (19) 金融機関等（金融庁情報：9 月 12 日 15:00 現在） 

  ・停電等により、 

 ５金融機関１３店舗が営業休止。（全て千葉県） 

   ６金融機関２０９箇所（コンビニ ATM 含む）の ATM が休止中。 

   郵便局９局が営業休止。 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・9月 6 日 11:15 情報連絡室設置 

(2) 関係省庁災害警戒会議等の実施 

・9月 6 日 11:15 令和元年台風第 13 号及び台風第 15 号に係る関係省庁災害警戒会議 

・9月 10 日 14:30 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議 

・9月 12 日 19:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 2回） 

・9月 13 日 18:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 3回）（予定） 

(3) 災害救助法の適用 

・令和元年台風第 15号の影響による停電に伴い、多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じていることから、千葉県は 25 市 15 町 1 村に災害救助法の適

用を決定。 

  【千葉県】 

 千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、

成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、

袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、

大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄
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町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、

長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡

鋸南町（適用日：9 月 9 日） 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・9月 6 日 11:15 内閣府情報連絡室設置 

・9月 10 日 14:00 内閣府情報先遣チーム 千葉県庁へ向けて出発 

・9月 12 日 武田防災担当大臣による千葉県現地視察（千葉県庁、香取市、多古町） 

・9 月 12 日付けで、千葉県に対し、「避難所の生活環境の整備等について（留意事項）」

の通知を発出 

・9 月 12 日付けで、千葉県に対し「令和元年台風第 15 号における被災者支援の適切な

実施について」の通知を発出 

・9月 12 日～ 関係機関連絡調整に利用可能な通信手段の提供による地方公共団体の防

災対応を支援 

＜プッシュ型支援の実施状況＞ 

・支援が必要な高齢者関係施設向けに、熱中症対策として飲料約 7,200 本、瞬間冷却剤

約 3,600 個を発注し、12 日に到着。 

・市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、鴨川市、鋸南町、南房総市、館山市、

多古町、東金市、東庄町向けに、食料約 22 万食や飲料（500ml）約 22 万本を発注。 

・以下、これまでの実績（到着ベース） 

品目 数量 

飲料（500ml） 7,248 本 

食料 13,000 食 

瞬間冷却剤 3,582 個 

土のう袋 40,000 袋 

ブルーシート 5,000 枚 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置（9/6 11:15） 

・関係都県警察では、所要の警備体制を確立（9/8～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係都県警察は、関連情報の収集等を実施（9/8～） 

・静岡県警ヘリ、埼玉県警ヘリ、千葉県警ヘリがそれぞれ離陸、被害情報等を収集。 

・千葉県警察における警察活動 

   自動車警ら隊による停電地域に於ける警戒活動（9/11～） 

   生活安全部女性特別部隊による避難所等における声かけ活動、防犯活動、警戒活

動等（9/11～） 
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   生活安全部特別部隊による防犯活動、警戒活動等（9/11～） 

   機動捜査隊による流動警戒、固定配置員のいない交差点における駐留警戒（9/10～） 

   信号機の滅灯箇所における交通整理、信号機電源付加装置の設置（9/9～） 

(3) 消 防 庁の対応 

９月 ６日１１時１５分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次

応急体制） 

     １２時１０分 都道府県、指定都市に対し「台風第１３号と台風第１５号

についての警戒情報」を発出 

９月 ９日１９時３０分 関係都道府県に対し「大規模停電下における熱中症の予防

対策について」を発出 

９月１０日１９時３７分 関係都道府県に対し「風水害、地震等の災害に伴う長時間

停電を踏まえた防火対策の徹底について」を発出 

９月１２日 ２０時５８分 千葉県に対し、戸別訪問による住民の安否確認等、積極

的な対応を要請する「令和元年台風第１５号を受けた対応

について」を発出 

９月１２日 ２１時００分 千葉県庁へ消防庁職員２名を派遣 

  ＜地元消防機関の対応＞ 

   地元消防機関(消防本部、消防団)により、早期避難の呼びかけ、警戒活動等を実施 

(4) 防 衛 省の対応  

○災害派遣要請 

 千葉県知事より、１０日０４００に航空自衛隊中部航空方面隊司令官（入間）に対

し、病院向け給水支援について、また、１０日０４３０に陸上自衛隊第１空挺団長（習

志野）に対し一般向け給水支援について、それぞれ災害派遣要請がなされた。 

 神奈川県知事より、１０日１５２５に陸自第１師団長（練馬）に対し、倒木及び土

砂撤去に係る災害派遣要請がなされた。 

○自衛隊部隊の態勢等（１３日０３００現在） 

【９月９日（月）】 

＜活動概要＞ 

・各部隊は、地域の気象状況等に応じて必要な情報収集・待機等を実施。 

・以下の部隊等において情報収集態勢等を強化中 

陸上自衛隊（18） 

陸上総隊司令部（朝霞）、第 1空挺団（習志野）、東部方面総監部（朝霞）、第 1師

団司令部（練馬）、第 1普通科連隊（練馬）、第 32 普通科連隊（大宮）、第 34 普通

科連隊（板妻）、第 1戦車大隊（駒門）、第 1特科隊（北富士）、第 1高射特科大隊

（駒門）、第 1 後方支援連隊（練馬）、第 1 飛行隊（立川）、東部方面混成団（武

山）、第 31 普通科連隊（武山）、富士学校（富士）、施設学校（勝田）、高射学校（下
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志津）、通信学校（久里浜） 

海上自衛隊（4） 

下総基地、館山基地、木更津基地、武山基地、 

航空自衛隊（3） 

百里基地、武山基地、大滝根山基地 

   【９月１０日（火）】 

＜活動概要＞ 

   以下の部隊が災害派遣活動のため活動を開始  

【給水支援】 

・陸自第１空挺団及び高射学校： 

約１５０名、１ｔ水トレーラー×２２両、車両×４５両 

     富里市、匝瑳市（そうさし）、佐倉市、横芝光町、山武市、東金市、九十九里町、 

大綱白里町、市原市、長南町にて逐次給水活動開始 

・空自中部航空方面隊：約３０名、５ｔ水タンク車×７両 

     東千葉メディカルセンター（東金市）にて給水活動開始 

【患者空輸】 

・千葉県君津市において、患者輸送のため、航空自衛隊のＣＨ－４７及び自衛隊車

両により患者を搬送予定。 

 【停電復旧支援】 

    ・停電復旧のための倒木の除去等について経済産業省との間で調整中。 

 【連絡員の派遣状況】 

・陸自第１空挺団（習志野）及び空自中部航空方面隊（入間）が、連絡員(LO)を千葉

県庁に派遣 

   【９月１１日（水）】 

＜活動概要＞ 

   ・以下の部隊が災害派遣活動のため活動を開始 

   【給水支援】（千葉県） 

・陸自第１空挺団及び高射学校（約１６５名、水トレーラー（１ｔ）×２４両） 

 富里市、佐倉市、横芝光町、東金市、九十九里町、大綱白里町、市原市、長南町、

八街市において、一般住民向けの給水活動を実施。 

・空自中部航空方面隊（約６０名、水タンク車（５ｔ）×１４両） 

 匝瑳市（そうさし）、佐倉市、山武市、東金市、大網白里市、市原市、八街市、千

葉市、成田市、山武郡にて病院向けの給水活動を実施。 

【停電復旧支援】（神奈川県・千葉県） 

・停電復旧のため、第３１普通科連隊（約３５名、車両約５両）及び第４施設群（約

１０名、車両約５両、油圧ショベル１両）が神奈川県鎌倉市において、土砂・倒

木の除去を実施中。 
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・停電復旧のため、第１空挺団（約４５名、車両約１０両）が千葉県成田市におい

て、土砂・倒木の除去を実施中。 

【連絡員の派遣状況】 

・統合幕僚監部、陸上幕僚監部、陸自第１空挺団（習志野）、陸自第１師団、海自第

２１航空群、空自中部航空方面隊、自衛隊千葉地方協力本部が、連絡員（ＬＯ）

を千葉県庁、神奈川県庁、富里市役所及び館山市役所に派遣 

 

【９月１２日（木）】 

 ＜活動概要＞ 

 以下の部隊が災害派遣活動のため活動を開始  

【給水支援】（千葉県） 

・ 陸自第１空挺団及び高射学校（約２００名、水トレーラー（１ｔ）×２８両） 

 富里市、九十九里町、山武市、多古町、横芝光町、八街市、市原市、長南町におい

て、一般住民向けの給水活動を実施中。 

・空自中部航空方面隊（約２５名、水タンク車（５ｔ）×５両） 

 千葉市（泉中央病院）、芝山町（芝山福祉センター）、南房総市（南房総里見、中原

病院）で病院向け給水活動を実施中。 

・空自中空・北空が、千葉県一帯で病院等を巡回し、給水活動を実施予定。 

【停電復旧支援】（神奈川県・千葉県） 

・第３１普通科連隊（約４０名、車両約５両）及び第４施設群（約１０名、車両約５

両、油圧ショベル１両）が神奈川県鎌倉市において、土砂・倒木の除去を実施中。 

・陸自・高射学校（下志津）（約３０名）が千葉県鴨川市において、倒木除去を実施中。 

・空自・第４４警戒隊（峯岡山）（約１０名）が千葉県南房総市において、道路啓開

を実施中。 

・陸自・第１普通科連隊（練馬）（約２５０名）が千葉市において、倒木除去を実施

予定。 

・陸自・第３２普通科連隊（大宮）等が（約２５０名）が、千葉県富津市、南房総市、

館山市において倒木除去を実施予定。 

【入浴支援】（千葉県） 

・海自・館山航空基地の入浴施設を開放中。（昨日（11 日）、129 名が入浴。） 

【連絡員の派遣状況】 

・統合幕僚監部、陸上幕僚監部、陸自第１空挺団、第１師団司令部、海自第２１航空

群、空自中部航空方面隊、自衛隊千葉地方協力本部が、連絡員（ＬＯ）を千葉県

庁、神奈川県庁、富里市役所及び館山市役所等に派遣。 

 

【９月１３日（金）】 

【給水支援】（千葉県） 

一般住民向け給水支援 
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活動場所 活動規模 活動部隊 

富里市 

人員約１５０名 

水トレーラー(1t)約３５両 

陸自・第１空挺団（習志野） 

横芝光町 

八街市 

多古町 

香取市 

市原市 
陸自・高射学校（下志津） 

長柄町 

 

病院等向け給水支援 

活動場所 活動規模 活動部隊 

千葉市 

君津市 

南房総市 

多古町 

木更津市 

人員約１０５名 

水タンク車(5t)約２０両 

空自・中部航空方面隊（入間） 

空自・北部航空方面隊（千歳） 

空自・西部航空方面隊（春日） 

 

【停電復旧作業等のための倒木・土砂除去等の支援】 

① 千葉県 

活動場所 活動規模 活動部隊 

成田市 人員約７０名 
陸自・第１空挺団（習志野） 

多古町 人員約２０名 

千葉市 人員約１２０名 

陸自・第１師団（練馬） 館山市 人員約５０名 

南房総市 
人員約１００名 

人員約２５名 空自・第４４警戒隊（峯岡山） 

市原市 人員約３０名 陸自・高射学校（下志津） 

 

② 神奈川県 

活動場所 活動規模 活動部隊 

鎌倉市 

人員約５０名 

車両約１０両 

油圧ショベル１両 

陸自・第３１普通科連隊（武山） 

陸自・第４施設群（座間） 

 

 【入浴支援】（千葉県） 

活動場所 活動部隊 

館山市 海自・館山航空基地（館山） 

山武市 陸自・第１後方支援連隊（練馬） 

南房総市 陸自・第１後方支援連隊（練馬） 

君津市 陸自・東部方面後方支援隊（朝霞） 

富津市 陸自・第１２後方支援連隊（新町） 
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多古町 陸自・第１０後方支援連隊（守山） 

香取市 陸自・需品学校（下志津） 

八街市 陸自・需品学校（下志津） 

 

 【連絡員の派遣状況】 

・統合幕僚監部、陸上幕僚監部、陸自第１空挺団、第１師団司令部、海自第２１航空群、

空自中部航空方面隊、自衛隊千葉地方協力本部が、千葉県庁、神奈川県庁、富里市役所、

八街市役所、多古町役場、香取市役所、館山市役所、鎌倉市役所に派遣。 

(5) 海上保安庁の対応  

○対応体制等 

 9 月 8 日 1800 海上保安庁対策室設置 

 9 月 9 日 0500 第三管区海上保安本部対策室設置 

 9 月 10 日 1700  第三管区海上保安本部対策室閉鎖 

○投入勢力 

 ・巡視船艇 ０隻【延べ 133 隻】 

・航空機  ０機【延べ 18 機】 

・人員 ① 特殊救難隊 ０名【延べ 42 名】 

② 機動救難士 ０名【延べ 8 名】 

③ 機動防除隊 ０名【延べ 12 名】 

○航行警報等の発出状況（５項目の避難勧告等実施状況に重複するものを除く） 

・航行警報 63 件［継続中 20 件］ 

・海の安全情報 37 件［継続中 21 件］ 

(6) 金 融 庁の対応  

・9 月 8 日、金融庁災害情報連絡室を設置。 

・9 月 12 日、千葉県内の金融機関等に対し、関東財務局千葉財務事務所長及び日本銀

行金融機構局長の連名により、「令和元年台風第 15 号の影響による停電に伴う災害

に対する金融上の措置について」を発出。 

(7) 消費者庁の対応 

・台風第 13 号の影響による、沖縄県消費生活センター宮古分室、沖縄県消費生活センタ

ー八重山分室、石垣市・宮古島市消費生活センターの 業務停止に伴い、１８８の接

続先を県のメインセンターへ転送依頼（９月５日７：３４） 

 ⇒県のメインセンターへの接続先変更完了（９月５日９：４３） 

(8) 総 務 省の対応  

  ・９月６日(金)11 時 15 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

・リエゾン派遣 

 ９月 11日以降、千葉県災害対策本部へ職員を派遣（計３名）。 



33 / 40 

  ・無線局に関する取扱の状況 

＜電波法に基づく臨機の措置＞ 

  ・９月９日(月)、北陸電力株式会社から関東圏における台風被害の復旧応援のため、 

   陸上移動局（37局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

  ・９月９日(月)、中部電力株式会社から関東圏における台風被害の復旧応援のため、 

   陸上移動局（188 局）携帯局（3局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

  ・９月 10日(火)、中国電力株式会社から関東圏における台風被害の復旧応援のため、 

   陸上移動局（50局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

＜電波利用料＞ 

・９月 12 日（木）、災害救助法の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、

電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施。 

  ・総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況 

（ＭＣＡ無線 50台、簡易無線 149 台、衛星携帯電話 16台） 

貸出自治体 貸出機器 台数 備考 

匝瑳市 衛星携帯電話 ３ 9/11 午後 

館山市 簡易無線機 10 9/11 午後 

市原市 
簡易無線機 

ＭＣＡ無線機 

10 

30 

9/11 午後 

9/11 午後 

南房総市 簡易無線機 10 9/11 午後 

袖ケ浦市 簡易無線機 10 9/11 午後 

鋸南町 簡易無線機 10 9/11 午後 

富津市 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 

2 

9/11 午後 

9/11 午後 

木更津市 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 

1 

9/11 午後 

9/11 午後 

君津市 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

9 

1 

9/11 午後 

9/11 午後 

香取市 
簡易無線機 

ＭＣＡ無線機 

10 

4 

9/12 午後 

9/12 午後 

山武市 簡易無線機 10 9/12 午後 

多古町 
簡易無線機 

ＭＣＡ無線機 

10 

4 

9/12 午後 

9/12 午後 

八街市 
簡易無線機 

ＭＣＡ無線機 

10 

4 

9/12 午後 

9/12 午後 

佐倉市 
簡易無線機 

ＭＣＡ無線機 

10 

4 

9/12 午後 

9/12 午後 

大網白里市 簡易無線機 10 9/12 午後 
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ＭＣＡ無線機 4 9/12 午後 

成田市 簡易無線機 10 9/12 午後 

千葉県 衛星携帯電話 9 9/12 午後 

・移動電源車の貸与状況 

 東北総合通信局管理 → 千葉県香取郡神崎町（9/11～） 

東海総合通信局管理 → 千葉県千葉市（9/11～13）（代替手段の手配が完了したため、

現在待機中） 

信越総合通信局管理 → 千葉県市原市（9/12～） 

  ・人的支援について 

 ９月１２日（木）、現地での情報収集のため、公務員部職員１名を千葉県庁に派遣。 

同日、総務省、地方３団体、指定都市市長会による「被災市区町村応援職員確保調整本

部」を設置。市町村と人的支援について調整中。 

９月１３日（金）、被災市町村の状況を把握するため、公務員部職員２名を追加で千葉県

内に派遣。 

同日、南房総市及び富津市から災害マネジメント総括支援員、鋸南町から総括支援チー

ムの派遣要請があり、派遣団体を調整次第、派遣。 

  ＜事業者等の対応状況＞ 

   通信関係 

（１）災害用伝言サービス 

NTT 東西、NTT ドコモ、KDDI 及びソフトバンクが災害用伝言板及び災害用音声お届

けサービスを展開中。 

（２）公衆無線LANサービス（「00000JAPAN」(ファイブゼロ･ジャパン)）の利用環境整備 

NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが千葉県の全域で、アクセスポイントを無料開放。 

   （３）公衆電話無料化の実施 

千葉県内全域において、公衆電話（7,000 台）を無料開放。 

（４）特設公衆電話の設置 

千葉県及び東京都の避難所等（12箇所）において特設公衆電話を設置。 

（５）通信料金の減免 

NTT 東日本、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが、固定電話サービス等利用者に対し、

避難等の理由により利用できない期間、基本料金等の減免を実施。 

（６）支払期限の延長 

NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは、請求書払いを行う移動電話利用者を対象に、 

９月請求分の支払期限を１か月延長。 

NTT 東日本、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは、請求書払いを行う固定電話サービ

ス等利用者を対象に、９月請求分の支払期限を１か月延長。 

   避難所等支援 
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○携帯電話等貸出状況 

・NTT ドコモ マルチチャージャー 26→32 台、衛星携帯電話 80 台、スマートフォ

ン 100 台 

・KDDI 充電用設備 61 台、蓄電池、モバイルバッテリーなど 85 台 

・ソフトバンク 

充電用設備 26→32 台、Wifi ルータ 10→12 台、固定電話 8 台、タブレット 

30 台、衛星携帯電話 50台 

   ＜（一財）移動無線センター＞ 

○ 無線機器等貸出状況 

貸出自治体 貸出機器 台数 備考 

東金市 ＭＣＡ無線機 10 9/12 午前 

    ※ＭＣＡ中継局は支障なく運用中。 

(9) 財 務 省の対応  

・9 月 9 日 14:00 令和元年台風第 15 号に関する財務省災害情報連絡室設置 

(10) 文部科学省の対応 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9月 6日 11 時 06 分） 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。（令和元年 9月 6

日 11 時 15 分） 

・東北地方、関東甲信地方、東海地方の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安

全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9 月 8 日 12 時

15 分） 

・文教施設の被害情報を収集するため、構造耐力の専門家及び文部科学省職員 2 名を派

遣予定。（令和元年 9月 13 日） 

 ＜国立研究開発法人 防災科学技術研究所＞ 

  ・令和元(2019)年 梅雨期・台風期 クライシスレスポンスサイトを随時更新。（令和

元年 9月 10 日） 

・災害対策チームを設置。（令和元年 9月 10 日～） 

・災害対策本部等への業務支援のため現地に職員を派遣（千葉県庁）。 

    延べ 10 名（うち ISUT 要員 9名、情報収集要員 1 名）派遣。（9月 10 日～） 

    ISUT 要員 5 名（うち ISUT 要員 4 名、情報収集要員 1 名）滞在。(9 月 13 日 11

時時点）。 

  ・千葉県内の電力施設被害及び影響調査のため職員を派遣。 

延べ 3名派遣。（令和元年 9月 12 日～） 

3 名が館山市、南房総市で調査。（令和元年 9月 12 日） 

 ＜国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構＞ 
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  ・国交省砂防計画課の要請を受け、土砂移動域の把握のため、陸域観測技術衛星２

号「だいち２号」（ALOS-2）による山梨県早川町付近の緊急観測を実施。(令和元年

9 月 9日 12 時 00 分頃） 

(11) 厚生労働省の対応 

・9/6  11:45  厚生労働省災害情報連絡室設置 

・職員の現地等への派遣状況 

厚生労働省本省職員を千葉県庁に累計で９名派遣。 

＜医療関係全般＞ 

９月９日 埼玉県   00:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

９月９日 神奈川県  06:53   EMIS 災害モードに切り替え。 

→９月 11 日 EMIS 警戒モードに切り替え 

９月９日 千葉県   07:15   EMIS 災害モードに切り替え。 

９月９日 茨城県   08:23   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月９日 EMIS 災害モードに切り替え（千葉県支援のため） 

→９月 11 日 EMIS 警戒モードに切り替え（千葉県支援のため） 

９月９日 東京都   08:26   EMIS 警戒モードに切り替え。 

９月９日 静岡県   09:23   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月９日 EMIS 通常モードに切り替え 

９月９日 福島県   12:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

９月９日 栃木県   16:45   EMIS 警戒モードに切り替え。 

９月９日 群馬県   17:30   EMIS 警戒モードに切り替え。 

・DMAT の活動状況 

茨城県：  ２隊活動中    栃木県：  ２隊活動中 

群馬県：  ３隊活動中    埼玉県：  ２隊活動中 

千葉県：  10 隊活動中    東京都：  15 隊活動中 

神奈川県： ６隊活動中 

・DPAT の活動状況 

９月 12 日 15 時 15 分時点で千葉県 DPAT 調整本部解散、同日付で千葉県及び他県の

DPAT 隊８隊も活動終了。 

＜保健・衛生関係＞ 

・被災者の健康管理 

各都道府県・保健所設置市・特別区に対し、停電時における熱中症予防対策について、

以下の事務連絡を発出し、周知等の対応を要請した。（9/9） 

・「 停電時における熱中症予防について（周知依頼）」（令和元年９月９日付け健康

局健康課地域保健室事務連絡） 
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また、twitter 及び facebook において、熱中症予防について注意喚起を実施し

た（9/11）。 

・アレルギー疾患への対応について、千葉県のアレルギー担当部局に対し、日本小

児アレルギー学会が作成している「災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフ

レット」および「災害時子供のアレルギー疾患対応ポスター」の共有を行い、避

難所におけるアレルギー疾患対策の周知を依頼した（9/11）。 

・また、twitter 及び facebook において、災害時のアレルギー疾患への対応につい

て注意喚起を実施した（9/12）。 

(12) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省災害情報連絡室設置（９月６日 11:15） 

・水産庁職員が千葉県において現地調査（９月 11 日） 

・プッシュ型食料物資支援の調整のため、内閣府防災（８号館）へ職員１名（食料産業

局）を派遣（９月 12 日） 

・停電の影響を受けている生産者へ、電源車の派遣を調整中（９月 12 日） 

＜地方農政局等＞ 

・関東農政局災害対策本部幹事会を開催（９月６日 16：00） 

（情報連絡体制の確保と被害情報の収集を指示） 

・関東農政局が、千葉県庁へ職員２名を派遣（９月 12 日～） 

＜森林管理局＞ 

・関東森林管理局に災害対策本部設置（９月６日 10:30） 

・関東森林管理局災害対策本部会議（第１回）開催（９月９日９：00） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

【地方公共団体等に対する情報提供】 

・生産局及び政策統括官が「秋台風の接近・通過に伴う（台風第 13 号等）農作物等の被

害防止に向けた技術指導の徹底について」を通知（令和元年９月４日） 

・経営局が「秋台風の接近・通過に伴う（台風第 13 号等）農作物等の被害防止に向けた

技術指導の徹底及び農業保険の対応について」を通知（令和元年９月５日） 

・農村振興局が「台風第 15 号接近に伴う事前点検及び被災箇所における応急対策の実施

について」を通知（令和元年９月６日） 

(13) 国土交通省の対応 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（9/6） 

・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 13 号及び第 15 号の接近に伴い災害

への警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（9/5） 

・災害対策用ヘリコプター  

 9/9 防災ヘリ（まんなか） 上空調査実施（静岡県東部・伊豆） 

9/9 防災ヘリ（あおぞら） 上空調査実施（京浜港・川崎港・東京港・千葉港・横須

賀港） 

9/12 防災ヘリ（あおぞら） 上空調査実施（千葉県上空） 

  ・ホットライン 

   茨城県（29 市 10 町 2 村）、栃木県（12 市 9 町）、群馬県（4市 7 町）、埼玉県（28 市 9
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町 1村）、千葉県（26 市 11 町 1 村）、東京都（20 区 17 市 3 町 1村）、神奈川県（17 市

12 町 1 村）、山梨県（13 市 8 町 6村）、静岡県（6市 1 町）と構築。 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ 126 人・日派遣（9/6～）】（13 日 4:00 時点） 

   TEC-FORCE（リエゾン）の派遣   のべ２２人・日派遣（9/8～）（４人派遣中） 

   TEC-FORCE（JETT）の派遣     のべ１８人・日派遣（9/6） 

   TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ８６人・日派遣（9/9～）（８人派遣中） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ ４０台・日派遣（9/8～）】 

   中部地整より排水ポンプ車 3 台、照明車 2 台、待機支援車 1 台を稼働中（13 日 11:00

時点） 

  ・資機材提供（関東地整） 

   千葉県館山市 9 月 10 日 ブルーシート 131 枚（支援済） 

千葉県館山市 9 月 11 日 水 1,512ℓ、食料 1,950 食（支援済） 

千葉県館山市 9 月 11 日 発電機付投光器 16 台、土嚢袋 2,000 枚（支援済） 

千葉県館山市 9 月 12 日 ロープ 10,000m、土のう袋 10,000 枚（支援済） 

千葉県酒々井町 9 月 12 日 ブルーシート 50 枚（支援済） 

千葉県旭市 9 月 12 日 ブルーシート 900 枚（支援済） 

千葉県富里町 9 月 11 日 ブルーシート 100 枚、土のう袋 100 枚（支援済） 

千葉県匝瑳市 9 月 12 日 ブルーシート 200 枚、土のう袋 1000 枚（支援済） 

千葉県神崎町 9 月 12 日 ブルーシート 200 枚（支援済） 

千葉県木更津市 9 月 12 日 ブルーシート 400 枚（支援済） 

千葉県鴨川市 9 月 12 日 ブルーシート 600 枚、水 600L（支援済） 

千葉県君津市 9月 12日 ブルーシート 500枚、土のう袋 1,000 枚、非常食 4,000 食、

水 3,008L（支援済） 

千葉県富津市 9 月 12 日 ブルーシート 500 枚（支援済） 

千葉県袖ヶ浦市 9 月 12 日 ブルーシート 300 枚、土のう袋 500 枚、非常食 300 食、

水 300L（支援済） 

千葉県九十九里町 9 月 12 日 ブルーシート 200 枚（支援済） 

千葉県一宮町 9 月 12 日 非常食 600 食、水 600L（支援済） 

千葉県長柄町 9 月 12 日 非常食 500 食、水 600L（支援済） 

千葉県大多喜町 9 月 11 日 ブルーシート 100 枚、土のう袋 1000 枚（支援済） 

千葉県鋸南町 9 月 12 日 ブルーシート 600 枚、土のう袋 1000 枚（支援済） 

千葉県市原市 9 月 12 日 ブルーシート 3,600 枚（支援済） 

千葉県香取市 9 月 12 日 ブルーシート 1,300 枚（支援済） 

千葉県多古町 9 月 12 日 単一乾電池 1,000 個（支援済） 

千葉県多古町 9 月 13 日 水 240L（支援済） 

千葉県旭市 9 月 13 日 土のう袋 4000 枚（支援済） 
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  ・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警

戒情報の発表基準を引き下げて運用 

通常基準の７割： 

北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町 

山形県鶴岡市（南部） 

新潟県村上市 

熊本県和水町 

通常基準の８割： 

北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町 

山形県鶴岡市（北部） 

鹿児島県鹿児島市 

(14) 気 象 庁の対応 

・台風第15号に関して記者会見を実施（9/8 11:00） 

・各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会やホットライン等の実施により

地方公共団体の防災対応を支援。 

・JETT（気象防災対応支援チーム）を以下の9都県の地方公共団体へ派遣（9月 6日） 

（派遣先：青森県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、富山県、石川県、静岡県、滋賀県の

べ18人） ※TEC-FORCEの内数 

・千葉県の停電被害に対する復旧作業・熱中症対策等への活用のため、気象支援資料を提供。

（9/9～） 

・気象庁災害対策連絡会議を開催（9/10 17:00、9/11 11:30、9/12 11:30） 

(15) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（9 月 6日）。 

【災害廃棄物等関係】 

 ・災害廃棄物対策室から各地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（9月 6日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を各都道府県に発出するとともに、各地

方自治体が策定した災害廃棄物処理計画の事前確認について周知（9 月 6日）。 

 災害廃棄物が発生した場合の処理に係る初動時の対応について 

 ・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を各都道府県に発出するとともに、各地

方自治体が策定した災害廃棄物処理計画の事前確認について周知（9 月 9日）。 

 災害廃棄物が発生した場合の処理に係る初動時の対応について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 
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・関東地方環境事務所職員を神奈川県三浦市に派遣し、被害状況及び災害廃棄物の発生

状況等について現地確認を実施するとともに、仮置場の管理運営等について支援を実

施。（9月10日） 

・関東地方環境事務所職員を千葉県南房総市及び鋸南町に派遣し、被害状況及び災害廃

棄物の発生状況等について現地確認を実施するとともに、仮置場の開設について支援

を実施。（9月11日） 

・（公社）全国都市清掃会議を通じて、被災市町への収集運搬車両等の派遣について調

整中。（9月12日）。 

・関東地方環境事務所において関東ブロック災害廃棄物対策行動計画に基づき、千葉県

内の自治体に応援人員の派遣を要請（9月12日） 

・関東地方環境事務所職員を千葉県館山市及び鋸南町に派遣し、仮置場の管理運営等に

ついて支援を実施。（9月13日） 

 【環境保健関係】 

・茨城県、千葉県、東京都、神奈川県に対して、被災住民やボランティア等の熱中症対策

に関する関係者への周知について事務連絡を発出（9月10日）。 

・熱中症対策に取り組んでいる複数の企業に物資の援助を呼びかけ、「大作商事」から

ネッククーラー、電池式携帯用扇風機各１０００個を、「大塚製薬」から３種類の飲

料各１万本ずつ提供を受け、千葉県に配送（９月12日）。 

(16) 災害ボランティアの活動 

・東京都内の１町の社会福祉協議会において災害ボランティアセンターを開設。 

県名 市町村名 開設日 活動開始日 募集状況 備考 

東京都 大島町 9 月 12 日 9 月 12 日 ○ 対象は町内在住の方 

・千葉県内の４市の社会福祉協議会において災害ボランティアセンターを開設 

県名 市町村名 開設日 活動開始日 募集状況 備考 

千葉県 市原市 9 月 12 日 未定 × 
現在、ニーズ調査中、後日

ボランティア募集 

千葉県 八街市 9 月 12 日 
9 月 14 日 

（予定） 
○ 対象は市内在住の方 

千葉県 鴨川市 9 月 13 日 
9 月 14 日 

（予定） 
○ 開設期間は 9月 16 日まで 

千葉県 南房総市 
9 月 14 日 

（予定） 

9 月 14 日 

（予定） 
○ 対象は市内在住の方 

※ 千葉県社会福祉協議会において、9月12日に災害ボランティアセンターを開設し、県内市町村の災害ボランテ

ィアセンターを後方支援している。 

※ 他の地域においても、災害ボランティアセンター開設の必要性等の検討のため、情報収集中。 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

【千葉県】 ９月１０日９時００分 設置 

 


