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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 10 月 7 日 

1 7 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：10 月 7 日 17:00 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）・避難の状況（消防庁情報） 

 発令されていた避難指示(緊急)及び避難勧告は 9月 9日 18 時 30 分時点で、すべて解除 

  《参考》９月１６日からの前線による大雨に伴う避難勧告の発令状況 

発令されていた避難勧告は、９月１６日１７時５０分時点ですべて解除 

４ 避難所の状況（消防庁情報：10 月 7 日 16:30 現在） 

【千葉県】４９人（９箇所） 

 

 

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 23 5 35 2,712 13

栃木県 1 3

埼玉県 1 9 15 1

千葉県 7 74 195 1,905 32,065 40 70 55

東京都 1 7 9 91 1,633 13 8 197

神奈川県 3 10 4 21 1,570 30 32 83 487

静岡県 13 2 38 2 1

1 12 137 214 2,054 38,036 89 118 84 752

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

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：10 月 7 日 16:00 現在） 

・東京電力（千葉県） 

  大規模な倒木や道路陥没、土砂崩れ等による一部復旧困難箇所等を除き、おおむ

ね復旧完了。 

   ※ 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。 

   ※東京電力より、台風 15 号による東京電力パワーグリッド株式会社サービスエ

リア内の停電状況について、ホームページで公表。 

   ※東京電力では、9/8 22:00 に災害対策本部を設置。  

   ※東京電力はホームページ、Twitter 等で停電情報を発信。 

イ 水 道（厚生労働省情報：10 月 7 日 16:00 現在） 

・現時点で復旧済み。 

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

） 

 

18,810 

 

0 
 

9/9 

～9/25 

・停電による断水（復旧済み） 

鋸南町
きょなんまち

 
230 0 9/9 

～9/25 

・停電による断水（復旧済み） 

【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 

（匝瑳
そうさ

市、横芝
よこしば

光 町
ひかりまち

） 

15,500 0 9/9 

～9/10 

・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） 

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

、

431 0 

 
9/10 

～9/11 

・停電による断水（復旧済み） 
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長 南 町
ちょうなんまち

） 

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） 

市原市 1,313 0 9/9 

～9/16 

・停電による断水（復旧済み） 

大多喜町
おおたきまち

 
400 0 9/9 

～9/16 

・停電による断水（復旧済み） 

鴨川市 5,755 0 9/9 

～9/16 

・停電による断水（復旧済み） 

 

多古町
た こ ま ち

 
4,080 0 9/10 

～9/17 

・停電による断水（復旧済み） 

南房総市 6,800 0 9/11 

～9/21 

・停電により断水（復旧済み） 

三芳
みよし

水道企業団 

（館山市、南房総市） 

169 0 9/9 

～9/17 

・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 139,744 0 
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ウ 通信関係（総務省情報：10 月 7 日 16:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT 東日本 
・通信設備を収容する局舎は復旧済み。 

※ 加入者宅への引込線等復旧対応中 

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 ・復旧済み。 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・エリア支障なし。 

※合計約 10→3 局停波 

（内訳） 

千葉県 10→3 局 

KDDI(au) ・復旧済み 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・エリア支障なし。 

※合計 16→9 局停波 

（内訳） 

  千葉県 16→9 局 

【PHS】 

・復旧済み。 

○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）： 

   館山市：復旧済み 

   木更津市：一部停止中 

   茂原市：復旧済み 

   成田市：復旧済み 

   佐倉市：復旧済み 

   東金市：復旧済み 

   市原市：一部停止中(損壊) 

   鴨川市： 5 局が停止中(故障及び断線) 

   君津市：復旧済み 

   富津市： 3 局が停止中(故障) 

   袖ケ浦市：復旧済み 

   八街市：復旧済み 

   香取市：復旧済み 
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   大網白里市：復旧済み 

   長柄町：復旧済み 

   山武市：3局が停止中 

   芝山町：1局が停止中(アンテナの損傷) 

   横芝光町：復旧済み 

   南房総市：復旧済み 

    （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：10 月 7 日 16:00 現在） 

＜都市ガス＞ 

現時点で被害情報なし 

＜ＬＰガス＞ 

横浜市内の事務所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）が一時紛失したが現在までに全て回収済み。 

オ ＳＳ（経済産業省情報：10 月 7 日 16:00 現在） 

・設備被害により、千葉県内で２か所のＳＳにおいて、営業停止を確認。 

カ ＬＰガス備蓄基地、充填所等（経済産業省情報：10 月 7 日 16:00 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：10 月 2 日 8:30 現在） 

ア 高速道路 

被災：なし 

イ 直轄国道 

被災：なし 
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ウ 公社・有料道路 

被災：なし 

エ 補助国道 

被災：なし 

オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：計１区間 

千葉県：１区間（土砂崩落１） 

(4) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：10 月 7 日 14:00 現在） 

 ○施設の被害等 

・ＪＲ東日本 久留里線 久留里駅～平山駅間でのり肩一部崩壊、倒木 

○運行状況（１事業者１路線） 

  

ＪＲ東日本

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

水戸線 全線 9/9 始発 9/9 9:50
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ＪＲ東日本

東急

勝浦～安房鴨川 9/8 20:00 9/13 6:00

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

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

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

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

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

内房線

蘇我～姉ヶ崎

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
木更津～久留里 9/8 19:00 9/20 19:44

久留里～上総亀山 9/8 19:00
のり肩一部崩壊　当面の間運
転休止

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 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 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

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

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

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 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

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

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 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

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

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
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東急

東急多摩川線 全線 9/8 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

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 始発 9/9 11:00

久里浜線 全線 9/9 始発 9/9 10:35

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

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 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 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

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

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

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

小湊鉄道 小湊鉄道線

五井～上総山田 9/9 始発 9/13 21:12

上総山田～上総牛久 9/9 始発 9/18 19:10

上総牛久～里見 9/9 始発 9/17 16:30

里見～上総中野 9/9 始発 9/21 始発

いすみ鉄道 いすみ線
大原～大多喜 9/9 始発 9/13 17:20

大多喜～上総中野 9/9 始発 9/14 16:51

流鉄 流山線 全線 9/9 始発 9/9 8:37

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

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

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
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
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
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 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
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イ 空  港（国土交通省情報：10 月 7 日 14:00 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 

○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：10 月 7 日 14:00 現在） 

   ・高速バス 0 事業者 0 路線運休 0 事業者 0 路線一部運休 

   ・路線バス 0 事業者 0 路線運休 1 事業者 1 路線一部運休 

 

  エ 海事関係（国土交通省情報：10 月 7 日 14:00 現在） 

 ・運行状況：17 事業者 24 航路にて運航再開 

 

 (5) 河  川（国土交通省情報：10 月 2 日 8:30 現在） 

＜国管理河川＞ 

  一般被害 

  

事業者名 被害状況 備考（運行休止区間等）

神奈川中央交通㈱ 　・大船駅西口～清泉女学院 一部運休
土砂崩れによる運休

運休区間：玉縄出張所前～玉縄台

利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

潮来市
いたこし

右 1.8 護岸損壊 100ｍ 応急対策完了

関東 利根川
とねがわ

関東 利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

神栖
かみす

市
し

関東 利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

神栖
かみす

市
し

右 2.0 護岸損壊 21ｍ 応急対策完了

利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

神栖
かみす

市
し

関東 利根川
とねがわ

西浦
にしうら

かすみがうら市
し 中 15.0 護岸損壊 340ｍ 応急対策完了

関東 右 3.5 護岸損壊 170ｍ 応急対策完了

関東

左右岸 KP 状　態
数量

（約）

関東 荒川
あらかわ

小
こ

畦
あぜ

川
がわ

川越市
かわごえし

左 4.0 河岸侵食 36m 応急対策完了

左 4.2 河岸侵食 65m 応急対策完了関東 荒川
あらかわ

小
こ

畦
あぜ

川
がわ

川越市
かわごえし

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

右 3.0 護岸損壊 17.2ｍ 応急対策完了

左 11.8 護岸損壊 30m 応急対策完了

関東 利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

神栖
かみす

市
し

左 12.3 護岸損壊 20ｍ 応急対策完了

関東 利根川
とねがわ

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

神栖
かみす

市
し

常陸
ひたち

利根川
とねがわ

潮来市
いたこし

その他 298ｍ 光ケーブル損傷、応急対策完了左 4.0
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＜都道府県管理河川＞ 

  一般被害 

   

  河川管理施設等被害 

   
   

 (6) 土砂災害（国土交通省情報：10 月 7 日 14:00 現在） 

  ・土砂災害発生状況：77 件 

  ア 土石流等 

    

  イ 地すべり 

 

 

 

 

 

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

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

都道府県

溢水千葉 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

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

原因
床上 床下

原因
全壊 半壊

原因
面積

（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)

溢水 約7.4ha 浸水解消

町道橋流出（峰橋）

約1ha 浸水解消

内水 約0.1ha 浸水解消

阿久
あく

川
がわ

茂原市
もばらし

千葉 一
いちの

宮
みや

川
がわ

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 本復旧完了

千葉 一
いち

宮
のみや

川
　がわ

水上
みずかみ

川
　がわ

長柄
ながら

町
まち

河岸侵食 1 応急対策完了

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

その他 1 本復旧完了（その他:河岸損壊）

千葉 小
こ

糸川
いとがわ

小
こ

糸川
いとがわ

君津市
きみつし

護岸損壊 1 応急対策完了

千葉 小
こ

糸川
いとがわ

江川
えがわ

君津市
きみつし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 小櫃
おびつ

川
がわ

派川
はせん

武田
たけだ

川
がわ

木更津市
きさらづし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 小櫃
おびつ

川
がわ

武田
たけだ

川
がわ

木更津市
きさらづし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 矢那
やな

川
がわ

矢那
やな

川
がわ

木更津市
きさらづし

護岸損壊 1 応急対策完了

千葉 矢那
やな

川
がわ

矢那
やな

川
がわ

木更津市
きさらづし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 湊
みなと

川
　がわ

志
し

駒川
こまがわ

富津市
ふっつし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 湊
みなと

川
　がわ

湊
みなと

川
　がわ

富津市
ふっつし

河岸侵食 1 応急対策完了

千葉 湊
みなと

川
　がわ

湊
みなと

川
　がわ

富津市
ふっつし

護岸損壊 1 応急対策完了

千葉 村田
むらた

川
がわ

村田
むらた

川
がわ

市原市
いちはらし

河岸侵食 1 応急対策完了

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 1 応急対策完了

神奈川 神戸川
ごうどかわ

神戸川
ごうどかわ

鎌倉
かまくら

市
し

護岸損壊 1 応急対策完了

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 応急対策完了

-

合計 1件 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

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

神奈川県 1件 鎌倉市 1件 十二所 - - - - -

- - - - - -

合計 1件 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

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

千葉県 1件 南房総市 1件 増間
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  ウ がけ崩れ 

    

 (7) 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：10 月 7 日 14:00 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

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 -

千葉県 7件

東金市 2件 東金他 - - - - - -

館山市 1件 那古 - - - - - -

南房総市 1件 富浦町 - - - - - -

鋸南町 1件 岩井袋 - - - - - -

勝浦市 2件 川津他 - - - - - -

神奈川県 62件

逗子市 12件 久木他 - - - - - -

横浜市 12件 金沢区他 - - -

- - -

河津町 1件

- - 1戸

横須賀市 18件 富士見町他 - - - - - -

三浦市 3件 晴海町他 - - - - - -

鎌倉市 11件 二階堂他 - - - - - 4戸

葉山町 6件 長柄他 - - - - - -

- - - -

合計 75件 名 名 名 戸 1戸 5戸

静岡県 5件

伊豆の国市 1件 奈古谷 - - - -

東伊豆町 1件 大川

伊東市 2件 池他 - - -

- -

大鍋 - - - - - -

- -

本牧ふ頭横浜港

港湾名 ターミナル 岸壁等の名称
被災状況

復旧状況
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 － ○
大井ふ頭Ｏ５ 被害なし 被害なし － ○
大井ふ頭Ｏ６ 被害なし 被害なし － ○
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

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 ○

被害なし － ○
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 ○
中央防波堤内側Ｙ２ 被害なし 被害なし － －

○

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 ○

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

○

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
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   【臨港道路】 

    

   【その他】 

 
 

 

横浜港

本牧ふ頭

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 ○

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
復旧済 ○

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 復旧済 ○

本牧ふ頭D-5 被害なし
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 GCが一部損傷 復旧済 ○
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 被害なし ＧＣ２基中１基使用不可、空コンテナの崩れ 復旧済 ○

南本牧ふ頭
南本牧ふ頭MC-1 被害なし 被害なし － ○
南本牧ふ頭MC-2 被害なし ＧＣ１基破損のため使用不可 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 千葉中央Ｇ岸壁 被害なし コンテナ倒壊・散乱 復旧済 ○

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。早期復旧を図るため、専門家等から
なる委員会（第1回）を開催（9/24）。

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 被害状況等

茨城県 茨城県 重要
常陸那珂港

海岸
【阿字ヶ浦地区】
・突堤の被覆石及び捨石が一部崩落。立入禁止措置済み

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。立入禁止措置済み

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。
 立入禁止措置済み。公園閉鎖。

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 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（9/12～9/13）。災害協定団体
　により排水作業を実施。排水完了（9/14）

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。
 立入禁止措置済み

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
【金沢地区】
・幸浦の民有護岸パラペットが一部損傷。応急復旧済み
・福浦の護岸パラペットが一部損傷。応急復旧済み

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。
　立入禁止措置済み（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。
　立入禁止措置済み（R2.6月末復旧予定）

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

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
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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）） 

 (8) 医療関係（厚生労働省情報：10 月 7 日 16:00 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、情報収集を行ったが、９月 23 日までにいずれの病院においても

復旧済み。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＞ 

○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。 

・９月 18 日 11 時 00 分時点で、９社とも患者全員の安否確認が終了。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 192

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、被害報告なし。製造販売業者（メーカー）については、停電

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）

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）

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 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）

神奈川県
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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。

医療機器製造販売業者１社については、停電により医療機器（血管内視鏡カテーテル）

について製造出来ない状態となっていたが、14日に電源確保済み。 

 (9) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：10 月 7 日 16:00 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、東金市、佐倉市、南房総市、八千代市、旭市、

印西市、香取市、袖ケ浦市、白井市、成田市、館山市、我孫子市、市川市、浦安市、

山武市、大網白里市、富津市、茂原市、九十九里町、夷隅郡大多喜町、神奈川県横浜

市、海老名市、静岡県伊東市、伊豆市、東京都大島町の介護老人保健施設２１か所、

特別養護老人ホーム１４か所、有料老人ホーム２か所、養護老人ホーム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１６か所、小規模多機能型居宅介

護事業所３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、これによる

人的被害はなし。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 

   千葉県千葉市、旭市、鴨川市、館山市、香取市、山武市、四街道市、市原市、市川

市、成田市、匝瑳市、袖ケ浦市、大網白里市、八街市、木更津市、富津市、香取郡東

庄町、長生郡長生村、東京都大島町の障害者支援施設２５か所、共同生活援助１２か

所、短期入所３か所、福祉型障害児入所施設１か所、医療型障害児入所施設１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、人的被害なし。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、船橋市、柏市、銚子市、富津市、館山市、市川市、木更津市、松戸

市、野田市、成田市、旭市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川

市、君津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、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、酒々井町、横芝光町、茂原

市、鎌ケ谷市、栄町、多古町、九十九里町、鋸南町、一宮町、御宿町、神崎町、東庄

町、芝山町、睦沢町、白子町、長柄町、神奈川県川崎市、埼玉県深谷市、志木市、所
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沢市、ふじみ野市、毛呂山町の児童厚生施設２５か所、放課後児童クラブ９７か所、

保育所１５３か所、乳児院２か所、児童養護施設６か所、児童相談所一時保護施設５

か所、婦人保護施設２か所、児童自立生活援助事業所１か所、児童自立支援施設１か

所、助産施設１か所で倒木による壁の亀裂、床上浸水、漏水、窓ガラスの破損等の被

害があったが、人的被害はなし。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：10 月 7 日 16:00 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、停電等により透析の実施に支障が生じていた施設の復旧を確認した(9/19)。 

  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。（な

お、在宅で人工呼吸器使用の難病患者及び小児慢性特定疾病患者について、停電地域

に該当者無しとの報告あり。） 

  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 

県名 施設名 被害状況 復旧状況 

 

千葉県 

 

安房健康福祉ｾﾝﾀｰ 

・窓ガラス、ブラインド破損 

・車庫破損 

・雨漏り、雨どい破損 

 

○ 

 

千葉県 

 

鴨川地域保健ｾﾝﾀｰ 

・窓ガラス破損 

・アンテナ破損、電話線落下 

・雨漏り 

 

○ 

 

千葉県 

 

海匝健康福祉ｾﾝﾀｰ 

・天井水漏れ 

・窓ガラス破損 

・漏電による停電 

 

○ 

千葉県 
八日市場地域保健ｾﾝﾀｰ ・雨漏り 

・外壁配水管の傾斜 
○ 

千葉県 山武健康福祉ｾﾝﾀｰ ・雨漏り ○ 

千葉県 夷隅健康福祉ｾﾝﾀｰ 
・看板、案内板破損 

・車庫照明破損 
○ 

千葉県 君津健康福祉ｾﾝﾀｰ ・雨漏り ○ 
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・空調設備一部破損 

・停電による冷蔵薬品使用不能 

・倉庫、フェンス破損 

千葉県 
長南聖苑 

（火葬場） 
・停電 ○ 

千葉県 印西斎場 ・停電 ○ 

千葉県 銚子市斎場 ・雨漏り 復旧未了だが業

務に支障なし 

茨城県 潮来保健所 
・車庫破損 

・フェンス倒壊 

復旧未了だが業

務に支障なし 

茨城県 水戸市斎場 ・雨漏り ○ 

茨城県 石岡地方斎場火葬場 ・倒木 ○ 

茨城県 鹿島斎苑 ・屋根の一部剥離 復旧未了だが業

務に支障なし 

茨城県 聖苑香澄(火葬場) 
・雨漏り 

・浸水 
○ 

茨城県 はさき火葬場 
・フェンス損壊 復旧未了だが業

務に支障なし 

 (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：10月 7日 16:00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

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

袖ケ浦市において 40 件の建物一部損壊等の被害があったが、現在はいずれも開局し

ている。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、開局可 

千葉県 館山市３件 建物一部損壊３件、開局可 

千葉県 鴨川市２件 建物一部損壊２件、開局可 

千葉県 鋸南町２件 建物一部損壊２件、開局可 

千葉県 旭市２件 建物一部損壊１件、開局可 

浸水１件、開局可 

千葉県 船橋市８件 床下浸水５件、いずれも開局可 

浸水１件、開局可 

建物一部損壊２件、いずれも開局可 

千葉県 香取市２件 建物一部損壊１件、開局可 

浸水１件、開局可 

千葉県 我孫子市１件 建物一部破損１件、開局可 

千葉県 千葉市 21 件 浸水 21 件、開局可 

千葉県 浦安市１件 床上浸水１件、開局可 

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
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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。）。現流出量は約 0.5ｍ3。人的被

害の報告なし。 

 (12) ダム・ため池（農林水産省情報：10 月 7 日 17:00 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：10 月 7 日 17:00 現在） 

区分 主な被害 被害数 
被害額(億円) 

（＊１） 
被害地域(現在12都県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 18,236.2ha 116.3 
福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神

奈川、静岡（８都県） 

樹体（＊３） 138.9ha 5.9 埼玉、千葉（２県） 

家畜 446,907 頭羽 7.8 千葉 

畜産物(生乳等) 1,695.5 ﾄﾝ 2.1 千葉、神奈川（２県） 

農業用ハウス等 22,003 件 271.6 
福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神

奈川、静岡（８都県） 

畜産用施設 982 件 28.7 茨城、千葉、神奈川（３県） 

共同利用施設 324 件 9.7 茨城、千葉、静岡（３県） 

その他施設 739 件 6.1 千葉、静岡（２県） 

小計  448.3  

用
施
設
関
係 

農
地
・
農
業 

農地の損壊 177 箇所 2.4 福島、千葉、長野、静岡（４県） 

農業用施設等 378 箇所 9.5 宮城、福島、千葉、東京、静岡（５都県） 

小計  11.9  

林
野
関
係 

林地荒廃 40 箇所 14.4 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 210 箇所 3.1 福島、群馬、千葉、山梨、静岡（５県） 

木材加工・流通施

設 
38 件 1.0 千葉 

特用林産物施設等 56 件 2.5 茨城、千葉、静岡（３県） 

小計  22.1  

水産関漁船 395 隻 1.9 茨城、千葉、東京、神奈川、静岡（５都
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県） 

漁具 13 件 3.6 千葉、神奈川、静岡（３県） 

養殖施設 13 件 0.3 茨城、千葉、神奈川、静岡（４県） 

水産物（＊４） 16 件 0.9 茨城、千葉、静岡（３県） 

漁具倉庫等 287 件 9.1 茨城、千葉、神奈川、静岡（４県） 

漁港施設等 3 漁港 3.9 千葉、静岡（２県） 

共同利用施設 196 件 0.9 
茨城、千葉、東京、神奈川、静岡（５都

県） 

小計  20.7  

合計  503.0  
＊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、そば、さといも、やまいも、こんにゃく、にんじん、だいこん、ショウガ、わ

さび、コマツナ、オオバ、ねぎ、にら、ピーマン、トマト、ミニトマト、ニガウリ、なす、
キャベツ、落花生、いちご、ナシ、りんご、カキ、びわ、カーネーション、ツバキ、切花類
等 

＊３：くり、びわ 
＊４：コイ、ニジマス、マダイ、シマアジ、伊勢エビ、アワビ等 

○停電への対応 

 ・生産者団体が中心となり、稼働している乳業工場への生乳の配送調整を実施。また、

経済産業省の協力により電源車を配備していたクーラーステーション 1 か所も復電。 

 ・17 日時点で、停電していた 2 乳業工場も復電し、全ての乳業工場で停電が解消。

復電した工場は稼働に向け準備中。 

 ・水産加工業者等に対し、停電による庫内温度上昇を抑えるため、冷蔵庫及び冷凍庫

を開けないように指導。 

 ・本庁業務課及び関東森林管理局から倒木処理等の要望調整等のため、自衛隊・東京

電力共同調整所等に職員を派遣（９月 17 日～９月 26 日） 

・停電復旧作業に係る倒木処理等の調整及び、林野関係被害の復旧に係る技術的支

援等のため、本庁職員を千葉県庁へ派遣（９月 18 日～） 

・特用林産施設において、停電に伴う空調の停止により、きのこ菌床等の毀損の可能

性について注意喚起 

 ・木材加工・流通施設において、現時点で停電による被害は報告されていないが、引

き続き調査中。 

(14) 放送関係（総務省情報：10 月 7 日 16:30 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 

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 
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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 2,100 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 復旧済 

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、ＴＢＳ

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、ＴＢＳ

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、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 
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＜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 復旧済 

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 

スカパーＪＳＡＴ
（株） 

光ファイ
バー故障 

6,726 世帯 復旧済 

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 復旧済 

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 復旧済 

成田市 成田ケーブル（株） 停電、断線 約 10,000 世帯 復旧済 

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 9,900 世帯 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 復旧済 

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 
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河津町大鍋 
伊豆太陽農業協同組
合 

停電 328 世帯 復旧済 

伊東市鎌田海立、南山
町、観光壮、久保方町、
下方町 

（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 

南伊豆市加納、下田市
吉佐美 

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 

伊東市宇佐美桑原、中
里 

（株）東豆有線 停電 450 世帯 復旧済 

賀茂郡東伊豆町稲取の
一部 

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 

河津町長野区 河津町 停電 40 世帯 復旧済 

＜コミュニティ放送＞ 

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：10 月 7 日 17:00 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入院（既に退院）。 

  ・物的被害情報 

    

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 2 2

茨 城 県 6 103 40 2 9 10 170

栃 木 県 1 1

埼 玉 県 1 2 10 16 2 31

千 葉 県 9 963 211 9 72 1 1265

東 京 都 7 139 51 58 4 4 263

神 奈 川 県 3 134 33 31 3 204

長 野 県 1 1

静 岡 県 2 30 1 2 35

計 28 1371 346 87 120 20 1972

大学 22 幼 65 幼 202 社教 32 独法 10

高専 4 小 673 小 9 青少 7 重文(建) 27 ほか 10

共同 2 中 371 中 15 社体 36 登録(建) 31

義務 1 文化 10

高 193 高 45 ほか 2 重文(美) 4

中等 2

特別 40 特史 1

9都県 大学 1 大学 62 史跡 41

短大 6

名勝 4

専各 3 特天 1

ほか 27 ほか 2 天然 8

伝建 1

重有民 1

ほか 1
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    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：10 月 7 日 16:00 現在） 

○製油所・油槽所 

ＪＸＴＧエネルギー（株）の根岸製油所及び川崎製油所、コスモ石油（株）の千葉製

油所については、いずれも運転再開済。 

○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、既に回収済。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

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高さ７５ｍの燃焼放散塔の上

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。人的被害なし。物的被害の詳細は調査中。 

(株) ＪＥＲＡ姉崎火力発電所で、台風に伴う施設の雨漏りによって、４号タービン主

油タンクの２階制御室に設置された計装機器のリレー配線がスパークした。９日中に消

火済み。 

出光興産(株)千葉事業所で、台風に伴う風により、タンク付属の可動梯子が脱輪し、

損傷した。１２日中に可動梯子の固定が完了。今後は破損した可動梯子を浮き屋根上に

下ろし、タンクの残液を移送し、新しい可動梯子を設置する予定。 

  ○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商用電源が復電。１４日に動力電源を非常用発電機か

ら商用電源への切替作業が完了。１５日夕刻の送油からパイプライン全線商用電源に復

旧完了。 

空港にある燃料タンクに 7.6日間分（9月 15日 16:00 時点）の貯蔵あり。 

 (17) コンビニ・スーパー（経済産業省情報：10 月 7 日 16:00 現在） 

  ・千葉県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：10 月 7 日 17:00 現在） 
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 ・千葉県の以下の廃棄物処理施設が稼働を再開（9 月 17 日時点） 

 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)  

 館山市清掃センター（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）） 

 山武郡市広域行政組合環境アクアプラント（山武郡市広域行政組合（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） 

 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)） 

 君津市衛生センター（君津市） 

・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閉鎖された搬入路とは別の搬入路より廃棄物の受入を再開。 

(19) 金融機関等（金融庁情報：10 月 7 日 9:00 現在） 

  ・停電等により、３金融機関４箇所の ATM が休止中。 

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 
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・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） 

・9月 14 日 17:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 4回） 

・9月 16 日 17:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 5回） 

・9月 18 日 17:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 6回） 

・9月 20 日 14:45 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 7回） 

・9月 22 日 17:15 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 8回） 

・9月 24 日 16:15 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 9回） 

・9月 26 日 17:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 10 回） 

・9月 27 日 17:00 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 11 回） 

・9月 30 日 10:15 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 12 回） 

・10 月 2 日 17:45 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 13 回） 

・10 月 4 日 11:45 令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対策会議（第 14 回） 

(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

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） 

・令和元年台風第 15 号による災害により、住家に多数の被害が生じたことから、東京都

は 1町に災害救助法の適用を決定。 

【東京都】 

 島しょ大島町（適用日：9月 8日） 

(4) 被災者生活再建支援法の適用 

・令和元年台風第１５号による災害により、住宅に多数の被害が生じたことから、千葉

県は６市１町に、東京都は１町１村に被災者生活再建支援法を決定 

【千葉県】（発生日 9月 9 日） 

 館山市（9 月 27 日 11:00 公表） 

 南房総市（9月 27 日 11:00 公表） 

 安房郡鋸南町（9 月 27 日 11:00 公表） 

 鴨川市、君津市、富津市、匝瑳市（10 月 2 日 14:00 公表） 
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【東京都】（発生日 9月 8 日） 

大島町（9月 24 日 19:00 公表） 

新島村（9月 27 日 17:30 公表） 

(5) 財政支援 

・9月 17 日、令和元年度一般会計予備費使用の閣議決定（約 13.2 億円） 

(6) 激甚災害の指定見込みの公表（9 月 20 日） 

○令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴風雨

を含む。）による災害を、激甚災害に指定する見込みを公表。 

○具体的には、地域を限定しない「本激」として、 

  ・農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

  ・小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（農地等関係） 

 「局激」として鋸南町を対象に 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

を適用する見込み。 

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 

・9月 13 日付けで、災害救助法を適用した 41 市町村に対し、「避難行動要支援者名簿を

活用した安否確認等の適切な実施について（留意事項）」の通知を発出 

・9月 15 日 武田防災担当大臣による東京都大島、新島現地視察 

・9月 16 日 武田防災担当大臣による千葉県（館山市、鋸南町、君津市）現地視察 

・9月 16 日付けで、千葉県に対し「避難所利用者の入浴等の支援について（留意事項）」

の通知を発出 

・9月 19日 今井内閣府大臣政務官による千葉県（千葉県庁、君津市、富津市）現地視察 

・9月 20 日付けで、千葉県に対し「令和元年台風第１５号における住家の被害認定調査

の効率化・迅速化に係る留意事項について」の通知を発出 

・9月 24 日 内閣府及び千葉県庁において、報道関係者に対し「台風第１５号による住
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家被害への対応に係る説明会」を開催 

・9 月 24 日付けで、東京都に対し、「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 27日 今井内閣府大臣政務官による千葉県（館山市、袖ケ浦市）現地視察 

＜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、飲料約 23,400 本、食料約 17,700 食、瞬間冷却

剤約 29,900 個等が到着。 

・食料約 30 万食、飲料（500ml）約 25 万本、ブルーシート約 22 万枚等を発注し、順次

到着。 

・以下、これまでの実績（到着ベース） 

品目 数量 

食料 304,116 食 

飲料（500ml） 245,072 本 

ブルーシート 224,739 枚 

土のう袋 328,500 袋 

ロープ 819,320 ｍ 

瞬間冷却剤 29,880 個 

乾電池 54,900 個 

ベビー用品・介護用品 25,555 点 

段ボールベッド 100 個 

その他 42,245 点 

(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 

   機動隊及び自動車警ら隊による停電地域における警戒活動（9/10～9/30） 

   生活安全部女性特別部隊及び生活安全部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（9/11～10/4） 

   機動捜査隊による流動警戒、交差点における駐留警戒（9/10～9/27） 

   信号機の滅灯箇所に於ける交通整理、信号機電源付加装置の設置（9/9～23） 

(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
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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 

９月１４日１４時００分 君津市、南房総市、多古町、君津市消防本部及び安房郡市広

域市町村圏事務組合消防本部に消防庁職員２名を派遣し、

情報収集を実施 

２１時００分 千葉県に対し「令和元年台風第１５号を受けた住民への情

報提供について」を発出 

２１時４４分 関係都道府県に対し「９月１５日以降の降雨への対応につ

いて」を発出 

９月１５日１５時１３分 関係都道府県に対し「台風第１５号を受けた当面の留意事

項等について」を発出し、消防職団員が被災家屋の応急補修

や倒木処理に従事する際の留意点を周知 

９月１７日１７時０５分 千葉県に対し「台風第１５号を受けた家屋の応急補修等に

ついて」を発出し、被災家屋の応急補修等を行うに当たって

の消防力の積極的な活用を要請 

９月１８日１３時３０分 国民保護・防災部長ほか消防庁職員２名が消防庁ヘリ（東

京消防庁に無償使用）により、千葉県南部地域の被害状況に

ついて情報収集を実施 

     １６時００分 館山市からの要請により、消防庁から防災行政無線の戸別

受信機２００台を緊急貸与 

  ＜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 

    停電等、被害の大きかった地域においては、戸別訪問による安否確認、被災家屋の

応急補修、倒木除去等を実施 

    千葉市の消防防災ヘリにより救助活動及び情報収集を実施 

    東京消防庁及び川崎市の消防防災ヘリにより情報収集を実施 

(4) 防 衛 省の対応  

○概 要 
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以下のとおり、各県知事から災害派遣要請があり、給水支援等の災害派遣を実施中。 

【千葉県】 

要請日時 要請先 要請内容 

９月１０日(火)０４時００分 空自 中部航空方面隊司令官(入間) 
給水支援 

９月１０日(火)０４時３０分 陸自 第１空挺団長(習志野) 

９月１０日(火)１２時００分 
陸自 第１空挺団長(習志野) 

空自 中部航空方面隊司令官(入間) 
患者搬送 

９月１１日(水)０６時００分 陸自 第１空挺団長(習志野) 倒木等除去 

９月１１日(水)１４時００分 空自 中部航空方面隊司令官(入間) 
道路啓開 

被害情報収集 

９月１１日(水)１５時００分 海自 第２１航空群司令(館山) 入浴支援 

９月１２日(木)２０時００分 陸自 第１空挺団長(習志野) 入浴支援 

９月１３日(金)１４時００分 海自 横須賀地方総監(横須賀) 給水支援 

９月１４日(土)０７時４５分 
陸自 第１空挺団長(習志野) 

空自 中部航空方面隊司令官(入間) 
患者搬送 

９月１５日(日)１２時００分 陸自 第１空挺団長(習志野) 人命救助 

９月１５日(日)２０時００分 空自 中部航空方面隊司令官(入間) 倒木等除去 

９月１６日(月)２１時００分 海自 下総教育航空群司令(下総) 人命救助 

９月１６日(月)１６時３０分 空自 中部航空方面隊司令官(入間) 人命救助 

９月１７日(火)１０時００分 海自 第２１航空群司令(館山) 
倒木等除去 

道路啓開 

 

【神奈川県】 

要請日 要請先 要請内容 撤収要請日時 

９月１０日（火） 陸自 第１師団長(練馬) 倒木等除去 １３日（金）１４時３０分 

 

○防衛省・自衛隊の対応 

（１）活動実績 

【千葉県】 

①  一般住民向け給水支援【９月１０日～２５日】（２５日をもって活動終了） 

活動場所：東金市、富里市、佐倉市、市原市、八街市、大綱白里市、香取市、君津市、南

房総市、館山市、長南町、横芝光町、九十九里町、多古町 

    活動部隊：陸自 第１空挺団(習志野)、高射学校(下志津)、第１後方支援連隊(練馬)、 

第３２普通科連隊(大宮) 

       海自 第２１航空群(館山) 

② 病院等向け給水支援【９月１０日～２１日】 

活動場所：東金市、大網白里市、八街市、千葉市、山武市、成田市、君津市、匝瑳市（

そうさし）、市原市、木更津市、南房総市、袖ケ浦市、富里市、富津市、鴨

川市、館山市、芝山町、多古町 

    活動部隊：海自 横須賀地方隊(横須賀)、第２１航空群(館山) 

空自 第３高射群整備補給隊（千歳）、第９高射隊（千歳）、第１０高射隊（

千歳）、第１１高射隊（長沼）、第２０高射隊（八雲）、第２１高射隊
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（車力）、第２２高射隊（車力）、第２３高射隊（八雲）、第６航空団

（小松）、第４４警戒隊（峯岡山）、第２移動警戒隊（入間）、第１高

射隊（習志野）、第２高射隊（武山）、第３高射隊（霞ヶ浦）、第４高

射隊（入間）、第１２高射隊（饗庭野）、第１３高射隊（岐阜）、第１

４高射隊（白山）、第１５高射隊（岐阜）、高射教導群（浜松）、第１

移動通信隊（熊谷）、第２移動通信隊（春日）、第４術科学校（熊谷） 

③ 患者空輸【９月１０日、１４日】 

空自・入間ヘリコプター空輸隊（入間）のＣＨ－４７及び陸自・第１空挺団（習志野）

等の車両により、患者(計１２名)を木更津等から柏・松戸の病院へ搬送を実施。 

④ 停電復旧作業等のための倒木・土砂除去の支援【９月１１日～２７日】（２７日をもっ

て終了） 

９月１５日(日)より、東電本社に、連絡員(LO)を本省等から派遣。 

９月１７日(火)０２００、約３，０００人で倒木除去を継続的に実施できるよう、ロ

ーテーションの実施を含め、 大で１０，０００人で対応できる態勢を確立。 

停電復旧作業等のために自衛隊の支援が必要な地域を対象とし、東電本社及び県内６

箇所の自衛隊・東電共同調整所(館山、東金、茂原、木更津、成田、千葉)における調整

を踏まえて活動。 

    ア 高圧線整備に係る伐採作業等 

活動場所：成田市、南房総市、鴨川市、富里市、千葉市、市原市、館山市、富津市、

佐倉市、四街道市、芝山町、鋸南町、香取市、東金市、袖ケ浦市、長柄町

、酒々井町、八街市、大多喜町、木更津市、君津市、多古町、横芝光町、

神崎町、山武市、茂原市、大網白里市、睦沢町、長南町、印西市 

活動部隊：陸自 第１空挺団(習志野)、高射学校(下志津)、第１普通科連隊(練馬)、

第３２普通科連隊(大宮)、第１施設団(古河)、第１施設大隊(朝霞)

、第１０施設群(船岡)、第１１施設群(福島)、第１０４施設器材隊

(船岡)、第３１２ダンプ車両中隊(船岡)、第２０普通科連隊(神町)

、第４４普通科連隊(福島)、第２２即応機動連隊(多賀城)、第３９

普通科連隊(弘前)、第９特科連隊(岩手)、第９戦車大隊(岩手)、第

６施設大隊(神町)、第９施設大隊(八戸)、第６偵察隊(大和)、第９

偵察隊(弘前)、東北方面後方支援隊(仙台)、第３４普通科連隊(板

妻)、第１特科隊(北富士)、第１戦車大隊(駒門)、第４施設群(座間

)、第６施設群(豊川)、第３０７施設隊(宇都宮)、第１偵察隊(練馬

)、第５施設群(高田)、第１高射特科大隊(駒門) 

空自 第６航空団、第７航空団、中部航空警戒管制団（入間）、第４４警

戒隊（峯岡山）、中部航空施設隊第１作業隊（入間）、中部航空施設

隊第２作業隊（小松）、中部航空施設隊第３作業隊（百里） 

    イ 低圧線整備に係る伐採作業等 

活動場所：勝浦市、茂原市、市原市、神崎町、佐倉市、芝山町、多古町、成田市、富

里市、酒々井町、八街市、山武市、横芝光町、東金市、大網白里市、九十

九里町、いすみ市、君津市、富津市、香取市、白井市、印西市、我孫子市

、匝瑳市、栄町、銚子市、東庄町、御宿町、白子町、旭市 

活動部隊：陸自 第１空挺団(習志野)、第１特科隊(北富士)、第１戦車大隊(駒門)、

第１偵察隊(練馬)、第３０７施設隊(宇都宮)、第５施設群(高田)、 
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第１１施設群(福島)、第１普通科連隊(練馬)、第４施設群(座間) 

     空自 第６航空団、第７航空団、中部航空警戒管制団（入間）、第４４警

戒隊（峯岡山）、中部航空施設隊第１作業隊（入間）、中部航空施設

隊第２作業隊（小松）、中部航空施設隊第３作業隊（百里） 

⑤ 入浴支援【９月１１日～２５日】（２５日をもって活動終了） 

 活動場所：館山市、八街市、香取市、君津市、山武市、南房総市、富津市、市原市、東

金市、大網白里市、木更津市、千葉市、多古町、横芝光町 

活動部隊：陸自 需品学校(松戸)、東部方面後方支援隊(朝霞)、第１２後方支援隊(新

町)、第１後方支援連隊(練馬)、第１０後方支援連隊(守山)、第６後

方支援連隊(神町)、第３後方支援連隊(千僧)、第９後方支援連隊 

(八戸)、東北方面後方支援隊(仙台)、中部方面後方支援隊(桂)、北部

方面後方支援隊(札幌)、第２後方支援連隊(旭川)、第７後方支援連隊

(東千歳)、第５後方支援隊(帯広)、第１１後方支援隊(真駒内) 

      海自 第２１航空群(館山)  

⑥ ブルーシートの展張支援【９月１５日～３０日、１０月３日、４日】 

    活動場所：南房総市、鴨川市、館山市、鋸南町、四街道市、銚子市、八街市、富里市、

山武市、芝山町、旭市、木更津市、君津市、富津市、成田市、大網白里市、

九十九里町、神崎町、佐倉市、香取市、袖ケ浦市、市原市、多古町、横芝光

町、酒々井町、東金市、匝瑳市 

    活動部隊：陸自 第３２普通科連隊(大宮)、第１普通科連隊（練馬）、高射学校(下志津

)、第１空挺団(習志野)、第１高射特科大隊(駒門)、第６施設群(豊川

)、第３６普通科連隊(伊丹)、第３７普通科連隊(信太山)、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３

９普通科連隊(弘前)、第８普通科連隊(米子)、第１７普通科連隊(山

口)、第４６普通科連隊(海田市) 

海自 下総教育航空群(下総)、第３術科学校(下総)、第２１航空群(館山) 

空自 第７航空団（百里）、中部航空警戒管制団（入間）、第１高射群（入間

）、中部航空方面司令部支援飛行隊（入間）、電子作戦群（入間）、作

戦システム運用隊（横田）、第２輸送航空隊（入間）、第２補給処十条

支所（十条）、第３補給処（入間）、第４補給処（入間）、第４補給処

木更津支処(木更津) 

          （ブルーシート展張支援実績） 

日 付 箇所数 

９月１５日（日）    ４９箇所 

１６日（月）    ４５箇所 

  １７日（火）   １７９箇所 

  １８日（水）    ４８箇所 

  １９日（木）   ２２５箇所 

  ２０日（金）   １８４箇所 

  ２１日（土）   １０６箇所 

  ２２日（日）    ８１箇所 
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  ２３日（月）    ４５箇所 

  ２４日（火）   １４７箇所 

  ２５日（水）   ２０３箇所 

  ２６日（木）   ２０２箇所 

  ２７日（金）   ２０４箇所 

  ２８日（土）    ３２箇所 

  ２９日（日）    １０箇所 

  ３０日（月）     ４箇所 

１０月３日（木）    ３０箇所 

   ４日（金）    ２４箇所 

合 計 １，８１８箇所 

 

⑦ ブルーシートの輸送支援【９月１５日～１６日】 

活動内容：秋田県、徳島県、香川県及び熊本県の倉庫から空自輸送機(Ｃ－２、Ｃ－１

３０Ｈ)及び陸自トラックにより千葉県へ輸送 

活動部隊：陸自 東北方面輸送隊(霞目)、東部方面輸送隊(朝霞)、第１５即応機動連隊

(善通寺)、第１４後方支援隊(善通寺)、西部方面輸送隊(健軍) 

空自 第１輸送航空隊(小牧)、第３輸送航空隊(美保) 

 ⑧ ＬＥＤランタンの輸送支援【９月１７日】 

活動内容：館山市に集積されたＬＥＤランタンを、陸自トラックにより八街市へ輸送。 

活動部隊：陸自 第３２普通科連隊(大宮) 

⑨ ガレキ除去【９月２６日、２７日】 

活動内容：館山市においてがれき除去を実施。 

活動部隊：第２１航空群(館山) 

  ⑩ 情報収集【９月１３日～２８日】 

  陸自ヘリに東京電力職員を同乗させ、上空からの南房総地区における確認を支援。じ

後、地上映伝等により、情報収集を実施。 

     空自ヘリにより情報収集を実施。 

     ドローンによる情報収集活動を実施。 

    活動部隊：陸自 東部方面情報処理隊(朝霞) 

      空自 中部航空方面隊(松島) 

 

【神奈川県（９月１３日１４時３０分をもって撤収）】 

○ 停電復旧作業のための倒木・土砂除去の支援【１１日～１３日】 

活動場所：鎌倉市 

 活動部隊：陸自 第３１普通科連隊(武山)、第４施設群(座間) 

  ○ 情報収集【９月１０日】 

 東部方面航空隊(立川)のＵＨ－１（映像伝送機）が鎌倉市において情報収集を実施。 

 

（２）活動状況【１０月７日～】 

 【千葉県】 
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※引き続き、千葉県所在部隊が追加支援要望等の確認のため、各自治体を巡回。 

※千葉県所在部隊が追加支援要望等の確認のため、各自治体を巡回。 

※連絡員(ＬＯ)の派遣先：千葉県庁 

(5) 海上保安庁の対応  

○対応体制等 

 9 月 8 日 18:00 海上保安庁対策室設置 

 9 月 9 日 05:00 第三管区海上保安本部対策室設置 

 9 月 10 日 17:00  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 146 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   87 件［継続中 2件］ 

・海の安全情報 41 件［継続中 3件］ 

  ○災害支援活動 

  ・13 日 15:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船あしたかにより、給水支援 1人（6リット

ル）、入浴支援 31 人及び携帯充電 9人に対し実施 

  ・14 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船ぶこうにより、給水支援６人（66 リット

ル）、入浴支援 41 人及び携帯充電 20 人に対し実施 

  ・15 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船ぶこうにより、給水支援 12 人（164 リット

ル）、入浴支援 33 人及び携帯充電 12 人に対し実施。 

・16 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船ぶこう、たかとりにより、給水支援 0人、

入浴支援 35 人及び携帯充電 7人に対し支援 

・17 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船たかとりにより、給水支援 0人、入浴支援

30 人及び携帯充電 2人に対し実施。 

・18 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船たかとり、おきつにより、給水支援 0人、

入浴支援 13 人及び携帯充電 0人に対し実施。 

・19 日 09:00～21:00 富津公共岸壁で巡視船おきつにより、給水支援 2人（40 リット

ル）、入浴支援 14 人及び携帯充電 1人に対し実施。 

・20 日 09:00～11:30 富津公共岸壁で巡視船おきつ、14:00～21:00 巡視船ひたちによ

り、給水支援 0人、入浴支援 8人及び携帯充電 0人に対しを実施。 

【実績合計（20 日まで）：給水 21 名（276 リットル）、入浴 205 名、充電 51 名】 

(6) 金 融 庁の対応  
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・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。 

・9月 18 日、被災者からの相談を受け付ける「令和元年台風第 15 号金融庁相談ダイヤ

ル」（フリーダイヤル）を設置。 

・9 月 24 日、東京都内の金融機関等に対し、関東財務局東京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 号による災害に対する金融上の

措置について」を発出。 

・9 月 26 日、千葉県に金融庁・財務局職員を派遣し、現地の商工団体、金融機関等か

ら被災者への支援取組状況や被災者のニーズを把握（継続的に派遣を実施）。 

(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） 

  ・消費者安全情報総括官窓口宛に連絡を行い、被災地を中心に生命・身体に影響がある

重大な消費者事故が発生しないか注視していくことを確認（9月 9日 11:00） 

  ・各省庁に対し、重大な消費者事故情報を入手した場合、速やかに情報共有を図ること

を依頼（9月 9日 11:00） 

  ・国民生活センターへ台風15号に関する消費生活相談情報の照会を実施（9月9日 11:53） 

  ・消費者庁ウェブサイトのトップページ及び公式 SNS 及び首相官邸 LINE において、大規

模災害に関連した消費者トラブルに注意するよう呼び掛けを実施（9 月 13 日） 

  ・適格消費者団体の１つである「消費者市民サポートちば」に被害状況を確認したが、

被害等の報告はなし。（9 月 13 日 14:15） 

 ・千葉県の保健衛生部局に食表示規制の弾力的運用の要否について照会（9月13日 16:50） 

   ⇒特段の支援要請はきておらず、弾力的運用は不要とのこと。今後、支援が必要な場

合は、連絡してもらうよう依頼。 

  ・千葉県庁より館山市、鋸南町、芝山町の３自治体について、１８８の接続先を千葉県

消費者センターに変更するよう依頼あり。 

   ⇒館山市、鋸南町は当面（９月 17 日～10 月４日）の間は県センターへ接続先を変更。

（9月 27 日 16:00） 

   ⇒芝山町は当面（９月 17 日～10 月４日）の間は県センターへ接続先を変更。（9 月 27

日 16:00） 

  ・消費者団体、業界団体等に対し、平成 30 年 11 月に 新版を公表した、災害に関連す

る消費者トラブル防止のための啓発資料の活用や周知を依頼（9 月 17 日） 

   ※９月１７日現在、４団体から合計で、1,650 枚を提供済みであるほか、会員向けのサ

イトでの情報提供の実施等の対応がされている。 

  ・関係省庁及び千葉県消費生活センターに対し、台風 15 号の影響による生活関連物資等

の状況を確認（9月 17 日 9:30） 

  ・「災害に関連する主な相談例とアドバイス」について、消費生活相談の内容を踏まえ、

損害保険（車両保険）に係る記載等を更新。（９月 26 日） 
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(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（通信関係:各日 大４名体制、人的

支援関係: 各日 大３名体制）。 

９月 14日以降、通信確保調整のため、千葉県南部の延べ６市町へ職員を派遣（各日 大

６名体制） 

  南房総市(9/14-26)、鋸南町(9/15-16)、館山市(9/15-16)、鴨川市(9/15)、君津市(9/15-16)、 

富津市(9/15-16) 

９月 13日（金）、14日（土）、17日（火）及び 18日（水）、27日（金）及び 28日（土）、

被災市町村の状況を把握するため、千葉県内に計６名派遣。 

  ・人的支援について 

   ９月１２日（木）、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随時調整。 

    ９月１３日（金）以降、９市町から派遣要請があり、順次、総括支援チームの派遣を決定。 

＜総括支援チームの派遣先等＞ 

派遣先 派遣元 派遣時期 

南房総市 さいたま市 9/13～9/19 

富津市 埼玉県 9/13～9/30 

鋸南町 相模原市 9/14～ 

君津市 東京都 9/14～ 

富里市 茨城県 9/14～9/26 

多古町 栃木県 9/15～9/19 

大網白里市 神奈川県 9/17 

芝山町 横浜市 9/19～9/21 

山武市 群馬県 9/21～10/1 

 

９月１５日（日）以降、避難所運営・罹災証明書交付業務支援等のため、千葉県を通じ

て９市町から派遣要請があり、順次、対口支援団体を決定。 

 

＜対口支援団体の派遣先等＞ 

派遣先 派遣元 派遣時期 
派遣人数 

（10/7 実績） 

君津市 東京都 9/17～ 20 名 

富津市 埼玉県 9/20～10/4 － 

富里市 茨城県 9/20～9/26 － 

南房総市 

さいたま市 9/20～ 8 名 

神奈川県 10/2～ 36 名 

山梨県 10/4～ 15 名 

仙台市 10/7～ 6 名 

茨城県 10/7～ 4 名 

埼玉県 10/7～ 20 名 

静岡県 10/7～ 24 名 
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静岡市 10/7～ 10 名 

鋸南町 相模原市 9/20～ 33 名 

多古町 栃木県 9/23～ 3 名 

山武市 群馬県 9/25～ 4 名 

館山市 川崎市 9/24～ 30 名 

千葉市 横浜市 10/4～ 8 名 

   ※９月１７日からの延べ派遣人数は 2,786 名 

  ・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 229 台、衛星携帯電話 22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 

〃 

衛星携帯電話 

10 

30 

2 

9/11 午後 

9/13 午後 

9/13 午後 

袖ケ浦市 簡易無線機 10 9/11 午後 

鋸南町 

簡易無線機 

〃 

衛星携帯電話 

10 

10 

1 

9/11 午後 

9/13 午後 

9/13 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 

ＭＣＡ無線機 

10 

4 

9/12 午後 

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 

鴨川市 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

20 

1 

9/13 午後 

9/13 午後 

勝浦市 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 

1 
9/13 午後 

大多喜町 
簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 

1 
9/13 午後 
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・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（9/11～10/3） 

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、

現在千葉県庁で待機中） 

信越総合通信局管理 → 千葉県市原市（9/12～13）、千葉県南房総市（9/14～10/1） 

  ・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日以降、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日以降、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（287 局）、携帯局（5局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

 ・９月 10 日以降、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（84局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

 ・９月 13 日以降、東北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（40局）、携帯局（2局）の移動範囲の変更申請があり、即時に許可。 

 ・９月 14 日以降、KDDI 株式会社から船上基地局・船上地球局（館山沖、伊豆大島沖）

の開設申請及び地球局（山口県）の変更申請があり、即時に許可。 

 ・９月 17日、株式会社 NTT ドコモから船上基地局の開設申請があり、即時に許可。 

＜電波利用料＞ 

・９月 13 日（金）災害救助法の適用を受けた千葉県（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）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。 

・９月 25日（水）災害救助法の適用を受けた東京都（島しょ大島町）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。 

・９月 24 日（火）、千葉県内 25 市町に対して、当面の資金繰りを円滑にするため、11 月

に定例交付すべき普通交付税の一部（67億 5,000 万円）を繰り上げて交付。 

 ・行政相談業務における対応状況 

   ９月 25 日（水）、千葉行政監視行政相談センターにおいて、支援措置を講じている関係

機関の窓口リストを作成し、ホームページで公表。同日、千葉県及び県内全市町村へ送

付。 

【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。 
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（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。

（9/9～9/27） 

   （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（ 大 19箇所）において特設公衆電話を設置。 

（５）光ステーション（Wi-Fi アクセスポイント）の開放 

NTT 東日本が千葉県内全域において、光ステーション（約 2,100 箇所）を無料開放。 

（６）携帯電話事業者３社による衛星携帯電話の貸出 

  老人ホーム等 142 の社会福祉施設へ、携帯電話事業者３社の衛星携帯電話を配布。 

（７）船舶型基地局の運用を実施 

  KDDI が船舶型基地局「KDDI オーシャンリンク」を派遣し、エリア復旧を実施（9/15

～9/17）。 

（８）通信料金の減免 

NTT 東日本、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、NTTコミュニケーションズ、ジュピ

ターテレコム（J:COM）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。 

（９）支払期限の延長 

NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、ジュピターテレコム（J:COM）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、NTTコミュニケーションズ、ジュピ

ターテレコム（J:COM）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。 

（10）携帯電話事業者のデータ通信容量制限解除等の措置 

携帯電話事業者各社が、災害救助法が適用された地域の被災者を対象として、契約

しているデータ通信容量を超えた場合の速度制限の解除や追加の通信容量の無償提

供を開始。 
 

NTT ドコモ KDDI ソフトバンク 
ジュピターテレ

コム（J:COM） 

措置 

内容 

契約しているデータ

プランの通信容量を

超えた場合の速度制

限解除 

契約しているデータ定額

サービスまたは料金プラ

ンの通信容量を超えた場

合の速度制限解除 

データ通信容量の

追加購入料金を無

償化 

追加パケットの

追加購入料金を

減免 

対象 

者 

災害救助法が適用された地域に「契約者住所」または「請求書送付先住所」のいずれかが

ある利用者 

適用 

時期 

９月 13 日 

～10 月 31 日 

９月 14 日 

～10 月 31 日 

９月 14 日 

～10 月 31 日 

９月９日 

～９月 30 日 

   （11）故障等問い合わせを受け付ける特設ホームページの開設 

NTT 東日本が、故障やトラブルに関する問い合わせを受け付ける特設ホームページ
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を開設。 

（12）故障受付「出張１１３」の設営 

NTT 東日本が、故障やトラブルに関する問い合わせを受け付ける窓口「出張１１３」

をこれまでに千葉県内計 16箇所設置。 

  ＜避難所等支援＞ 

○携帯電話等貸出状況 

・NTT ドコモ：マルチチャージャー16台、衛星携帯電話 106 台、スマートフォン 270

台、Wifi ルータ 3台、タブレット 3台、携帯電話 24 台 

・KDDI：充電用設備 64 台、蓄電池、モバイルバッテリーなど 75 台、Wi-Fi AP 23 台、

衛星通信端末 61台、スマートフォン 105 台、フィーチャーフォン 60 台 

・ソフトバンク：充電用設備 21 台、Wifi ルータ 33 台、固定電話 9 台、タブレッ

ト 34 台、衛星携帯電話 171 台、携帯電話 42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 

八街市 ＭＣＡ無線機 5 9/24 午後 

    ※ＭＣＡ中継局は支障なく運用中。 

   ○放送関係 

    ・ＮＨＫにおける放送受信料の免除 

災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被

害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約について、令和元

年９月から令和元年 10月までの２か月間の放送受信料を免除。 

    ・㈱ＷＯＷＯＷ 

災害救助法が適用された地域在住のサービス加入者に対し、専用フリーダイヤル

を設置し、加入者からの申し出がありかつ「視聴不能」が確認された場合に、９月

分の視聴料を免除。 

・スカパーＪＳＡＴ㈱ 

災害救助法が適用された地域在住のサービス加入者に対し、専用フリーダイヤル

を設置し、加入者からの申し出がありかつ「視聴不能」が確認された場合に、９月

分の視聴料等を免除。 

・株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

避難指示・避難勧告等によってサービスをご利用できなかった加入者に対し、加入

者からの申し出により、利用できなかった期間の基本料金等を日割りで減額精算。 

対象地域は、災害救助法が適用された地域および神奈川県横須賀市、鎌倉市、葉山

町、三浦市、逗子市。 

   ○郵政関係 
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・日本郵政グループ 

９月 13 日（金）から 10 月 15 日(火)まで、災害救助法が適用された地域を対象

に、通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い、また、保険料の

払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱いを実施。 

ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口において、令和元年９月２０日（金）から、

義援金の無料送金サービスを実施。 

郵便局の窓口において、令和元年９月２０日（金）から、救援等を行う団体に宛

てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施。 

(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 

・財務省、厚生労働省の連名で、日本公庫国民生活事業本部へ「令和元年台風第 15 号に

よる災害に関する当面の貸付け業務について」の配慮要請を実施。 

・財務省、中小企業庁の連名で、日本公庫中小企業事業本部と商工中金へ「令和元年台風

第 15 号による災害に関する当面の貸付け業務について」の配慮要請を実施。 

・財務省、農林水産省の連名で、日本公庫農林水産事業本部等へ「令和元年台風第 15 号

による災害に係る当面の貸付業務について」の配慮要請を実施。 

・9 月 13 日、無償貸付が可能な未利用国有地等リストを千葉県へ情報提供し、災害対応

で必要があれば連絡いただきたい旨、伝達。 

・関東財務局において、人的支援の要請のあった自治体に対して人員を派遣。 

 9 月 21 日～ 館山市（罹災証明書受付事務補助等） 

【国税庁の対応】 

・国税庁・東京国税局より、納税者向けに、ＨＰや法人会等の関係団体を通じて、災害を

受けた場合には申告・納付等の期限の延長を行うことが遡及的にできるので、状況が

落ち着いたら税務署へご相談いただくよう周知・広報。 

・東京国税局において、人的支援の要請のあった自治体に対して人員を派遣。 

９月 30 日～ 館山市（罹災証明受付事務補助等） 

10 月２日～ 鴨川市（罹災証明受付事務補助等） 

(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
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遣。（令和元年 9月 13 日） 

・災害により喪失・損傷した教科書の給与が速やかに行えるよう教科書供給協会及び教

科書協会に依頼。（令和元年 9月 17 日） 

・教科書（小学校外国語教育における教材も含む）に関する事務の取扱いについて各都

道府県教育委員会宛てに事務連絡を発出。（令和元年 9月 17 日） 

・修学旅行などの学校行事の取扱い及び授業時数の確保について千葉県教育委員会及び

千葉市教育委員会宛てに事務連絡を発出。（令和元年 9月 17 日） 

・台風による修学旅行等への影響への対応について観光庁宛てに通知を発出。（令和元年

9 月 17 日） 

・高校生等への修学支援に係る事務の取扱いについて関係都県の担当部局宛てに事務連

絡を発出。（令和元年 9月 18 日） 

・佐々木文部科学大臣政務官による千葉県現地視察（館山市）（令和元年 9月 20 日） 

・萩生田文部科学大臣による千葉県現地視察（君津市）（令和元年 9月 24 日） 

・文化財の被害状況の確認及び今後の対応を協議する為、文化財調査官を派遣。（令和元

年 9月 24 日～） 

・子ども・子育て支援新制度における利用者負担額や利用定員の弾力化に対する配慮に

ついて、全国の各都道府県、指定都市、中核市の子育て支援担当部局に対し、内閣府及

び厚生労働省と連名で事務連絡を発出。（令和元年 9月 13 日、26 日） 

・台風による被害を踏まえた学校施設の防災のための点検、対策等について、全国の各

都道府県、指定都市、各国公私立大学等の担当部署に対して通知を発出。（令和元年 9

月 30 日） 

・災害時における学校給食実施体制の構築に係る依頼について、各都道府県教育委員会

の学校保健主管課に対して事務連絡を発出。（令和元年 10 月 1 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 41 名（うち ISUT 要員 39 名、情報収集要員 2 名）派遣（令和元年 9 月 10

日～10 月 4 日）。 

  ・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 7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） 

4 名が市原市、君津市、富津市、鋸南町、南房総市、館山市で調査。（令和元年

10 月 1 日、2 日） 

 ＜国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構＞ 

  ・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
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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 

（政務三役の視察） 

・加藤厚生労働大臣及び小島厚生労働大臣政務官の現地視察 

 ９月 19 日、千葉県鋸南町・館山市を訪問し、鋸南町保健福祉総合センター等を視察。 

・橋本厚生労働副大臣の現地視察 

  ９月20日、千葉県多古町・香取市を訪問し、多古町久賀浄水場等を視察。 

 ・稲津厚生労働副大臣の現地視察 

  ９月26日、千葉県君津市・木更津市を訪問し、君津市内の特別養護老人ホーム等を視察。 

 ・自見厚生労働大臣政務官の現地視察 

10月３日、千葉県木更津市・君津市を訪問し木更津市内の保育園等を視察。 

（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等に累計で 60 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 26 日 EMIS 通常モードに切り替え 

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 30 日 EMIS 通常モードに切り替え 

９月９日 東京都   08:26   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月 24 日 EMIS 通常モードに切り替え 

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 26 日 EMIS 通常モードに切り替え 

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（※ロジスティックチーム活動を含む） 

東京都  １隊活動中  神奈川県 １隊活動中 
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・DPAT の活動状況 

９月 14 日 10 時 30 分、千葉県 DPAT 調整本部を県庁内に再設置。県庁職員が安房地区

へ情報収集のために派遣。 

９月 15 日、千葉県 DPAT 隊を安房保健医療調整本部（安房地域医療センター内）に派

遣し、DPAT 活動拠点本部を設置、２隊が活動中（１隊は活動拠点本部で情報収集、１

隊は避難所等で地域のスクリーニングを実施。）。 

９月 16 日、２隊が活動中（１隊は活動拠点本部で情報収集、１隊は被災者支援を行う

市町村職員のメンタルヘルスケアのニーズ把握のため、館山市、鋸南町に派遣。）。 

９月 17 日、千葉県 DPAT 調整本部を県庁内から精神保健福祉センターに移行、安房保

健医療調整本部が安房地域医療センターから安房保健所に移行したことに伴い、DPAT

活動拠点本部も安房地域医療センターから安房保健所に移行。 

安房保健所へ業務引き継ぎを実施し、同日付で DPAT 隊の活動終了。 

＜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、9/17） 

・「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） 

・「被災地における熱中症予防について（周知依頼）」（令和元年９月 17 日付け健康

局健康課地域保健室事務連絡） 

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）。 

・避難所等で生活する方への栄養・食生活の支援に係る以下の事務連絡を送付し、被災

者への対応を要請した。(9/13) 

・「令和元年台風第 15 号による災害に係る避難所等で生活する方への栄養・食生活

の支援について（協力依頼）」（令和元年９月 13 日付け健康局健康課栄養指導室事

務連絡） 

・「令和元年台風第 15 号による災害に係る避難所等で生活する方への栄養・食生活

の支援について」（令和元年９月 13 日付け健康局健康課栄養指導室事務連絡） 

・９月 15 日から本省管理職を含む２名（医師・保健師）を安房保健所へ派遣。被災者

の健康管理のため、その健康支援について、現地の対応状況の確認等を実施した。
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また、９月 21 日から千葉県内の５保健所（君津・山武・香取・印旛・海匝）と君津

市へ職員を派遣し、健康支援の状況について確認を実施中。 

・「令和元年台風 15 号に係る被害地域における感染症予防対策について」（令和元年９

月 17 日付け健康局結核感染症課事務連絡）で、関係自治体（県・保健所設置市）

に対し、感染症の予防法、浸水後の衛生対策や消毒方法等について、管内の市町村

や住民への周知等、対策の徹底に努めていただくよう要請した。 

・「避難所内のトイレの衛生管理について」、「浸水した家屋の感染症対策」等のリーフ

レットを送付し、関係自治体に対し、管内の市町村や住民への周知等、対策の徹底

に努めていただくよう要請した（9/17）。 

千葉県より保健師等の応援派遣について要請があり、厚生労働省において調整し、

活動。（9/16）。 

【千葉県】 

派遣先 活動場所 チーム数 派遣元 
（派遣元については、県内市町村を

含む場合がある 
派遣 活動中 

千葉県 安房健康福祉センター 

（安房保健所）管内 

6 0 神奈川県（9/17～10/6） 

群馬県（9/18～9/27） 

川崎市（9/18～9/23） 

横浜市（9/18～9/27） 

川口市（9/18～9/27） 

宮城県（9/19～10/3） 

山武健康福祉センター 

（山武保健所） 

君津健康福祉センター 

（君津保健所）管内 

1 0 東京都（9/18～9/26） 

＜社会福祉施設等関係＞ 

・９月 11 日付け通知で、千葉県、千葉市、柏市、船橋市に対し、社会福祉施設等にお

いて、特に医療的配慮が必要な入所者等について、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した。 

 ・９月 13 日付けで、千葉県、千葉市、柏市、船橋市に対し、電力不足や水不足等に

より、入所者を一次避難させる必要がある施設又は多数の避難者の受入を行って

いる施設を支援するため、関係団体の協力のもと、相談窓口を設置したことを周

知するとともに、管内市町村や施設に周知依頼。 

・９月 13 日付けで、各都道府県・指定都市・中核市に対し、社会福祉施設等におい

て、高齢者、障害者、子ども等の要配慮者の緊急的な受入、避難者への対応を依

頼するとともに、法人間、関係団体との連携による職員の応援確保を要請。 

(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） 

・生産局園芸作物課室長級職員外１名が千葉県において現地調査（９月 10 日） 
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・水産庁職員防災漁村課室長外が千葉県において現地調査（９月11、13、18、20、25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）へ職員のべ 14 名（食

料産業局、生産局、政策統括官）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～） 

 （停止中のクーラーステーション 1か所に電源車到着。）（９月 14 日） 

・令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（９月 13 日

12:00）（被害情報等の把握と情報共有及び積極的な対応を指示） 

・江藤大臣及び藤木大臣政務官が、茨城県鉾田市及び行方市並びに千葉県香取市、鋸

南町、南房総市の現地調査を実施（９月 14 日） 

・農研機構の職員を千葉県に派遣（生産局・関東農政局担当官が同行）し、被災果樹農

家に対する技術的支援を実施（９月 17 日） 

・令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部（９月 17 日 14:00）

（被災農林漁業者の経営再開に向けた支援策を早急に検討するよう指示） 

・加藤副大臣が千葉県において、森林被害等の調査のため、ヘリコプター調査を実施

（９月 19 日） 

・令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（９月 19 日

16:45）（農林水産関係被害への対応についての検討） 

・河野農林水産大臣政務官が、千葉県八街市及び山武郡九十九里町並びに山武市の現

地調査を実施（９月 20 日） 

・藤木農林水産大臣政務官が、千葉県八街市の現地調査を実施（９月 23 日）。 

・「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴

風雨を含む。）、台風第 17 号による農林水産関係被害への支援対策について」を決定

（10 月 1 日） 

   ・食料支援の実績 

    内閣府防災の要請（9 月 12 日～）により、農林水産省が手配した食料支援は、以下

のとおり到着している 

  ※到着日が新しい順に記載 

9 月 18 日 14:00 までの合計：514,768 点 

配送先 到着日 支援品目 数量（概数） 

神崎町   （計  1,000 点） 9 月 17 日 アルファ米 1,000 

芝山町   （計  3,000 点） 9 月 17 日 アルファ米 3,000 

横芝光町 （計  1,000 点） 9 月 17 日 アルファ米 1,000 

香取市   （計  3,000 点） 9 月 16 日 アルファ米 3,000 

南房総市 （計 71,445 点） 

9 月 18 日 ロングライフリゾット 30,000 

9 月 17 日 缶詰 20,880 

9 月 16 日 

水（500 ㎖） 10,368 

カップ麺 3,504 

缶詰 3,360 

9 月 15 日 パックご飯 3,333 
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市原市  （計 149,355 点） 

9 月 17 日 水（500 ㎖） 57,600 

9 月 16 日 
水（500 ㎖） 16,008 

缶詰 22,176 

9 月 15 日 パックご飯 22,167 

9 月 14 日 カップ麺 31,404 

木更津市 （計 24,837 点） 
9 月 15 日 パックご飯 12,333 

9 月 14 日 カップ麺 12,504 

館山市  （計 38,936 点） 

9 月 16 日 
カップ麺 1,008 

缶詰 1,008 

9 月 15 日 パックご飯 1,040 

9 月 14 日 

カップコーンスープ 3,000 

水（500 ㎖） 24,000 

カップ味噌汁 6,000 

経口補水飲料（500 ㎖） 2,880 

多古町  （計 28,372 点） 9 月 14 日 

乾燥米飯 2,500 

白がゆ 7,776 

カップ麺 10,200 

水（500 ㎖） 5,016 

経口補水飲料（500 ㎖） 2,880 

袖ヶ浦市 （計 41,500 点） 

9 月 16 日 アルファ米 16,000 

9 月 15 日 パックご飯 8,500 

9 月 14 日 水（500 ㎖） 17,000 

富津市  (計 27,088 点) 

9 月 18 日 
缶詰 1,008 

レトルトカレー 1,040 

9 月 16 日 カップ麺 4,008 

9 月 15 日 
パックご飯 4,000 

缶詰 4,032 

9 月 14 日 水（500 ㎖） 13,000 

君津市  （計 84,611 点） 

9 月 16 日 
水（500 ㎖） 36,000 

缶詰 7,680 

9 月 15 日 
パックご飯 7,667 

茶(500 ㎖) 17,400 

9 月 14 日 カップ麺 7,800 

9 月 13 日 水（500 ㎖） 8,064 

東金市  （計 13,616 点） 
9 月 17 日 

缶詰 5,016 

アルファ米 5,000 

9 月 13 日 水（500 ㎖） 3,600 
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東庄町  （計  1,008 点） 9 月 13 日 水（500 ㎖） 1,008 

鴨川市  （計 20,000 点） 
9 月 14 日 水等(500 ㎖) 10,000 

9 月 13 日 パン 10,000 

鋸南町  （計  6,000 点） 
9 月 14 日 水等(500 ㎖) 3,000 

9 月 13 日 パン 3,000 

＜林野庁＞ 

・本庁整備課長外３名及び関東森林管理局千葉森林管理事務所長を千葉県に派遣し、森

林被害等の復旧に関する要望聴取、打合せ及び現地調査を実施（９月 14 日） 

※森林の被害について、君津市、南房総市の一部でまとまった風倒木被害を確認。また、

富津市の鋸山周辺で大規模な天然林の風倒木被害を確認 

・本庁業務課及び関東森林管理局から倒木処理等の要望調整等のため、自衛隊・東京電

力共同調整所等に職員のべ 63 名を派遣（９月 17 日～９月 26 日） 

・停電復旧作業に係る倒木処理等の調整及び、林野関係被害の復旧に係る技術的支援等

のため、本庁職員のべ 33 名を千葉県庁へ派遣（うち、のべ 15 名がリエゾンとして常

駐）（９月 18 日～） 

・千葉県における台風第15号による森林被害等の学識経験者による緊急調査について、

本庁担当官及び関東森林管理局からのべ 17 名を派遣し実施（９月 27 日～28 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、千葉県庁へ職員のべ 37 人を派遣（９月 12 日～10 月２日） 

・関東農政局災害対策本部連絡会の開催（９月 12 日 10：00～） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・関東農政局災害対策本部を設置（９月 13 日 10：00） 

・関東農政局災害対策本部会議（第１回）開催（９月 13 日 10：00） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・関東農政局が、情報収集のため南房総市、鋸南町及び館山市へ職員のべ５名を派遣

（９月 13 日～９月 18 日） 

・関東農政局が、茨城県拠点及び千葉県拠点に相談窓口を設置（９月 13 日～） 

・関東農政局災害対策本部会議（第２回）開催（９月 17 日 10：00） 

（被害等の情報共有と被災情報の収集の継続を指示） 

・関東農政局災害対策本部会議（第３回）開催（９月 18 日 10：00） 

（被害等の情報共有と被災情報の収集の継続を指示） 

・関東農政局災害対策本部会議（第４回）開催（９月 25 日９：45） 

（被害等の情報共有と今後の対応について指示） 

＜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） 

・関東森林管理局次長ほか３名が千葉県と被害状況の情報交換及び森林被害調査の支
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援体制について打ち合わせ（９月 13 日） 

・関東森林管理局が、情報収集及び林野関係被害の復旧に係る技術的支援等のため、

千葉県及び千葉県富津市及び勝浦市、静岡県及び静岡県東伊豆市、河津市へ職員の

べ 28 名を派遣（９月 13 日～） 

・関東森林管理局が千葉県災害対策本部の要請に基づき、倒木処理に必要な重機を保

有している林業事業体の情報を提供（９月 16 日） 

・関東森林管理局が千葉県及び静岡県において森林被害調査のため、ヘリコプター調

査を実施（９月 19 日）。上空からの目視の結果、大規模な山腹崩壊等は発生してい

なかったが、倒木及び小規模な崩壊等が確認された。 

・関東森林管理局次長が千葉県と被害調査のドローン活用に関する要望や伐採木の仮

置き場について打ち合わせ（９月 24 日） 

・千葉県からの要請に基づき、千葉県と合同でドローンによる被害調査を実施（９月

25 日～） 

  ＜国立研究開発法人＞ 

・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）において、被害 項

目（家畜全般、果樹全般、野菜、農業用施設）ごとに技術相談窓口を設置（茨城県及

び千葉県の農業試験場に対し、相談窓口を設置し、必要な協力ができる旨を連絡）。

（９月 13 日） 

【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） 

・食料産業局が「令和元年台風第 15 号に係る災害に関する被災中小企業・小規模事業者

対策（中小企業庁公表）」を所管団体へ周知（令和元年９月 13 日） 

・生産局が「令和元年台風第 15 号により、経営への影響を受ける畜産経営者に対する飼

料代金の支払猶予について」を通知（令和元年９月 13 日） 

・水産庁が「令和元年８月の前線に伴う大雨、台風第 13 号及び台風第 15 号による被害

漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について」を通知（令和

元年９月 13 日） 

・水産庁が「令和元年台風第 15 号の影響による停電に対する金融上の措置について」を

通知（令和元年９月 13 日） 

・関東農政局が「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」（令和元年 9 月 13 日） 

・生産局が「台風第 15 号等の被災地における農業用ハウスの早期復旧に向けた対応につ

いて」を通知（令和元年９月 17 日） 

・経営局が「令和元年台風第 15 号による被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、

既往債務の償還猶予等について」等を通知（令和元年 9月 17 日） 

・林野庁が、復旧作業への協力依頼のため「令和元年台風第 15 号による被害の復旧・復
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興に向けた対応について」を通知（令和元年９月 17 日） 

・水産庁が「令和元年８月の前線に伴う大雨、台風第 13 号及び台風第 15 号による漁業

被害等に係る迅速かつ適切な損害評価等の実施及び共済金等の早期支払について」を

通知（令和元年９月 17 日） 

・経営局及び政策統括官が、「千葉県における停電等により乾燥調製施設が稼働しない際

の水稲の収穫に係る指導の徹底について」を通知（令和元年９月 19 日） 

・水産庁が「令和元年台風第 15 号による災害に対する金融上の措置について」を通知（令

和元年９月 25 日） 

・水産庁が「令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15

号の暴風雨を含む。）による被害に伴う水産多面的機能発揮対策事業の活用について」

を通知（令和元年９月 26 日） 

・経営局が「令和元年 8 月から 9月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15

号の暴風雨を含む。）、台風第 17 号に係る農業次世代人材投資事業の取扱いについて」

を通知（令和元年 10 月１日） 

(13) 経済産業省の対応 

○中小企業・小規模事業者対策  

・災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業対策を実施する。 

※適用となった市町村は、「６ 政府の主な対応 (3) 災害救助法の適用」に記載 

①特別相談窓口の設置  

②日本政策金融公庫による災害復旧貸付（別枠で 1億 5,000 万円など）  

③セーフティネット保証４号（別枠での 100%保証、無担保 8,000 万円など）  

④既往債務の返済条件緩和等の実施  

⑤小規模企業共済災害時貸付の即時実施 

(14) 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、9/20、9/22、9/24、9/26、9/27、9/30、10/2） 

・台風第１５号による千葉県での大規模な停電に対する災害支援対策 幹部連絡会議を開

催(9/13,17,20) 

・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 流良 

 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

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（4市 3 町）と構築。 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ 1,190 人・日派遣（9/6～）】（10/7 13:00 時点） 
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   TEC-FORCE（リエゾン）の派遣   のべ 718 人・日派遣（9/8～）（34 人派遣中） 

   TEC-FORCE（JETT）の派遣     のべ 121 人・日派遣（9/6～）（２人派遣中） 

   TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 351 人・日派遣（9/9～9/30） 

  ・現地への職員派遣（観光関係） 延べ 21 人派遣（9/17～9/26） 

    被災したホテル・旅館・民宿事業者が早期に営業再開・復旧できるよう、被害の状

況や要望を丁寧に聞き、被災事業者に寄り添った個別相談を行うための職員の現地派

遣を実施中（観光庁、関東運輸局） 

  ・団体の現地への派遣による支援【のべ 2,077 人・日派遣】（10/7 13:00 時点） 

千葉県建設業協会より     9/28 22 人派遣 のべ 1,136 人 派遣（9/15～） 

他県建設業協会より     9/30   3 人派遣 のべ 702 人  派遣（9/17～） 

その他の団体による派遣     10/7   1 人派遣  のべ 239 人 派遣（9/16～） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ 284 台・日派遣（9/8～9/27）】 

   災害対策用機械等全撤収 

  ・資機材提供（関東地整）（9月 27 日 7:00 時点） 

    

千葉県
千葉県 千葉市
千葉県 銚子市

140 トラロープ10,000m 9/24済
3,000 9/19済

500 400 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ400m,9/21済

千葉県 佐倉市
千葉県 東金市
千葉県 旭市

千葉県 茂原市 1,100 9/16済
千葉県 成田市 1,000

3,070 5,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ6,000m、9/21済
2,000 22,200

千葉県 勝浦市
千葉県 市原市
千葉県 鴨川市
千葉県 君津市
千葉県 富津市

200 500 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2,000m、9/17済
17,343 45,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ35,000m、9/21済

2,100 1,000 7,831

千葉県 大網白里町 100 400 9/15済
千葉県 酒々井町 700

千葉県 四街道市
千葉県 袖ヶ浦市
千葉県 八街市
千葉県 富里市

200 200 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2,000m、9/21済
5,300 5,500

千葉県 一宮町 1,000 1,000

千葉県 多古町 12,368 1,200 乾電池20,000個、9/15済、発電機43台（9/14済）、トラ ロープ3000m、9/20済

千葉県 東庄町 1,000 2,000 9/15済
千葉県 九十九里町 1,200

茨城県 潮来市 400 ﾃﾝト5張、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ10基、9/14済

支援先 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 土のう袋 投光器 非常食 飲料水
その他

（枚） （枚） （台） （食） （L）都道府県 市町村等

千葉県 館山市 23,195 68,800 16 5,360 2,664 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ118,600m、9/10～21済
千葉県 木更津市 11,400 24,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ4,000m、9/18済

9/14済

9/20済
4,400 4,000 9/15済

2,600 6,600 9/16済
5,500 81,500 5,296 11,680 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ37,500m、9/21済、発電機20台（9/13済）

9/16済

トラロープ1,000m、9/19済
3,100 10,000 乾電池1,000個、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ259m、9/17済

千葉県 南房総市 3,007 23,000 12,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ6,000m、9/21済

300 300 9/14済
15,000 5,000

千葉県 匝瑳市 1,200 3,000 9/16済
千葉県 香取市 1,300 10,000 PPロープ5,000m、9/19済
千葉県 山武市 2,000 9,000 600 9/17済

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ1,000m、9/17済
千葉県 栄町 1,000 2,000 9/15済
千葉県 神崎町 920 800 500 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ500m、9/17済、PPロープ2000m、9/20済

9/12済
千葉県 芝山町 1,700 4,000 4,503 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ500m、9/21済

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2,500m、9/16済
千葉県 長生村 500 9/15済

千葉県 横芝光町 1,300 10,000 2,600 1,200 9/16済

千葉県 白子町 500 1,000 9/15済

9/15済
千葉県 大多喜町 1,050 2,000 9/18済

千葉県 長柄町 200 1,000 500 600 9/15済
千葉県

千葉県 鋸南町 2,200 17,120 乾電池4,000個、ﾄ ﾗﾛｰﾌﾟ 29 , 850m（9/21済）、PPロープ20,000m、9/20済

長南町 2,000 1,000
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  ・支援物資輸送に関する状況 

    プッシュ型支援物資輸送に係る連絡調整を実施するため、内閣府防災（８号館）へ

職員１名を派遣し、連絡調整を実施（9/12～19）、それ以外の期間は本省にて連絡調整

を実施。（輸送要請：２３件（うち輸送完了：２０件、キャンセル３件（自家輸送、自

衛隊へ切替）） 

  ・空港関係 

    成田空港周辺市町では、成田空港株式会社、日本航空、全日空が協力し、飲料水、食

料品、冷却剤、乾電池等を配布。発電機、電源車を貸与。自治体間の救援物資の運搬

を支援(トラック輸送)。また、航空科学博物館（芝山町）敷地内にあるレストハウス

を休憩所として開放。 

   ＜成田国際空港株式会社から＞※配布済み 

・飲料水（ペットボトル）：芝山町へ15,000本配布、多古町、横芝光町へ5,000本配布、

神崎町に3,000本配布、富里市・成田市へ2,000本ずつ配布、栄町へ500本配布 

・ウェットティッシュ：芝山町、多古町、神崎町、山武市、香取市へ1,000個ずつ配布 

・冷却剤：芝山町、多古町、神崎町、山武市へ1,000個ずつ配布、香取市へ300個配布 

・USB タップ：多古町、山武市へ 10 個ずつ貸与、成田市へ 2個貸与 

・コードリール：多古町へ 10 個ずつ貸与、成田市へ 2 個貸与 

・発電機：山武市へ 1機貸与、成田市へ 2 機貸与 

・電源車：芝山町へ 1台貸与 

・寝袋：成田市へ 150 個貸与 

・乾電池：芝山町へ 2,500 個配布 

・ビニール袋：芝山町へ 6,000 枚配布 

・ブルーシート：芝山町へ 15 枚配布、横芝光町へ 25 枚配布 

・非常食（レトルト食品）：多古町へ500個、横芝光町へ600個、山武市に200個配布 

・非常食（クラッカー）：山武市へ 2,550 個配布、栄町へ 500 個配布、芝山町へ 1,000

個配布、多古町へ 1,500 個配布、富里市へ 1,000 個配布 

・飲料水：多古町へ給水車 9台分(1 台あたり 1000 リットル)補給 

・各種パン：芝山町、多古町、富里市へ 800 個ずつ、山武市へ 600 個配布 

・人的支援：ＪＡＬ、ＡＮＡと協同し、多古町、横芝光町、山武市、芝山町及び富里

市に物資配布等のため職員を派遣（9/15～23） 

・その他：成田空港周辺市町において、停電復旧作業の障害となっている倒木の伐採

作業の支援を手配。（9/17～19） 

＜全日本空輸株式会社から＞※配布済み 

    ・飲料水（ペットボトル/2 リットル）：芝山町、多古町へ 2,500 本ずつ配布、神崎町

合計 122,585 374,420 16 34,755 41,347

茨 県 張、 ﾘ 、 済
千葉県 いすみ市 1,000

千葉県 （消防学校） 60 10,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ1,960m、9/21済

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ3,000m、9/18済
千葉県 御宿町 100 1,000 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ1,000m、9/18済
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へ 1,500 本配布 

    ・簡易トイレ：芝山町、多古町へ 2,500 個ずつ配布、神崎町へ 1,500 個配布、横芝

光町へ 500 個配布 

 ・非常食（ビスケット）：横芝光町へ 500 個配布 

 ・除雪車と給水車を活用し、障がい者施設の浴場にお湯の提供を実施。（9/18 多古町） 

・自治体への人的支援を実施（ＮＡＡ、ＪＡＬと協同） 

  社員 2名を横芝光町役場に派遣し、物資配布に協力。（9/20） 

＜日本航空株式会社から＞※配布済み 

 ・プラスチックナイフ、フォーク、スプ―ン：芝山町、多古町へ10,000セットずつ配布 

・自治体間の救援物資の運搬を支援(トラック輸送)。  

・社員が多古町役場に 4 名、横芝光町役場に 3 名が出向き飲料水、食料、乾電池等 

の物資配布など人的支援。横芝光町においてはブルーシート 2,000 枚のトラック

から取り下ろし。(9/15) 

・多古町の（自衛隊による）仮設風呂利用者向けに飲料用紙コップ 1,000 個提供

(9/15)。 

・カップ麺 6,000 個を成田周辺 9市町（成田市、富里市、香取市、山武市、栄町、神

崎町、多古町、芝山町、横芝光町）に提供予定。(9/20～) 

・自治体への人的支援を実施（ＮＡＡ、ＡＮＡと協同）（9/16～9/21） 

  社員を多古町役場に派遣し、水の配布、乾電池の配布、庁舎利用者の交通整理に

協力。 

  社員を横芝光町役場に派遣し、がれき回収所での案内業務、がれき回収支援に協力。 

  社員を山武市役所及び市内避難所に派遣し、ブルーシート等の物資配布、おにぎ

り作り等の各種支援作業に協力。 

・新車の防除雪氷車を活用し、老人ホーム等へのお湯の提供を実施。（横芝光町及び

多古町） 

・輸送の支援：車両 2台により、芝山町に残置されたブルーシート約 400 枚、土のう

袋約 1,600 枚を、鋸南町及び南房総市まで輸送(9/20) 

  ・住宅・建築物等 

   【応急的な住まいの確保等】 

・自治体が被災した住宅の耐震性の向上等に資する補修について支援を行う場合に、

国が防災・安全交付金の効果促進事業の対象として支援を行う旨を 9 月 23 日に千

葉県を通じて被災自治体に通知。 

・千葉県及び千葉市等において、住宅被害を受けられた方に対する公営住宅等の空

室提供を開始  ※提供可能戸数 167 戸、入居決定 78 戸（10/3 現在） 

・災害救助法による仮設住宅の提供及び住宅の応急修理については、制度を所管す

る内閣府に協力し、千葉県に対する支援を行う。 すでに、仮設住宅の提供につい

ては、住宅関係団体（賃貸住宅及び住宅生産）に対し、住宅局から支援に向けた準
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備と協力について要請済み。 

・建築士等の専門家による相談窓口の設置を支援（9/25 に鋸南町、9/28 に鴨川市、

南房総市、富津市、10/2 に館山市、10/5 に木更津市、君津市、袖ヶ浦市で設置）。 

   【融資による支援】 

・住宅の復旧に対して、住宅金融支援機構から、千葉県を通じて全市町村に対し、災

害復興住宅融資が活用できることを周知済み。また、台風15号の被災者に向けて、

機構 HP に災害復興住宅融資の案内、返済等に関する相談窓口の情報を掲載し、申

込み・相談を受付中。 

  ・観光関係（10 月 7 日 12:00 現在） 

   （被災者向けの宿泊施設提供等の協力依頼） 

     9 月 13 日、観光庁より、千葉県及び宿泊団体に対し、被災者のニーズに応じ、宿

泊サービス、入浴・炊き出しサービスを積極的に実施されたい旨の文書を発出。 

     観光庁より、千葉県及び宿泊団体に対し、被災者のニーズを積極的に把握しなが

ら、空調が効いた客室での休憩等の対応も含めて、客室の提供、入浴・炊き出しサー

ビス等の被災者支援に可能な限り協力するよう再度文書を発出。 

     無料の入浴支援や炊き出し支援の実施（入浴支援：延べ利用者数約 19,400 名（9/10

～26） ※9/26 をもって支援終了 

宿泊支援については、９月１５日に県が利用可能な施設数を公表。市町村において

対象者を選定し、マッチングを実施。 

甚大な被害が生じている宿泊事業者等からの相談や要望にきめ細やかに対応する

ため、９月 25 日より関東運輸局内に特別相談窓口を設置。 

  ・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 

  ＜被災地支援＞ 

   ○鉄道関係 

ＪＲ東日本は、館山市にブルーシート 5,000 枚、トラロープ 2,005 巻、土嚢 2,800

袋、君津市にブルーシート 4,000 枚、トラロープ 1,500 巻、土嚢 2,000 袋、富津市
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に土嚢 2,000 袋、南房総市にブルーシート 1,000 枚、トラロープ 400 巻、土嚢 1,200

袋、鋸南町に土嚢 2,000 袋を提供。 

   ○海事関係 

     木更津港に着岸した練習船青雲丸において、入浴、洗濯機の利用、充電用電源の

提供を実施中。(9/14：0 名、9/15：67 名、9/16:8 名) 

   ○港湾関係 

     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に

備蓄してある支援物資(飲料水 1,512ℓ、食料 1,950 食)を、船舶にて館山港へ輸送。

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、災害協定団体が陸上輸送（9/11） 

     千葉県君津市からの要請により、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（9/13） 

千葉県多古町からの要請により、川崎港基幹的広域防災拠点に備蓄してある発電

機 38 台を、災害協定 団体が陸上輸送（9/14） 

     千葉県館山市からの要請により、関東地方整備局港湾空港部に備蓄してある支援

物資(食料 3,380 食)を、災害協定団体が陸上輸送（9/15） 

   ○道路関係 

    大規模停電等に対する災害支援対策 

   ・国交省と経産省が連携して東京電力が必要とする箇所に建設業者を派遣するマッチ

ングを行い、電線の復旧作業等を加速化。 

    9 月 22 日 12 時 00 分時現在の状況 

     ・東京電力依頼の 52 箇所のうち、43 箇所の復旧作業等を完了。残る 9 箇所につい

ては、現地条件（高圧電線通電）等により、東京電力で対応。 

     ・市町村に派遣している Tec-Force を通じ、東電の停電対策への追加支援箇所の

調整を実施。新たに 17 箇所の追加要請あり、うち 17 箇所の調整が完了。 

   ・市町村に派遣している Tec-Force を通じ、NTT 回線復旧に係る支援箇所の調整を実

施。1箇所の要請あり、うち 1 箇所の調整が完了。 

(15) 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10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、千葉県・館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町・木更津

市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・市原市・山武市・八街市・多古町・芝山町、東京都、新

潟県、富山県、石川県、静岡県、滋賀県 のべ121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～） 
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・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、9/13 18:00） 

(16) 国土地理院の対応 

・国土地理院「くにかぜ」は千葉県南部地区の空中写真撮影を実施（9/20）し、帰還（調布

飛行場） 

・り災証明書発行などの支援を目的に、災害前後の比較を行うための過去の空中写真（垂直

写真・正射画像）及び 高精度の空中写真（垂直写真[地上画素寸法8cm]）を関係機関に

提供（9/25,26） 

(17) 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）。 

・小泉環境大臣及び石原環境副大臣が千葉県の災害廃棄物処理の状況について現地調査

を実施（9月 16 日）。 

・環境省職員を千葉県庁に派遣（9 月 18 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 

・（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） 

 千葉県、船橋市、柏市、市川市から応援人員を派遣（9月14日～） 

 東京都、埼玉県、常総市、八王子市、横浜市、山梨県、北茨城市、横須賀市、新潟

市、甲府市から応援人員を順次派遣（9月20日～） 
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・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（9月 13 日）。 

 被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係る災害廃棄物処理事業につ

いて 

・廃棄物規制課より以下の旨の事務連絡を千葉県・千葉市に発出。（9月17日） 

 動植物性残さ等の保管等の取り扱いについて 

・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（9月17日）。 

 令和元年台風第15号等に係る災害廃棄物処理事業において、既に所有者等に

よって全壊家屋の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

  ・環境本省及び関東地方環境事務所職員、D.Waste-Netの専門家等を以下の場所に派遣

し、被害状況及び災害廃棄物の発生状況等についての現地確認を行うとともに、仮置

場の管理運営、災害廃棄物の補助金説明、災害廃棄物処理実行計画の作成等について

支援を実施。 

日付 派遣先 

9月10日 神奈川県三浦市 

9月11日 千葉県南房総市及び鋸南町 

9月13日 千葉県館山市及び鋸南町 

9月14日 千葉県南房総市、君津市、東金市及び山武市 

9月15日 千葉県山武市、匝瑳市、鴨川市、南房総市、横芝光町及び鋸南町 

9月16日 千葉県館山市、南房総市及び鋸南町 

9月17日 千葉県南房総市及び鋸南町 

9月18日 千葉県館山市、鋸南町 

9月19日 千葉県君津市、山武市、袖ケ浦市、富津市、八街市、南房総市、鋸南町

及び九十九里町 

9月20日 千葉県山武市、八街市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町、いすみ市、大網

白里市、東金市、一宮町、白子町 

9月21日 千葉県南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町、木更津市、香取市、旭市、

匝瑳市、富津市、東金市、山武市 

9月22日 千葉県南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町、芝山町、多古町、いすみ

市、匝瑳市、香取市、富津市 

9月23日 千葉県千葉市、南房総市、館山市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市 

9月24日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

9月25日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

9月26日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町 

9月27日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、芝山町 

9月28日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

9月29日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、いすみ市 

9月30日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、いすみ市、 

神奈川県鎌倉市、三浦市 

10月1日 千葉県南房総市、館山市、富津市、いすみ市 

10月2日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、いすみ市、芝山町、東金

市、多古市、横芝光町 

神奈川県横浜市、横須賀市 

10月3日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、いすみ市 

10月4日 千葉県南房総市、館山市、鋸南町、富津市、いすみ市 

10月5日 千葉県南房総市、館山市 
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10月6日 千葉県南房総市、館山市 

10月7日 千葉県南房総市、館山市 

・（一社）日本環境保全協会を通じて、被災市町への収集運搬車両等の派遣について調

整依頼。（9月22日）。その後派遣（9月25日～） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の７の16第１項に規定する環境省

令で定める一般廃棄物の特例に関する省令を公布・施行（10月１日）。 

・被災した農業用ハウス等の処理について、農林水産省と連携して茨城県鉾田市で説明

会を実施（10月7日）。引き続き、千葉県等において説明会を実施予定。 

 【倒木撤去関係】 

・環境省職員を東京電力事務所（館山・東金・茂原）に派遣し、東京電力による電源復

旧作業に伴う倒木撤去等に係る対応を実施（9月18日～9月26日）。 

・環境省職員を東京電力事務所（成田・千葉）に派遣し、東京電力による電源復旧作業

に伴う倒木撤去等に係る対応を実施(9月19日～9月26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、ネッククーラーと

電池式携帯用扇風機各1,000個を、３種類の飲料各１万本ずつ提供を受け、配送業者の

協力も得て、千葉県内６市へ配送（９月13日）。 

・各都道府県の衛生主管部（局）に対して、環境省所管の法令等に係る公費負担医療の

取扱いについて事務連絡を発出（９月13日）。 

(18) 災害ボランティアの活動 

・全国社会福祉協議会によると、発災から10月6日までに、千葉県及び東京都において延べ

約17,900人のボランティアの方々が活動。 

（参考）ボランティア活動者数                  （単位：人） 

 
9 月 12 日から 

10 月 3 日まで 
10 月 4 日 10 月 5 日 10 月 6 日 累計 

千葉県 16,278 142 589 737 17,746 

東京都 179 － － － 179 

計 16,457 142 589 737 17,925 

※現時点で把握しているボランティア数であり、今後変更がありうる。 

○ 千葉県及び東京都内の16市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。現在、9市町の災害ボランティアセンターが活動中。 

都県名 市町村名 開設日 活動 

開始日 

募集状況 備考 

千葉県 木更津市 9月14日 9月14日 － 9月29日をもって活動を終了 

千葉県 東金市 9月14日 9月15日 － 9月30日をもって活動を終了 

千葉県 市原市 9月12日 9月14日 ○ 対象は県内在住の方 
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千葉県 鴨川市 9月13日 9月14日 ○ 土日祝のみ募集 

千葉県 君津市 9月13日 9月14日 ○ 対象は県内外の方 

千葉県 富津市 9月17日 9月17日 ○ 対象は県内外の方 

事前申し込みが必要 

千葉県 袖ケ浦市 9月14日 9月14日 

 

○ 対象は県内外の方 

事前申し込みが必要 

千葉県 八街市 9月12日 9月14日 － 9月30日をもって活動を終了 

千葉県 南房総市 9月14日 9月14日 ○  

千葉県 いすみ市 9月14日 9月14日 － 9月27日をもって活動を 

終了 

千葉県 大網白里市 9月14日 9月14日 － 9月23日をもって活動を終了 

千葉県 多古町 9月17日 9月17日 ○ 対象は県内在住の方 

土日祝のみ募集 

千葉県 九十九里町 9月14日 9月14日 － 9月24日をもって活動を終了 

千葉県 横芝光町 9月14日 9月14日 － 9月28日をもって活動を終了 

千葉県 鋸南町 9月13日 9月13日 ○ 対象は県内外の方で移動手段

のある方 

東京都 大島町 9月12日 9月12日 × 9月20日をもって活動を休止 

※ 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。 

※ 開設・募集中の場合であっても、天候等の状況により活動を中止する場合がありうる。 

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 

 


