
1 / 28 

令和元年台風第 19 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 12 日 

1 8 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報：10 月 12 日 18:00 現在） 

(1) 気象の概況 

【概況】 

・12 日 15 時 30 分に、静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県に

特別警報を発表した。これまでに経験したことのないような記録的な大雨となってい

る所があり、何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当

する状況。 

・大型で非常に強い台風第 19 号は、12 日 17 時には下田市の西南西にあって、１時間に

およそ 35 キロの速さで北北東へ進んでいる。 

・台風周辺の雨雲がかかり、西日本から東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨とな

っている。これにより総降水量は、神奈川県で 800 ミリを超えたほか、埼玉県、東京

都、静岡県で 500 ミリを超えるなど各地で大雨となっている。 

・東日本から西日本の太平洋側の海上では、猛烈な風が吹いており、うねりを伴い猛烈

なしけとなっている。 

【見通し】 

・13 日にかけて、北日本から西日本の太平洋側を中心に広い範囲で猛烈な風や非常に強

い風が吹き、海は猛烈なしけや大しけとなる見込み。 

・13 日明け方にかけて、北日本から西日本の広い範囲で潮位が高くなる見込み。特に、

静岡県では、過去 高潮位を超える記録的な高潮となるおそれがある。 

・12 日から 13 日にかけて、台風本体や台風周辺の発達した雨雲の影響で、西日本から東

北地方の広い範囲で雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込み。

東日本を中心に広い範囲で総雨量が多くなって、観測史上１位となるような記録的な

大雨となるおそれがある。関東地方と東海地方では昭和 33 年の狩野川台風に匹敵する

記録的な大雨となるおそれがあり、大雨の状況によっては、大雨特別警報の範囲が広

がるおそれがある。 

・土砂災害、低い土地・地下施設の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。暴風や高波、

高潮、高潮と重なり合った高波による沿岸施設の損壊にも厳重に警戒。 落雷や竜巻等

の激しい突風に注意。 新の台風に関する情報等に留意。 
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(2) 大雨等の状況（10 月 10 日 00 時～10 月 12 日 16 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根 79.5 ミリ 12 日 13 時 04 分まで 

東京都 西多摩郡檜原村 小沢 63.5 ミリ 12 日 8 時 09 分まで 

埼玉県 秩父市 浦山 59.0 ミリ 12 日 15 時 01 分まで 

静岡県 伊豆市 湯ケ島 55.0 ミリ 12 日 5 時 05 分まで 

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 52.5 ミリ 12 日 12 時 16 分まで 

静岡県 伊豆市 天城山 52.5 ミリ 12 日 8 時 58 分まで 

三重県 志摩市 阿児 51.5 ミリ 12 日 10 時 03 分まで 

埼玉県 比企郡ときがわ町 ときがわ 50.5 ミリ 12 日 15 時 21 分まで 

東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内 50.0 ミリ 12 日 14 時 18 分まで 

栃木県 日光市 奥日光 49.5 ミリ 12 日 15 時 55 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根 733.0 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

静岡県 伊豆市 湯ケ島 646.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

静岡県 伊豆市 天城山 500.0 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 459.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

埼玉県 秩父市 浦山 457.0 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

東京都 西多摩郡檜原村 小沢 450.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内 445.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

静岡県 御殿場市 御殿場 427.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

山梨県 南巨摩郡南部町 南部 427.0 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

三重県 志摩市 阿児 406.5 ミリ 12 日 16 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根 775.5 ミリ 

静岡県 伊豆市 湯ケ島 665.0 ミリ 

静岡県 伊豆市 天城山 527.5 ミリ 

埼玉県 秩父市 浦山 476.0 ミリ 

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 472.5 ミリ 

東京都 西多摩郡檜原村 小沢 465.5 ミリ 

東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内 461.5 ミリ 

静岡県 御殿場市 御殿場 446.5 ミリ 

山梨県 南巨摩郡南部町 南部 436.0 ミリ 

埼玉県 秩父市 三峰 418.0 ミリ 

 (3) 強風の状況（10 月 10 日 00 時～10 月 12 日 16 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

東京都 神津島村 神津島 28.6m/s (南東) 12 日 14 時 35 分 
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東京都 三宅村 三宅坪田 28.2m/s (南南東) 12 日 15 時 51 分 

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 25.6m/s (東北東) 12 日 6 時 03 分 

宮城県 石巻市 石巻 21.8m/s (北東) 12 日 15 時 51 分 

東京都 新島村 新島 21.8m/s (東南東) 12 日 12 時 15 分 

東京都 小笠原村 父島 21.4m/s (南東) 11 日 5 時 40 分 

兵庫県 神戸市中央区 神戸 21.1m/s (北北西) 12 日 11 時 52 分 

鳥取県 鳥取市 湖山 20.2m/s (北北東) 12 日 15 時 13 分 

岡山県 勝田郡奈義町 奈義 20.1m/s (北北東) 12 日 14 時 38 分 

千葉県 銚子市 銚子 19.8m/s (東南東) 12 日 14 時 23 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

東京都 神津島村 神津島 44.8m/s (南東) 12 日 15 時 15 分 

東京都 小笠原村 父島 39.2m/s (南東) 10 日 17 時 51 分 

東京都 八丈町 八重見ヶ原 37.0m/s (東北東) 11 日 23 時 50 分 

東京都 三宅村 三宅坪田 36.5m/s (南南東) 12 日 15 時 54 分 

東京都 八丈町 八丈島 34.9m/s (東北東) 11 日 20 時 53 分 

東京都 大島町 大島 34.6m/s (南南東) 12 日 15 時 50 分 

岡山県 勝田郡奈義町 奈義 33.5m/s (北北東) 12 日 14 時 37 分 

宮城県 石巻市 石巻 33.1m/s (北東) 12 日 15 時 49 分 

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 32.7m/s (東北東) 12 日 5 時 59 分 

東京都 新島村 新島 31.4m/s (東南東) 12 日 12 時 06 分 

兵庫県 神戸市中央区 神戸 31.4m/s (北) 12 日 11 時 52 分 

 (4) 波浪の状況（10 月 10 日 00 時～10 月 12 日 16 時） 

【国土交通省港湾局所管】 

高知県 高知室戸岬沖 10.8m  12 日  03 時 20 分 

静岡県 御前崎港  9.2m  12 日  08 時 40 分 

三重県 三重尾鷲沖  8.8m  12 日  03 時 00 分 

兵庫県 柴山港  6.8m  12 日  15 時 40 分 

静岡県 下田港  6.6m  12 日  16 時 00 分 

鳥取県 鳥取港 6.5m 12 日 14 時 00 分 

高知県 上川口港  6.2m  11 日  08 時 00 分 

宮崎県 宮崎日向沖  6.1m  11 日  23 時 20 分 

【気象庁所管】 

 

 

 (5) 潮位の状況（10 月 10 日 00 時～10 月 12 日 16 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) 

静岡県 石廊崎  8.9m  12 日  16 時 00 分 

京都府 経ヶ岬  6.4m  12 日  16 時 00 分 



4 / 28 

【気象庁所管】 

 

 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：10 月 12 日 18:00 現在） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 《死者の内訳》 

【千葉県】１人（市原市） 

《行方不明者の内訳》 

【静岡県】１人（御殿場市） 

３ 避難指示（緊急）及び避難勧告の発令状況（消防庁情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

 
 ※避難世帯数、人数には確認中のものも含まれる。 

 ※東京都２３区に発令されている避難指示（緊急）及び避難勧告については、「市」の数

字に含まれる。 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

岩手県 3 1 47,298 103,496

宮城県 6 3 178,096 430,517

福島県 1 2 36,008 82,884

茨城県 14 3 197,297 475,957

群馬県 1 1 1 5,538 13,231 5 6 1 84,731 204,998

埼玉県 4 1 45,105 103,590 11 13 228,151 516,107

千葉県 1 確認中 確認中 33 13 1 590,986 1,322,230

東京都 3 1 96,815 223,152 20 4 4 440,777 852,571

神奈川県 6 3 167,827 373,828 18 11 1 574,587 1,258,932

新潟県 1 793 2,057

山梨県 6 3 25,941 70,307 7 7 1 73,915 171,015

長野県 3 1,104 2,812

静岡県 2 5 43,151 107,643 11 8 317,786 706,487

愛知県 1 35 105

三重県 1 17,712 44,262 3 2 31,950 168,678

奈良県 1 43 120 5 1 3 33,492 75,905

和歌山県 1 170 288

合　計 24 11 5 402,132 936,133 142 75 11 2,837,176 6,375,039

都道府県
避難指示（緊急）

東京都 三宅島（坪田） 2.3m 12 日 5 時 59 分  

静岡県 石廊崎 2.0m 12 日 12 時 06 分 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

福島県 1

茨城県 1 3

栃木県 1

群馬県 1

埼玉県 1 3

千葉県 1 5 17 4

神奈川県 1 2

山梨県 1

岐阜県 1

静岡県 1 1 2

愛知県 1

大阪府 1

兵庫県 8

鳥取県 1 1

山口県 1

徳島県 1

高知県 1 1 6 2

1 1 4 29 17 11 6 2

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

合　計

全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物
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４ 避難の状況（消防庁情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

 

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 12 日 17:00 現在） 

停電戸数：約 64,010 戸 

○東北電力 約 4,600 戸 

  宮城県：約 900 戸  福島県：約 2,200 戸  新潟県：約 1,500 戸 

○東京電力 約 31,900 戸 

  茨城県：約 4,000 戸  栃木県：約 900 戸  群馬県：約 1,000 戸 

  埼玉県：約 400 戸  千葉県：約 14,900 戸  東京都：約 1,200 戸 

  神奈川県：約 500 戸  山梨県：約 800 戸  静岡県：約 8,300 戸 

○中部電力 約 18,380 戸 

  愛知県：約 90 戸  三重県：約 2,810 戸  岐阜県  約 1,600 戸 

岩手県 227 211

山形県 37 17

福島県 1,050 247

茨城県 7,527 414

栃木県 308 55

群馬県 778 181

埼玉県 3,022 772

千葉県 19,105 694

東京都 2,491 589

神奈川県 2,107 190

新潟県 151 27

富山県 145 54

石川県 69 26

福井県 110 38

山梨県 2,479 132

長野県 185 14

岐阜県 564 190

静岡県 5,193 831

愛知県 1,978 605

三重県 2,644 1,721

滋賀県 56 17

京都府 270 307

大阪府 625 499

兵庫県 122 63

奈良県 451 336

和歌山県 567 97

鳥取県 6 13

岡山県 2 1

山口県 7 4

徳島県 0 0

合　計 52,276 8,345

都道府県 避難者数 避難所数
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  長野県：約 13,620 戸  静岡県：約 260 戸 

○北陸電力 約 110 戸 

  富山県：約 80 戸  石川県：約 30 戸 

○関西電力 約 2,580 戸 

  大阪府：約 70 戸  京都府：約 560 戸   兵庫県：約 460 戸 

  奈良県：約 70 戸  滋賀県：約 1,000 戸  和歌山県 約 420 戸 

○中国電力 約 6,400 戸 

  鳥取県：約 5,800 戸  島根県：約 300 戸  岡山県：約 200 戸 

  広島県：約 100 戸 

○四国電力 約 40 戸 

  高知県：約 40 戸 

 ※停電の主な原因は、暴風雨・飛来物による配電設備の故障によるもの。 

 ※各電力会社のホームページ、Twitter で停電情報を発信。 

イ 都市ガス（経済産業省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

 ・現時点で被害情報なし 

ウ 水 道（厚生労働省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

・台風第 19 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、

被害が発生した場合の円滑な連絡・対応、長期停電に備えた非常用電源の動作点検

及び必要物資や非常用電源の燃料確保等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

（10/8）。 

・（公社）日本水道協会に対し、応急給水・応急復旧の支援を行うよう要請。同協会と

被害情報を共有しつつ、適切な応援体制が確保されるよう調整中。 

・千葉県内の３事業体おいて断水が発生。 

・引き続き情報収集に努める。 

県・市町村 

・事業体名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【千葉県】 

鴨川市 

 

64 

 

64 

 

10/12～ 

 

・原因調査中 

かずさ水道広域連

合企業団 

（君津市） 

35 35 10/12～ ・停電による断水 

南房総市 不明 不明 10/12～ ・原因調査中 

合計 99 

以上 

99 

以上 
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エ 通信関係（総務省情報：10 月 12 日 17:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT 東日本 

・約 2,300 回線 

※支障エリアは以下のとおり。 

東京都（2村） 

 神津島村、新島村 

○電話系サービス 

ひかり IP 電話：約 900 回線 

○インターネットサービス 

光アクセス：約 1,400 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→45 回線 

 ※中継回線の切断のため被害は全国に点在 

KDDI ・被害なし 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・被害なし→3市町村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。 

静岡県（3市町） 

下田市、賀茂郡南伊豆町、榛原郡川根本町 

※役場エリアに支障なし。 

※合計 17 局停波 

（内訳） 

東京都 1 局、千葉県 5 局、静岡県 4 局、三重県

1局、京都府 2 局、滋賀県 1 局、山口県 1 局、

徳島県 2 局 

KDDI(au) ・6 市町村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（3町村） 

八丈町、新島村、神津島村 

千葉県（3市） 

千葉市、南房総市、市原市 

※2村の役場エリアに支障あり。 

東京都：新島村役場、神津島村役場 

※合計 31→29 局停波 

（内訳） 

東京都 17→15 局、千葉県 14 局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・エリア支障なし。 

※役場エリアに支障なし。 

※合計 8→14 局停波 

（内訳） 

千葉県 8→9 局、三重県 5 局 

【PHS】 

・エリア支障なし。→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
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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。 

 (2) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：10 月 12 日 17:45 現在） 

  ・被害情報なし 

(3) 道 路（国土交通省情報：10 月 12 日 16:00 現在） 

ア 高速道路 

・被災：３路線３区間 

  

・強風等による通行止め：61 路線 74 区間 

  

路線名 区間名 状況 備考

E18 上信越道 佐久
さ く

IC～小諸
こ も ろ

IC のり面崩落
延長 10.8km
全面通行止め：10/12　13:15～

E1 名神高速道路 八日市
ようかいち

IC～栗東
りっとう

IC のり面変状
延長 23.7km
上り線通行止め：10/12　11:18～
全面通行止め：10/12　14:50～

E52 中部横断道 小諸
こ も ろ

JCT～小諸
こ も ろ

御影
みかげ

TB

佐久IC～小諸ICと
の連絡に伴う通行

止め

延長 0.5km
全面通行止め：10/12　13:15～

E１４ 館山道木更
津南支線 木更津

き さ ら づ

南
みなみ

ＪＣＴ～木更津
き さ ら づ

南
みなみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 富津館山道 富津
ふっつ

竹岡
たけおか

ＩＣ～富浦
とみうら

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E８２ 千葉東金道 千葉
ち ば

東
ひがし

ＪＣＴ～東金
とうがね

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｃ３ 東京外環道 大泉
おおいずみ

ＪＣＴ～高谷
こ う や

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５１ 東関東道 湾岸
わんがん

市川
いちかわ

ＩＣ～潮来
い た こ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５１ 東関東道 鉾田
ほ こた

ＩＣ～茨城
いばらき

町
まち

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E６５ 新空港道 成田
な り た

ＪＣＴ～新空港
しんくうこう

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 京葉道 篠崎
しのざき

ＩＣ～終点
しゅうてん

大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 館山道 起点
き てん

～富津
ふっつ

竹岡
たけおか

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E18 上信越道 藤岡
ふじおか

ＪＣＴ～佐久
さ く

IC 大雨
延長
全面通行止め：10/12　8:30～

E18 上信越道 小諸
こ も ろ

IC～須坂
すざか

長野
ながの

東
ひがし

IC 大雨
延長 52.7km
全面通行止め：10/12　15:00～

E５０ 北関東道 高崎
たかさき

JCT～岩舟
いわふね

JCT 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５０ 北関東道 栃木
と ち ぎ

都賀
つ が

ＪＣＴ～水戸
み と

南
みなみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５０ 東水戸道路 水戸
み と

南
みなみ

ＩＣ～ひたちなかＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E4 東北道 川口
かわぐち

ＪＣＴ～白河
しらかわ

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E6 常磐道 三郷
み さ と

ＪＣＴ～いわき勿来
な こ そ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E17 関越道 練馬
ね り ま

ＩＣ～水上
みなかみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

路線名 区間名 状況 備考

国道１号
E84西湘バイパス 大磯

おおいそ

東
ひがし

ＩＣ～石橋
いしばし

・箱根
はこね

口
くち

越波
延長 20.0km
下り線通行止め：10/10　14:00～
全面通行止め：10/11　15:00～

E1東名高速道路 東京
とうきょう

IC～浜松
はままつ

IC 越波・大雨
延長　206.2km
全面通行止め：10/10 19:55～
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首都高速１0号晴
海線 全線

ぜんせん
強風・高潮

延長 2.7km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速１1号台
場線 全線

ぜんせん
強風・高潮

延長 4.3km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速八重洲線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=1.8km　10/12  16:00～

首都高速6号向島
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=9.6km　10/12  16:00～

首都高速6号三郷
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=10.3km　10/12  16:00～

首都高速7号小松
川線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=10.5km　10/12  16:00～

首都高速9号深川
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=5.6km　10/12  16:00～

首都高速4号新宿
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=13.5km　10/12  16:00～

首都高速5号池袋
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=21.4km　10/12  16:00～

首都高速新都心線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=5.8km　10/12  16:00～

首都高速中央環状
線 全線

ぜんせん
強風・高潮

延長 45.9km
全面通行止め：10/12　13:40～

首都高速大宮線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=7.7km　10/12  16:00～

首都高速都心環状
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=14.0km　10/12  12:00～

首都高速１号上野
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=4.3km　10/12  16:00～

首都高速１号羽田
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=13.9km　10/12  12:00～

首都高速2号目黒
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=5.9km　10/12  16:00～

首都高速3号渋谷
線 全線

ぜんせん
強風・高潮 全面通行止め：　L=11.9km　10/12  16:00～

E1A 新東名高速道
路 御殿場

ごてんば

JCT～新城
しんしろ

IC 大雨
延長 157.2km
全面通行止め：10/12　12:00～

E52 中部横断道路 新清水
しんしみず

JCT～富沢
とみざわ

IC 大雨
延長 20.7km
全面通行止め：10/12　12:00～

E52 中部横断道路 白根
しらね

IC～六郷
ろくごう

IC 大雨
延長 18.5km
全面通行止め：10/12　13:30～

阪神高速5号湾岸
線

（東行）（六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北～中島）
（西行）（尼崎末広～六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北）

強風
延長 東行き：14.8km　西行き：12.8km
全面通行止め：10/12　12:00～

E23 伊勢自動車道 勢
せ

和
わ

多気
たき

IC～伊勢
いせ

IC 大雨
延長 21.6km
全面通行止め：10/12　12:30～

C4 圏央道 茅ヶ崎
ちがさき

ＪＣＴ～大栄
たいえい

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　10:00～

C4 圏央道 松尾
まつお

横芝
よこしば

～木更津
きさらづ

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

CA 東京湾アクアラ
イン 川崎

かわさき

浮島
うきしま

JCT～木更津
きさらづ

金田
かねだ

IC 強風
延長 15.4km
全面通行止め：10/12　12:00～

CA 東京湾アクアラ
イン連絡道 袖ケ浦

そでがうら

IC～木更津
きさらづ

金田
かねだ

IC 強風
延長 3.9km
上り線通行止め：10/12　12:00～

E1A 新東名高速道
路 海老名

えびな

南
みなみ

ＪＣＴ～伊勢原
いせはら

JCT 大雨
延長 5.8km
全面通行止め：10/12　12:00～

Ｅ８３ 横浜新道 保土ケ谷
ほ ど が や

ＩＣ～上矢部
か み やべ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｅ１６ 横浜横須賀
道 狩場

か りば

ＪＣＴ～馬堀
うまほり

海岸
かいがん

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｅ１６ 横浜横須賀
道金沢支線 釜利谷

か ま り や

ＪＣＴ～並木
な みき

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E20 中央道 高井戸
たかいど

IC～一宮
いちのみや

御坂
みさか

IC 大雨
延長 96.2km
全面通行止め：10/12　10:00～

E68 中央道富士吉
田線 大月

おおつき

JCT～富士吉田
ふじよしだ

IC 大雨
延長 26.2km
下り線通行止め：10/12　10:00～

Ｅ８３ 第三京浜道 玉川
たまがわ

ＩＣ～保土ケ谷
ほ ど が や

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～
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イ 直轄国道 

被災：２路線３区間 

 

ウ 補助国道 

被災：４路線４区間 

国道25号
名阪国道 関

せき

ＩＣ～伊賀
い が

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　13:50～

国道25号
名阪国道 五月

さ つ き

橋
ばし

ＩＣ～針
はり

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　14:00～

国道25号
名阪国道 針

はり

IC～天理
て ん り

東
ひがし

IC 大雨
延長 17km
全面通行止め：10/12 14:00～

E9 鳥取西道路 鳥取
とっとり

IC～青谷
あおや

IC 強風
延長 19.2km
全面通行止め：10/12 15:30～

E68 東富士五湖道
路 富士吉田

ふじよしだ

ＴＢ～須走
すばしり

ＩＣ 大雨
延長 18.0km
全面通行止め：10/12　15:30～

E84 新湘南ＢＰ 茅ヶ崎
ち が さ き

ＪＣＴ～藤沢
ふじさわ

ＩＣ 大雨
延長 5.5km
全面通行止め：10/12　16:00～

E70 伊豆縦貫自動
車道天城北道路 大平

おおだいら

IC～月ヶ瀬
つきがせ

IC 大雨
延長 5.6km
全面通行止め：10/１２　８:３０～

E52
中部横断自動車道 八千穂高原

や ち ほ こ う げん

ＩＣ～佐久
さ く

北
きた

ＩＣ 大雨

延長 21.1km
八千穂高原IC～佐久南IC（延長 14.6km）
全面通行止め：10/12（土）  12:30～
佐久南IC～佐久北IC（延長 6.5km）
全面通行止め：10：12（土） 13:20～

E52
中部横断自動車道 下部温泉早川

しもべおんせんはやかわ

ＩＣ～六郷
ろくごう

ＩＣ 大雨
延長 3.3km
全面通行止め：10/12（土）  13:30～

首都高速横浜北線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=8.2km　10/12  16:00～

E52 新東名清水連
絡路 清水

しみず

JCT～新
しん

清水
しみず

JCT 大雨
延長 4.5km
全面通行止め：10/12　14:00～

E85　小田原厚木
道路 小田原

おだわら

西
にし

IC～厚木
あつぎ

IC 大雨
延長 31.7km
全面通行止め：10/12　14:00～

E69 新東名引佐連
絡路 浜松

はままつ

いなさJCT～三ヶ日
みっかび

JCT 大雨
延長 12.7km
全面通行止め：10/12　14:30～

E19 長野自動車道 安曇野
あずみの

IC～更埴
こうしょく

JCT 大雨
延長 42.7km
全面通行止め：10/12　15:00～

首都高速横羽線 全線
ぜんせん

強風・高潮
延長 18.8km
全面通行止め：10/12　13:30～

首都高速三ツ沢線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=2.4km　10/12  16:00～

首都高速狩場線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=9.1km　10/12  16:00～

首都高速大黒線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=4.5km　10/12  16:00～

首都高速川崎線 全線
ぜんせん

強風・高潮
延長 5.4km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速川口線 全線
ぜんせん

強風・高潮 全面通行止め：　L=12.3km　10/12  16:00～

首都高速湾岸線 全線
ぜんせん

強風・高潮
延長　29.5km
全面通行止め：10/12  12:00～

首都高速湾岸分岐
線 全線

ぜんせん
強風・高潮

延長　km
全面通行止め：10/12  12:00～

国道139号 山梨県南都留郡富士河口湖町船津
ヤマナシケンミナミツルグンフジカワグチコマチフナツ

路面冠水
延長 0.3km
上下線各1車線規制：10/12（土）6:30～

国道16号
保土ヶ谷バイパス

上川井
カミカワイ

ＩＣオンランプ（上り線）

神奈川県横浜市旭区上川井町
カナガワケンヨコハマシアサヒクカミカワイチョウ

路面冠水 上り線通行止め：10/12（土）7:45～

国道139号
山梨県都留市古川渡
ヤマナシケンツルシフルカワド

～山梨県都留市田
ヤマナシケンツルシタノ

野倉
クラ 路面冠水

延長 1.3km
全面通行止め：10/12（土）10:00～

路線名 区間名 被災状況 備考
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エ 都道府県・政令市道 

被災：計１０区間 

埼玉県：２区間（路面冠水１箇所、土砂流出１箇所） 

千葉県：１区間（倒木１箇所） 

神奈川県：２区間（越波２箇所） 

長野県：１区間（路面冠水１箇所） 

愛知県：１区間（道路洗堀１） 

三重県：３区間（路面冠水３） 

(4) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：10 月 12 日 15:30 現在） 

施設の被害等：現時点で被害情報なし 

運行状況：７４事業者２４４で運転休止 

 

国道135号 静岡県伊東市 路面冠水 10/12 10:00～

国道418号 長野県天龍村 法面崩落 10/12 10:50～

国道410号 千葉県君津市 倒木 10/12 14:00～

路線名 区間名 被災状況 備考

国道150号
静岡県静岡市

路面冠水 10/12 　9:30～

ＪＲ東日本

JR東日本

JR東海 東海道新幹線

JR西日本

東北線

大湊線
八戸線

左沢線
奥羽線
常磐線

盛岡～秋田 12日 15:35

上越新幹線 東京～新潟

山形新幹線 福島～新庄 12日 15:30

秋田新幹線

北陸新幹線 高崎～長野 12日 14:52

東京～名古屋 12日 始発

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

東北新幹線 東京～新青森 12日 15:00

12日 14:49

名古屋～新大阪 12日 7:53
山陽新幹線 新大阪～岡山 12日 11:38

黒磯～小牛田 12日 15:00
岩切～利府 12日 15:00

全線 12日 12:39
全線 12日 14:43

花輪線 全線 12日 13:30
山田線 全線 12日 11:33

大船渡線 全線 12日 12:07
釜石線 全線 12日 12:31
北上線 全線 12日 11:51

陸羽東線 全線 12日 15:00
陸羽西線 全線 12日 15:00

北山形〜左沢 12日 15:00
福島～院内 12日 15:30

いわき～仙台 12日 15:00
仙山線 全線 12日 15:00
仙石線 全線 12日 15:00
石巻線 全線 12日 15:00

気仙沼線 全線 12日 15:00
米坂線 米坂～今泉 12日 15:00

磐越西線 郡山～喜多方 12日 15:00
磐越東線 全線 12日 15:00
只見線 会津若松～会津川口 12日 15:00
羽越線 新津～鶴岡 12日 15:00

高崎線 東京～高崎 12日 12:00

上越線 宮内～水上 12日 12:09
山手線 全線 12日 13:00
東北線 東京～黒磯 12日 12:00
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 名松線 全線 12日 始発

紀勢線 名古屋～新宮 12日 始発

参宮線 全線 12日 始発

関西線 名古屋～亀山 12日 9:57

高山線
岐阜～美濃太田 12日 12:18

美濃太田～猪谷 12日 13:07

中津川～名古屋 12日 11:00

身延線
富士～鰍沢口 12日 始発

鰍沢口～甲府 12日 11:55

武豊線 全線 12日 9:06

太多線 全線 12日 11:54

小海線 全線 12日 12:00

ＪＲ東海

東海道線

熱海～米原 12日 始発

豊橋～米原 12日 9:32

大垣～美濃赤坂 12日 8:25

御殿場線 全線 12日 始発

飯山線 全線 12日 12:00
篠ノ井線 全線 12日 12:00
大糸線 全線 12日 12:00

飯田線 全線 12日 9:35

中央線
塩尻～中津川 12日 12:00

東金線 全線 12日 10:00
久留里線 全線 12日 始発
伊東線 全線 12日 9:00

内房線
蘇我～君津 12日 11:00

君津～安房鴨川 12日 10:00
鹿島線 全線 12日 10:00

八高線 全線 12日 11:00
鶴見線 全線 12日 13:00

外房線
千葉～上総一ノ宮 12日 11:00

上総一ノ宮～安房鴨川 12日 10:00

青梅線
立川～青梅 12日 12:00

青梅～奥多摩 12日 7:05
五日市線 全線 12日 13:00

水郡線
水戸～常陸大子 12日 13:00

上菅谷～常陸太田 12日 13:00
常陸大子～郡山 13:00

相模線 全線 12日 10:00

12日 12:00

上越線 高崎～水上 12日 13:00
信越線 全線 12日 13:00
両毛線 全線 12日 13:00
吾妻線 全線 12日 12:00

常磐線

総武線

中央線

成田線

日暮里～水戸 12日 12:00
水戸～いわき 12日 13:00
東京～佐倉 12日 11:00
佐倉～銚子 12日 10:00
東京～高尾 12日 12:00
高尾～塩山 12日 7:05

塩山～小淵沢 12日 10:00
小淵沢～塩尻 12日 12:00

東海道線 東京～熱海 12日 10:00
京浜東北線 全線 12日 12:00

佐倉～成田空港 12日 11:00
我孫子～松岸 12日 10:00

根岸線 全線 12日 12:00
横須賀線 全線 12日 10:00
京葉線 全線 12日 10:00

武蔵野線 全線 12日 12:00
赤羽線 全線 12日 12:00
南武線 全線 12日 13:00
横浜線 全線 12日 11:00

12日

水戸線 全線 12日 13:00

川越線 全線 12日 12:00
日光線 全線 12日 13:00
烏山線 全線
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多摩川線 全線 12日 14:33

山口線 全線 12日 14:33

14:00

井の頭線 全線 12日 14:00

狭山線 全線 12日 14:33

西武園線 全線 12日 14:33

国分寺線 全線 12日 14:33

多摩湖線 全線 12日 14:33

京王電鉄

京王線 全線 12日 14:00

相模原線 全線 12日 14:00

高尾線 全線 12日 14:00

競馬場線 全線 12日 14:00

動物園線 全線 12日

拝島線 全線 12日 14:33

全線 12日 10:08

12日 13:00

宇都宮線 全線 12日 13:00

野田線 全線 12日 13:00

西武有楽町線 全線 12日 14:33

豊島線 全線 12日 14:33

桐生線 全線 12日 13:00

小泉線 全線 12日 13:00

佐野線 全線 12日 13:00

JR四国 牟岐線 全線 12日 始発

東武鉄道

伊勢崎線 全線 12日 13:00

亀戸線 全線 12日 13:00

大師線 全線 12日 13:00

宇部線 宇部新川～宇部 12日 始発

日光線 全線 12日 13:00

横川～あき亀山 12日 14:50

小野田線
居能～小野田 12日 始発 12日 16:00

雀田～長門本山 12日 始発

12日 15:05

和歌山～和歌山市 12日 9:53 12日 15:05

和歌山線

王寺～五条 12日 8:05

五条～橋本 12日 10:41

橋本～和歌山 12日 10:41 12日 15:05

伯備線 新見～伯耆大山 12日 13:00

可部線

関西線 亀山～加茂 12日 8:08

桜井線 全線 12日 9:22

紀勢線

新宮～紀伊田辺 12日 始発

紀伊田辺～御坊 12日 6:20

御坊～和歌山 12日 9:16

山陰線

園部～福知山 12日 13:46

福知山～豊岡 12日 13:19

豊岡～香住 12日 14:42

香住～浜坂 12日 8:02

浜坂～東浜 12日 12:01

浜田～益田 13日 14:00

福知山線 新三田～福知山 12日 13:51

播但線 寺前～和田山 12日 13:42

舞鶴線 全線 12日 12:05

JR西日本

小浜線 全線 12日 11:52

北陸線 近江塩津～敦賀 12日 10:23

湖西線
山科～和邇 12日 12:30

和邇～近江塩津 12日 9:40

草津線 全線 12日 9:20

因美線 東津山～鳥取 12日 14:00

鬼怒川線 全線

新宿線 全線 12日 14:33

東上本線 全線 12日 13:00

越生線 全線 12日 13:00

西武鉄道

池袋線
池袋～飯能 12日 14:33

飯能～吾野 12日 10:08

西武秩父線
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江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 全線 13日 14:00

箱根登山鉄道 鉄道線
小田原～箱根湯本 12日 11:15

箱根湯本～強羅 12日 8:00

小湊鉄道 小湊鉄道線
五井～上総牛久 12日 13:20

上総牛久～上総中野 12日 始発
銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 全線 12日 始発

秩父鉄道 秩父本線
羽生～影森 12日 14:34

影森～三峰口 12日 9:20

13:30

大間々～間藤 12日 始発

真岡鐵道 真岡線 全線 12日 10:00

いすみ鉄道 いすみ線 全線 12日 始発

ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 全線 12日 14:00
横浜シーサイドライン 金沢シーサイドライン 全線 12日 13:48
東京臨海高速鉄道 りんかい線 全線 12日 12:00

上信電鉄 上信線
高崎～南蛇井 12日 12:13

南蛇井～下仁田 12日 7:55

横浜高速鉄道 みなとみらい21線 全線 12日 11:30
首都圏新都市鉄道 常磐新線 全線 12日 14:10

千葉都市
モノレール

1号線 全線 12日 12:33

2号線 全線 12日 12:33

全線 13日 始発

仙台空港鉄道 仙台空港線 全線 12日 15:00

野岩鉄道 会津鬼怒川線 全線 12日 13:04

三陸鉄道
北リアス線 全線 13日 始発

南リアス線

東急電鉄

荒川線 全線 12日 14:00

横浜市交通局

ブルーライン
(1号線、3号線)

全線 12日 12:00

グリーンライン（4
号線） 全線 12日 12:00

豊洲～新木場 12日 14:18

副都心線 和光市～地下鉄成増 12日 14:02

東京都交通局

新宿線 大島～本八幡 12日 14:00

三田線 本蓮沼～西高島平 12日 14:00
日暮里・舎人ライナー

上野懸垂線 全線 12日 始発

田園都市線 全線 12日 12:19

全線 12日 11:00

東京地下鉄

丸ノ内線 茗荷谷～銀座 12日 13:48

日比谷線 北千住～南千住 12日 14:00

東西線 東陽町～西船橋 12日 13:50

千代田線 北千住～北綾瀬 12日 14:13

こどもの国線 全線 12日 12:19

小田急電鉄

小田原線 全線 12日 12:00

江ノ島線 全線 12日 12:00

多摩線 全線 12日 12:00

大井町線 全線 12日 12:19
東急多摩川線 全線 12日 12:19

池上線 全線 12日 12:19

東横線 全線 12日 12:19

目黒線 全線 12日 12:19

相模鉄道
本線 全線 12日 11:00

いずみ野線

有楽町線
和光市～地下鉄成増 12日 14:02

全線 12日 14:00

多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線 全線 13日 12:30

湘南モノレール 江の島線 全線 12日

東葉高速鉄道 東葉高速線 全線 12日 15:00
鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 全線 12日

流鉄 流山線 全線 12日 13:58

わたらせ
渓谷鐵道

わたらせ
渓谷線

桐生～大間々 12日

14:30
ひたちなか海浜鉄道 湊線 全線 12日 12:00

関東鉄道
竜ヶ崎線 全線 12日 13:00

常総線 全線 12日 13:00

14:00
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紀州鉄道 紀州鉄道線 全線 12日 10:00

若桜鉄道 若桜線 若桜～郡家 10/12 13:08

WILLER TRAINS
宮津線 全線 12日 15:00

宮福線 全線 12日 12:00
信楽高原鐵道 信楽線 全線 12日 始発

阪神電気鉄道 本線 西宮～神戸三宮 12日 11:50

神戸電鉄 粟生線 小野～粟生 １２日 12:55

叡山電鉄 鞍馬線 二軒茶屋～鞍馬 １２日 11:20

北勢線 全線 12日 9:23

伊賀鉄道 伊賀線
上野市～伊賀神戸 12日 11:05

伊賀上野～上野市 12日 12:31

近畿日本鉄道
鳥羽線 五十鈴川～鳥羽 12日 10:30

志摩線 全線 12日 10:30

三岐鉄道
三岐線 全線 12日 9:06

長良川鉄道 越美南線 全線 12日 11:53

樽見鉄道 樽見線 全線 12日 9:31

伊勢鉄道 伊勢線 全線 12日 9:59

愛知高速交通 東部丘陵線 全線 12日 13:01
名古屋ガイドウェ イバス ガイ ドウェ イ バス志段味線 全線 12日 10:30

明知鉄道 明知線 全線 12日 10:03

愛知環状鉄道 愛知環状鉄道線 全線 12日 12:10
東海交通事業 城北線 全線 12日 10:16
名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線 全線 12日 10:54

天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 全線 12日 始発

豊橋鉄道
渥美線 全線 12日 8:28

東田本線 全線 12日 9:03

大井川鐵道
大井川本線 全線 12日 始発

井川線 全線 12日 始発

遠州鉄道 鉄道線 全線 12日 始発

伊豆急行 伊豆急行線 全線 12日 8:53

岳南電車 岳南線 全線 12日 始発

静岡鉄道 静岡清水線 全線 12日 12:06

小牧線 全線 12日 11:02

広見線 全線 12日 10:40

各務原線 全線 12日 10:59

竹鼻線 全線 12日 10:42

羽島線 全線 12日 10:23

犬山線 全線 12日 11:03

津島線 全線 12日 10:59

尾西線 全線 12日 10:54

河和線 全線 12日 11:03

知多新線 全線 12日 10:45

築港線 全線 12日 8:25

空港線 全線 12日 10:27

西尾線 全線 12日 10:55

三河線 全線 12日 10:59

瀬戸線 全線 12日 11:07

アルピコ交通 上高地線 全線 12日 12:01

上田電鉄 別所線 全線 12日 15:02

名古屋鉄道

名古屋本線 全線 12日 11:01

豊川線 全線 12日 10:49

蒲郡線 全線 12日 10:39

のと鉄道 七尾線 全線 12日 14:30

しなの鉄道
北しなの線 全線 12日 11:11

しなの鉄道線 全線 12日 13:00

豊田線 全線 12日 10:56

常滑線 全線 12日 10:51

えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン 全線 12日 14:00

万葉線
高岡軌道線 全線 12日 14:52

新湊港線 全線 12日 14:52
黒部峡谷鉄道 本線 全線 12日 14:56

伊豆箱根鉄道
大雄山線 全線 12日 13:15

駿豆線 全線 12日 始発

富士急行
大月線 全線 12日 10:00

河口湖線 全線 12日 10:00
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イ 空  港（国土交通省情報：10 月 12 日 16:30 現在） 

 ・空港基本施設等被害なし 

 （欠航便） 

 ・10 月 11 日 33 便（ANA3 便、JAL7 便、その他 23 便） 

   ・10 月 12 日 1,787 便（ANA588 便、JAL543 便、その他 656 便） 

   ・館内滞在者（15 時 00 分時点）※主に翌日の運航再開を待っている積極的滞在者 

    東京国際空港：約 1,100 人（第 1ターミナル約 140 人、第 2 ターミナル約 30 人、国

際線ターミナル約 950 人） 

成田国際空港：約 1,500 人（第 1 ターミナル約 750 人、第 2 ターミナル約 600 人、

第 3ターミナル約 180 人） 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：10 月 12 日 16:00 現在） 

   ・高速バス 143 事業者 806 路線運休 ２事業者 10 路線一部運休 

 ・路線バス 112 事業者 447 路線運休 ２事業者９路線一部運休 

エ 海事関係（国土交通省情報：10 月 12 日 15:00 現在） 

 ・135 事業者 160 航路で運休又は一部運休、9事業者 9 航路において運航再開 

 (5) 河  川（国土交通省情報：10 月 12 日 15:30 現在） 

・被害状況 

＜都道府県管理河川＞ 

一般被害 

 

 (6) 土砂災害（国土交通省情報：10 月 12 日 18:00 現在） 

・土砂災害発生状況３件 

ア 土石流 

  
イ がけ崩れ 

  
 

 

埼玉県 荒川
あらかわ

新河岸
しんがし

川
がわ

川越市
かわごえし

内水 調査中

埼玉県 荒川
あらかわ

江川
えがわ

桶川市
おけがわし

溢水 調査中 道路冠水

埼玉県 荒川
あらかわ

不老
ふろう

川
がわ

入間市
いるまし

内水 調査中 道路冠水

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
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)

神奈川県 1件 箱根町 1件 須沢 - - - - - -

合計 1件 - - - - - -

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

静岡県 1件 静岡市 1件 興津清見寺町 - - - - - -

合計 2件 - - - - - -

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 相模原市 1件 牧野 - - - 3戸 1戸 -
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 (7) 医療施設関係（厚生労働省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

・大雨特別警報が発令された７都県（東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、静岡県、山

梨県、長野県）における、人的被害・医療機関における被害・停電における被害はな

し。（７都県に電話で確認）（10/12） 

 (8) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (9) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、台風第 19 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（10/8）。

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。 

現時点で被害報告無し。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 19 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停電等に対する備えに万全を期すよう

に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（10/9）。 

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（10/11）。 

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 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (10) ダム・ため池（農林水産省情報：10 月 12 日 18:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (11) 農林水産関係（農林水産省情報：10 月 12 日 18:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (12) コンビニ・スーパー（経済産業省情報：10 月 12 日 17:00 現在） 

・首都圏を中心に一部店舗で一時営業停止中 

 ※利用客と従業員の安全確保のため 
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６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・10 月 8 日 13:00 情報連絡室設置 

・10 月 12 日 15:30 情報連絡室を官邸対策室に改組 

(2) 閣僚会議の実施 

・10 月 11 日 17:40 台風第 19 号に関する関係閣僚会議 

(3) 総理指示 

・以下のとおり総理指示が発せられた（10 月 12 日 15:30） 

１．国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関する情報提供を適時的確に行うこと 

２．地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定される地区の住民の避難が確実に行わ

れるよう、避難支援等の事前対策に万全を期すこと 

３．被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把握するとともに、政府一体となって、

人命第一で、災害応急対策に全力で取り組むこと 

(4) 関係省庁災害警戒会議の実施 

・10 月 8 日 13:00 令和元年台風第 19 号に係る関係省庁災害警戒会議 

・10 月 11 日 12:10 令和元年台風第 19 号に係る関係省庁災害警戒会議（第 2回） 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・10 月 8 日 13:00 内閣府情報連絡室設置 

・10 月 9 日付けで、関係都道府県に対し、「台風第 19 号の接近時における事前確認事項

について」の通知を発出 

・10 月 11 日付けで、関係都道府県に対し、「避難行動要支援者名簿の適切な活用に向け

た準備について（留意事項）」の事務連絡を発出 

・10 月 11 日に、関係都道府県に対し、「令和元年台風第 19 号による災害にかかる災害

救助法の適用について」連絡を行った。 

・10 月 12 日 15:30 内閣府災害対策室設置 

(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（10/8 13:00） 

 ⇒警備局長を長とする災害警備本部へ改組（10/12 15:30～） 

・関係都道府県警察では、所要の警備体制を確立（10/10～） 

 ※城山ダム緊急放流予定に伴い、神奈川県機動隊１個中隊を厚木市内へ出動、前進待機 

  ・警察庁、管区警察局及び関係都道府県警察は、関連情報の収集を実施（10/10～） 

(3) 消 防 庁の対応 

○１０月 ８日 

 １３時００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） 
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１４時３０分 都道府県、指定都市に対し「台風第１９号についての警戒情報」を発出 

１８時００分 都道府県に対し、庁舎等の自家発電設備の燃料確保、時機を失するこ

とのない避難勧告等の発令、避難所の早期開設等を要請する「台風第

１９号への対応について」を発出 

１８時００分 都道府県に対し、積極的な情報収集及び迅速な被害情報の報告を要請

する「台風第１９号の接近に伴う被害状況等の報告について」を発出 

１８時００分 都道府県、東京消防庁及び指定都市消防本部に対し、消防防災ヘリコ

プターを活用した迅速な被害情報の収集等を要請する「消防防災ヘリ

コプターを活用した令和元年台風第１９号への対応について」を発出 

１８時００分 都道府県、東京消防庁及び指定都市消防本部に対し、非常用通信網・

非常用通信設備の確認及び住民への確実な防災情報の伝達を要請する

「令和元年台風第１９号に備えた通信手段等の確認について」を発出 

○１０月１０日 

 １８時３０分 都道府県、東京消防庁及び指定都市消防本部に対し、風水害発生時に

おける危険物施設の安全性確保等について施設関係者への周知を要請

する「台風第１９号に伴う防火対策等の徹底について」を発出 

○１０月１１日 

 １４時５０分 都道府県、指定都市に対し「台風第１９号についての警戒情報」を発出 

○１０月１２日 

 １５時３０分 大雨特別警報が発令された群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県、静岡県に対し、適切な対応及び被害報告について要請 

１５時３０分 消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部に改組（第３次応急体制） 

  ＜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、救助活動のほか、早期避難の呼びかけ、警

戒活動等を実施 

(4) 防 衛 省の対応  

  ○部隊の態勢等 

・関東地方・静岡の部隊を中心に、約 17,000 人の即応性の維持 

・台風通過後の航空機、地上映像伝送、ドローン等を活用した被害情報の収集予定 

・初動対処部隊、一部の主力部隊の出動準備完了 

・県庁等への連絡員（ＬＯ）の先行的派遣（受け入れ可能な自治体には台風上陸前か

ら派遣） 

  １８都県において連絡員を１０９か所約２７０名派出し、情報収集中 

東京電力本社へ連絡員２名を派遣し、被害発生時に早期に情報共有できる態勢を確立 

   ・大雨特別警報が発令された７都県の担当部隊については、全員参集。 

  ○部隊の対応 
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   ・千葉県市原市で発生した竜巻について、現地偵察を実施（警察・消防で対応可能） 

・三重県楠部町での浸水被害（床上浸水 20 軒）の状況について、県と調整の結果、現

時点で自衛隊に対応を依頼する事項はなし。  

・伊豆大島に派遣した連絡員が地上伝送装置をもって、常時映像により状況を確認中。 

(5) 海上保安庁の対応 

○体制 

10 月 9 日 11:10 第三管区海上保安本部台風 19 号警戒本部設置 

10 月 10 日 09:00 海上保安庁対策室設置 

10 月 12 日 15:30 海上保安庁対策本部設置 

         第三管区海上保安本部台風 19 号災害対策本部 

         第二管区海上保安本部 対策室設置 

         第九管区海上保安本部台風 19 号対策室設置 

○投入勢力等 

 ・巡視船艇・航空機 

①巡視船艇  203 隻【延べ 420 隻】 

②航 空 機  21 機【延べ 47 機】 

   ・人員 

    ①特殊救難隊 10 名（羽田空港、那覇空港）【延べ 27 名】 

②機動救難士 11 名（仙台、関空、福岡、美保、新潟、鹿児島）【延べ 32 名】 

③機動防除隊 4 名【延べ 4名】 

○航行警報等の発出状況（５項目に重複するものを除く） 

・航行警報 ３件（継続中：３件） 

・海の安全情報 ８件（継続中：７件） 

(6) 消 費 者 庁の対応 

  ・各都道府県に対し、管内市町村の消費生活センター等が台風の影響により開所できな

い場合は、消費者ホットライン 188 の接続先変更について消費者庁へ連絡するよう事

前に通知。（10 月９日 14:30） 

・消費者庁公式 SNS において、大規模災害に関連した消費者トラブルへの注意などを掲

載した消費者庁ホームページ上の災害関連情報へのリンクを共有し、情報提供を実施。

（10 月 10 日 16:00） 

・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。（10 月 10 日 19:40） 

・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。（10 月 10 日 19:40） 
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(7) 総 務 省の対応  

○10 月８日(火)13 時 00 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

○10 月 11 日(金)総務大臣出席により総務省災害関係局長級会議（第１回）開催 

○10 月 12 日(土)15 時 30 分、情報連絡室を災害対策本部（長：大臣官房長）に改組。 

○リエゾン派遣 

   ・10 月８日以降、千葉県災害対策本部、静岡県災害対策本部、長野県災害対策本部へ

職員を派遣（通信関係:各日 大５名体制、人的支援関係:各日 大２名体制）。 

 派遣先 目的 派遣時期 
派遣人数 

(10 月 12 日実績) 
派遣人数累計 

県 
通信確保 10/８～ ６名 19 名 

人的支援 10/８～ ２名 ７名 

市町村 通信確保 - - - 

合計 ８名 26 名 

○人的支援について 

 ・10 月 10 日(木)、各都道府県に対し「令和元年台風第 19 号への対応について」を発

出し、被災自治体だけでは災害対応が困難な場合は、躊躇なく応援職員の派遣要請

を行うよう助言。 

・10 月 11 日(金)、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。 

  ○10 月 9 日、通信事業者に対し、台風に備えた通信設備等の事前確認を行うことの注意

喚起。 

○移動電源車貸出しのための事前準備。 

○総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況 

   （衛星携帯電話７台） 

貸出自治体 貸出機器 台数 備考 

君津市 衛星携帯電話 ２ 10/11 午後 

山梨県 衛星携帯電話 ５ 10/11 午後 

  ○関係機関への依頼状況 

・全国の地方非常通信協議会等に対して非常通信ルートの確認を依頼  

・各地方総合通信局に対してプッシュ型による積極的な災対機器の貸出の実施を依頼 

＜事業者の対応＞ 

○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）特設公衆電話の設置 

千葉県及び群馬県の避難所等（４箇所）において特設公衆電話を設置。 
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（３）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、ソフトバンクが東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、

静岡県の全域で、アクセスポイントを無料開放。 

（４）光ステーション（Wi-Fi アクセスポイント）の開放 

NTT 東日本が本州全域において、光ステーション（約 34,000 箇所）を無料開放。 

   ○避難所等支援 

    ・携帯電話等貸出状況 

NTT ドコモ：衛星携帯電話 84→142 台、スマートフォン 170→335 台、タブレ

ット 100 台、携帯電話 44→74 台、データ端末 20 台、マルチチャ

ージャー 48 台 

KDDI：充電設備 11→24 箇所、蓄電池 24 台、衛星携帯電話 44 台、携帯電話 

15→45 台 

ソフトバンク：衛星携帯電話 29 台 

(8) 法 務 省の対応  

・10 月 11日 9:20 災害情報連絡室設置 

(9) 財 務 省の対応  

・10 月 8日 14：00 令和元年台風第 19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 

・関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄地方の各都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

10 月 7 日） 

・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 10 月 8 日） 

・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 10 月

8 日 13 時 00 分） 

・台風第 19 号に備えて事前に準備が必要な対策や、被害が発生した場合の二次被害を防

止するための措置などについて、各都道府県教育委員会に事務連絡を発出。(令和元年

10 月 9 日) 

・被災した公立学校施設の早期復旧を図るため、事前着工の着手等について、各都道府

県教育委員会宛に事務連絡を発出。（令和元年 10 月 9 日） 

・自家発電施設の燃料や備蓄物資等について、事前に確認し、必要に応じて確保するよ

う、大学病院、ＱＳＴ病院に対して要請。(令和元年 10 月 10 日) 

(11) 厚生労働省の対応 

・10/8 13:30 厚生労働省災害情報連絡室設置 

・10/12 15:30 厚生労働省災害対策本部設置 
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  ・医療関係全般 

10 月 11 日 千葉県  11:01   EMIS 警戒モードに切り替え。 

 →10 月 12 日 12:00 EMIS 災害モードに切り替え。 

10 月 11 日 群馬県  15:54   EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 11 日 神奈川県 17:30   EMIS 警戒モードに切り替え。 

 →10 月 12 日 15:53 EMIS 災害モードに切り替え。 

10 月 11 日 東京都  18:09  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 11 日 埼玉県  18:52  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 静岡県  00:39  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 山梨県  05:55  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 福島県  10:00  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 茨城県  10:52  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 三重県  11:12  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 愛知県  11:40  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 栃木県  13:51  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 宮城県  13:53  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 長野県  13:50  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10 月 12 日 岩手県  14:37  EMIS 警戒モードに切り替え。 

  ・DMAT 活動状況 

   千葉県  16 隊活動中 ※県庁内に設置されている DMAT 調整本部にて情報収集中 

   栃木県  １隊活動中 ※県庁内に設置されている DMAT 調整本部にて情報収集中 

   静岡県  ３隊活動中 ※県庁内に設置されている DMAT 調整本部にて情報収集中 

   神奈川県 ２隊活動中 ※県庁内に設置されている DMAT 調整本部にて情報収集中 

  ・DPAT の活動状況 

   千葉県 DPAT 調整本部設置、２隊活動中（本部に２隊）。 

  ＜医療関係＞ 

・各都道府県に対し、台風第 19 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。あわせて、長期停電に備え、医療機関等の非常用

電源の動作確認や必要物資等の確保を行うよう連絡を行った（10/8）。 

・各都道府県に対し、台風第 19 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

等に対して大雨による浸水等に対する避難に関する注意喚起を行うよう連絡を行った

（10/11）。 

  ＜社会福祉施設等関係＞ 

・各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第 19 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
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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。併せて、都道府県等を通じて、管内施設管理者に対し、停電等に備え非常用

電源の動作確認や燃料の確保その他必要物資を確保しておくよう、事前の備えに万全

を期すよう注意喚起を依頼した（10/8）。 

・各都道府県・指定都市・中核市に対し、被災状況の把握にあたり、施設長等の携帯電

話、固定電話、防災電話、E メール、SNS、市町村、関係団体からの報告、職員による

巡回等による情報収集を依頼するとともに、電源車、給水車の支援要請についても情

報提供を依頼した（10/9）。 

・各都道府県・指定都市・中核市に対し、通信手段が途絶した場合の対応方法について、

台風上陸前に必ず確認を行うよう依頼した（10/10）。 

・台風の上陸が予想される東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、山梨県に対し、

国からの注意喚起に関しての対応状況を確認。全ての自治体において管内市社会福祉

施設等に注意喚起を行うとともに、緊急連絡先や施設長等の携帯番号の整備を確認し

た。併せて、浸水被害が発生する恐れがあるため、大雨による浸水等に対して早めの

避難を行うよう社会福祉施設等に対して注意喚起を依頼（10/11）。 

  ＜保健・衛生関係＞ 

・被災者の健康管理 

①保健師の応援派遣について 

・10 月 11 日付事務連絡で、保健師派遣に関する調整の依頼が夜間・休日となった場

合の厚生労働省の連絡先を示し、連絡体制の確保を要請した。 

②保健師等の活動について 

都道府県、保健所設置市、特別区に、迅速な災害応急対策に向け、以下の事務連

絡等を送付し、十分な備えを行っていただくよう、関係機関への周知等の対応を要

請した。引き続き情報収集に努める。 

・10 月 11 日付 「「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」

について」（令和元年 10 月 11 日付け健康局健康課保指導室事務連絡） 

(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（10 月８日 13:00） 

・令和元年台風第19号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（10月９日10:00）

（速やかな被害情報把握に向けた体制整備等を指示） 

・令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（10 月 10 日

16:00）（連休中の体制整備等を指示） 

・水産庁災害情報連絡会議を開催（10 月 10 日 17:00） 

（速やかな被害情報把握に向けた体制整備等を指示） 

・令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急自然災害対策本部（10 月 11 日 17：10）

（被災各県等への速やかなリエゾン派遣の準備と被害情報把握を指示） 
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＜地方農政局＞ 

・近畿農政局災害情報連絡会（10 月９日 16:45） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保、支局に対し府県庁等へのリエゾン派

遣の準備を指示） 

・九州農政局災害情報連絡本部を設置（10 月 10 日 8:45） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・北陸農政局災害対策連絡会を設置（10 月 10 日 13:30） 

（気象や被害の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・北海道農政事務所災害連絡会議の設置・開催（10 月 10 日 16:00） 

（速やかな被害情報把握に向けた体制整備等を指示） 

・東海農政局災害対策本部員等連絡会議（10 月 11 日 9:00） 

（気象や被害の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・東北農政局災害対策本部準備会合を実施（10 月 11 日 11:00） 

（気象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（10 月 11 日 15:00） 

（気象等の情報共有と情報収集体制の確保、連休中の体制整備、支局に対し都県庁等へ

のリエゾン派遣の準備を指示） 

 神奈川県庁に職員２名を先遣派遣（10 月 12 日 12:00） 

静岡県庁に職員１名を先遣派遣（10 月 12 日 14:00） 

・中国四国農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日 15:00） 

（気象等の情報共有と情報収集体制の確保、連休中の体制整備、支局に対し県庁等への

リエゾン派遣の準備を指示） 

・東海農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日 17:30） 

（省緊急自然災害対策本部指示の周知及び休日中の連絡体制の再徹底を指示） 

・近畿農政局災害情報連絡会（第２回）（10 月 11 日 17:30） 

（農林水産省緊急自然対策本部の内容を受け、情報収集体制の確保を指示） 

・北陸農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日 17:35） 

（農林水産省緊急自然対策本部の内容を受け、情報収集体制の確保を指示） 

＜森林管理局＞ 

・関東森林管理局に災害対策本部を設置（10 月 10 日 13:15） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保、職員派遣体制の準備指示） 

・中部森林管理局に災害情報連絡室を設置（10 月 10 日 16:00） 

（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】 

・農村振興局が「台風第 19 号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 10 月７日） 

・林野庁が「台風第 19 号接近に伴う山地災害等に備えた対応について」を通知（令和元
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年 10 月８日） 

・林野庁が「台風第 19 号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知（令和元年

10 月８日） 

・大臣官房が「台風第 19 号に対する対応について」を通知（令和元年 10 月９日） 

・生産局及び政策統括官が「台風第 19 号の接近等に伴う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 10 月９日） 

・経営局が「台風第 19 号の接近等に伴う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 10 月９日） 

・水産庁が「台風第 19 号に対する備えと被害報告等について」を通知（令和元年 10 月

９日） 

・林野庁が「台風第 19 号に対する林野庁の対応について」を通知（令和元年 10 月 10 日） 

・水産庁が「台風第 19 号の接近等に伴う水産関係施設の被害防止に向けた対応について」

を通知（令和元年 10 月 10 日） 

(13) 経済産業省の対応 

・10/8  13:05 経済産業省災害連絡室を設置 

・10/9  12:10 令和元年台風第 19 号に係る経済産業省警戒会議を開催 

・10/12 10:00 経済産業省災害対策業務室に職員参集 

(14) 国土交通省の対応 

・国土交通省災害対策本部を設置（10/11） 

・国土交通省災害対策本部会議を開催（10/11（2 回）） 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（10/8、10/11） 

・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 19 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（10/9） 

・地方整備局と地方気象台が共同で気象の見通し、河川の水位に関する情報について記

者会見を実施（５件） 

 １０月１１日 １１：００～ 東北地方整備局と仙台管区気象台、 近畿地方整備局と

大阪管区気象台 

        １３：３０～ 中部地方整備局と静岡地方気象台 

        １４：００～ 関東地方整備局と東京管区気象台、北陸地方整備局と

新潟地方気象台 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ 355 人・日派遣（10/10～）】（10 月 12 日 18:00 時点） 

    TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 207 人・日派遣（10/10～）（124 人派遣中） 

    TEC-FORCE（JETT）の派遣   のべ 116 人・日派遣（10/10～）（24 人派遣中） 

    TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 32 人・日派遣（10/10～）（19 人派遣中） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ 118 台・日派遣（10/10～）】 

   東北地整、関東地整、中部地整、近畿地整、中国地整、四国地整、九州地整より排水
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ポンプ車 55 台、照明車 23 台、対策本部車 1台、待機支援車 1 台を派遣中（12 日 16:00

時点） 

  ・国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況 

    

  ・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 

(15) 気 象 庁の対応 

・群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県に大雨特別警報を発表

（10/12 15:30 発表） 

・気象庁災害対策連絡会議（10/10 11:20）・気象庁災害対策本部会議（10/11 13:00） 

・台風第 19 号に関して記者会見を実施（10/9 14:00、10/11 11:00、10/12 16:30） 

・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 31 都道府県内の地方公共団体へ派遣（10/10

～） 

（派遣先：北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、広島

県、徳島県、香川県、大分県 のべ 116 人） ※TEC-FORCE の内数 

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。 
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(16) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（10 月 8 日）。 

【災害廃棄物等関係】 

・（一社）環境衛生施設維持管理業協会に対し、停電に伴う廃棄物処理施設停止に備えた

事前対策を依頼（10 月 8 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（10 月 9 日）。 

 令和元年台風第 19 号による初動時の対応及びこれまでに発生した災害廃棄物

の飛散・流出の防止に関する事前対策の徹底について 

・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（10 月 10 日）。 

・災害廃棄物対策室から災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）メンバーに対

し、現地支援に向けた準備を依頼（10月10日）。 

・関東ブロック圏内の自治体に対し、広域処理受入施設の事前調査を依頼（10月10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。（10 月 11 日）。 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 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 

 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 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

 【岩 手 県】１０月１２日 １８時００分 設置 

【福 島 県】１０月１２日 １５時００分 設置 

 【群 馬 県】１０月１２日 １５時３０分 設置 

 【千 葉 県】 ９月１０日  ９時００分 設置（台風第１５号からの継続） 

 【東 京 都】１０月１２日 １６時１０分 設置 

【神奈川県】１０月１２日 １５時１５分 設置 

【山 梨 県】１０月１２日 １０時００分 設置 

【長 野 県】１０月１２日 １５時３０分 設置 

【岐 阜 県】１０月１２日  ６時２１分 設置 

 【静 岡 県】１０月１２日 １５時００分 設置 

【愛 知 県】１０月１１日 ２１時４４分 設置 

【三 重 県】１０月１１日 １５時００分 設置  

 


