
 

令和元年台風１５号について（概要報告） 

 

 

１． 台風の概要 

（１）発生期間  令和元年９月５日（木）から９月１０日（火） 

（２）最低気圧  ９５５ｈＰｓ 

（３）最大風速  ４５ｍ/ｓ 

（４）上陸地点  ９日５時前 千葉県千葉市付近に上陸 

 

２． 印西市気象状況等（警報発令状況等） 

＜大雨警報＞ 

    〇９月８日（日）  ２２時５０分 発令 

     ９月９日（月）  １３時２１分 解除 

  ＜土砂災害警戒情報＞ 

〇９月９日（月）   ５時１６分 発令 

     ９月９日（月）  １０時５２分 解除 

  ＜暴風警報＞ 

〇９月８日（日）  １６時３０分 発令 

     ９月９日（月）  １０時１１分 解除 

  ＜洪水警報＞ 

〇９月９日（月）   ２時０２分 発令 

     ９月９日（月）  １０時１１分 解除 

 

３． 災害対策状況 

（１）災害対策本部設置前警戒体制 

９月６日（金） 土砂災害警戒区域に警戒チラシを配布 

９月７日（土） 気象状況確認 

９月８日（日） 気象状況確認、関係職員参集 

９月９日（月） 第１・第２配備職員参集 市内の情報収集等を実施 

※以後、災害対策業務に際し、各部から応援職員が参集し業務にあたる 

 

 （２）災害対策本部 ９月 ９日（月） ９時３０分 ： 災害対策本部設置 

           ９月１３日（金）１１時１０分 ： 災害対策本部廃止 

    〇災害対策本部会議 ６回開催 

 

 



【対策本部（市長）指示事項】 

第１回 

（１）被害状況の把握に努めること 

   （２）避難所の開設を検討すること 

   （３）応急給水を検討すること 

第２回 

（４）災害初動対応、全庁的に連携し実施すること 

（５）防災行政無線、市ホームページ、消防団等を活用し、情報提供に努めること 

第３回 

（６）通信障害等の把握に努めること 

第４回 

（７）通信障害等の把握に努めること 

第５回 

（８）広報車の適切な運用及び適切な給水の実施について 

第６回 

（９）引き続き、全庁的に連携し災害対応等を実施すること 

 

【対策本部主な協議事項】 

 第１回 

 （１）報告事項のみ 

第２回 

（２）避難行動要支援者の支援について 

（３）給水車の出動について 

（４）東京電力への早期復旧要請について 

第３回 

（５）避難所の閉鎖について 

（６）給水所の開設時間について 

第４回 

（７）避難所の閉鎖について 

（８）給水所の閉鎖について 

第５回 

（９）報告事項及び本部長指示事項のみ 

第６回 

（10）避難所の閉鎖について 

（11）災害廃棄物の収集及び処理について 

（12）り災証明書申請対応について 

（13）災害対策本部の解散について 



４． 職員配備体制 

   ○第１・第２配備、その他各部から数名体制 ９月６日（金）～９月１３日（金） 

２４時間体制 

    ・業務内容 土砂災害に関する住民周知用広報文配布、災害情報収集パトロール、 

    避難所運営、広報車による市内広報活動、飲料水及び生活用水の配給、ブルーシー 

    トの配布等 

   ○災害対応（市民部・各支所）９月１７日（火）～９月２３日（月・祝） 

    ・業務内容 ブルーシートの配布 

   ○災害対応（総務部）９月１４日（土）～９月１６日（月・祝） 

９月２１日（土）～９月２３日（月・祝） 

    ・業務内容 電話対応 

 

５． 市民への対応 

○応急給水 

・給水所  市役所、本埜公民館、平賀地区構造改善センター、印旛支所 

・給水車  西佐倉病院（９月１０日（火）１８時１１分～１１日８時００分） 

・要支援者個別訪問による飲料水の配付（福祉部にて対応） 

○ブルーシートの配布  本庁（防災課）、印旛支所、本埜支所にて随時対応 

 ※千葉県より１，５００枚受領 

 ※災害協定に基づきジョイフル本田より２００枚購入 

○避難行動要支援者対応（福祉部） 

    ９月 ９日（月） １７時～ 

停電地区の民生委員による連絡網での要支援者の把握 

             １８時から２１時半まで 

             ２名５班体制での家庭訪問と飲料水配付 

             ※１名を避難所へ搬送 

    ９月１０日（火） ９時 

             高齢者福祉課から印旛・本埜地区の地域包括センターへ避難

所への搬送を必要とする市民の把握を依頼 

１３時～ 

 ９日の訪問後に再度訪問が必要であると判断した４８件に２

名４班体制で訪問し飲料水を配付 

    ９月１１日（水） １０時～ 

             停電が復旧した地域内で停電が継続している１２件（高齢者

世帯６件を含む）に２名３班体制で訪問し、飲料水を配付 

 

 



    ９月１２日（木） １０時～ 

             １１日に引き続き、１２件に２名２班体制で訪問し飲料水を

配付 

    ９月１３日（金）  １０時から 

             １２日の訪問で配慮が必要であると判断した５件に２名２班

体制で訪問し飲料水を配付 

   ○災害廃棄物の個別回収（クリーン推進課） 

   （１）受付期間  ９月１８日（水）から１０月２１日（金） 

   （２）回収期間  ９月２０日（金）から１１月２７日（水） 

   （３）受付件数  ・樹木         １６件 

            ・瓦（スレート含む） ２２件 

            ・トタン・プラ等    ２４件 

   （４）回収実績  ・樹木      ３，５２０㎏ 

            ・瓦       ４，５２５㎏ 

            ・スレート瓦     １４㎏ 

            ・トタン波板   １，３０４㎏ 

            ・プラ波板      １３１㎏ 

            ・雨どい         微量 

 

６．市内被害状況（令和元年１１月２０日現在集計） 

（１） 人的被害 

・軽症者  ：  ２名 

 

（２） 火災 

・建物火災 ：  ０件 

 

（３） 建物被害、り災状況（令和元年１１月２０日現在） 

・全壊   ：   ６棟 

・半壊   ：  １０棟 

・一部損壊 ： ２０２棟 

 

（４） 道路被害数（令和元年１１月２０日現在） 

・倒木    ：１８７箇所 

・冠水    ：  ４箇所 

    ・交通安全施設： ３４箇所 

    ・その他   ： １４箇所 

     計      ２３９箇所 



    ・通行止め    ２６箇所（現在は解除済） 

 

（５） ライフライン関係 

○電気（停電）※東京電力発表 

 ・印西地区…木下、木下東一丁目、木下東二丁目、木下東三丁目、木下東四丁目 

       草深、竹袋、東の原一丁目、平岡、別所 

 ・印旛地区…岩戸、大廻、鎌苅、瀬戸、造谷、つくりや台一丁目、萩原、平賀 

       平賀学園台一丁目、平賀学園台二丁目、平賀学園台三丁目、舞姫 

       一丁目、舞姫二丁目、舞姫三丁目、松虫、美瀬一丁目、美瀬二丁目 

       師戸、師戸干拓、山田、吉高、吉田、若萩一丁目、若萩四丁目 

 ・本埜地区…和泉屋、行徳、酒直卜杭、下井、下曽根、甚兵衛、滝野一丁目、 

       滝野六丁目、角田、長門屋、萩埜、本埜小林 

  最大停電世帯数 約６，８００軒 

 ※市内全域停電復旧 確認 ９月１９日 ７時３０分頃 

９月 ９日（月）１１時３０分現在 約６，８００軒 

９月１０日（火）１５時００分現在 約４，３００軒 

９月１１日（水） ８時３０分現在 約２，２００軒 

９月１２日（木） ８時３０分現在 約  ４００軒 

９月１３日（金） ８時３０分現在      ０軒 

９月１６日（月） ８時４５分現在 約１，５００軒 

９月１７日（火） ７時３０分現在      ０軒 

○ガス 

 被害報告なし 

○電話 

９月１０日（火）１１時５０分頃から１８時００分頃まで不通 

○上水道 

市営水道給水区域における断水は無し 

※自家発電対応した２箇所の配水場については、９月１１日（水）までに通常運 

転再開 

 

○下水道 

通常運転 

     ※非常用発電機で対応したマンホールポンプ場（印旛地区で 1箇所）は９月１２ 

日（木）には常運転を再開 

※９月１６日（月・祝）の停電で小林大門下の中継ポンプ場で一時的に自家発電 

機運転 

（９月１７日（火）の未明に復電） 



（６） 公共交通機関 

・ふれあいバス  

９月９日（月） 道路の安全が確認できたルートから順次運行開始 

１１時頃全線運行 

     ・スワン号 

      ９月９日（月） 平常運行 

・路線バス 

 ９月９日（月） 

 六合路線    １１時頃全線復旧 

 宗像路線 赤ルート 運休 ９月１０日（火）から運行再開 

青ルート 運休 ９月１３日（金）からう回路にて運行再開（９月 

２４日（火）から通常運行） 

 印旛学園線 運休 ９月１１日（水）中平橋通行止め解除後、運行再開 

・ＪＲ成田線 

 ９月９日（月） 運行休止 架線トラブルによる（９月１０日（火）から通常） 

・北総線 

 ９月９日（月） 平常運行 

 

（７） 施設（被害があった主な施設） 

・小中学校  施設被害 １７校 

休校 印旛中学校、いには野小学校 （９月１１日（水）から再開） 

六合小学校、平賀小学校      （９月１２日（木）から再開） 

・学童クラブ 

・保育園 

・幼稚園 

・福祉施設 通常通り運営 

・公園 倒木等 １９箇所 

・農業関連施設 被害件数 ２００件以上 

・農畜産物関連 被害面積 ２．０ha以上 

 

（８） 行政窓口業務等 

・住民記録システム ９月１０日（火）に市役所本庁、各支所及び各出張所全て 

で停止（市役所本庁のみ証明書の発行可能） 

・戸籍システム   ９月１０日（火）は、市役所本庁のみ証明書発行可能状態 

          ９月１１日（水）から市役所本庁、支所、出張所ともに通 

常稼働 

 



（９） 小学校スクールバス 

・六合小学校 

 ９月９日（月）から運行休止 ９月１２日（木）から運行再開 

・木刈小学校 

 通常運行 

・いには野小学校 

 ９月９日（月）から運行休止 ９月１１日（水）から運行再開 

・本埜小学校 

 ９月９日（月）運行休止 ９月１０日（火）から運行再開 

 

７．避難所の開設 

  ○市民対応 

  （１）開設日時 ９月 ９日（月） １５時００分 

  （２）開設場所 中央公民館、本埜公民館、小林公民館、印旛支所、いには野小学校 

          特別教室 

  （３）避難者数 ４２人（停電対応） 

  （４）閉鎖日時 ９月１３日（金） １５時００分 

 

８．防災行政無線の運用（期間：９月９日～９月１６日 運用回数１１回） 

＜運用の内訳＞ 

 ○９月９日（月） １回（全域１回） 

 【通報内容】 

  ・停電状況の周知、避難所（中央公民館、本埜公民館）の開設、生活用水（市役所、本 

   埜公民館、平賀地区構造改善センター）の配給 

○９月１０日（火） ３回（全域３回） 

 【通報内容】 

  ○１回目 ９時１５分 

  ・避難所４箇所開設（中央公民館、小林公民館、いには野小学校特別教室） 

  ○２回目 ９時３０分 

  ・生活用水の配給（市役所、本埜公民館、平賀地区構造改善センター） 

  ○３回目 ９時４０分 

  ・給水車による飲料用水の配給（印旛支所、平賀地区構造改善センター） 

  ○４回目 １３時３０分 

  ・飲料用水・生活用水の配給は、本日午後６時まで 

 

 

 



○９月１１日（水） ２回（全域２回） 

 【通報内容】 

  ○１回目 １１時５５分 

  ・携帯電話などの充電場所（市役所、各支所、各公民館、各出張所） 

  ○２回目 １３時００分 

  ・避難所２箇所開設（印旛支所、小林公民館） 

  ・飲料用水・生活用水の配給（印旛支所、本埜公民館、平賀地区構造改善センター） 

○９月１３日（金） ４回（全域４回） 

 【通報内容】 

  ○１回目  

  ・ブルーシートの配布（市役所、印旛支所、本埜支所） 

  ○２回目  

  ・ブルーシートの配布中止 

  ○３回目 

  ・ブルーシートの配布再開（市役所、印旛支所、本埜支所） 

  ○４回目 

  ・１５時００分をもって全避難所閉鎖 

○９月１６日（月・祝） １回（全域１回） 

 【通報内容】 

  ・給水所の開設（市役所、印旛支所） 

 

９．防災メールの運用（期間：９月９日～９月１９日 運用回数１７回） 

 ○９月９日（月） ２回 

 【通知内容】 

  ○１回目 １１時５３分 

  ・台風１５号に伴う市内の停電情報 

  ○２回目 １５時４３分 

  ・避難所開設情報（中央公民館、本埜公民館） 

  ・生活用水の配給情報（市役所、本埜公民館、平賀地区構造改善センター） 

○９月１０日（火） １回 

 【通報内容】 

  ○１回目 １８時０７分 

  ・避難所開設情報（小林公民館、印旛支所） 

  ・飲料水・生活用水の配給情報（市役所、本埜公民館、印旛支所、平賀地区構造改善セ 

ンター 

 

 



○９月１１日（水） ３回 

 【通知内容】 

  ○１回目 ９時３２分 

  ・避難所開設情報（小林公民館、印旛支所） 

  ・飲料水・生活用水の配給情報（印旛支所、本埜公民館、平賀地区構造改善センター） 

  ○２回目 １２時００分 

  ・携帯電話等充電可能施設情報 

  ○３回目 １６時１０分 

  ・避難所閉鎖情報（小林公民館）引き続き印旛支所は開設 

○９月１２日（木） １回 

 【通知内容】 

  ○１回目 １０時３６分 

  ・避難所開設及び飲料水・生活用水配給情報（印旛支所） 

○９月１３日（金） ４回 

 【通知内容】 

  ○１回目 １０時１５分 

  ・ブルーシート配布情報（市役所、印旛支所、本埜支所） 

  ○２回目 １０時５３分 

  ・ブルーシート配布一時中止情報 

  ○３回目 １３時２７分 

  ・ブルーシート配布再開情報（市役所、印旛支所、本埜支所） 

  ○４回目 １４時４２分 

  ・１５時をもって避難所（印旛支所）閉鎖※全避難所閉鎖 

○９月１６日（月・祝） ２回 

 【通知内容】 

  ○１回目 ８時４７分 

  ・台風１５号及び大雨による市内の停電情報 

  ○２回目 １５時２８分 

  ・給水所開設情報（市役所、印旛支所） 

○９月１７日（火） １回 

 【通知内容】 

  ○１回目 ９時２６分 

  ・ブルーシート配布情報（市役所、印旛支所、本埜支所） 

 

 

 

 



○９月１８日（水） ２回 

 【通知内容】 

  ○１回目 ９時１３分 

  ・ブルーシート配布情報（市役所、印旛支所、本埜支所） 

  ○２回目 １５時４５分 

  ・災害に便乗した詐欺・悪質商法への注意喚起情報 

○９月１９日（木） １回 

 【通知内容】 

  ○１回目 ９時３０分 

  ・ブルーシート配布情報（市役所、印旛支所、本埜支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年９月９日（月） ９時３０分 印西市災害対策本部 

 

 

   ９月９日（月） ９時３０分 

 

【報告事項】 

・停電状況の報告 

・職員の災害応急対応配備体制報告（第１、第２配備職員参集） 

【本部長指示事項】 

  ・災害対策本部設置 

・被害状況の把握に努めること 

・避難所の開設を検討すること 

・応急給水を検討すること 

 

 

   ９月９日（月） １５時３０分 

 

【報告事項】 

  ・人的被害状況の報告 

  ・公共施設被害状況の報告 

  ・停電状況の報告 

  ・避難者状況の報告 

【本部長指示事項】 

・災害初動対応は、全庁的に連携し実施すること 

・防災行政無線、市ホームページ、消防団等を活用し、情報提供に努めること 

【協議事項】 

・避難行動要支援者の支援について 

・給水車の出動について 

・東京電力への早期復旧要請について 

 

 

   ９月１０日（火） １５時３０分 

 

【報告事項】 

  ・人的被害状況の報告 

  ・公共施設被害状況の報告 

  ・停電状況の報告 

  ・避難者状況の報告 

第１回災害対策本部会議 

第２回災害対策本部会議 

第３回災害対策本部会議 



  ・農業関連被害状況の報告 

  ・避難行動要支援者への対応状況の報告 

【本部長指示事項】 

・通信障害等の把握に努めること 

【協議事項】 

・避難所の閉鎖について 

・給水所の開設時間について 

 

 

   ９月１１日（水） １４時３０分 

 

【報告事項】 

  ・人的被害状況の報告 

  ・公共施設被害状況の報告 

  ・停電状況の報告 

  ・避難者状況の報告 

  ・農業関連被害状況の報告 

【本部長指示事項】 

・通信障害等の把握に努めること 

【協議事項】 

・避難所の閉鎖について 

・給水所の閉鎖について 

 

 

 

   ９月１２日（木） １６時３０分 

 

【報告事項】 

  ・人的被害状況の報告 

  ・公共施設被害状況の報告 

  ・停電状況の報告 

  ・避難者状況の報告 

  ・農業関連被害状況の報告 

  ・災害救助法適用の報告 

【本部長指示事項】 

・広報車の適切な運用及び適切な給水の実施について 

 

 

第４回災害対策本部会議 

第５回災害対策本部会議 



   ９月１３日（金） １０時３０分 

 

【報告事項】 

  ・人的被害状況の報告 

  ・公共施設被害状況の報告 

  ・停電状況の報告 

  ・避難者状況の報告 

  ・農業関連被害状況の報告 

【本部長指示事項】 

・引き続き、全庁的に連携し災害対応等を実施すること 

【協議事項】 

・避難所の閉鎖について 

・災害廃棄物の収集及び処理について 

・り災証明書申請対応について 

・災害対策本部の解散について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回災害対策本部会議 



消  防  団  活  動  状  況 

（防災メール活用による連絡） 

 

９月 ９日（月） 

１８：２６ 『【広報依頼】台風１５号接近に伴う広報活動について』 

「下記のとおり広報活動をお願いします。なお、出動隊にお 

いては第３方面隊、第４方面隊、第１方面隊第１分団４部 

とします。各隊管轄場所で広報活動をお願いします。 

広報活動終了後は、自宅にて待機して下さい。」 

【広報内容】 

           「市では停電による暑さ対策として、中央公民館と本埜公 

民館を避難所として開設しましたので、小さなお子様や 

お年寄り、又は健康に自信のない方は、ご利用下さい。 

自主避難のできない方は、市の高齢者福祉課までご相談 

下さい。」 

  

９月１０日（火） 

   １７：５０ 『【広報依頼】台風１５号接近に伴う広報活動について』  

「下記のとおり広報活動をお願いします。なお、出動隊においては 

第１方面隊の 第１分団第２部 第１分団第３部 第１分団第４部 

第２方面隊の 第６分団第６部 第６分団第７部 

第３方面隊の各部  

第４方面隊の各部  

 各隊管轄場所で広報活動をお願いします。 

 広報活動終了後は、自宅にて待機して下さい。」 

 【広報内容】 

 「防災課よりお知らせします。 

          停電に伴い、印旛支所・小林公民館を避難所として開設しております。 

小さなお子様やご高齢の方、又は、健康に自信のない方はご利用くだ 

さい。自主避難のできない方は、お手数ですが市の高齢者福祉課まで 

  ご相談ください。 

また、飲料用水・生活用水の配給を、市役所駐車場、印旛支所・本埜 

公民館・平賀構造改造センターで行っております。配給は、午後８時 

まで行っております。ご利用の方はペットボトルや給水タンクをお持 

ちください。」    

 
 
 
 



９月１１日（水）     

１３：４６ 『消防団員の広報依頼について』  

          「１３時３０分時点で「滝野６丁目、萩原、松虫、吉高、若萩１丁目、 

若萩４丁目」において停電が継続しております。 

 第９分団、第１３分団４部においては本日も継続して広報活動をし 

て頂く可能性があります。 

 詳細に関しましては追って連絡します。宜しくお願いします。」 

 

１６：５２ 『本日の広報について』  

          「本日、広報活動は行いませんので、ご連絡します。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



台風１５号における被災状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒直卜杭地先の電柱倒壊 

 

宗像地先の倒木 

 

松崎地先の電柱倒壊 

 

山田地先の電柱倒壊 

 


