
 

令和元年台風１９号について（概要報告） 

 

 

１．台風の概要 

（１）発生期間  令和元年１０月６日（日）から１３日（日） 

（２）最低気圧  ９１５ｈＰａ 

（３）最大風速  ５５ｍ/ｓ 

（４）上陸地点  １２日（土）１９時前 伊豆半島に上陸 

 

２．印西市気象状況等（警報発令状況等） 

＜大雨警報＞ 

  ○１０月１２日（土）    ６時４１分 発令 

   １０月１２日（土）   ２３時３１分 解除 

＜暴風警報＞  

  ○１０月１２日（土）    ６時４１分 発令 

   １０月１３日（日）    ２時４８分 解除 

＜洪水警報＞  

  ○１０月１３日（日）   １４時４３分 発令 

   １０月１４日（月・祝）  ４時２０分 解除 

 

３．災害対策状況 

（１）災害対策本部設置前警戒体制 １０月１０日（木） ９時００分 

（２）災害対策本部 １０月１１日（金） １０時００分 ： 市災害対策本部設置 

           １０月１５日（火） １２時００分 ： 市災害対策本部廃止 

  ○災害対策本部会議 ３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）避難所の開設指示 

（３）災害対策本部を設置し、地域防災計画のもと各部局が連携を図り、減災に努める 

こと 

 （４）台風に対する事前の備えを市民に呼びかけ 

（５）発電機の事前確認を行うこと 

 



第２回 

（６）水位等の状況には、厳重に注視し、市民の安全確保を第一に各部局が連携を図り、

対応すること 

第３回 

（７）災害対策本部廃止後の各部局の連携、情報収集に努め対応すること。 

 

【対策本部主な協議事項】 

 第１回 

（１） 気象状況の見直し及び対応状況等について 

第２回 

（２） 各部における対応状況について 

（３） 被災状況について 

（４） 避難所の閉鎖について 

（５） 河川増水に伴う避難勧告等について 

第３回 

（６） 各部における対応状況について 

（７） 河川増水に伴う対応について 

（８） 災害対策本部の廃止について 

 

４．職員配備体制 

○第１・２配備、その他各部から数名体制（１０月１０日～１０月１５日） 

      （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

難所運営等 

○災害対応（総務部）１０月１１日（金）～１０月１５日（火）（２４時間体制） 

・業務内容 電話対応 

 

５．市民への対応 

○ブルーシート等配付    本庁（防災課）、本埜支所、印旛支所にて随時対応 

 

６．市内被害状況（令和元１１月２０日現在） 

（１）人的被害 

    死 者  ： ０人 

    負傷者  ： ０人 

 

 



（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     ：  ０棟     

    大規模半壊  ：  ０棟     

    半壊     ：  ０棟     

    一部損壊   ： ２３棟   

 

（４）道路被害数（令和元年１１月２０日現在） 

    ・倒木    ：５１箇所 

    ・冠水    ： ２箇所 

    ・路肩崩れ等 ： １箇所 

    ・交通安全施設： ５箇所 

    ・その他   ： ３箇所 

     計      ６２箇所 

    ・通行止め   ３箇所（現在は解除済） 

 

（５）ライフライン関係 

   ○電気（停電） 

    ・印西地区…小林、小林大門下、草深 

    ・印旛地区…瀬戸、平賀、平賀学園台、山田、吉高 

    ・本埜地区…滝野、滝、物木 

     最大停電世帯数 約１,７００軒 

※市内全域電気復旧 確認 １０月１３日（日）７時４４分頃 

   ○ガス 

    被害報告なし 

   ○電話 

    被害報告なし 

 

（６）公共交通機関 

   ・ふれあいバス 

    １０月１２日（土） １４時以降随時運休 １３日（日）平常運行 

   ・スワン号 

    １０月１２日（土） １８時以降運休 １３日（日）平常運行 

 



   ・路線バス 

    １０月１２日（土） 

六合路線 運休 １３日（日）平常運行 

宗像路線 午後から運休 １３日（日）午後から平常運行 

印旛学園線、小林線 １４時以降随時運休 １３日（日）平常運行 

   ・ＪＲ成田線 

    １０月１３日（日） 安全確認のため、昼まで運休（１０時頃復旧） 

   ・北総線 

    １０月１３日（日） 平常運行（都営線との関係で直通運転できない状況） 

 

（７）施設（被害があった主な施設） 

   被害報告なし 

 

７．避難所の開設 

○市民対応 

（１）開設日時 １０月１１日（金） １２時００分 

（２）開設箇所 特別避難所及び市内小中学校等 １９箇所 

（３）避難者数 ４４６人 （土砂） 

        ２７４人 （浸水） 

（４）閉鎖日時 １０月１４日（月・祝） １０時３０分 

 

８．防災行政無線の運用（期間：１０月１１日～１０月１４日 運用回数１２回） 

＜運用の内訳＞ 

 ○１０月１１日（金） ３回（全域３回） 

【通報内容】 

〇１回目 １１時００分 

・１２時より避難所１０箇所開設 

 （松崎中央会館、船穂小学校、宮内青年館、和泉会館、大森ふれあい会館、小林小学

校、本埜公民館、旧宗像小学校、ふれあいセンターいんば、平賀地区構造改善センタ

ー） 

・自主避難される場合は、水や食料など必要なものをご持参ください 

〇２回目 １１時５４分 

・台風１９号接近 

・身を守る行動を行ってください 

〇３回目 １７時１５分 

・１回目と同様の放送 



 ○１０月１２日（土） ５回（全域５回） 

【通報内容】 

〇１回目 １０時３０分 

・１０時３０分より避難所２箇所追加（印西中学校・中央駅前地域交流館） 

〇２回目 １０時４０分 

・土砂災害警戒レベル３（市内全域に土砂災害に関する避難準備・高齢者等避難開始）

発令 

〇３回目 １２時３０分 

・１２時３０分より避難所１箇所追加（そうふけ公民館） 

〇４回目 １３時００分 

・土砂災害警戒レベル４ 市内全域に土砂災害に関する避難勧告発令 

・避難所の移動が危険な場合は近くの安全な場所又は、屋内の高いところへ 

  〇５回目 １４時００分 

  ・４回目と同様の放送 

 ○１０月１３日（日） ２回（全域２回） 

【通報内容】 

〇１回目  ９時４１分 

・１０時に一部避難所９箇所閉鎖 

 （松崎中央会館、船穂小学校、宮内青年館、和泉会館、大森ふれあい会館、本埜公民

館、ふれあいセンターいんば、平賀地区構造改善センター、そうふけ公民館） 

  〇２回目 １１時４２分 

  ・洪水警戒レベル３ 浸水想定区域に利根川水位上昇に伴う避難準備・高齢者等避難開

始発令 

  ・継続含め避難所９箇所開設 

   （木刈小学校、平岡自然公園、印旛中学校、小林小学校、平賀小学校、旧宗像小学校、

本埜小学校、印西中学校、滝野小学校） 

 ○１０月１４日（月・祝） ２回（全域２回） 

  〇１回目 ９時３０分 

  ・避難準備・高齢者等避難開始の解除 

  〇２回目 １０時３０分 

  ・１０時３０分をもって全避難所閉鎖 

   

 

 

 

 



９．防災メールの運用（期間：１０月１０日～１０月１４日 運用回数１２回） 

〇１０月１０日（木） １回 

【通知内容】 

〇１回目  １２時００分 配信 

・台風１９号接近に伴う注意喚起 

〇１０月１１日（金） ２回 

【通知内容】 

〇１回目  １１時００分 配信 

・台風１９号接近に伴う避難所開設情報 

 （松崎中央会館、船穂小学校、宮内青年館、和泉会館、大森ふれあい会館、小林小学

校、旧宗像小学校、本埜公民館、ふれあいセンターいんば、平賀地区構造改善セン

ター） 

〇２回目  １２時００分 配信 

・台風１９号接近への備え 

〇１０月１２日（土） ５回 

【通知内容】 

〇１回目  １０時３０分 配信 

・避難所２箇所開設情報 

 （印西中学校・中央駅前地域交流館） 

〇２回目  １０時４０分 配信 

・市内全域に土砂災害に関する避難準備・高齢者等避難開始発令 

〇３回目  １０時５７分 配信 

・２回目の内容に時間のかかる方は避難開始を追加 

〇４回目  １３時３６分 配信 

・１２時３０分からそうふけ公民館避難所１箇所追加 

〇５回目  １４時２３分 配信 

・市内全域に土砂災害に関する避難勧告発令 

〇１０月１３日（日） ４回 

【通知内容】 

〇１回目   ９時４７分 配信 

・浸水想定区域に利根川水位上昇に伴う避難準備・高齢者等避難開始発令 

〇２回目  １０時０５分 配信 

・１回目の内容の訂正メール（決定前の情報を通知した） 

〇３回目  １０時３３分 配信 

・１０時に土砂災害に伴う避難所９箇所閉鎖 

 （松崎中央会館、船穂小学校、宮内青年館、和泉会館、大森ふれあい会館、本埜公民



館、ふれあいセンターいんば、平賀地区構造改善センター、そうふけ公民館） 

〇４回目  １２時１０分 配信 

・利根川の水位上昇に伴い、１２時に継続含め９箇所の避難所開設 

 （木刈小学校、平岡自然公園、印旛中学校、小林小学校、平賀小学校、旧宗像小学校、

本埜小学校、印西中学校、滝野小学校） 

〇１０月１４日（月・祝） ２回 

【通知内容】 

〇１回目   ９時４７分 配信 

・利根川水位低下による避難準備・高齢者等避難開始解除 

〇２回目  １０時３０分 配信 

・１０時３０分をもって全避難所閉鎖 

 

  



令和元年１０月１１日（金） １０時００分 印西市災害対策本部 

 

   １０月１１日（金） １０時００分 

 

【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 

・避難所の開設指示 

・地域防災計画のもと各部局が連携を図り、減災に努めること 

     ・台風に対する事前の備えを市民に呼びかけ 

・発電機の事前確認を行うこと 

【協議事項】 

・特別避難所開設 

・気象状況の見直し及び対応状況等について 

 

   １０月１３日（日） １０時００分 

 

【本部長指示事項】 

・水位等の状況には、厳重に注視し、市民の安全確保を第一に各部局が連携を図

り、対応すること 

【協議事項】 

・特別避難所閉鎖 

・河川増水に伴う避難所開設の決定 

・河川増水に伴う避難勧告等について 

・各部における対応状況について 

・被災状況について 

 

   １０月１５日（火） １０時００分 

 

【本部長指示事項】 

・災害対策本部解散後の各部局の連携、情報収集に努め対応すること 

【協議事項】 

・各部における対応状況について 

・河川増水に伴う対応について 

・災害対策本部の解散について 

 

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 



消 防 団 活 動 状 況 

（防災メール活用による連絡） 

 

１０月１０日（木） 

１１：３４『台風１９号にかかる広報等活動依頼について』  

「消防団各位  台風１９号の接近に伴い、１１日（金）から広報活動を依

頼する可能性があります。 出動団員の確保をお願い致します。」 

１０月１１日（金） 

１４：３４『１０月１１日（金）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。広報活動終了後は、自宅にて待

機して下さい。   

【広報内容】 「市では台風１９号の避難場所として、宮内青年館、大森

ふれあい会館、和泉会館、船穂小学校、松崎中央会館、小林小学校、ふ

れあいセンターいんば、平賀地区構造改善センター、旧宗像小学校、本

埜公民館を開設しました。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。」  ※避難場所が多いため、近くの避難場所数

か所の広報でも可。 

 

１０月１３日（日） 

３：３０『【情報提供】利根川の水位上昇に伴う第１方面隊水防団の待機について』  

「現在、利根川の押付付近において水防団待機水位を上回る見込みです。 

今後の水位経過によっては第１方面隊水防団に対し、出動依頼すること

が予想されますので、市が発する情報に注視してください。」 

 

７：１６『利根川の水位上昇に伴う第１方面隊水防団の出動について』  

「現在、利根川の押付付近において水防団待機水位を上回っております。 

 第１方面隊水防団は出動をお願い致します。」 

集合場所：市役所（駐車場） 

          集合時間：８時３０分 

          持ち物 ：ライフジャケット 

 

     ９：４０『【待機依頼】台風１９号に係る待機について』  

「利根川が氾濫危険水位を超えています。現在、第１方面隊の団員各位に

おかれましては、利根川を巡視して頂いておりますが、他消防団員の方

におかれましても、出動に備え待機願います。」 

 



１０月１４日（月） 

７：５０『台風１９号に伴う水防団自宅待機の解除について』  

「本日午前４時２０分に洪水警報が解除されたことにより、水防団の自

宅待機を解除します。尚、未だ水防団待機水位となっておりますので、

今後も河川の情報にご注意ください。」 

   

 

１０月１５日（火） 

２２：３１『利根川の水位低下に伴う水防警報解除について』  

「利根川の押付水位観測所の水位は、１５日２１時５０分時点で３．０

９メートルとなりました。水防団待機水位を下回ったため、水防警報を

解除します。ご協力ありがとうございました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



台風１９号における被災状況写真 

 

 

 

利根川の水位状況 

 

利根川の水位状況 

 


