危機管理防災部消防防災課 災害対策担当
直通 048-830-8181
代表 048-824-2111 内線 8181
E-mail: a3165-55@pref.saitama.lg.jp

埼玉県
＜報道発表資料＞

台風１９号等による被害状況及び県の対応状況について（第２７報）
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。）
令和元年１０月２９日 １４時００分現在
アンダーラインは前回からの変更箇所
概 況
＜生命に関する情報＞
・避難指示（緊急）、避難勧告 解除
・避難準備・高齢者等避難開始 解除
・避難所等の開設 開設あり
・避難者数 ７９人
＜生活に関する情報＞
・電力 停電県内全域解消
・通信・ガス 障害情報なし
・鉄道 一部運休
・道路 一部通行止めあり
＜被害の概要＞
・人的被害
死亡３名、重症１名、中等症７名、軽症２４名
・住家被害（括弧内は２５日大雨によるもの）
合
計 ５，４７０棟（うち２棟）
全
壊
１３棟
半
壊
３２棟
一部破損
１２１棟
床上浸水 ２，２０９棟（うち１棟）
床下浸水 ３，０９５棟（うち１棟）
＜県の対応＞
・災害対策本部を設置し被害情報の収集、応急対策等を実施
１ 生命に関する情報
（１）避難情報の発令状況
・避難指示（緊急） 解除（ﾋﾟｰｸ10/13 8:00 ２９市町）
・避難勧告 発令
解除（ﾋﾟｰｸ10/13 8:00 ３３市町村）
・避難準備・高齢者等避難開始 解除（ﾋﾟｰｸ10/12 22:00 ２４市町）
（２）避難所等の開設
・避難所開設 ２市・６か所（ﾋﾟｰｸ10/12 22:00 ６３市町村・１,０７６か所）
・避難者数 ７９人 （ﾋﾟｰｸ10/13 8:00 ３０，１４７人）
※避難所開設に伴う学校の休校なし
２ 生活に関する情報
（１）ライフライン
・電気（停電情報）
停電県内全域解消
・水道（断水情報）
断水県内全域解消
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（２）鉄道
・JR 東日本
八高線・・・寄居～北藤岡駅間は運転見合わせ（バスによる代行輸送）
※１か月程度での運転再開見込み
・その他鉄道
平常運転
（３）道路
・国管理道路
・県管理道路

通行止めすべて解除
通行止め
１１箇所（路面崩落等）
片側交互通行
８箇所
大型車通行止
１箇所（土砂流出）
・車両の行き来ができない集落 ３地区（徒歩による通行は可）
・秩父市中津川地区（１５世帯１８人）
・小鹿野町薄小森地区（２世帯４人）
・越生町龍ヶ谷地区（２世帯２人）

３－１ 被害の概要（台風１９号によるもの）
（１）人的被害
・死亡３人（鳩山町１人、東松山市１人、上尾市１人）
・重症１人（さいたま市１人）
・中等症７人（吉見町１人、八潮市１人、小川町１人、朝霞市１人、北本市１人、坂戸
市２人）
・軽症２４人（春日部 市３人、戸田市２人、桶川市１人、川口市１ 人、川越市 ２
人、越谷市４人、八潮市１人、東松山市２人、さいたま市１人、東秩父村１人、入間
市２人、坂戸市３人、鶴ヶ島市１人）
（２）火災発生状況
・火災件数 ４件
（３）住家被害
合 計
５，４６８棟
・全
壊
１３棟（東秩父村１、皆野町２、飯能市１、秩父市２、上尾市６、
小鹿野町１）
・半
壊
３２棟（東秩父村１、皆野町２、秩父市５、上尾市２３、坂戸市１）
・一部破損
１２１棟 別紙参照
・床上浸水 ２，２０８棟 別紙参照
・床下浸水 ３，０９４棟 別紙参照
（４）河川・土砂関係
・県内全ての国・県管理河川の氾濫注意情報、水防警報の発令なし
・被害状況は別紙参照
（５）農林業被害（別紙参照）
ア 農作物等の被害
（ア）大雨による浸水、暴風による倒伏等により、農作物の収量や品質が低下
（水稲、そば、大豆、ねぎ、ブロッコリー、きゅうり、いちご、果樹、花き等）
（イ）大雨による施設の浸水等により、ウズラや鶏が死亡
（ウ）養魚池の水没により、飼育魚が散逸
※被害状況継続調査中
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イ 農林業施設・農業機械の被害
・パイプハウス等の倒壊、損壊、被覆資材はがれ
・木材加工施設の機械設備損傷
・浸水による農業機械のエンジンや電気系統の破損
※被害状況調査継続中
ウ 農業基盤施設及び林業基盤施設の状況
（ア）農業基盤施設
・農地への土砂流入、流出
・用水路や農道、取水堰等の農業基盤施設の損壊、浸食など
※被害状況調査継続中
（イ）林業基盤施設
・林地被害等 土砂崩落等が発生
・森林管理道 倒木・土砂崩落・路体決壊等が発生
※被害状況調査継続中
（６）県管理施設の被害状況
ア 環境部
・美の山公園へ通じる美の山公園観光道路について路肩崩壊が２か所発生
※秩父環境管理事務所が現地を確認し通行止め
・道路復旧等は今後対応予定
イ 農林部
・秩父高原牧場（皆野町、東秩父村）
牧場管理道（幹線２号、幹線３号）６か所で崩落等により通行不能。
放牧地への土砂流入、流出
・みどりの村（秩父市、小鹿野町）
野外ステージが一部崩落。
・県民の森（横瀬町）
園内管理道数か所で土砂流出、路面陥没等あり。
・彩の国ふれあいの森（森林科学館）
学習の森遊歩道損傷、木製橋損傷・流失。
ウ 都市整備部
（ア）県営公園の被害
・河川敷等にある秋ヶ瀬公園、吉見総合運動公園、吉川公園は、冠水のため閉鎖中
・秩父ミューズパークは、園内の大規模な斜面崩落（秩父市別所）と断水により閉
鎖中
※断水は解消済（１０月１９日） 一部エリアを除き公園を開放（１０月２０日）
（イ）県営住宅の被害
坂戸東坂戸住宅（坂戸市東坂戸）の１階（５０戸、うち１戸は空室）で床上浸水
全２５０戸の断水 ※断水は解消済（１０月１５日）
エ 企業局
・県ゴルフ場
吉見ゴルフ場、妻沼ゴルフ場
冠水被害のため閉鎖中
オ 下水道局
・下水管渠・マンホール
マンホール蓋枠・周辺舗装の破損 ９箇所（志木市、富士見市、川越市、さいたま市）
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※全て復旧または応急対策を実施済
カ 教育局
（ア）県立学校
・施設設備の破損・故障 ２７校
・倒木 １６校
（イ）県立教育機関
・冠水・浸水 ２機関
・施設設備の破損・故障 ２機関
・倒木 ４機関
（ウ）市町村立学校
・施設設備の破損・故障
１６０校（園）
・土砂等による校庭被害
１３校
・倒木等
８７校
キ 企画財政部
・川口防災船着場は、土砂が積もっており使用できない状況
３－２ 被害の概要（１０月２５日の大雨によるもの）
（１）人的被害
無し
（２）住家被害
・床上浸水
・床下浸水
（３）その他
無し

１棟（川越市）
１棟（川越市）

４ 救助活動の状況
（１）消防
○ 消防機関
・警戒活動を実施
○ 防災ヘリコプター
・１０月１３日 県内上空偵察及び救助活動（２件）を実施
・１０月１３日 緊急消防援助隊（航空小隊）として福島県で上空偵察を実施
・１０月１４日 緊急消防援助隊（航空小隊）として長野県で上空偵察と救出
活動を実施
・１０月１９日 県内上空偵察を実施
・１０月２０日 秩父地内上空偵察を実施
（２）警察
○ 埼玉県警察
・１１０番通報等への対応、避難による不在世帯地域の警戒、航空機（ヘリコプター）
による被害状況の確認、避難所への巡回等、所要の警察活動を実施
（３）自衛隊
○ 陸上自衛隊
・県内全域のニーズ把握。
・１０月２９日 東松山市における災害廃棄物の除去については雨天のため中止
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５ 気象情報、雨量等
（１）県内の注意報等の状況
１０月２４日 １６時３５分 大雨注意報・洪水注意報発表（埼玉県全域）
１０月２５日
７時４９分 大雨警報発表（南中部、南西部、北西部、秩父地方）
洪水警報発表（南中部、南東部、南西部、北西部）
１０時５１分 大雨警報発表（南東部）
洪水警報発表（北東部、秩父地方）
１８時５７分 大雨警報から大雨注意報に切替（南東部）
洪水警報から洪水注意報に切替（北東部）
２０時２１分 大雨警報から大雨注意報に切替（南中部、南西部、北西
部、秩父地方）
洪水警報から洪水注意報に切替（北西部、秩父地方）
２３時１５分 大雨注意報解除（埼玉県全域）
洪水警報から洪水注意報に切替（南東部）
１０月２６日
４時５５分 洪水警報解除（南中部、南西部、北西部）
洪水注意報解除（南東部、北東部、秩父地方）
１０月２７日 １６時５３分 大雨注意報発表（南西部）
１８時１６分 洪水注意報発表（北東部）
２１時０４分 大雨注意報解除（南西部）
洪水注意報解除（北東部）
※ 県内全域気象注意報・警報発表なし
（２）県内の降雨量
ア 気象庁アメダス調べ（１１日１１：００～１９日１４：００）
寄居
５２０．５ mm 三峰
６３０．０ mm 飯能
熊谷
２９２．５ mm 秩父
５７４．０ mm さいたま
上吉田 ４９０．５ mm 浦山
７２０．５ mm 越谷
鴻巣
２２５．０ mm ときがわ ６５１．０ mm 所沢
久喜
２６３．５ mm 鳩山
３５５．０ mm
イ 気象庁アメダス調べ（２１日１７：００～２２日２１：００）
寄居
４８．５ mm 三峰
８３．０ mm 飯能
熊谷
５３．５ mm 秩父
７９．０ mm さいたま
上吉田
５５．５ mm 浦山
８０．０ mm 越谷
鴻巣
５５．５ mm ときがわ
７１．０ mm 所沢
久喜
６１．５ mm 鳩山
６２．０ mm
ウ 気象庁アメダス調べ（２４日１２：００～２６日１４：００）
寄居
１０４．５ mm 三峰
１２５．０ mm 飯能
熊谷
８０．０ mm 秩父
１４５．０ mm さいたま
上吉田 １１７．５ mm 浦山
１６４．０ mm 越谷
鴻巣
５９．５ mm ときがわ １３７．５ mm 所沢
久喜
５９．５ mm 鳩山
９０．５ mm
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４６３．５ mm
３３７．０ mm
２６４．０ mm
４１８．０ mm

７５．５ mm
５１．５ mm
５４．５ mm
６６．０ mm

１０９．５ mm
７５．０ mm
８５．０ mm
１０８．５ mm

６ 県の対応
・県の体制
１０月１１日 １８時１４分
１０月１２日 １０時００分
１０月１２日 １９時００分

１０月１３日

２１時５０分
２３時００分
３時００分

８時３０分

情報連絡室を設置し、被害情報の収集等を開始。
災害即応室を設置し、被害情報の収集等を継続。
災害対策本部を設置し、被害情報の収集、応急対策等を
継続。
新座、中央、熊谷防災基地を開設
ＤＰＡＴ県調整本部を設置
ＤＭＡＴ県調整本部を設置
災害情報に対する問い合わせに対応するため、県民相談
総合センター内（県庁第二庁舎１階）に災害情報相談セ
ンターを設置。
自衛隊へ災害派遣要請
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