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令和元年台風第 19 号による
被害状況等について（第３報）

10 月 13 日５時 00 分時点における厚生労働省の対応については、

別紙のとおりですのでお知らせします。



厚 生 労 働 省 

令和元年 10 月 13 日 

0 5 時 0 0 分 現 在 

 

 
令和元年台風第 19号による被害状況等について 

（第３報） 

 

 

１ 厚生労働省における対応 

（1） 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 

 

 

２ 医療関係 

（1）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12日 19:48 EMIS 災害モードに切り替え。 

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12日 22:37 EMIS 災害モードに切り替え。 

10月11日 埼玉県  18:52  EMIS 警戒モードに切り替え。 

 →10月12日 21:16 EMIS 災害モードに切り替え。 

10月12日 静岡県  00:39  EMIS 警戒モードに切り替え。 

 →10月12日 19:03 EMIS 災害モードに切り替え。 

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 20:00 EMIS 災害モードに切り替え。 

10月12日 岩手県  14:37  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10月12日 新潟県  18:48  EMIS 警戒モードに切り替え。 

10月12日 山形県  20:32  EMIS 警戒モードに切り替え。 

 

以上、合計１都６県で災害モード、10県で警戒モード。 

 



（2）医療施設の被害状況 

 ・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）。 

   ・福島県の２病院において１階部分の浸水被害。上層階へ避難済み。 

・栃木県の２病院において浸水被害が発生。１病院は２階に避難させて

いる。残る１病院については詳細不明ながらも、支援は不要との連絡

あり。 

   ・栃木県の合計４病院において停電が発生し、現在も停電中は４件。こ

のうち１病院は、非常用自家発電機を稼働中。３病院については、詳

細不明であり、情報収集中。 

   ・埼玉県の１病院において停電が発生。詳細は、現在情報収集中。 

   ・東京都の１病院において浸水被害が発生。病院周辺も浸水しているた

め、転院搬送の要否は１３日朝の状況を踏まえて、東京都と病院が直

接調整中。 

・東京都の合計３病院において停電が発生し、現在も停電中は１件（２

件は復電済み）。当該病院は、非常用自家発電機を稼働し対応中（１３

日まで燃料は持つ予定）。 

   ・神奈川県の合計９病院において停電が発生し、現在も停電中が８件

（１件は復電済み）。このうち、７病院が非常用自家発電機を稼働し対

応中（１３日朝まで燃料があるものが３病院、４病院は残量不明）。１

病院は非常用自家発電機の燃料が尽きたが、病院から県へ追加支援は

不要との連絡あり。 

・長野県の１病院において浸水被害が発生。県と調整し、ポンプで排水

中。 

・長野県の３病院において停電が発生し、現在も停電中は３件。いずれ

の病院も非常用自家発電機を稼働し対応中（いずれも燃料は１３日ま

で持つ予定）。 

・静岡県の２病院において停電が発生したが、いずれも復電済み。 

   ・岩手県、茨城県、新潟県、宮城県、群馬県、山梨県については、病院

への浸水被害及び停電被害が確認されていない。（各県からの情報及び

EMIS 情報） 

 

 

 



（3）DMAT の活動状況 

 

   栃木県  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 

埼玉県  18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 

東京都  ３隊活動中 ※都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 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 

長野県  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 調整本部にて報

収集中 

山形県  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 

群馬県  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 

千葉県  17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 

 

（4）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）。 

 

(5) 在宅人工呼吸療法患者への対応について 

各都道府県に対し、管内の在宅医療を行う医療機関等に対して長期停電

への事前の備えに関する注意喚起を行うよう連絡を行った（10/9）。 

 

(6) 在宅酸素療法患者への対応について 

・10月8日（火）、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会宛てに「台風19

号に対する警戒と安全確認の対応について」の文書を発出し、併せて管

下の会員企業に対しても同文書の周知依頼を行った。 

・また、10月10日（木）、全国展開している3事業者と事前の備えについて

情報共有を行った。 

・10月11日（金）、上記の3事業者に対して停電等への対応を確認したとこ

ろ、リスクの高い患者に対して予め酸素ボンベの保有状況を把握すると

ともに、平時よりも十分な備蓄を実施していること、事業者としても不

測の需要に応えるために、充てん済みボンベの十分な備蓄や緊急配送依

頼に対応できるよう万全を期している旨回答があった。 

・１都６県に大雨特別警報が発令された時点（10月12日 17時）と、10月



13日（日）１時で、上記３事業者に対して聞き取り調査を行い、何れの

時点においても患者健康被害に繋がる報告はないことを確認した。 

 

(7) 医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ・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。 

・８県内の19事業体において13,890戸以上が断水中。一部の地域で応急給水

実施中。 

・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 

最大 現在 

【宮城県】 

丸森町
まるもりまち

 

 

約4,540 

 

約4,540 

 

10/12～ 

 

・水道管破損による断水 

【茨城県】 

つくばみらい市 

 

約4,200 

 

約4,200 

 

10/12～ 

 

・停電による断水 

【群馬県】 

甘楽町
か ん ら ま ち

 

 

1,200 

 

1,200 

 

10/12～ 

 

・水道管破損による断水 

・応急給水実施予定 

下仁田町
し も に た ま ち

 19 19 10/12～ ・原因調査中 

高崎市 5 5 10/12～ ・原因調査中 

・応急給水実施中 

上野村 不明 不明 10/12～ ・原因調査中 

【埼玉県】 

秩父広域市町村

圏組合 

（秩父市） 

 

不明 

 

不明 

 

10/12～ 

 

・土砂崩れに伴う送水管破損によ

る断水 

・応急給水実施予定 

東秩父村 不明 不明 10/12～ ・配水管破損による断水 

【千葉県】 

鴨川市 

 

64 

 

64 

 

10/12～ 

 

・原因調査中 

かずさ水道広域 35 35 10/12～ ・停電による断水 



連合企業団 

（君津市） 

南房総市 不明 不明 10/12～ ・原因調査中 

【神奈川県】 

山北町
やまきたまち

 

 

2,500 

 

2,500 

 

10/12～ 

 

・導水管破損による断水 

神奈川県企業庁 

（相模原市、鎌

倉市、葉山町、

平塚市、伊勢原

市） 

344 344 10/12～ ・原因調査中 

小田原市 21 21 10/12～ ・原因調査中 

【山梨県】 

身延町
みのぶちょう

 

 

5 

 

5 

 

10/12～ 

 

・道路崩落に伴う配水管破損によ

る断水 

・復旧工事準備中 

【長野県】 

東
とう

御市
み し

 

 

420 

 

420 

 

10/12～ 

 

・水道管破損による断水 

・応急給水実施中 

佐久
さ く

穂
ほ

町
まち

 416 416 10/12～ ・停電による断水 

佐久市 73 73 10/12～ ・水道管破損による断水 

・応急給水実施中 

長和町
な が わ ま ち

 48 48 10/12～ ・道路決壊に伴う水道管露出によ

る断水 

合計 13,890

以上 

13,890 

以上 

  

 

(2) 関係団体への協力要請 

  全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及び全国公衆浴場業生活衛生同業

組合連合会に対して、令和元年10月11日付けで、被災者等の宿泊支援等に関

し、被災自治体から依頼があった場合に積極的な協力を行うことを文書で要

請。 

 

 

４ 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）。 

 

（1）高齢者関係施設の被害状況 

   千葉県千葉市、市原市の軽費養護老人ホーム１か所、認知症高齢者グル

ープホーム２か所、小規模多機能型居宅介護事業所１か所において漏水の

被害があったが、人的被害なし。 

   群馬県前橋市、安中市、太田市の特別養護老人ホーム２か所、有料老人

ホーム１か所、老人短期入所施設において床上浸水の被害があったが、人

的被害なし。 

千葉県南房総市、館山市、富津市、茂原市、匝瑳市、大網白里市、鴨川

市、銚子市、富里市、鋸南町、長柄町の特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型

居宅介護事業所２１か所において停電があり、支援の必要性を確認の上、

電源車の手配を経済産業省に要請中。 

また、長野県長野市の特別養護老人ホーム１か所、有料老人ホーム１か

所において停電があり、支援の必要性を確認の上、電源車の手配を経済産

業省に要請中。 

引き続き情報収集に努める。 

 

（2）障害児･者関係施設の被害状況 

   千葉県、千葉市の障害者支援施設３カ所において停電があり、支援の必

要性を確認の上、電源車の手配を経済産業省に要請中。 

   神奈川県横浜市のグループホーム７か所において停電があり、法人内の

職員応援等や避難により対応中。引き続き情報収集に努める。 

 

（3）児童関係施設等の被害状況 

   栃木県日光市の小規模住居型児童養育事業所１か所、埼玉県熊谷市の児

童自立生活援助事業所１か所、千葉県習志野市の保育所等10か所におい

て、漏水、浸水等の被害があったが、人的被害なし。また、栃木県足利市

の母子生活支援施設１か所において、一部の建物で停電が発生したが、同



じ施設内の別棟に避難しており、サービス提供に影響なし。引き続き情報

収集に努める。 

 

 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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）。大雨特別警報の発令をうけ、被害発生時における報告を再度

要請した(10/12)。 

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。 

 

(3)DHEAT について 

・10月11日付事務連絡で、DHEAT 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。 

 

(4)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 

健指導室事務連絡） 

 



(5)その他 

① 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。 

②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。 

 

 

６ 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係 

（1）薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、台風第19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

（10/8）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）輸血用血液製剤関係 

  ・日本赤十字社に対し、台風第19号の接近についての注意喚起とともに、

被害情報等の収集と共有を行うよう依頼した（10/8）。 

・千葉県血液センター鴨川供給出張所において停電のため自家発電により

対応（燃料については確保済み。）。現時点で供給業務への支障なし。 

・他の血液センター等については現時点で被害報告無し。引き続き情報収

集に努める。 

 

（3）毒物劇物関係 

・各都道府県に対し、台風第19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 

（10/8）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

 

７ 労働関係 

（1）労働災害関係 

   現時点で被害報告なし。引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

 

 

 



８ 労働局の閉庁状況 

土曜開庁中止（10/12 16:00現在） 

労働局 施設名称 

福島 福島所、いわき所、郡山所 

茨城 水戸所 

栃木 小山わかものハローワーク 

群馬 高崎所 

埼玉 川越所、浦和所、春日部所、草加所 

千葉 市川所、ハローワークプラザ市原、ハローワークプラザ千葉 

東京 

上野所、渋谷所、池袋所（サンシャイン庁舎）、足立所、蒲田ワ

ークプラザ、船堀ワークプラザ、ハローワーク立川北口駅前 JOB

ぷらっと 

神奈川 
川崎所、横須賀所、藤沢所、厚木所、港北所、ハローワークプラ

ザ横浜 

石川 金沢所 

山梨 甲府所 

長野 松本所、茅野市地域職業相談室（茅野市ふるさとハローワーク） 

静岡 
沼津所、清水所、ハローワークプラザ袋井、湖西市地域職業相談

室 

愛知 名古屋東所、岡崎所、春日井所 

三重 わかものハローワークみえ 

兵庫 
加古川所、西宮所、明石所、三木市ふるさとハローワーク、ハロ

ーワークプラザ三宮 

 

 

以上 


