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 令和元年台風第１９号による市内の状況等について（第３報） 

 

 台風第１９号による体制等は次のとおりです。 
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別紙 

 

 

令和元年台風第１９号による市内の状況等について（10 月 12 日（土）午前 10 時現在） 

 

 令和元年台風第１９号による体制等は次のとおりです。 

 

 

１ 降雨の状況 

（１）注意報、警報等の状況 

  令和元年 10 月 11 日（金）午後 6 時 14 分 さいたま市［発表］ 大雨注意報 

                              雷注意報 

               午後 9 時 19 分 さいたま市［発表］ 洪水注意報 

                                強風注意報 

  令和元年 10 月 12 日（土）午前 4 時 6 分 さいたま市［発表］ 大雨警報 

午前 7 時 24 分 さいたま市［発表］ 洪水警報 

 

２ 災害対策本部等の設置状況 

（１）風水害警戒本部設置の準備体制 

設置 令和元年 10 月 12 日（土） 午前 4 時 45 分 

（２）風水害警戒本部 

設置 令和元年 10 月 12 日（土） 午前 10 時 00 分 

  （３）風水害警戒本部 本部員会議 

    第１回開催 令和元年 10 月 12 日（土）午前 11 時 00 分（予定） 

 

３ 避難所開設状況 

 （１）開設数 

市内 198 避難所（別紙一覧のとおり） 

 （２）開設時間 

    令和元年 10 月 12 日（土）午前 10 時から 

10 月 13 日（日）午前８時 30 分まで（予定） 

    ※自主避難をされる場合は、ご自身で消費する飲料水・食料等をご用意く 

ださい。 

    ※避難所へは徒歩で避難されるようお願いいたします。 

 

以上 



別紙 令和元年台風第19号

開設避難所一覧
避難所名 避難所名 避難所名

指扇小学校 県立大宮工業高等学校 春里中学校

馬宮東小学校 県立大宮中央高等学校 七里中学校

馬宮西小学校 県立大宮ろう学園 大谷中学校

植水小学校 大宮小学校 大宮八幡中学校

大宮西小学校 大宮東小学校 春野中学校

栄小学校 大宮南小学校 県立大宮商業高等学校

宮前小学校 大宮北小学校 県立大宮東高等学校

指扇北小学校 桜木小学校 与野本町小学校

指扇中学校 三橋小学校 上落合小学校

馬宮中学校 大成小学校 大戸小学校

大宮西中学校 芝川小学校 下落合小学校

宮前中学校 上小小学校 与野西北小学校

植水中学校 大宮東中学校 鈴谷小学校

土屋中学校 大宮南中学校 与野八幡小学校

県立大宮光陵高等学校 大宮北中学校 与野南小学校

県立大宮南高等学校 桜木中学校 与野東中学校

県立大宮武蔵野高等学校 三橋中学校 与野西中学校

三橋総合公園体育館 大成中学校 与野南中学校

健康福祉センター西楽園 第二東中学校 八王子中学校

東大成小学校 大宮西高等学校 県立いずみ高等学校

日進小学校 県立大宮高等学校 県立与野高等学校

日進北小学校 大砂土東小学校 土合小学校

宮原小学校 見沼小学校 大久保小学校

植竹小学校 片柳小学校 栄和小学校

大砂土小学校 七里小学校 田島小学校

大宮別所小学校 春岡小学校 大久保東小学校

泰平小学校 蓮沼小学校 新開小学校

つばさ小学校 大谷小学校 神田小学校

日進中学校 島小学校 中島小学校

宮原中学校 東宮下小学校 土合中学校

植竹中学校 海老沼小学校 大久保中学校

泰平中学校 春野小学校 田島中学校

土呂中学校 大砂土中学校 上大久保中学校

大宮北高等学校 片柳中学校 県立浦和北高等学校
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別紙 令和元年台風第19号

開設避難所一覧
避難所名 避難所名 避難所名

県立浦和工業高等学校 浦和大里小学校 岩槻小学校

埼玉大学総合体育館 善前小学校 太田小学校

高砂小学校 向小学校 川通小学校

常盤小学校 辻南小学校 柏崎小学校

木崎小学校 岸中学校 和土小学校

仲本小学校 南浦和中学校 新和小学校

本太小学校 白幡中学校 慈恩寺小学校

北浦和小学校 大谷場中学校 河合小学校

仲町小学校 大谷口中学校 東岩槻小学校

上木崎小学校 内谷中学校 城北小学校

岸町小学校 浦和南高等学校 徳力小学校

針ヶ谷小学校 埼玉大学教育学部附属中学校 上里小学校

大東小学校 三室小学校 西原小学校

常盤北小学校 尾間木小学校 城南小学校

常盤中学校 原山小学校 岩槻中学校

木崎中学校 大門小学校 川通中学校

本太中学校 野田小学校 城南中学校

大原中学校 道祖土小学校 慈恩寺中学校

浦和高等学校 中尾小学校 城北中学校

県立浦和高等学校 大牧小学校 桜山中学校

県立浦和西高等学校 芝原小学校 柏陽中学校

県立浦和第一女子高等学校 美園小学校 西原中学校

埼玉大学教育学部附属小学校 美園北小学校 県立岩槻商業高等学校

浦和駒場体育館 原山中学校 県立岩槻高等学校

谷田小学校 東浦和中学校 県立岩槻北陵高等学校

南浦和小学校 美園中学校 岩槻文化公園体育館

浦和別所小学校 三室中学校 コミュニティセンターいわつき

大谷場小学校 尾間木中学校 市民会館いわつき

大谷場東小学校 美園南中学校 ふれあいプラザいわつき

西浦和小学校 県立浦和東高等学校

辻小学校 県立浦和特別支援学校

文蔵小学校 さくら草特別支援学校

沼影小学校 プラザイースト

大谷口小学校
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