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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４報） 

 

 台風第１９号による体制等は次のとおりです。 

 

記者発表資料 

令和元年１０月１２日（土） 

風水害警戒本部 

電話：８２９－１１１１ 



別紙 

 

 

令和元年台風第１９号による市内の状況等について 

 

 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 

午後 0 時 5 分 さいたま市［発表］ 暴風警報 

 

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 

 （４）災害対策本部 

    設置 令和元年 10 月 12 日（土） 午後 5 時 20 分 

 

３ 避難情報の発令状況 

（１）【避難勧告】 

   ・入間川 令和元年 10 月 12 日（土） 午後 5 時 30 分発表 

区名 町丁目 世帯数 人数 

西区 大字飯田新田 512 1,087 

西区 大字植田谷本村新田 7 12 

西区 大字塚本 14 28 

西区 塚本町１丁目 30 62 

西区 塚本町２丁目 50 116 

西区 塚本町３丁目 68 165 

西区 湯木町１丁目 36 91 

西区 湯木町２丁目 45 110 

計 762 1,671 
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   ・鴨川・鴻沼川 令和元年 10 月 12 日（土） 午後 6時 30 分発表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区名 町丁目 世帯数 人数 

西区 大字植田谷本 1,271 2,560 

西区 大字内野本郷 2,331 5,493 

西区 大字中野林 917 2,153 

北区 日進町１丁目 4,820 10,298 

北区 日進町２丁目 7,324 15,764 

北区 日進町３丁目 2,693 5,548 

北区 別所町 2,595 6,053 

大宮区 大成町１丁目 2,047 4,228 

大宮区 大成町２丁目 1,387 2,910 

大宮区 大成町３丁目 2,142 4,469 

大宮区 桜木町４丁目 2,912 5,961 

大宮区 三橋１丁目 4,024 9,383 

大宮区 三橋２丁目 2,692 6,045 

大宮区 三橋４丁目 2,394 5,294 

中央区 大戸１丁目 1,063 2,240 

中央区 大戸２丁目 415 874 

中央区 上落合３丁目 1,108 2,207 

中央区 上落合４丁目 390 799 

中央区 上落合６丁目 1,132 2,789 

中央区 上落合７丁目 1,076 2,614 

中央区 上落合８丁目 789 1,510 

中央区 桜丘１丁目 632 1,454 

中央区 下落合４丁目 823 1,505 

中央区 下落合５丁目 684 1,309 

中央区 下落合６丁目 1,044 1,867 

中央区 下落合７丁目 744 1,442 

中央区 新中里２丁目 656 1,354 

中央区 新中里３丁目 731 1,574 

中央区 新中里４丁目 1,073 2,588 

中央区 鈴谷１丁目 89 164 

中央区 鈴谷５丁目 533 1,036 

中央区 鈴谷６丁目 613 1,387 

中央区 鈴谷９丁目 171 257 

中央区 八王子３丁目 833 1,949 

中央区 八王子４丁目 255 608 

中央区 八王子５丁目 781 1,744 

中央区 本町東３丁目 609 1,170 

中央区 本町東４丁目 924 1,831 

中央区 本町東５丁目 799 1,633 

中央区 本町東７丁目 1,331 3,181 



別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区名 町丁目 世帯数 人数 

桜区 大字大久保領家 3,017 6,546 

桜区 大字上大久保 2,294 4,546 

桜区 大字五関 848 1,820 

桜区 栄和１丁目 617 1,302 

桜区 栄和２丁目 838 1,856 

桜区 栄和５丁目 701 1,376 

桜区 栄和６丁目 592 1,203 

桜区 桜田１丁目 346 786 

桜区 桜田２丁目 575 1,300 

桜区 桜田３丁目 172 377 

桜区 新開１丁目 508 1,101 

桜区 新開２丁目 218 472 

桜区 新開３丁目 22 26 

桜区 大字下大久保 2,434 4,313 

桜区 大字白鍬 3,190 7,117 

桜区 大字神田 2,347 5,193 

桜区 田島１丁目 742 1,583 

桜区 田島２丁目 655 1,338 

桜区 田島３丁目 1,029 2,227 

桜区 田島４丁目 1,120 2,290 

桜区 田島５丁目 733 1,297 

桜区 田島６丁目 1,905 3,194 

桜区 田島７丁目 86 198 

桜区 田島８丁目 262 500 

桜区 田島９丁目 259 436 

桜区 田島１０丁目 648 1,647 

桜区 大字塚本 680 1,612 

桜区 大字道場 7 12 

桜区 道場１丁目 339 659 

桜区 道場２丁目 1,369 3,488 

桜区 道場３丁目 448 987 

桜区 中島１丁目 1,028 1,967 

桜区 中島３丁目 185 382 

桜区 中島４丁目 338 705 

桜区 西堀１丁目 380 744 

桜区 西堀２丁目 1,069 2,224 

桜区 西堀３丁目 956 2,021 

桜区 西堀４丁目 1,250 2,882 

桜区 西堀５丁目 510 1,178 

桜区 西堀６丁目 965 2,129 

桜区 西堀７丁目 1,029 2,418 
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区名 町丁目 世帯数 人数 

桜区 西堀８丁目 782 1,628 

桜区 西堀９丁目 682 1,508 

桜区 町谷１丁目 394 945 

桜区 町谷２丁目 408 860 

桜区 町谷３丁目 743 1,490 

桜区 町谷４丁目 385 804 

桜区 南元宿１丁目 551 1,184 

桜区 南元宿２丁目 1,145 2,480 

南区 内谷１丁目 266 610 

南区 内谷２丁目 433 963 

南区 内谷３丁目 813 1,775 

南区 内谷４丁目 933 2,056 

南区 内谷５丁目 1,153 2,727 

南区 内谷６丁目 1,122 2,458 

南区 内谷７丁目 739 1,807 

南区 鹿手袋１丁目 583 1,189 

南区 鹿手袋５丁目 1,188 2,432 

南区 鹿手袋６丁目 1,064 2,306 

南区 鹿手袋７丁目 1,061 2,451 

南区 白幡５丁目 1,150 2,605 

南区 白幡６丁目 1,206 2,710 

南区 関１丁目 284 507 

南区 関２丁目 272 615 

南区 辻５丁目 743 1,716 

南区 辻６丁目 300 682 

南区 辻８丁目 1,523 2,863 

南区 沼影１丁目 3,298 8,115 

南区 沼影２丁目 721 1,842 

南区 曲本１丁目 764 1,628 

南区 曲本２丁目 830 1,779 

南区 曲本３丁目 736 1,673 

南区 曲本４丁目 786 1,512 

南区 曲本５丁目 875 1,822 

南区 松本１丁目 790 1,738 

南区 松本２丁目 580 1,259 

南区 松本３丁目 632 1,457 

南区 松本４丁目 559 1,248 

南区 四谷１丁目 747 1,538 

南区 四谷２丁目 629 1,308 

南区 四谷３丁目 698 1,433 

計 128,126 276,420 
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避難勧告の対象区域にお住まいの方は、速やかに避難場所もしくは頑強な建物へ

避難してください。外が危険な場合は、屋内の高いところへ避難するなど、命を守る

行動をしてください。 

 

４ 避難所開設状況 

 （１）開設数（12 日 午後 7時現在） 

市内 197 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。 

 

 

 （３）避難者数（12 日 午後 7時現在） 総数 2,970 名 

 ［内訳］西区 372 名  北区 299 名  大宮区 146 名  見沼区 195 名  中央区 309 名 

     桜区 276 名  浦和区 236 名 南区 614 名 緑区 261 名  岩槻区 262 名 

 

５ 被害状況（１２日午後７時００分現在） 

 （１） 人的被害 

    ① 重症  1 件【内訳】緑区 1 件 

 

６ 物的被害（１２日午後７時現在） 

  床下浸水  ２件 【内訳】桜区  １件  岩槻区 1 件 

  道路冠水 １３件 【内訳】大宮区 ２件  桜区 1 件  緑区 ４件 

               岩槻区 ６件 

 

※上記被害件数は市民等からの通報に基づく速報値です。 

 

※前回発表からの変更箇所を下線で示してあります。 

 

 

 

以上 
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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

（閉鎖 ）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

（閉鎖） 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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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 文化センター 西原小学校

常盤北小学校 三室小学校 城南小学校

常盤中学校 尾間木小学校 岩槻中学校

木崎中学校 原山小学校 川通中学校

本太中学校 大門小学校 城南中学校

大原中学校 野田小学校 慈恩寺中学校

浦和高等学校 道祖土小学校 城北中学校

県立浦和高等学校 中尾小学校 桜山中学校

県立浦和西高等学校 大牧小学校 柏陽中学校

県立浦和第一女子高等学校 芝原小学校 西原中学校

埼玉大学教育学部附属小学校 美園小学校 県立岩槻商業高等学校

浦和駒場体育館 美園北小学校 県立岩槻高等学校

谷田小学校 原山中学校 県立岩槻北陵高等学校

南浦和小学校 東浦和中学校 岩槻文化公園体育館

浦和別所小学校 美園中学校 コミュニティセンターいわつき

大谷場小学校 三室中学校 市民会館いわつき

大谷場東小学校 尾間木中学校 ふれあいプラザいわつき

西浦和小学校 美園南中学校

辻小学校 県立浦和東高等学校

文蔵小学校 県立浦和特別支援学校

沼影小学校 さくら草特別支援学校

大谷口小学校 プラザイースト
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