
報道機関 各位

 令和元年台風第１９号による市内の状況等について（第２１報 最終報） 

 台風第１９号による市内の状況等は次のとおりです。 

 なお、６月３０日午後５時１５分をもって、復旧支援体制を解除しました。 
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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 

 令和元年台風第１９号による市内の状況等は次のとおりです。 

※被害件数は市民等からの通報に基づくもの（6月 30 日現在）です。 

※物的被害における住家、非住家等の件数は罹災証明書発行に基づく数値です。 

※前回発表からの変更箇所を下線で示してあります。 

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 大雨注意報 

雷注意報 

 午後 9時19分 さいたま市 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 大雨警報 

 午前 7時24分 さいたま市 洪水警報 

 午後 0 時 5 分 さいたま市 暴風警報 

 午後 9時51分 さいたま市 大雨特別警報 

令和元年 10 月 13 日（日） 午前 0時40分 さいたま市 大雨警報、強風注意報

 午後 4時45分 さいたま市 強風注意報 解除 

 午後 7時31分 さいたま市 大雨警報 解除 

令和元年 10 月 14 日（月） 午前 3 時 9 分 さいたま市 洪水注意報 

 午前 9時21分 さいたま市 大雨注意報 

令和元年 10 月 15 日（火） 午後 3時40分 さいたま市 洪水注意報 解除 

 午後10時25分 さいたま市 大雨注意報 解除 

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 

令和元年 10 月 12 日（土） 午前 4時45分

（２）風水害警戒本部 

令和元年 10 月 12 日（土） 午前10時00分

（３）災害対策本部 

令和元年 10 月 12 日（土） 午後 5時20分

（４）復旧支援体制 

令和元年 10 月 23 日（水） 午後 4時00分

（５）復旧支援体制の解除 

令和 2年 6 月 30 日（火）

３ 災害救助法の適用（災害救助法施行令第 1条第 1項第 4号 適用） 

４ 被災者生活再建支援法の適用（被災者生活再建支援法施行令第1条第3号 適用） 

別紙
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５ 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 

 令和元年 10 月 13 日（日） 午前10時10分 解除 

・鴨川・鴻沼川 令和元年 10 月 12 日（土） 午後 6時30分 発表 

 令和元年 10 月 13 日（日） 午前10時10分 解除 

（２）【避難指示】 

・荒川   令和元年 10 月 13 日（日） 午前 3 時 5 分 発表 

 令和元年 10 月 13 日（日） 午前10時10分 解除 

６ 避難所開設状況 

 （１）市内全避難所を閉鎖 ・10 月 12 日 午前 10 時    開設  

・10 月 14 日 午後 3 時 30 分 閉鎖 

    199 か所開設（避難所総開設数）8,394 人（10 月 13 日午前 6時時点） 

７ 被害状況 

 （１） 人的被害 

    ① 重症  1 件【内訳】緑区 1 件 

    ② 軽症  1 件【内訳】桜区 1 件 

（２） 物的被害 

    ①住家（居住者被害） 

全壊     2 件 【内訳】 西区 2件 

半壊     2 件 【内訳】 西区 1件 岩槻区 1件 

床上浸水 968 件【内訳】 西区 12 件 大宮区 55 件 中央区 62 件  

  桜区 743 件 浦和区 2件 南区 29 件  

緑区 2件 岩槻区 63 件 

床下浸水 392 件【内訳】 西区 14 件 北区 1件 大宮区 17 件 

見沼区 1件 中央区 48 件 桜区 281 件 

浦和区 2件 南区 12 件 緑区 3件  

岩槻区 13 件 

一部損壊 86 件 【内訳】 西区 7件 北区 6件 大宮区 4件  

（浸水被害を除く）  見沼区 12 件 中央区 9件 桜区 15 件  

浦和区 4件 南区 2件 緑区 12 件  

岩槻区 15 件 

②非住家等 

床上浸水 216 件【内訳】 西区 12 件 北区 1件 大宮区 3件  

  見沼区 9件 中央区 8件 桜区 166 件  
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  浦和区 4件 南区 5区 岩槻区 8件 

 床下浸水   28 件【内訳】 西区 1件 大宮区 1件 中央区 1件  

桜区 19 件 浦和区 1件 南区 2件  

緑区 1件 岩槻区 2件 

 その他被害 21 件【内訳】 西区 1件 北区 2件 大宮区 5件  

見沼区 2件 中央区 2件 桜区 1件  

浦和区 1件 南区 2件 緑区 1件  

岩槻区 4件 

  道路冠水（通行止め）84 件 

【内訳】西区 10 件 北区 1件 大宮区 3件 見沼区 5件 

 中央区 2件 桜区 15 件 浦和区 3件 南区 8件  

 緑区 12 件 岩槻区 25 件 

  その他被害 倒木 15 件 

 【内訳】西区 4件 大宮区 3件 見沼区 4件 桜区 1件 

                 緑区 2件 岩槻区 1件 

８ ライフライン被害 

   すべて解消 

９ 公共施設等被害 

  学校 95 件 【内訳】 西区 9件 北区 11 件 大宮区 9件 見沼区 12 件  

中央区 6件 桜区 7件 浦和区 8件 南区 10 件 緑区 7件   

岩槻区 16 件 

  公園 57 件 【内訳】 西区 11 件 北区 5件 大宮区 5件 見沼区 11 件  

             中央区 1件 桜区 6件 浦和区 2件 南区 4件 緑区 6件 

岩槻区 6件 

  その他公共施設 88 件  

【内訳】西区 12 件 北区 8件 大宮区 11 件 見沼区 10 件  

中央区 6件 桜区 10 件 浦和区 11 件 南区 4件  

緑区 9件 岩槻区 7件 

１０ ボランティアセンター設置 

  全区で閉鎖（10 月 31 日 17 時閉鎖） 


