
令和元年台風１５号による被害等の概要について（９月２７日現在集計） 

 

君津市災害対策本部 

 

◎気象警報及び初動体制等 

警報等 発表等 備考 

※職員注意配備 ８日 09：00 危機管理課職員 

暴風警報 ８日 16：30  

※職員第１配備 ８日 16：30 関係課職員 

※自主避難所開設 ８日 17：00 ８か所(最大 10 か所) 

大雨警報 ８日 22：50  

洪水警報 ９日 02：15  

※大規模停電 ９日 02：00 頃  

土砂災害警戒情報 ９日 03：00  

※災害対策本部体制 ９日 03：47 継続中 

※避難勧告 ９日 03：55 中島中村橋付近住民など 

※全職員参集 ９日 05：47 メール送信 

※災害対策本部会議 ９日 08：00 適宜開催中 

※断水 10 日 08：30  

 

１ 人的被害 

  負傷者  ７名 

 

２ 建物被害 

  ひ災建物数２，４６６棟（住家のみ）  

  地区別ひ災建物数 

（君津 1,138 棟、小糸 389 棟、清和 137 棟 小櫃 390 棟、上総 412 棟） 

 

３ 倒木・土砂災害（道路・河川）  

被害件数７１９件（倒木３４０件、土砂崩落８０件、その他２９９件） 

復旧件数６８８件（倒木３４０件、土砂崩落７４件、その他２７４件） 

 

４ 道路通行止め 

(1) 国道 ２路線（現在復旧済み） 

(2) 県道 ８路線（現在復旧済み） 

(3) 市道 １９路線（うち１７路線復旧済み）  
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５ ライフライン被害 

 (1) 停電 ３７，７００軒 

全地域復旧（東京電力パワーグリッド HP「停電情報」） 

 (2) 断水 １３，０００世帯（全地域復旧） 

 ９日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 

停電 37,700 37,700 26,100 19,300 12,400 9,000 9,000 5,100 3,900 

断水 0 3,700 7,300 13,000 13,000 13,000 10,550 10,550 8,400 

 

 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 

停電 4,000 3,600 1,700 1,000 100 未満 100 未満 - - - 

断水 6,300 2,300 2,000 2,000 1,500 760 490 258 - 

 ※停電は毎日午前８時現在、断水は午前 8 時 30 分現在 

 

６ 農林業被害 

 (1) 農業施設（パイプハウス、ガラス温室等）被害 

  ア 被害面積   ２２１，３２０㎡ 

  イ 被 害 額 １，６８２，６８６千円 

  ウ 作物被害   １０５，２７０千円 

 (2) 畜産施設被害 

  ア 被害面積      ６８，７６１㎡ 

  イ 被 害 額   ２８７，７６６千円 

  ウ 死 亡 数  鶏 ４８，０００羽 

           牛      ５頭 

           豚    ５００頭 

 (3) 農地被害 

  ア 報告件数 １０７件 

  イ うち公共災害対象件数 ９件 

 (4) 林道被害 

  ア 林道   ４３路線 

  イ うち公共災害対象件数 1 件 

 (5) 林地崩落被害件数 

    林地崩落 ２件（治山） 

    

７ 市施設の被害 

 別紙のとおり 

  



８ 文化財の被害 

 (1) 国指定 １件（神野寺表門全壊） 

 (2) 国登録 １件 

 (3) 県指定 ７件 

 (4) 市指定 ７件 

 

９ 開設避難所及び避難者数 

(1) 避難所 ９月８日（土）から２３日（月）まで開設（最大１０か所） 

(2) 避難者 延べ２９４世帯、４８９人（１日最大５３世帯、１０６人） 

 

10 災害復旧支援ボランティア（君津市社会福祉協議会） 

 (1) 活動内容 

  ア 屋根・外壁の仮設養生 

  イ 家屋等清掃活動 

  ウ 災害救援物資配布活動 

 (2) 活動人員 

   延べ１，０６５人 

 

11 り災証明書の申請受付件数 

１，３４３件 

 

12 災害ごみの受入状況 

 (1) 君津市清掃工場      延べ３，０７９台 

 (2) 久留里スポーツ広場駐車場 延べ１，７３５台 

  ※１０月１日から三島神社入り口において、災害ごみの仮置場を開設予定 

 

13 全国からの支援 

(1) 災害時応援協定に伴う支援 

・長野県飯田市（本部運営支援、給水支援、物資等の提供） 

・埼玉県白岡市（職員の派遣、給水支援、物資等の提供） 

・滋賀県草津市（職員の派遣、物資等の提供） 

・君津建設業協同組合（災害復旧支援） 

・君津市管工事業協同組合（災害復旧支援） 

・君津市電業組合（災害復旧支援） 

・君津造園建設業協同組合（災害復旧支援） 

・千葉県土地家屋調査士会（家屋被害認定調査支援） 

・君津地域清掃事業協同組合（仮設トイレの設置等） 

・かずさエフエム株式会社（災害時広報） 



・NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン(ドローンによる撮影被災状況の提供) 

・(有)福田水道(ウォーターサーバーの設置等)  など  

 (2) 全国市長会を通じた支援 

・熊本県熊本市（本部運営支援、物資等の提供） 

・岡山県総社市（本部運営支援、物資等の提供） 

 (3) 本市と交流のある自治体からの支援 

・宮城県東松島市（職員の派遣、物資等の提供） 

・愛知県刈谷市（職員の派遣、物資等の提供） 

・静岡県富士市（職員の派遣、物資等の提供） 

・静岡県西伊豆町（職員の派遣） 

・東京都港区（物資等の提供） 

・東京都豊島区（給水支援、物資等の提供） 

・東京都北区（給水支援、物資等の提供） 

・山梨県北杜市（給水支援、物資等の提供） 

・千葉県（職員の派遣、物資等の提供） 

・千葉市（職員の派遣、物資等の提供） 

・船橋市（給水支援） 

・流山市（給水支援） など 

 (4) 国等からの支援 

・総務省（職員の派遣） 

・東京都（対口支援：本部運営支援、保健業務、り災証明発行業務、電話対応など）  

・経済産業省（職員の派遣、物資等の提供） 

・国土交通省（職員の派遣、給水支援、物資等の提供） 

・自衛隊（災害用仮設風呂の設置、給水支援） など 

 (5) その他の団体からの支援 

・千葉県弁護士会（法律相談） 

・君津市環境清掃協同組合（災害廃棄物の収集運搬） 

・千葉県医師会（JMAT 派遣） 

・日本赤十字社千葉県支部（避難所の巡回） 

(6) 提供を受けた支援物資等 

・ブルーシート、土のう袋、飲料水、食料、電池、おむつ など 

 


