
令和元(2019)年 10 月 12 日台風 19号による被害について（第７報） 

 

令和元(２０１９)年１０月１３日１４時００分現在 

県民生活部危機管理課 

 

１ 気象の状況 

  １０月１２日（土） 

６時１９分 宇都宮市、さくら市、上三川町、高根沢町、足利市、栃木市、佐野

市、鹿沼市、小山市、下野市、壬生町、野木町、大田原市、矢板

市、那須塩原市、日光市に大雨警報（浸水害）を発表 

１１時２６分 足利市、佐野市、鹿沼市、那須塩原市、那須町、日光市に大雨警報

（土砂災害）を発表 

１３時４４分 真岡市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、那珂川

町、塩谷町、那須町に大雨警報（浸水害）を発表 

       栃木市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町に大雨警報（土砂

災害）を発表 

          宇都宮市、上三川町、益子町、茂木町、足利市、栃木市、佐野市、

鹿沼市、小山市、下野市、壬生町、那須塩原市、塩谷町、那須町、

日光市に洪水警報を発表 

          全県域に暴風警報を発表 

   １４時４５分 日光市に土砂災害警戒情報（第１号）を発表 

１５時２５分 鹿沼市に土砂災害警戒情報（第２号）を発表 

   １５時４１分 真岡市、那須烏山市、那珂川町、野木町、大田原市、矢板市に洪水

警報を発表 

   １５時５０分 那須塩原市に土砂災害警戒情報（第３号）を発表 

   １６時４０分 足利市、佐野市に土砂災害警戒情報（第４号）を発表 

   １７時２０分 栃木市、那須町に土砂災害警戒情報（第５号）を発表 

 １７時５７分 さくら市、高根沢町に洪水警報を発表 

 １８時４５分 宇都宮市、大田原市、矢板市、さくら市、塩谷町に土砂災害警戒情

報（第６号）を発表 

 １９時０５分 高根沢町、那珂川町に土砂災害警戒情報（第７号）を発表 

   １９時２６分 市貝町、芳賀町に洪水警報を発表 

   １９時４５分 那須烏山市、芳賀町に土砂災害警戒情報（第８号）を発表 

   １９時５０分 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、

矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂

川町に大雨特別警報（土砂災害、浸水害）を発表 

   ２０時４５分 茂木町に土砂災害警戒情報（第 9号）を発表 



２１時１０分 真岡市、益子町に土砂災害警戒情報（第 10号）を発表 

２２時１０分 市貝町に土砂災害警戒情報（第 11号）を発表 

１０月１３日（日） 

０１時１４分 栃木県北部に竜巻注意情報を発表 

０２時２０分 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板

市、那須塩原市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町の大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）を解除 

下野市、上三川町、壬生町の大雨警報（浸水害）を解除 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら

市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、

壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町の暴風警報を解除 

０２時４０分 真岡市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、那珂川町の土

砂災害警戒情報を解除 

０３時２５分 大田原市、那須塩原市の土砂災害警戒情報を解除 

０４時２５分 栃木市、鹿沼市、矢板市、塩谷町、高根沢町、那須町の土砂災害警戒情

報を解除 

０４時５８分 栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那

須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、

塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町０６時１５分 足利市、佐野市の

土砂災害警戒情報を解除 

０５時００分 宇都宮市、さくら市の土砂災害警戒情報を解除 

０５時５５分 日光市の土砂災害警戒情報を解除 

０５時５９分 宇都宮市、日光市、さくら市の大雨警報（土砂災害）を解除 

０６時１５分 足利市、佐野市の土砂災害警戒情報を解除 

０６時１８分 足利市、佐野市の大雨警報（土砂災害）を解除 

 

２ 人的・住家被害等 

（１） 人的被害 

 死者：4名（足利市、栃木市、鹿沼市） 

 重症：１名（鹿沼市） 

中等症：1名（佐野市）1名（鹿沼市） 

軽傷：１名（宇都宮市）１名（栃木市）10名（矢板市）1名（鹿沼市） 

けがの程度不明：1名（大田原市 1名） 

（２）住家被害： 

     床上、床下浸水等多数（確認中） 

     ※内訳が判明している市町は以下のとおり。 

     宇都宮市：床上浸水 16 棟、床下浸水 5棟 



足利市：床上浸水 29 棟、床下浸水 28 棟 

     日光市：床上浸水 5棟、床下浸水 6棟 

      小山市：床上浸水被害有り（調査中） 

     大田原市：床下浸水 17 棟、床上浸水 3棟 

     矢板市：床上浸水 2棟 

     那須塩原市：床下浸水 7棟 

     さくら市：床下浸水 7棟 

     那須烏山市：床上浸水 15棟、床下浸水 3棟 

     下野市：床下浸水 4棟、床上浸水 6棟 

     上三川町：床上浸水 10 棟、床下浸水 98棟 

     益子町：床下浸水１棟 

     茂木町：床上浸水９棟 

     市貝町：床上浸水 1棟、床下浸水１棟、納屋一部損壊１棟 

     壬生町：床上浸水３棟、床下浸水 12 棟 

     塩谷町：床上浸水１棟、床下浸水 7棟 

     那須町：床上浸水１3棟、床下浸水 7棟 

     那珂川町：床上浸水１棟、床下浸水 1棟 

（２） その他：栃木市：薗部浄水場が浸水→自衛隊給水車２台要請 

        那須烏山市：配水施設水没（断水）→自衛隊給水車１台要請 

        茂木町：上水場取水場冠水、機械故障 3取水場 

    鹿沼市  アンダーパスで車両が水没（要救助者なし） 

 

３ 避難勧告等 

（１） 避難情報：県内２４市町で避難勧告（レベル 4）以上を発令 

     茂木町で避難準備（レベル３）を発令 

（２） 避難者数 

計：93 か所 1,976 名 

宇都宮市 2 か所 5 名（12：00 時点） 

足利市 2か所 33 名（14：00 時点） 

栃木市 22 か所 1166 名（2：00 時点） 

佐野市 55 か所 604 名（11：00 時点） 

鹿沼市 4か所 36 名（14：00 時点） 

日光市 閉鎖 

小山市 2か所 55 名（14：00 時点） 

大田原市 1 か所 3 名（11：00 時点） 

真岡市 閉鎖 

矢板市 閉鎖 



那須塩原市 閉鎖 

さくら市  閉鎖 

那須烏山市 2か所 9名（14：00 時点） 

下野市 2か所 60 名（9：00 時点） 

上三川町 閉鎖 

益子町 閉鎖 

茂木町 1か所 5名（11：00 時点） 

市貝町 閉鎖 

芳賀町 閉鎖 

壬生町 閉鎖 

野木町 閉鎖 

塩谷町 閉鎖 

高根沢町 閉鎖 

那須町 閉鎖 

那珂川町 閉鎖 

 

４ 河川の状況 ※（ ）内は発表時間 

 (1) 氾濫発生情報 

  荒川（10/13 0：20）、蛇尾川（10/13 4：25）、田川（10/12 22：30）、永野川

（10/13 2：00）、秋山川（10/12 21：45） 

 (2) 氾濫危険情報 

  那珂川上流部（10/12 22：20）、思川（10/12 23：00）、姿川（10/12 19：30）、黒

川（10/12 23：35）、鬼怒川（10/13 5：30） 

 (3) 氾濫警戒情報 

  小貝川上流部（10/12 20：25）、小貝川下流部（10/13 5:40）、五行川（10/13 0：

00）利根川（10/13 10：50） 

 (4) 氾濫注意情報 

  箒川（10/12 20：55） 

 

５ 土砂崩れ等 

  宇都宮市３か所、佐野市 3か所、鹿沼市 1か所、日光市１か所、真岡市１か所、大田

原市 5か所、矢板市１か所、さくら市 3か所、那須烏山市 2か所、塩谷町 2か所、 

那須町３か所、那珂川町 6か所（詳細不明） 

 

６ 道路（通行止め等）の状況 

（１）高速道路：東北自動車道（白河ＩＣ付近～川口ＪＣＴ）上下線通行止め→解除 

        北関東自動車道（岩舟ＪＣＴ～高崎ＪＣＴ）東西線通行止め→解除 



               （栃木都賀ＪＣＴ～水戸南ＩＣ）東西線通行止め→解除 

        日光宇都宮道路全線通行止め→解除 

（２）国 道 ：１１箇所 

（３）県 道 ：７９箇所  

（４）市町道 ：147 箇所 

 

７ 鉄道の状況 

（１）ＪＲ：東北新幹線 始発から見合わせ 安全確認後順次再開 

      在来線 宇都宮線 始発から見合わせ 

両毛線 桐生～小山駅間見合わせ  

その他の路線は終日見合わせ  

（２）真岡鐵道：始発から見合わせ 

（３）東武鉄道：始発から見合わせ 

 

８ ライフラインの状況 

（１） 停 電：県内約５００軒 

（２） その他 ：なし 

 

９ 県、市町の体制 

（１） 県：１１日１５：００ 災害警戒本部を設置  

      １２日１９：５０ 災害対策本部を設置 

                        県内１５市町に３０名緊急対策要員を派遣 

１3日 ８：３０ 第１回災害対策本部を開催 

（２） 市町（災害対策本部設置市町）：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、

日光市、小山市→解散、真岡市→解散、大田原

市、矢板市→解散、さくら市→解散、那須烏山

市、下野市→解散、上三川町→解散、益子町、

市貝町、芳賀町→解散、壬生町、野木町→解

散、塩谷町、高根沢町→解散、那須町、那珂川

町 

      （災害警戒本部設置市町）：那須塩原市、茂木町、さくら市、芳賀町、下野

市 

             (災害注意体制設置市町)：真岡市 

（３）自衛隊の災害派遣要請 

県から自衛隊へ災害派遣要請（２１：１０） 

※４市町に派遣（佐野、足利、栃木、鹿沼） 

 



１０ 災害救助法の適用状況 

    ２３：００ 特別警報が発表された１４市町に災害救助法の適用を決定 

 

１１ その他 

   ・日の出から県警ヘリ１機、自衛隊ヘリ２機で県内上空を偵察飛行。 

   ・６：０３から県消防防災ヘリで救助活動。 


