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資料提供 

令 和 元 年 ９ 月 ９ 日 

茨 城 県 防 災 ・ 危 機 管 理 課 

（担当：関 029-301-2885） 

 

令和元年台風第15号に係る災害対応について（９月９日17時 00分現在） 

 

１ 台風の状況（15時現在） 

  位置：いわき市の東約140㎞（北緯37.4度，東経142.4度） ９７５hPa 

  進路：北東 30km/h 

 

２ 被害状況 

（１）人的被害  中等症  ２人（水戸市１人，河内町１人） 

         軽症  １０人（ひたちなか市１人，潮来市３人，稲敷市５人， 

阿見町１人） 

 

（２）建物被害  住 家 一部損壊 １２件（龍ケ崎市１件，牛久市２件，稲敷市５件，

阿見町２件，河内町１件，利根町１件） 

非住家 一部損壊 １５件（龍ケ崎市１件，下妻市３件，常総市１件，

牛久市１件，ひたちなか市３件， 

守谷市１件，稲敷市３件， 

つくばみらい市２件） 

 

３ 避難勧告等の発令状況 

（１）避難準備・高齢者等避難開始 

9/9 11:00 水戸市 解除  

9/8 15:16 龍ケ崎市      ３７２世帯     ９６３人 

9/9 13:15 常陸大宮市 解除 

9/9 10:00 坂東市 解除  

9/9 11:25 美浦村 解除  

9/9 12:00 石岡市 解除   

9/9 10:30 筑西市 解除 

9/9 12:00 日立市 解除 

9/9 11:00 つ く ば み ら い 市 解除 

9/9 14:30 常陸太田市 解除 

9/9 15:55 大子町 解除 

9/9 12:18 北茨城市 解除 

      合 計       ３７２世帯    ９６３人  

 

（２）避難勧告 

   9/9  9:20 神栖市 解除 

 12:00 石岡市 解除 

      15:06 北茨城市 解除 

 15:20 大子町 解除 
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（３）避難指示（緊急） 

なし 

 

４ 避難所の開設及び避難者数（16時 30分時点） 

５市町村で１５箇所の避難所を開設。 

６５世帯８５名が避難。 

市町村名 避難所数 避難者数 避難世帯数 
龍ケ崎市 3 0 0 

牛久市 1 0 0 

鹿嶋市 3 14 13 

神栖市 6 67 48 

大子町 2 4 4 

計 15 85 65 

 

５ 災害対策本部等の設置状況 

（１）災害対策本部設置（２市町） 

  石岡市，神栖市  

 

   9/9 10:00 龍ケ崎市 解散 

      11:00 水戸市 解散 

      11:37 東海村 解散 

      12:00 下妻市 解散 

      15:00 日立市 解散 

      15:06 北茨城市 解散 

      15:20 常陸太田市 解散 

      15:37 高萩市 解散 

      15:45 大洗町 解散 

 

（２）災害警戒本部設置（１１市町村） 

   日立市，取手市，牛久市，潮来市，坂東市，行方市，つくばみらい市，小美玉市，

茨城町，大子町，河内町， 

 

   9/9 10:38 境町 解散 

      10:38 常総市 解散 

      10:44 ひたちなか市 解散 

10:55 鉾田市 解散 

11:30 那珂市 解散 

12:00 かすみがうら市 解散 

12:00 古河市 解散 

12:14 美浦村 解散 

12:18 北茨城市 解散 

13:15 城里町 解散 

14:00 八千代町 解散 

14:16 笠間市 解散 

 

 



－ 3 － 

６ 交通の状況 

（１）鉄道の状況 

   ＪＲ常磐線特急       一部 運休（9/9） 

   ＪＲ常磐線勝田～いわき   全線 運休（9/9 始発から17時 15分頃まで） 

   ＪＲ水郡線常陸大宮～郡山  全線 運休（9/9 始発から運転再開見込みなし） 

   ＪＲ鹿島線         全線 運休（9/9 始発から，運転再開見込みなし） 

鹿島臨海鉄道大洗～鹿嶋神宮 全線 運休（9/9 始発から安全確認完了まで） 

ひたちなか海浜鉄道湊線   全線 運休（9/9 10：45運転再開） 

（２）高速道路 

東関東道    潮来IC～湾岸習志野IC 通行止 

圏央道     大栄JCT～神崎IC 通行止 

（３）一般道 

   県道 68号美浦栄線   若草大橋  14：30規制解除 

   県道 56号つくば古河線 八千代町磯 通行止 

   県道 68号美浦栄線  龍ケ崎市大塚町 通行止 

   県道 16大洗友部線 笠間市湯崎 通行止 

   県道 52号石岡城里線 水戸市牛伏町 16：00規制解除 

   県道 138号石岡つくば線 石岡市仏生寺 通行止 

   県道 43号茨城岩間線 茨城町木部 15:35規制解除 

   県道 111号高萩塙線 高萩市下君田 通行止 

   県道 42号笠間つくば線 石岡市小幡 通行止 

 

（４）フェリー（さんふらわあ号） 

日 時 大洗→苫小牧 苫小牧→大洗 

９月８日（日）  

19:45発 

 

欠航 

01:30発 

18:45発 

欠航 

欠航 

９月９日（月） 01:45発 

19:45発 

欠航 

欠航 

01:30発 

18:45発 

欠航 

定刻出航予定 

９月10日（火） 01:45発 

19:45発 

欠航 

（未定） 

01:30発 

18:45発 

定刻出航予定 

（未定） 

９月11日（水） 01:45発 

 

（未定） 01:30発 

 

（未定） 

 

（５）茨城空港 

・９月８日（日） 

SKY836福岡→茨城20:30着 欠航 

・９月９日（月） 

SKY182神戸→茨城9:15着 欠航 

SKY183茨城→神戸7:35発 欠航 

SKY790札幌→茨城10:20着 欠航 

SKY791茨城→札幌8:35発 欠航 

SKY831茨城→福岡9:55発 欠航 

SKY531茨城→那覇11:00発 欠航 
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７ 停電（9/9 16時 19分頃） 

市町村名 軒数 

水戸市 約 1,900軒 

日立市 100軒未満 

土浦市 約 400軒 

石岡市 約 1,800軒 

龍ケ崎市 約 2,700軒 

八千代町 0軒 

常総市 0軒 

取手市 0軒 

牛久市 約 200軒 

つくば市 約 1,300軒 

鹿嶋市 約 13,000軒 

筑西市 0軒 

潮来市 約 6,700軒 

稲敷市 約 5,000軒 

かすみがうら市 約 200軒 

桜川市 0軒 

神栖市 約 8,100軒 

行方市 約 6,200軒 

鉾田市 約 9,700軒 

つくばみらい市 0軒 

小美玉市 約 1,000軒 

茨城町 約 1,400軒 

大洗町 0軒 

美浦村 約 900軒 

阿見町 約 3,200軒 

河内町 約 1,500軒 

利根町 約 700軒 

合計 約 65,900軒 

 

８ 気象情報等 

（１）大雨警報（土砂災害） 

   9/9 16時 35分 全解除（← 9/9 9時 48分  5市町 

日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，大子町） 

 

（２）洪水警報 

   9/9 16時 35分  大子町 解除 

   9/9 14時 16分  北茨城市 解除 

     （← 9/9 12時 14分  2市町（北茨城市，大子町） 

 

（３）暴風警報 

   9/9 14時 16分  全解除 

（← 9/9 10時 38分  15市町村 

水戸市，日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，ひたちなか市， 
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常陸大宮市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，大子町） 

 

（４）波浪警報 

   9/9 14時 16分  全解除 

     （← 9/8 16時 37分 9市町村 

日立市，高萩市，北茨城市，ひたちなか市，鹿嶋市，神栖市，鉾田市， 

大洗町，東海村） 

 

９ 河川水位情報等 

（１）洪水予報河川 

   ・避難判断水位超過，氾濫危険水位超過：なし 

 

（２）水位周知河川（16時時点） 

   ・氾濫危険水位超過：なし 

   ・避難判断水位超過：大北川（磯原水位観測所） 

             大北川（石岡水位観測所） 

 

10 原子力関係 

・ 原子力機構大洗研究所から，非管理区域（放射性物質を取り扱わない区域）の施設

の被害報告有り。 

 


