
国土交通省
関東地方整備局

台風第15号、19号及び10月の低気圧に伴う大雨
における関東地方整備局の取組

関東地方整備局

資料５



国土交通省
関東地方整備局１ 令和元年台風第１５号への関東地方整備局の対応

○台風第15号は、７日から８日にかけて小笠原近海から伊豆諸島付近を

北上し、９日３時前に三浦半島付近を通過して東京湾を進み、５時前

に強い勢力で千葉市付近に上陸した。

○台風の接近・通過に伴い、伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風、

猛烈な雨となった。

特に、千葉市で最大風速35.9メートル、最大瞬間風速57.5メートルを

観測するなど、多くの地点で観測史上１位の最大風速や最大瞬間風速

を観測する記録的な暴風となった。

【 台風第１５号の概要 】

●土砂災害警戒情報が５都県59市町村に発表（9月8日～9月9日）

■本局の体制
（風水害）9月8日（日）11：15 注意体制 ⇒ 9月9日（月）0：30 警戒体制に移行 ⇒ 9月19日（木）注意体制に移行
（応 援）9月8日（日）23：47 注意体制 ⇒ 9月9日（月）7：40 警戒体制に移行（リエゾン派遣）

9月9日（月）14：25 注意体制に移行（リエゾン派遣終了）⇒ 
9月11日（水）10：45 警戒体制に移行（リエゾン派遣） ⇒ 
12月26日（木）14：00 注意体制に移行（リエゾン活動終了）⇒ 体制解除

■事務所の体制
（風水害、最大時）警戒体制：１４支部（河川４支部、道路３支部、港湾空港６支部、関東技術１支部）
（応援、最大時） 注意体制：１１支部（河川６支部、道路５支部）

【 関東地方整備局の対応 】
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国土交通省
関東地方整備局

■TEC-FORCE等の派遣
・リエゾン派遣

9月9日以降、千葉・茨城県内の１県20市7町へ派遣

・TEC-FORCE派遣

9月9日・12日 あおぞら号による被災状況調査

9月10日～24日 支援物資輸送

9月12日～16日 被災状況調査・入浴支援（港湾空港）

9月16日～27日 営繕班（建物の被害状況を把握するための技術支援）

9月19日～30日 高度技術指導・被災状況調査班（道路班）

【 関東地方整備局の対応 】 千葉県庁（リエゾン）

TEC-FORCE（支援物資輸送）防災ヘリ「あおぞら号」 TEC-FORCE（高度技術指導（道路））

給水支援（北海道開発局） 建設業協会によるブルーシート設置作業 TEC-FORCE（被災状況調査（道路））

１ 令和元年台風第１５号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局

○千葉県内（１県・１９市・７町）、茨城県内（１市）にリエゾン・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣（9月9日～）

※9月25日のリエゾン・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣状況

ホットライン構築
千葉県内 54／54市町村
（9／8に事前確認できた37）

１ 令和元年台風第１５号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局

物資支援一覧

船橋防災センターでの集配の様子
• (一社)埼玉県建設業協会
• (一社)宮城県建設業協会
• (一社)岩手県建設業協会
• (一社)福島県建設業協会
• (一社)新潟県建設業協会
• (一社)長野県建設業協会
• (一社)石川県建設業協会

○ 被災地支援のため、建設業団体等の協力のもと、ブルーシートや土のう袋等の支援物資を千葉県内の自治
体等に輸送。

○ 輸送を効率的に実施するため、関東地方整備局船橋防災センター（千葉県船橋市）に物資の集配基地を設
置し、対応を行っている。

給水活動の実施状況

協力団体等
以下の団体等からの支援を受けて、支援物資の提供や輸送等を実施

• (一社)静岡県建設業協会
• (一社)日本建設業連合会関東支部
• (一社)日本建設業連合会北陸支部
• (一社)日本建設業連合会中部支部
• (一社)日本埋立浚渫協会関東支部
• （一社）東京都トラック協会
• (独)水資源機構 等

•北海道開発局（給水車支援）
•東北地方整備局（物資提供）

•北陸地方整備局（物資提供）
•中部地方整備局（物資提供）

広域支援
以下の組織から支援を受けて、支援物資の提供や給水活動を実施

ブルーシート 122,585 枚
土のう袋 374,420 枚
水 41,347 本

  給水車 11 台
非常食 34,755 食

  発電機 84 台

（9月10日～9月25日までの累計）

千葉県内40市町村（24市15町1村） 、茨城県1市等へ輸送

１ 令和元年台風第１５号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局

○ 12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過。

○ 台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や新

潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。

10日からの総雨量は神奈川県箱根町で1000ミリに達した。

〇 12日15時30分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、

長野県の7都県に、12日19時50分に茨城県、栃木県、新潟県、福島県、

宮城県の5県に13日0時40分に岩手県に特別警報を発表。

○ 東京都江戸川臨海では観測史上1位の値を超える最大瞬間風速43.8メート

ルを観測。また、12日には千葉県市原市で竜巻とみられる突風が発生。

【 台風第１９号の概要 】

■本局の体制（継続中）
（風水害）１０月１０日（木）１０：５５ 注意体制 ⇒ １０月１１日（金）１７：００ 非常体制に移行

⇒１２月２６日（木）１４：００ 警戒体制に移行
（応 援）１０月１１日（金）１１：４５ 警戒体制 ⇒１２月２６日（木）１４：００ 体制解除
■事務所の体制
（風水害、最大時） 非常体制：１４支部（河川１０支部、道路３支部、関東技術１支部）
（応 援、最大時） 注意体制：３１支部（河川１６支部、道路１５支部）

【 関東地方整備局の対応 】※台風第１９号対応

○ 10月24日から26日にかけて西日本から北日本の太平洋側沿岸に沿って低気圧が進み、日本の東海上にあった台風

第21号からも湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。

〇 これにより関東地方から東北地方の太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が100ミリを超え、特に千葉県や福島県を

中心に200ミリを超える記録的な大雨となった。

【 １０月２４日～２６日前線・台風第２１号の概要 】

２ 令和元年台風第１９号・２１号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局

10月11日、東京管区気象台と台風第19号の現状と今後の見通しについて、初の共同会見を実施。

令和元年10月11日（金）_TBS_13:55～ 「ゴゴスマ」 令和元年10月11日（金）_日本テレビ_13:55～ 「ミヤネ屋」

令和元年10月11日（金）_NHK_18:10～ 「首都圏ネットワーク」 令和元年10月11日（金）_TBS_15:59～ 「Nスタ」

２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局

令和元年台風第１９号、前線及び台風第２１号における被害概要

那珂川氾濫の様子

国道20号 法雲寺橋の一部損壊の状況

人的被害 建物被害

死者 行方不明 負傷者
全壊
半壊
一部損壊

床上浸水 床下浸水

茨城 2 1 20 3,075 43 520

栃木 4 0 23 10,758 1,456 1,052

群馬 4 0 7 725 28 174

埼玉 3 0 33 1,137 2,361 3,282

千葉 12 0 30 2,017 1,418 1,375

東京 1 0 11 661 816 706

神奈川 9 0 43 1,622 971 524

山梨 0 0 1 53 1 6

長野 5 0 144 6,756 38 1,757

計 40 1 312 26,804 7,132 9,396

人的被害 建物被害
備考

死者 行方不明 負傷者
全壊
半壊
一部損壊

床上浸水 床下浸水

全国 98 3 484 47,998 17,581 25,628
停電：約100戸
（最大:約521,540戸）
断水：なし
（最大:約167,986戸)

被害の概要 【全国】

被害の概要 【関東地方】

人的被害、建物被害：12/2 14:00時点 消防庁発表
停電件数：10/25 6:30時点 経産省発表
断水件数：11/18 8:00時点 厚労省発表
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国土交通省
関東地方整備局２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応

8

 迅速な被害状況の調査のため、防災ヘリ「あおぞら号（関東地方整備局）」に加え、「はるかぜ号（九州地方整備局）、まんなか号（中部地方整備局）、
愛らんど号（四国地方整備局）」の全４機で、２９回の調査を実施。

 関東地方整備局のネットワークを最大限に活用し、中央防災無線と連携して県、関係機関などへ、リアルタイムで映像を配信・情報共有の実施。

荒川水系
越辺川右岸０ｋ付近

荒川水系
都幾川右岸０.4ｋ付近

荒川水系
越辺川左岸7.6ｋ付近

那珂川水系
那珂川右岸28.6ｋ付近

①１０／１３ ６時 あおぞら号（関東地整） 荒川、多摩川、鶴見川、下久保ダム被害状況調査
②１０／１３ １１時 あおぞら号（関東地整） 栃木県、茨城県の河川被害調査
③１０／１３ １４時 あおぞら号（関東地整） 国道被害調査
④１０／１５ ６時 あおぞら号（関東地整） 埼玉県、栃木県、茨城県の河川被害状況調査
⑤１０／１５ １３時 あおぞら号（関東地整） 神奈川県、埼玉県、群馬県の被害状況調査
⑥１０／１５ ９時 はるかぜ号（九州地整） 東京湾被害状況調査
⑦１０／１６ ８時 あおぞら号（関東地整） 埼玉県、栃木県、茨城県被害状況調査
⑧１０／１６ １２時 あおぞら号（関東地整） 群馬県のダム状況調査
⑨１０／１６ １３時 はるかぜ号（九州地整） 茨城県の河川被害状況調査
⑩１０／１７ ８時 あおぞら号（関東地整） 群馬県、埼玉県被害状況調査
⑪１０／１７ １２時 あおぞら号（関東地整） 群馬県被害状況調査
⑫１０／１７ １３時 まんなか号（中部地整） 埼玉県被害状況調査
⑬１０／２０ ８時 あおぞら号（関東地整） 群馬県、東京都災害被害状況調査
⑭１０／２０ ８時 まんなか号（中部地整） 神奈川県、山梨県被害状況調査
⑮１０／２１ ９時 あおぞら号（関東地整） 茨城県の河川、海岸線被害状況調査
⑯１０／２３ ９時 あおぞら号（関東地整） 相模原市（国道413号等）被害状況調査
⑰１０／２３ １５時 あおぞら号（関東地整） 神奈川県（宮ヶ瀬ダム等）被害状況調査
⑱１０／２３ ９時 まんなか号（中部地整） 群馬県（嬬恋村）被害状況調査
⑲１０／２４ ９時 まんなか号（中部地整） 栃木県（砂防）被害状況調査
⑳１０／２６ ７時 あおぞら号（関東地整） 千葉県の被害状況調査
㉑１０／２６ ７時 まんなか号（中部地整） 茨城県の河川被害状況調
㉒１０／２７ ９時 あおぞら号（関東地整） 千葉県の被害状況調査
㉓１０／２７ １４時 まんなか号（中部地整） 千葉県の被害状況調査
㉔１０／２７ １３時 あおぞら号（関東地整） 東京湾被害状況調査
㉕１０／２８ ９時 あおぞら号（関東地整） 千葉県被害状況調査
㉖１０／２８ １３時 あおぞら号（関東地整） 千葉県被害状況調査
㉗１０／３０ １２時 まんなか号（中部地整） 千葉県被害状況調査
㉘１０／３０ １１時 愛らんど号（四国地整） 千葉県被害状況調査
㉙１０／３１ ９時 愛らんど号（四国地整） 神奈川県被害状況調査
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国土交通省
関東地方整備局河川等の主な被災状況（国管理河川）
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国土交通省
関東地方整備局河川等の被災状況（県管理河川） 191129 12:00時点
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国土交通省
関東地方整備局土砂災害の状況 191129 12:00時点
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国土交通省
関東地方整備局191129 14:00時点道路の主な被災状況

災害対策基本法に基づく指定（10/14）

長野市、須坂市付近の
国・長野県・長野市・須坂市管理の道路

通行止め
実施区間

11/29
14:00現在
（通行止め）

直轄国道
（直轄高速含む）

１５路線
５０区間

全て解除

補助国道
道路公社

都県政令市道

２８３路線
２９７区間

５４路線
５５区間

補助国道
２５路線
３９区間

６路線
７区間

道路公社
１２路線
１２区間

全て解除

都県
政令市道

２４６路線
２４６区間

４８路線
４８区間

水戸北SIC

大月IC

碓井軽井沢IC

佐久IC

ＪＲ飯山線

鳴岩橋

田中橋

国道20号
法雲寺橋（橋脚洗掘による落橋の恐れ）

10/12 16:00～ 全面通行止め
11/29 12:00 全面通行止め解除（応急復旧完了）
※ 中央道勝沼IC～大月ICのみ無料措置終了（10/13～11/29）

八千代橋

男橋

【凡例】

： 通行止め区間 （直轄国道）

： 通行止め区間 （補助国道）

： 通行止め区間 （都県政令市道）

： 落橋箇所

： 通行止め区間 （高速道路）

： 迂回路

勝沼IC

【直轄権限代行】
国道144号（鳴岩橋）
群馬県吾妻郡嬬恋村

安蘇川橋

久保田橋

新鹿沢橋

上田代橋

小宿川橋
大平橋

日野橋

布下橋

切久保橋

梨ノ木橋

土井口橋 屋奈久保橋

海野宿橋

四日市橋

【直轄権限代行】
市道白鳥神社線（海野宿橋）

長野県東御市

【直轄権限代行】
国道413号

神奈川県相模原市

本下之城橋

■ 国道18号（群馬県安中市～長野県北佐久郡軽井沢町）
・ 通行止め ： 10/13 11:45～10/13 4:00
■ 上信越道（佐久ＩＣ～碓氷軽井沢ＩＣ）
・ 通行止め ： 10/12 8:30～10/23 6:00（対面通行）

【直轄権限代行】（中部地整）
国道３６１号（権兵衛2号橋）
長野県上伊那郡南箕輪村

■ 国道20号（東京都八王子市～神奈川県相模原市）
・ 通行止め ： 10/13 0:10～10/18 6:00
■ 中央道（八王子ＪＣＴ～大月ＩＣ）
・ 通行止め ： 10/12 10:00～10/19 12:00
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国土交通省
関東地方整備局191213時点路面清掃の活動状況（地方公共団体への支援）

千曲川

荒川水系
（入間川、越辺川）

派遣台数 ７４台

○関東地整 １９台

・側溝清掃車 ３台
・排水管清掃車 ４台
・路面清掃車 ６台
・散水車 ６台

他地整からの応援
○中部地整 ８台
・排水管清掃車 １台
・路面清掃車 ４台
・散水車 ３台

○近畿地整 ４台
・側溝清掃車 ４台

○中国地整 １０台
・排水管清掃車 ３台
・路面清掃車 ４台
・散水車 ３台

○四国地整 １２台
・側溝清掃車 ３台
・排水管清掃車 ３台
・路面清掃車 ３台
・散水車 ３台

○北陸地整 １４台
・側溝清掃車 ２台
・排水管清掃車 ５台
・路面清掃車 ４台
・散水車 ３台

○九州地整 ７台
・側溝清掃車 １台
・排水管清掃車 ３台
・路面清掃車 １台
・散水車 １台
・歩道スイーパー １台

秋山川

栃木県内
（利根川水系）

茨城県内
（那珂川水系、久慈川水系）

埼玉県内
（荒川水系）

思川

永野川

里川

那珂川

久慈川

栃木県

【11/8作業完了】
茨城県内 派遣２３台
＜派遣台数内訳＞

・側溝清掃車 ４台
・排水管清掃車 ４台
・路面清掃車 ８台
・散水車 ６台
・歩道スイーパー １台

茨城県

埼玉県

長野県

【11/12作業完了】
長野県内 派遣２４台

＜派遣台数内訳＞
・側溝清掃車 ４台
・排水管清掃車 １０台
・路面清掃車 ５台
・散水車 ５台

【11/8作業完了】
栃木県内 派遣１９台

＜派遣台数内訳＞
・側溝清掃車 ４台
・排水管清掃車 ４台
・路面清掃車 ６台
・散水車 ５台

【10/24作業完了】
埼玉県内 派遣６台
＜派遣台数内訳＞

・側溝清掃車 １台
・排水管清掃車 １台
・路面清掃車 ２台
・散水車 ２台

：路面清掃エリア

：決壊箇所

千葉県
【11/6作業完了】
千葉県内 派遣５台

＜派遣台数内訳＞
・路面清掃車 ３台
・散水車 ２台小糸川

小櫃川

栃木県内
＜道路清掃支援チーム＞
・ 鹿沼市 ： 11/11～11/18
・ 小山市 ： 11/11～11/19
・ 佐野市 ： 11/11～11/30
・ 栃木市 ： 12/9～12/13

埼玉県内【終了】
＜道路清掃支援チーム＞
・ 東松山市 ： 10/24～10/30
・ 川越市 ： 12/2～12/6



国土交通省
関東地方整備局

・各地方整備局のTEC-FORCEが、ヘリ調査、被災状況調査、排水活動、道路清掃活動、自治体へ
の技術支援等を実施。 （近畿、中国、九州、中部、四国）
・１０月１２日から1２月３日までに1都8県に延べ6,197人・日（関東1,701人・日、応援4,496人・日）の
TEC-FORCEを派遣。

●台風１９号におけるＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる自治体支援

２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応
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国土交通省
関東地方整備局２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応

・応援TEC-FORCE受入のため、TEC総合司令部を１０月１１日設置 （１１月７日廃止）

・応援TEC-FORCE 河川（４１）、道路（４７）、砂防（２０）の計１０８班により県、市町村施設
の被災状況調査を実施。

・８７自治体に被災状況調査報告書を手交

【報告書】

九州地整：10/22群馬県長野原市

【被災状況調査】

長野県北相木村井出村長：10/23中国地整

【手交状況】

●台風１９号におけるＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる自治体支援（被災状況調査）
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国土交通省
関東地方整備局

●台風１９号におけるＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる自治体支援（応急対策）

２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応

・浸水等の被害が発生した自治体において、応援TEC－FOCEとして、排水ポンプ車による
排水活動、路面清掃作業等を実施。

・応援TEC応急対策 排水ポンプ車のべ１６７台・日（作業期間 １０月１４日～１０月１７日）

路面清掃車等のべ５５０台・日（作業期間 １０月１５日～１１月１１日）

【長野県長野市：10/1３近畿地整による２４H排水作業】 【栃木県佐野市：10/18四国地整による道路清掃】
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国土交通省
関東地方整備局

●台風１９号におけるＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる自治体支援（災害査定技術支援）

２ 令和元年台風第１９号への関東地方整備局の対応

・（公社）全国防災協会から派遣される災害復旧技術専門家により、被災自治体の災害復旧

申請等について支援、助言 （11月末時点 １９件実施）

・TEC-FORCE高度技術指導班も同行

●全国防災協会及び高度技術指導班
（北首都国道）による技術支援（１１月１日）

●災害復旧技術専門家派遣制度
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国土交通省
関東地方整備局10/25前線及び台風第２１号に伴う被害概要

千葉県茂原市付近浸水状況(10/26)千葉県佐倉市（印旛沼）付近浸水状況(10/26)

排水活動の状況（印旛水門）
＜派遣台数：4台＞

排水活動の状況（川中島終末処理場）
＜派遣台数：3台＞

人的被害、建物被害：12/2 14:00時点 消防庁発表

千葉県

（1） 人的被害 21人
【福島県】 死者 2人 （相馬市）

軽傷者 2人 （いわき市）
【千葉県】 死者 11人 （千葉市3、茂原市2、佐倉市、市原市、長柄町2、長南町2）

重傷者 1人 （長南町）
軽傷者 5人 （千葉市2、旭市、市原市、四街道市）

（2） 住家被害 3,182棟
【茨城県】 半壊 2棟 （北茨城市）

一部破損 40棟 （北茨城市37、かすみがうら市2、神栖市）
床上浸水 14棟 （高萩市、稲敷市8、鉾田市2、茨城町1、美浦村2）
床下浸水 173棟

【埼玉県】 床上浸水 1棟 （川越市）
床下浸水 1棟 （川越市）

【千葉県】 全壊 14棟 （千葉市3、佐倉市2、東金市、大網白里市、長柄町5、長南町2）
半壊 43棟 （千葉市2、佐倉市5、市原市、鴨川市3、八街市8、富里市、大網白里市3、長柄町4、長南町16）
一部破損 196棟 （千葉市8､船橋市2､佐倉市49､東金市2､鴨川市8､八街市36､香取市2､大網白里市21､栄町17､長柄町41､長南町8､大多喜町2）
床上浸水 1,393棟 （千葉市19、館山市、茂原市951、佐倉市18、東金市、市原市49、鴨川市5、四街道市2、袖ケ浦市、八街市50、富里市、

南房総市10、山武市60、大網白里市47、酒々井町3、長生村、長柄町107、長南町67）
床下浸水 1,305棟
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国土交通省
関東地方整備局

10月28日10：00現在 浸水状況 （関東地整防災ヘリあおぞら号情報）

印旛沼
印西市

四街道市

佐倉市

佐倉市

酒々井町

水資源機構HP

10月26日12：30時点

10月28日10：00時点

浸水エリア
26日12:30

27日10:00
約9km2

約3km2
27日15:00
約2.6km2
28日10:00
約1.8km2

鹿島川大橋

鹿島川大橋
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国土交通省
関東地方整備局

大網駅

茂原市

遊水池の越流堤

茂原駅

茂原市

撮影方向②

撮影方向①

撮影方向③

10月28日10：00現在 浸水状況 （関東地整防災ヘリあおぞら号情報）

①

②

③

10月26日11：10時点
①

10月26日11：10時点

10月26日11：10時点

浸水エリア 26日11:10  約4.5km2
27日10:00  約2.5km2

②

③

27日15:00  約2.1km2
28日10:00  約1.8km2

10月28日10：00時点

10月28日10：00時点

10月28日10：00時点

国道128号

阿久川

阿久川

赤目川

赤目川

茂原市立
本納中学校

茂原市立
本納中学校
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国土交通省
関東地方整備局

【倒木】
① 国道127号 富津市金谷
・ 10/25 9:52～ 全面通行止め
・ 10/25 20:25 片側交互通行

【路肩崩落】
③ 国道126号
千葉市若葉区中田町～大草町
・ 延長4km
・ 10/25 14:30～ 全面通行止め
・ 10/28（月） 5:30 片側交互通行

【路面冠水】
② 国道126号 東金市台方
・ 10/25 14:30～ 全面通行止め
・ 10/26 2:30 解除

【路面冠水】
⑤ 国道126号 東金市小野
・ 10/25 15:30～ 全面通行止め
・ 10/26 2:30 解除

【歩道法面崩落】
⑥ 国道51号 印旛郡酒々井町伊篠
・ 10/:26 1:40～ 片側交互通行
・ 10/:27 2:00 解除（下り線歩道通行規制）

【凡例】
： 通行止め箇所
： 通行止め解除箇所

C4

C4

C4

C4

C4

E6

E6

E51

E51

E14

E14

E14

E14

E82

E65

E51

C3

令和元年10月28日 15:00時点

【路面冠水】
④ 国道51号 成田市寺台
・ 10/25 15:00～ 全面通行止め
・ 10/25 19:58 解除

路線名 区間名 被災状況 備考

①
国道127号 千葉県富津市金谷 倒木

・ 10/25（金）9:52～ 全面通行止め
・ 10/25（金）11:40 倒木撤去完了
・ 10/25（金）20:25 片側交互通行

②
国道126号 千葉県東金市台方 路面冠水

・ 10/25（金）14:30～ 全面通行止め
・ 10/25（金）20:20 上り線1車線規制
・ 10/26（土）2:30 解除

③
国道126号

千葉県千葉市若葉区中田町
～千葉県千葉市若葉区大草町 路肩崩落

延長4km
・ 10/25（金）14:35 全面通行止め
・ 10/28（月） 5:30 片側交互通行

④
国道51号 千葉県成田市寺台 路面冠水

延長0.9km
・ 10/25（金）15:00～ 全面通行止め
・ 10/25（金）17:25 片側交互通行
・ 10/25（金）19:15 上り線1車線規制
・ 10/25（金）19:58 解除

⑤
国道126号 千葉県東金市小野 路面冠水

・ 10/25（金）15:30～ 全面通行止め
・ 10/25（金）20:20 上り線1車線規制
・ 10/26（土）2:30 解除

○ 直轄国道 通行止め ：全て解除

路線名 区間名 被災状況 備考

⑥
国道51号 千葉県印旛郡酒々井町伊篠 歩道法面

崩落

・ 歩道法面崩落（W4m×L7m×H4m）
・ 10/26（土）1:40～ 片側交互通行
・ 10/27（日）2:00 解除
（下り線歩道通行規制）

○ 直轄国道 歩道法面崩落

令和元年10月28日 15:00時点

３ 令和元年台風第２１号 直轄国道の通行止め箇所

21


