
令和元年10月15日11時時点

局名 施設の被害情報 各局対応状況

政策企画局 該当なし

【報道機関との連絡調整】
・知事緊急記者会見対応（10/12  18:30）
・報道発表に係る各局調整及び報道機関への発表

【在京大使館等との連絡調整】
・台風関連情報の入手先として、「東京都防災」及び「東京都防災ツイッター」のウェブサイトリンクを在京
大使館等宛て情報提供（10/11）
・第一回東京都災害対策本部資料を英訳し、在京大使館等宛て情報提供（10/13）

【その他】
・海外向けSNS「Tokyo Gov」において、「東京都防災」、「ラグビーワールドカップ開催情報」及び「GO
TOKYO」等のＳＮＳをリツイート（10/10～14）

都民安全推進本部 該当なし

戦略政策情報推進本部

【10月１２日】
　局対策本部を設置
【10月13日】
・11：00_
① 　局災害対策本部を設置（10/12～）
② 　生活文化局からの依頼により、一時滞在施設・東京文化会館に語学登録職員派遣　１人
（10/12 13:00～10/13 9:00）
③ 　島しょの通信環境等について、ＮＴＴ東日本等の情報を注視。必要な情報についてtwitterでリツイー
ト等を実施（10/12～）

○各支庁（大島、三宅、八丈、小笠原）に
おいて、被害のないことを確認
○各支庁管内の港湾、道路等の被害につ
いては、一部損傷等を確認

・港湾、道路等の被害について、支庁、各関係局、業者と連携し、対応中

○東京都公文書館
　・特に被害なし
　　※一部の書庫への雨水の侵入を確認
（ただし、所蔵資料に対する被害なし。）

・対応済み
（雨水の侵入した書庫のふき取り作業実施）

○東京都人権プラザ
　・建物の被害なし
　（電話相談窓口の回線が不通）

・対応済み
　（ＮＴＴに依頼し対応済）

○首都大学東京
　・南大沢キャンパスにおいて、一部漏水
等を確認
　・他のキャンパスは、被害がないことを確
認

・概ね対応済だが、一部業者へ依頼中

財務局 漏水があったが対応済

主税局

・関東運輸局東京運輸支局八王子自動車
検査登録事務所（国土交通省所管）の検
査場入口付近が土砂災害により一部業務
を休止。敷地内にある八王子自動車税事
務所（主税局所管施設）には直接の被害は
なし。

・江戸川都税において、一部フロアの警備
センサーに異常が発生したことを確認。浸
水により３箇所の警備センサーに異常が発
生していることを確認。

・その他の主税局が所管する都税事務所
については被害がないことを確認。

・八王子自動車税事務所の業務には支障がないものの、自動車検査登録事務所の一部業務休止につ
いて主税局ＨＰにて周知。

・該当の３箇所を除き、全館の警備システムについては復旧済。該当箇所については警備会社により修
繕対応中。

生活文化局
○　所管施設の一部に雨漏り等はあった
が、大きな影響はなく、通常どおり開館等を
実施

10月12日13時【プレス済　10/12 16報】
台東区からの要請により、外国人観光客等の緊急滞在施設を開設（東京文化会館（台東区））13日9時
に予定通り閉館

10月13日9時
通訳、翻訳など外国人対応に係る区市町村への支援を行う外国人災害時情報センターを設置し、区市
町村へ周知
（区市町村への支援を行う組織であるため、プレスは行っていない）

10月13日10時30分【プレス済　10/13　64報】
令和元年台風19号に係る都民の皆様からの相談を受け付ける電話相談窓口を開設

10月13日13時【プレス済　10/13　67報】
電話相談窓口で英語による受付開始

東京都（各局）の対応

総務局



オリンピック・パラリンピッ
ク準備局

①　都立スポーツ施設
　（東京体育館、駒沢オリンピック公園総合
運動場、東京武道館、東京辰巳国際水泳
場、有明テニスの森公園テニス施設、若洲
海浜公園ヨット訓練所）
　・　一部で雨漏り、枝折 等

②　東京2020大会新規恒久施設
　（海の森水上競技場、カヌー・スラローム
センター、大井ホッケー競技場、夢の島公
園アーチェリー場）
　・　一部で仮囲い破損 等

①　補修対応済
※東京武道館（第１武道場・第２武道場）を足立区の要請を受けて、12日18:30から足立区避難所とし
て開放。利用人数は12名。13日8時に閉鎖。

②　仮囲い等の補修について対応中

住宅政策本部

【10月13日】
①都営住宅及び公社住宅の建設工事現
場について、全ての現場を確認、大きな被
害報告はなし
②　都営住宅及び公社住宅各所にて雨漏
り等の報告有り。

②順次対応中

【都市づくり政策部】
①建設発生土再利用センター
・屋根が4箇所破損

【都市基盤部】
①多摩都市モノレール
②りんかい線
③つくばエクスプレス
・各社とも人身に係る事故なし
・多摩都市モノレールで玉川上水駅のエレ
ベーター1基が故障中

【市街地整備部】
①道路通行止め（豊洲大橋）
・被害の発生は無し。
②晴海デポ
・晴海デポ現場を囲うガード鋼板が倒壊
・一部、区道側歩道を塞いでいる箇所あり。
③選手村基盤整備
（１）３か所での置きガード転倒及び１か所で
のＢフェンス傾斜を確認
（２）倉庫の転倒（１か所）
④臨海地区有北補315号
・街路樹倒木　２本
⑤六町地区（ガード鋼板等の傾き）
・ガード鋼板の傾き１箇所、B型バリケード傾
き6ヵ所
・うち、B型バリケード1ヵ所が歩道側に傾い
ている。その他は第3者への影響なし。
⑥汐留管理地区
・植樹帯の中木枝折れ　１本
⑦水素ステーション用地
・バリケードが一部、敷地側に転倒

【市街地建築部】
（渋谷区より２２：１５）
渋谷区渋谷２－１９　建設中のビル
（1万㎡超の東京都指導扱い案件）
屋上のタワークレーンが折れた。地上に落
下は
していないが、危険な状態のため前面道路
を封鎖

都市整備局

【都市づくり政策部】
①建設発生土再利用センター
・残土置き場なので、業務への影響なし

【都市基盤部】
①多摩都市モノレール
・１２日（土）11時以降、全線で順次運転取りやめ　・１３日（日）始発より運転再開
②りんかい線
・１２日（土）12時以降、全線で順次運転取りやめ　・１３日（日）５時30分頃から運転再開
③つくばエクスプレス
・１２日（土）13時以降、全線で順次運転取りやめ　・８時頃から運転再開
④羽田空港
・１２日（土）14時　着陸制限を開始　・１３日（日）５時前に制限解除

【市街地整備部】
①道路通行止め（豊洲大橋）
・月島署・交通規制係より豊洲地区事務所に連絡あり。
・市場前交差点～月島警察署前の間、１９：３０より天候回復するまで通行止めとする（交通管理者判
断）とのこと。
→　月島署・交通規制係より、豊洲地区事務所へ『22：00に市場前交差点～月島警察署前の通行止め
を解除した。』と連絡あり。
②晴海デポ
・10/12（土）23時頃より元請４名で補修開始。　・10/12（土）４時頃　区道側歩道の通行 復旧完了。
③選手村基盤整備
（１）３か所の置きガード転倒及び１か所のＢフェンス傾斜について修復を完了
（２）当該倉庫を邪魔にならない場所に寄せ立入禁止にする応急措置は完了、本復旧は火曜日を予定
④臨海地区有北補315号
・受注者にて回収済
⑤六町地区（ガード鋼板等の傾き）
・ガード鋼板の傾き１箇所、B型バリケード傾き6ヵ所の復旧を実施
→　10/13（日）10：44  すべて復旧が完了
⑥汐留管理地区
・東新橋１丁目５蓬莱橋交差点　植樹帯の中木の枝折れ１本
・10/13（日）9:22　処理済み
⑦水素ステーション用地
・10.13（日）9時ごろ　復旧作業の指示　・10.13（日）11時ごろ　復旧完了

【市街地建築部】
（建設会社）
１３日６時から撤去作業開始　曲がったクレーンの切断作業を実施中　夕方５時の道路開放を目指して
いる。



１　医療機関関係
　○浸水
　　・世田谷記念病院（世田谷区野毛2-30-10）
　　・患者１６８名
　　・１階部分が浸水し、３階以上に避難を実施。病院の浸水状況から当面の診療が難しいため、周囲の
道路状況の安全が確認出来次第、順次外部の病院に転院搬送を実施予定
　　・本日（10/13）よりリエゾンを派遣し情報収集及び転院搬送調整支援
　　・自衛隊所有の患者搬送車（１０名程度搬送可）の活用も検討
　　・全員の転院先が決定、本日中に東京ＤＭＡＴカー、自衛隊車両、日本赤十字社の車両を活用し、
都医療救護班の活動として転院搬送支援
　　・都医療救護班（東京ＤＭＡＴほか、全１３病院・１５チーム）が移送のため出動し、10/13　16時50分
に数名の退院含め約１６０名搬送完了
　○停電
　　・多摩リハビリテーション病院（青梅市長淵9-1412-4）
　　・あそか病院（江東区住吉1-18-1）
　　※自家発電機で対応し、いずれも復旧済
　○島しょ・へき地関係
　　・インターネット環境などに一部不具合が生じたが、診療等に大きな障害は発生していない状況
　○精神科医療機関関係
　　・ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）調整本部を設置、精神科病院の状況を確認、被害状況無し。

２　備蓄物資の放出
○日野市
・市からの要請に基づき、避難所で使用する毛布6,000枚を提供
・立川地域防災センター倉庫で備蓄している毛布を搬送
（10/12 17時頃…3,000枚提供　21時頃…3,000枚提供）
○町田市
・避難所開設に伴い、寄託倉庫で保管している備蓄物資を使用
○日の出町
・日の出町へ救援物資（白米、お粥等）を総務局、財務局と協力し提供

所管施設の被災状況
【別紙１】

福祉保健局

環境局

①　八王子市　都道６１号線（美山通り）
残土処分場から泥水流出。警察と協議し、
10/12 通行止め。

②　青梅市　御岳渓谷遊歩道沿いの御岳
小橋が流失。

③　八王子市　高尾山登山道

・１号路：入口付近に倒木

　・６号路：登山道崩落、一部水没
　・日影沢林道：路肩の決壊

④　檜原村　檜原都民の森
武蔵五日市から檜原都民の森まで３箇所
で土砂崩れのため、都民は来訪できない。
電気・水道・下水道は、復旧済
・土砂崩れ（３箇所）のうちの１箇所は、開
発許可と関連した可能性のある土砂崩れ。

⑤　奥多摩町　山のふるさと村
　施設には異常がないが、水源の取水口
施設の破損のため断水。

⑥　奥多摩町　奥多摩都民の森
　施設には異常がないが、登山道への流水
量が多い箇所があり、通行止め。

⑦　上記以外の自然公園、保全地域につ
いては大きな被害はない。

⑧　埋立処分場についても、廃棄物の搬入
を止めるような大きな被害はない。

①　10/13 7:00から復旧作業。同日午前中に除去作業を実施。
警察の確認を取り、10/13 14:15開通した。

②　10/14局職員（レンジャー）が現場を確認。トラロープを張り、立入禁止の措置をした。
今後復旧に向けて迅速に対応

③　10/14局職員（レンジャー）が現場を確認。
　・１号路：車両通行不可。建設局西多摩西部事務所へ連絡済。ただしケーブルカーを使えば山頂まで
行ける。建設局と連携して復旧に努める。
　・６号路：全線通行止め
　・日影沢林道：キャンプ場まで車両通行止め

④　安全確認ができるまでの間、休園したが、小河内ダム経由での来園は可能なため、１９日から開園予
定。
・10/14現場を確認。土砂崩れの原因について調査中。

⑤　当面、宿泊については休館

⑥　更なる調査を行い１９日、２０日の登山イベントが可能かどうか今後、調査。



産業労働局

10月13日（日）１１時時点
○ 東京ビックサイトや東京国際フォーラム
など、関連施設等において漏水など軽微な
被害が複数あるが、ほぼ対応済

10月15日（火）１１時時点
○　農林水産業関連の被害状況・対応状
況【別紙２】

10月13日（日）11時時点
○ ＧＯ ＴＯＫＹＯの英語版のツイッターにおいて、総合防災部の「東京防災」に加え、「日本政府観光局
（ＪＮＴＯ）」や「ＮＨＫ」が外国人旅行者向けに提供する災害情報等をリツイートし、情報発信
○ 台東区の要請で開設された、一時滞在施設（東京文化会館）の情報についても、速やかにＧＯ ＴＯＫ
ＹＯの英語版ツイッターにて発信
○ 都庁、バスタ新宿、羽田、京成上野の各観光情報センターにおいて、来場者に交通機関の運行状況
や最新の気象情報等を情報提供

中央卸売市場

①　世田谷市場において、取引関係者や
近隣住民約50人が市場内への避難を希
望して来場

①　会議室・駐車場を開放し避難者を受け入れ。エアーマット、飲料水等を提供。午前3時現在、避難者
全員が帰宅済み。

建設局 別途説明

病院経営本部

10月12日（土）13:30時点

＜松沢病院＞
1 レストラン
・天井から雨漏り
※レストラン屋上のルーフドレンに枯れ葉が
詰まっていた為、水が溢れた
2 病棟間の渡り廊下
・天井から雨漏り
10月12日（日）14時時点
＜神経病院＞
1　売店営業時間の変更
＜大塚病院＞
1　7階720病棟で雨漏り有
2　売店営業時間の変更
＜多摩南部地域病院＞
3　救急外来ナースステーションで漏水有
＜荏原病院＞
4　地下2階駐車場で水漏れによる漏電有
10月12日（土）18時時点
＜神経病院＞
1　多摩川流域の在宅療養患者の受入
10月13日（日）9時時点
＜広尾病院＞
1 　300病棟で、雨水の入りこみ発生
2　世田谷記念病院から患者の受入要請
有
＜駒込病院＞
3　別館医局棟、病棟、外来で雨漏り有
＜神経病院＞
4　外部通路に雨漏り有
5　多摩川流域の在宅療養患者の受入
＜大塚病院＞
6　610、710病棟で雨漏り有
＜松沢病院＞
7　小規模の倒木有（北門そば松の枝、芝
生駐車場西側の樹木2本）
＜豊島病院＞
8　倒木有
＜大久保病院＞
9　正面玄関に水の浸水あり
＜東部地域病院＞
10 　屋上防風用の壁、一部破損
11　ロビー天窓、病棟窓からの雨の吹込有

10月12日（土）13:30時点
＜松沢病院＞
1 ルーフドレイン周辺の枯れ葉等を除去し対応（雨漏りは解消済み）　　措置済
2 床に給水マットを敷き応急処置
   周辺にカラーコーンを設置し注意喚起　　措置済

10月12日（日）14時時点
＜神経病院＞
1　通常　：２０時まで
　変更後：１４時まで➡院内放送で周知　　措置済
＜大塚病院＞
2　休止中のため、患者への被害等なし。中央監視室で対応　　措置済
3　13時までで営業終了
＜多摩南部地域病院＞
4　発生箇所を特定中。少量のため、タオルを床に敷いて対応　　措置済
＜荏原病院＞
5　発報し消防車出動。火災なしを確認し対応終了　　措置済

10月12日（土）18時時点
＜神経病院＞
1  府中市医師会からの依頼により、5名受入、入院予定

10月13日（日）9時時点
＜広尾病院＞
1　雨水をふき取り、窓サッシの隙間にタオルを詰めて対応　　措置済
2　受入準備中（20名程度予定）
　→　計7名を受入　　措置済
＜駒込病院＞
3　タオルを敷いて対応　　措置済
＜神経病院＞
4  応急対応　　措置済
5　計4名を受入　　措置済
＜大塚病院＞
6　対応済（患者への影響なし）　　措置済
＜松沢病院＞
7　撤去　　措置済
＜豊島病院＞
8　歩行者への注意喚起のテープを貼った。連休明けに対応予定　（確認中）
＜大久保病院＞
9　運営に影響なし　　措置済
＜東部地域病院＞
10　破片の回収による対応　（確認中）
11　バケツ、タオルでの応急処理　　措置済

10月13日（日）16時時点
＜荏原病院＞
1　浸水被害のあった世田谷記念病院から患者2名の受入要請
　　現在、先方からの連絡待ちで、その後の受入れを予定
　→　患者2名受入　　措置済



会計管理局 該当なし

交通局

①　都営バス船堀駅前停留所
上屋の倒壊（撤去完了）

②　都営バス青梅支所所管路線の道路が
土砂崩れにより一部の路線が運休
（復旧に時間を要する見込み）

③　東京さくらトラム（都電荒川線）踏切遮
断桿曲がり
（修復済み）

① 10月12日14時～
● 以下の路線で計画運休実施
・都営地下鉄
三田線（本蓮沼～西高島平）
新宿線（大島～本八幡）
・東京さくらトラム（都電荒川線）全線
・日暮里・舎人ライナー　全線
・都営バス　全路線
※運転区間においては本数を減らして運行

② 10月13日
● 安全確認のため、以下の路線で始発から7時まで運転見合わせ
・都営地下鉄　全線
・日暮里・舎人ライナー　全線
・都営バス　一部の路線
※運転再開後、運転本数を減らして運行
● 東京さくらトラム（都電荒川線）は始発から8時まで運転見合わせ

③10月14日
● 都営バス
【梅01系統】寒山寺付近崩落による通行止めのため、当分の間青梅駅～吉野間の運行
● その他
各路線とも通常どおり運行

港湾局

① 一部対応済み

② 順次撤去（若洲海浜公園 海釣り施設、城南島海浜公園 キャンプ場・つばさ浜等一部施設が休止
中）

③ 安全が確認できるまでの間、利用中止。視察線・社会科見学・舟運等で使用しているため、関係事業
者へ連絡済。対応を調整中。

④水門･陸こう
・水門
10/12　14：12閉鎖
10/13　 3：18閉鎖
・陸こう
10/12　16：32閉鎖
10/13　 3：50閉鎖
⑤ゆりかもめ
10/12　14：00～終電
全区間運転見合わせ
10/13　5：45から運転再開
⑥・東京ゲートブリッジ
10/12　14：45通行止め
10/12　23：55解除
・レインボーブリッジ
10/12　21：40通行止め
10/12　23：55解除
［島しょ］
① ～⑤の被災施設については、順次応急復旧中で、潜水調査の実施や緊急工事等を予定
※旅客の交通に影響する被害なし

① コンテナふ頭
コンテナ崩れ（１個～複数個）・コンテナ車
（シャーシ部分）横転（２台）、一部のガント
リークレーンの電気系統に不具合あり
② 海上公園（倒木等あり）

③ 有明客船ターミナル
　・小型船浮桟橋　固定部分損傷

④水門･陸こう

⑤ゆりかもめ

⑥東京ゲートブリッジ・レインボーブリッジ

［島しょ］
① 差木地漁港（大島）
・消波ブロック飛散、船揚場床版損傷
② 羽伏漁港（新島）
・－7.5ｍ岸壁ケーソン側壁損傷（約２ｍ）、
中詰材流出、上部工めくれ
③ 三浦漁港(神津島)
・防波堤ケーソン破損、中詰材流出
④ 八重根漁港（八丈島）
・防砂堤 破損（約23ｍ）
⑤ 洞輪沢漁港（八丈島）
　・防波堤ケーソン 位置移動



12日9：00_警戒態勢
通常態勢に加え、区部で計352名（職員130名、ＴＧＳ124名、メンテ98名）、流域下水道本部で計52名
（職員37名、ＪＶ15名）の増員態勢

13日9：30_警戒態勢解除

【区部】
区部の複数地域で道路冠水等を把握

13日朝から巡視点検を実施
巡視点検の結果、管路施設への被害なし

河川水位及び潮位の上昇に伴い閉鎖していた樋門及び高潮防潮扉については、全て開放

【流域下水道】
10月12日 15時00分
流域下水道幹線（秋川幹線）の人孔から下
水が流出

八王子警察と建設局北多摩北部建設事務所の協力により交通規制を実施。
13日のＡＭ3：40対応が完了し交通解放

教育庁 【別紙３】
選挙管理委員会 該当なし

人事委員会 該当なし
監査事務局 該当なし

労働委員会事務局 該当なし
収用委員会事務局 該当なし

議会局 該当なし
【10月12日】
20:00 東京都議会災害対策連絡調整本部を設置（10/12～）【プレス済10/12日】

職員共済組合事務局 該当なし
【10月13日】
・11：00_戸山庁舎被害なし、清瀬運動場被害なし(休館決定済み)、箱根開雲被害なし(10/13から通
常営業)、アジュール竹芝被害なし(通常営業)

下水道局

① 【奥多摩町ひむら浄水所】
・原水流入ストップ（到達圧2.5ｍ（通常100
ｍ））
・供給可能時間6時間（4:00時点）
・影響件数　約2,600件（氷川浄水所原水
流入も停止状態）
② 【日の出町大久野地域】
・日の出町大久野3110番地付近道路崩
壊による配水小管寸断
・大久野第三配水所区域の一部、大久野
増圧ポンプ所・同第四～六配水所配水区
域断水
（約500件断水）
③ 【日の出町平井第一配水所】
・平井第一配水所手前空気弁でエアー吸
引（途中送水管に異常ありと考えらえれる）
・平井第一・第二配水所系断水の場合、影
響件数約800件
④ 【奥多摩町大丹波浄水所】
・原水濁度の状況が回復しない場合、供給
可能時間6時間（4:45時点）
・影響件数約230件
・大丹波第二配水所系配水区域内に漏水
箇所あり
⑤ 【戸倉浄水所】
・原水濁度240度
・送水先の戸倉給水所配水池水位5.0ｍ
（ほぼ運用最低ライン）
・戸倉給水所一日平均配水量約3,000～
3,500㎥（単純平均約125～150㎥/h）
・影響件数約3,300件
⑥ 【日原応急浄水所】
・停電継続により、日原応急浄水所からの
送配水ができず、送水先の各配水池水位
が低下。
・影響件数約200件
⑦ 【調布取水所】
○調布取水所浸水
・ポンプ室浸水
・機器類が浸水したため、当分の間、取水
ポンプは運転不能
⑧ 【砧浄水場】
○砧浄水場
・集水井の浸水
○砧下浄水所
・集水井の浸水
・取水ポンプ所地下１階、ひざ上まで浸水

【10月１3日】
　午前８時３０分　水道局給水対策本部を設置

① 【奥多摩町ひむら浄水所】
・日原街道崩落（平石橋付近）における原水導水管の破損個所に仮導水管の設置を検討。
・奥多摩駅前（給水車１台）・古里駅前（給水車１台）、町内巡回（給水車４台）で応急給水実施。
・防災無線、広報車１台による広報実施
・小河内浄水所からの給水エリアの一部変更を実施中
② 【日の出町大久野地域】
・都道184号線崩落により断水した配水小管の地上部に仮配管を設置。これにより一部地域の断水は13
日復旧。本日、大久野増圧ポンプ所を運転、順次各配水所へ送配水を開始、管内の洗浄作業実施
中。仮配管の増設を実施中。
・現在道路寸断箇所直前の仮設給水栓において応急給水実施
・町から町会を通じて広報を実施
③ 【日の出町平井第一配水所】
・受水系統を文化の森系に切り替えで対応
・13日15時復旧
・応急給水・広報等の対応特になし
④ 【奥多摩町大丹波浄水所】
・浄水所については、昨日浄水処理再開
・大丹波第二配水所系配水区域内の漏水は復旧
⑤ 【戸倉浄水所】
・浄水処理再開
・安定するまで監視しながら運転中
・現在のところ影響なし
⑥ 【日原応急浄水所】
・停電により日原応急浄水所での浄水処理及び送配水ができず、日原街道崩落（平石橋付近）により道
路通行止めのため現地確認ができない。東電に早期の復旧を要請。応急給水方法を検討。
・14日14:30頃復電。監視装置で運転状況を確認中。
⑦ 【調布取水所】
・浸水により取水停止
・排水ポンプにより排水作業実施中
⑧ 【砧浄水場】
○砧浄水場
・取水停止
○砧下浄水所
・取水停止
・排水ポンプにより排水作業実施中
※他の浄水場からのバックアップにより平常給水確保

水道局


