
令和元年９月９日(月)12:00 現在  

総 務 省  

 

令和元年台風第 15号による被害状況について（第２報） 

 

 Ⅰ 被害状況  

１．通信関係 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT東日本 ・被害なし 

NTT西日本 ・被害なし 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

KDDI 

・1,002 回線 

※支障エリアは以下のとおり 

神奈川県 1,002 回線 

○電話系サービス 

ひかり IP電話：1002 回線 

○その他サービス 

光アクセス：1002回線 

 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・６→47市町村の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

静岡県（６市町） 

伊東市、伊豆市、下田市、熱海市、賀茂郡河津町、賀茂郡南

伊豆町 

神奈川県（11市町） 

横浜市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、座間市、三浦市、秦

野市、逗子市、相模原市、足柄下郡真鶴町、藤沢市 

東京都（３市町村） 

新島村、大島町、小金井市 

千葉県（24市町） 

いすみ市、安房郡鋸南町、夷隅郡大多喜町、印西市、鴨川市、

館山市、君津市、山武郡九十九里町、山武市、四街道市、市

原市、市川市、勝浦市、成田市、千葉市、袖ケ浦市、大網白

里市、長生郡（一宮町、長南町）、南房総市、八街市、富津

市、茂原市、木更津市 

茨城県（３市町） 

水戸市、筑西市、稲敷郡河内町 

※役場エリアの支障について詳細確認中。 

※合計約 30→212局停波 

（内訳） 

静岡県 32局、神奈川県 48局、東京都 11局、千葉県 117

局、茨城県 4局 

 

KDDI(au) ・46市町村の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

東京都（２町村） 

大島町、神津島村 

神奈川県（６市町） 

６ 総務省 
 



三浦市、三浦郡葉山町、川崎市、横浜市、横須賀市、鎌倉市 

千葉県（30市町村） 

いすみ市、佐倉市、八街市、勝浦市、千葉市、南房総市、印

西市、君津市、四街道市、大網白里市、夷隅郡大多喜町、安

房郡鋸南町、富津市、富里市、山武市、山武郡芝山町、市原

市、成田市、木更津市、東金市、船橋市、茂原市、袖ヶ浦市、

長生郡（睦沢町、長南町、長柄町、長生村）、館山市、香取

市、鴨川市 

静岡県（８市町） 

下田市、伊東市、伊豆市、熱海市、賀茂郡（南伊豆町、東伊

豆町、河津町、西伊豆町） 

※３市町の役場エリアに支障あり。 

千葉県：南房総市役所、鋸南町役場、館山市役所 

※合計 302局停波 

（内訳） 

東京都（15局） 

大島町 13局、神津島村 2局 

神奈川県（32局） 

横須賀市 5局、三浦市 4局、横浜市 13局、川崎市 4局、三

浦郡葉山町 2局 、藤沢市 1局、平塚市 1局、南足柄市 1局、

鎌倉市 1局 

千葉県（223局） 

南房総市 28 局、市原市 22 局、木更津市 21 局、君津市 17

局、富津市 16局、館山市 15局、安房郡鋸南町 14局、鴨川

市 10 局、勝浦市 8 局、佐倉市 6 局、千葉市 13 局、長生郡

長南町 5局、東金市 5局、大網白里市 5局、長生郡長柄町 4

局、茂原市 4局、香取市 3局、袖ヶ浦市 3局、山武市 3局、

八街市 3 局、いすみ市 2 局、富里市 2 局、成田市 2 局、野

田市 1 局、長生郡長生村 1 局、長生郡睦沢町 1 局、山武郡

九十九里町 1局、印旛郡酒々井町 1局、山武郡芝山町 1局、

船橋市 1局、白井市 1局、四街道市 1局、夷隅郡大多喜町 1

局、市川市 1局、印西市 1局 

静岡県（32局） 

熱海市 9 局、下田市 4 局、伊東市 4 局、賀茂郡東伊豆町 4

局、賀茂郡河津町 4 局、賀茂郡南伊豆町 3 局、賀茂郡西伊

豆町 2局、伊豆市 1局、御殿場市 1局 

 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・10市町村の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

静岡県（５市町） 

伊豆市、下田市、賀茂郡（東伊豆町、松崎町、南伊豆町） 

千葉県（２市） 

館山市、南房総市 

東京都（３町村） 

大島町、利島村、神津島村 

※役場エリアの支障について詳細確認中。 

※合計 218局停波 

（内訳） 

東京都（26局） 

 西多摩郡檜原村１局、目黒区１局、大田区１局、国立市１局、

あきる野市１局、大島町９局、利島村１局、新島村１局、神

津島村３局、三宅村４局、御蔵島村１局、八丈町２局 

神奈川県（19局） 

横浜市２局、川崎市１局、横須賀市４局、鎌倉市１局、藤沢



市１局、小田原市２局、三浦市４局、、南足柄市１局、三浦

郡葉山町１局、足柄上郡大井町１局、足柄下郡真鶴町１局 

千葉県（145局） 

千葉市５局、館山市 12 局、木更津市７局、茂原市２局、東

金市３局、市原市 17局、鴨川市 11局、君津市 13局、富津

市 14 局、袖ケ浦市４局、八街市１局、南房総市 23 局、山

武市４局、いすみ市３局、大網白里市２局、香取郡東庄町１

局、山武郡横芝光町１局、長生郡（睦沢町５局、白子町１局、

長柄町２局、長南町２局）、夷隅郡（大多喜町６局、御宿町

１局）、安房郡鋸南町５局 

静岡県（28局） 

熱海市２局、伊東市５局、下田市４局、伊豆市４局、賀茂郡

（東伊豆町５局、河津町２局、南伊豆町２局、松崎町３局、

田方郡函南町１局 

【PHS】 

・46市町の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

静岡県（４市町） 

下田市、伊東市、熱海市、賀茂郡南伊豆町 

神奈川県（７市町） 

三浦市、横須賀市、小田原市、川崎市、足柄下郡真鶴町、三

浦郡葉山町、横浜市 

千葉県（35市町） 

鴨川市、館山市、南房総市、富津市、いすみ市、君津市、佐

倉市、山武市、四街道市、市原市、市川市、勝浦市、千葉市、

袖ケ浦市、大網白里市、長生郡（長南町、長柄町、睦沢町）、

東金市、八街市、八千代市、富里市、茂原市、木更津市、安

房郡鋸南町、夷隅郡御宿町、印旛郡酒々井町、印西市、香取

市、香取郡多古町、山武郡（横芝光町、九十九里町、横芝町）、

匝瑳市、八街市 

※役場エリアの支障について詳細確認中。 

※合計 908局停波 

（内訳） 

神奈川県（105局） 

三浦市 19 局、三浦郡葉山町６局、横須賀市 45 局、小田原

市８局、足柄上郡（大井町７局、松田町２局、開成町６局）、

足柄下郡真鶴町 12局 

千葉県（762局） 

千葉市 134 局、八街市 24 局、山武市９局、佐倉市 21 局、

市原市 144局、四街道市 26 局、富里市９局、印旛郡（栄町

６局、酒々井町２局）、茂原市 18局、大網白里市 11局、長

生郡（長柄町９局、長南町２局、睦沢町２局）、富津市 42局、

南房総市 16局、八千代市８局、山武郡九十九里町５局、館

山市 31局、いすみ市８局、袖ケ浦市 24局、木更津市 85局、

君津市 95 局、鴨川市 21 局、東金市１局、夷隅郡御宿町４

局、安房郡鋸南町５局 

静岡県（41局） 

熱海市５局、伊東市 28 局、賀茂郡南伊豆町１局、下田市７

局 

 

○主な停波原因は伝送路断及び停電 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

（注２）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局数は、サー

ビス影響の規模を直接表すものではない。 

 



＜防災行政無線＞ 

    都道府県防災行政無線：被害情報なし 

    市町村防災行政無線（同報系）：被害情報なし 

    （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

２. 放送関係 

＜地上波（テレビ）＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

東京都新島村 

ＮＨＫ 

停電 約 800世帯 停波中 在京キー５社 

東京メトロポリタンテ

レビジョン 

千葉県南房総市 

ＮＨＫ 

調査中 約 1,300 世帯 停波中 在京キー５社 

千葉テレビ放送 

 
＜地上波（移動受信用地上基幹放送）＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

東京都檜原村 ＶＩＰ 調査中 約 7,800 世帯 復旧済み 

 

 ＜地上波（ラジオ）＞ 

 被害情報なし 

 

＜ケーブルテレビ＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

千葉県全域※ 
株式会社広域高

速ネット二九六 
停電 調査中 停波中 

※詳細な被害地域については調査中 

 

３．郵政関係 

＜窓口関係＞ 

・台風の影響により、茨城県（５局）千葉県（29局）、東京都（２局）、神奈川県（27局）の

郵便局において窓口業務を休止。 

 

Ⅱ 総務省の対応状況  

○ ９月６日(金)11 時 15 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

 

Ⅲ 事業者等の対応状況  

１．通信関係 

（１）災害用伝言サービス 

NTT 東西、NTTドコモ、KDDI及びソフトバンクが災害用伝言板及び災害用音声お届けサー

ビスを展開中。 

 

 

大臣官房総務課（防災・調整） 

電 話 03-5253-5090 

ＦＡＸ  03-5253-5093 
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