
警戒・対策本部員会議 次第 

 

 

日時：令和元年 10 月 11 日（金）15:30～ 

場所：西庁舎３階 災害対策本部室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議事 

 

（１）台風第 19 号の状況 

 

 

（２）県の事前対策について 

 

 

４ 危機管理監指示事項 

 

 

５ 閉会 

 

 

 





令和元年台風第 19号への事前対策 

 

令和元年 10月 11日（金）15時現在 

危機管理部 

 

１ 関係機関への周知 

(1) 全般 

○ 県と市町村間等の情報伝達手段の再確認を地域振興局及び市町村へ依頼済 

○ 速やかな被害報告及び市町村からの情報発信が滞る場合等はリエゾンを派遣

するよう地域振興局へ依頼済 

(2) 停電対策 

○ 県庁舎、市町村役場等の自家発電設備の燃料確保の再確認を地域振興局及び

市町村へ依頼済 

○ 県管理道路等の電柱の被害状況の情報共有体制・道路啓開方法の再確認につ

いて建設事務所等へ周知済 

(3) 農作物被害 

○ 台風第 19号の接近に係る技術対策について、農業改良普及センターを通じて

市町村、農家に対策を依頼済 

(4) 要配慮者施設 

〇 社会福祉施設等について、県から直接又は市町村を通じて、早期の避難判断、

非常用電源の確認、備蓄の確保等について依頼済 

〇 全ての特別支援学校の生徒は自宅に帰宅し、寄宿舎への宿泊者なし 

 

３ 県主催のイベントについて 

別紙のとおり 

10月 12日（土）のイベントは概ね中止又は中止を検討 

 

４ 交通関係 

○ 鉄道、松本空港 計画運休について発表（詳細別添） 



佐　久 2 8
副局長10/12 12:00～登庁
各所課長は指示ができ、連絡が
取れような体制を執る

10/12 12:00～2名＋副局長、県
民生活係1名
同17:15～７名＋副局長を基本と
する。（状況により上記よりも
早く体制の引き上げもありう
る。）

上　田 2 4

地域振興局長は、合同庁舎にて
状況確認・指示（その後状況に
応じて自宅待機）
副局長は、合同庁舎において対
応

通常配備２名に加え、県民生活
係員２名を配備

諏　訪 2 2
地域振興局副局長が合同庁舎近
隣宿舎にて待機

配備人員は状況に応じて、増員
する。

上伊那 2 3
地域振興局長が合同庁舎近隣宿
舎にて待機

状況によっては各所属原則1名配
備の体制(警戒二次)をとる。

南信州 2 10
地域振興局副局長が合同庁舎近
隣自宅にて待機

別添活動体制の他派遣職員4名待
機
警戒２次体制時は50人

木　曽 2 3
局長が合庁近隣宿舎で待機。
農政課長がリエゾン要員として
自宅待機。

防災当番２名＋県民生活係１名

松　本 2 5
局長→自宅待機
副局長→出勤

北アルプス 2 3
・局長、副局長官舎（合庁まで
徒歩15分）にて待機

・通常配備当番２名、県民生活
係長１名の３名体制
・リエゾンを派遣した場合など
は、県民生活係員２名登庁し、
配備当番の人員を補充
・「警戒体制」の配置人員（８
名）自宅待機

長　野 2 3 副局長→近隣待機

北　信 2 2 副局長が自宅待機 １名は県民生活係

合計 20 43

幹部の参集体制

台風第19号に係る地方部の体制まとめ

地方部名
配置人員

通常

今回配備
予定(12日

夜)
備考



県主催のイベント　台風19号への対応状況

◆10月12日（土） ○:開催決定、△:検討中、×中止

部局 内　容 場　所 開始時間 終了時間 中止の広報

危機 記入例 県庁講堂 13:30 17:00 ×中止 プレスリリース・関係者への連絡網

企画 移住セミナー
東京交通会館（東京
都）

× 中止 10/10(木)プレスリリース

健福 公衆衛生専門学校　推薦入試 伊那市 9:00 15:00 ×延期 関係者連絡済

健福 発達障害診療に係る研修会
いなっせホール（伊那
市）

14:00 16:00 ×中止 関係者連絡済

県文
高校生交通安全ＣＭコンテ
スト　審査会・表彰式

ＳＢＣ（長野市） 11:00 15:00 ×延期 関係者連絡済

県文 第59回長野県保育研究大会
１日目　木島平小学校
２日目　木島平村体育

10/12(土)
12:00

10/13(日)
12:40 ×中止 関係者連絡済

環境
第12回安曇野環境フェア
2019

堀金総合体育館（安
曇野市）

9:30
9:00

16:00
16:00

×
・10/12(土)-10/13(日)開催
・中止

10/10(木)プレスリリース

農政
長野県オリジナル米風さや
か「おにぎり弁当コンテスト」
最終審査会

長野都市ガス（長野
市）

13:00 16:00 ×
・10/19(土)に延期
・10/12(土)の開催はなし

10/11（金）プレスリリース

教委
信州チャレンジスポーツ
DAY2019

信州スカイパーク（松
本市）

× 中止 10/10(木)プレスリリース

教委
第48回長野県高等学校定時
制生徒生活体験発表会

上田文化会館（上田
市）

10:00 13:00 × 中止 関係者連絡済

教委 学祭（下高井農林高校） 高校（木島平村） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（長野工業高校） 高校（長野市） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（更級農業高校） 高校（長野市） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（富士見高校） 高校（富士見町） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（諏訪実業高校） 高校（諏訪市） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（上伊那農業高校） 高校（南箕輪村） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 学祭（穂高商業高校） 高校（安曇野市） 9:00 17:00 × 延期 関係者連絡済

教委 学祭（池田工業高校） 高校（池田町） 9:00 17:00 △

・10/12(土)-10/14(月)開催
・10/12(土)の開催なし
・10/13（日）以降の開催は12
（土）に判断

関係者連絡済

教委 阿南高校70周年記念式典 高校（阿南町） 10:00 15:00 × 中止 関係者連絡済

教委 学祭（松本盲学校） 特支（松本市） 9:00 17:00 × 中止 関係者連絡済

教委 学祭（松本ろう学校） 特支（松本市） 9:00 17:00 △
・10/12(土)-10/13（日)開催
・10/12(土)の開催なし

関係者連絡済

教委 学祭（長野養護学校） 特支（長野市） 9:00 17:00 △
・10/11（金）-10/12（土）開催
・10/12（土）AMで終了

関係者連絡済

教委 学祭（長野ろう校） 特支（長野市） 9:00 17:00 △
・10/12(土)-10/13（日)開催
・10/12(土)の開催なし

関係者連絡済

教委 学祭（飯田養護学校） 特支（喬木村） 9:00 17:00 △
・10/12(土)
・10/13(土)に延期

関係者連絡済

教委 学祭（寿台養護学校） 特支（松本市） 9:00 17:00 × 中止 関係者連絡済

産労 ながの”りんご”マルシェ
ランドマークプラザ
（横浜市）

11:00 18:00
×
△
・10/12(土)中止
・13(日)の午後に縮小開催、14

銀座NAGANO及びラ
ンドマークプラザのHP

対　応　等



◆10月13日（日）
部局 内　容 場　所 開始時間 終了時間 中止の広報

健福
「動物ふれあい祭」と「公開
講座」

動物愛護センター（小
諸市）

9:30 16:00 ×延期 10/10(木）ＨＰにて公表

健福 犬のしつけ方教室
春日公園・伊那合庁
（伊那市）

10:30 12:00 △屋外イベントは中止

健福 こども病院祭
こども病院（安曇野
市）

10:00 14:30 △屋外イベントは中止の方向

県文
ミニコンサートinりんごのひろ
ば

MIDORI長野(長野市）
12:00
14:00

12:30
14:30

○開催見込み

◆10月14日（月・祝）
部局 内　容 場　所 開始時間 終了時間 中止の広報

健福
発達障がいかかりつけ医研
修

ブエナビスタ（松本
市）

○ 開催見込み

建設
サンプロアルウィン無料開放
（アルウィンの芝生をはだし
で走ろう！）

アルウィン（松本市） 10:00 12:00 ○開催見込み 申込者に直接連絡

林務
長野県ハンター養成学校後
援会

長野市市民芸術館 ○開催見込み

対　応　等

対　応　等



12日（土） 13日（日）

しなの鉄道線 軽井沢～篠ノ井

北しなの線 長野～妙高高原

長野電鉄 長野～湯田中 ×

上田電鉄 上田～別所温泉 △ ・今後、計画運休の可能性あり 未定

アルピコ交通 松本～新島々 ○ ・11：00頃の列車から順次運転見合わせ、終日運休 未定

北陸新幹線 東京～金沢 ○

・11:00頃から運転本数を減らして運行、12：00頃から終日運休
<かがやき号>
・全区間（東京～金沢）で終日運休
<はくたか号>
・12：00頃から16：00頃まで一部区間（東京～長野）で運休
・16：00頃から全区間（東京～金沢）で終日運休

信越本線 篠ノ井～長野 ○ ・10：00頃から順次運転見合わせ、12：00頃から終日運休

飯山線
豊野～越後川口
　　　　（森宮野原） ○ ・10：00頃から順次運転見合わせ、12：00頃から終日運休

篠ノ井線 塩尻～篠ノ井 ○

<特急ワイドビューしなの>
・10：00頃から終日運休（7号～26号　上下20本）
<普通列車>
・10：00頃から順次運休、12：00頃から終日運休

小海線 小淵沢～小諸 ○ ・10：00頃から順次運転見合わせ、12：00頃から終日運休

中央東線
新宿～塩尻
（信濃境） ○

<特急あずさ>
・始発から終日運休（1号～36号　上下36本）
<普通列車>
・10：00頃から順次見合わせ、12：00頃から終日運転運休

大糸線 松本～南小谷 ○ ・10：00頃から順次運転見合わせ、12：00頃から終日運休

飯田線
豊橋～辰野
（中井侍）

・始発から運転本数を減らして運行、9：00頃から終日運休
・詳細情報は11日（金）15：00頃発表予定

中央西線
塩尻～名古屋
　　　　　（田立）

・始発から運転本数を減らして運行、12：00頃から終日運休
・詳細情報は11日（金）15：00頃発表予定

ＪＲ西日本 大糸線
南小谷～糸魚川
　　　　　（北小谷） ○

・14；00頃から運転本数を減らして運行、15：00頃から終日運休
・詳細情報は11日（金）16:30頃に発表予定

終日運休予定

空港 ○

<松本～札幌（新千歳）>
・終日欠航（計２便）
<松本～福岡>
・終日欠航（計４便）

12日（土）11：00頃発表予定

台風19号接近に伴う鉄道等の計画運休について

平常通り運行予定

12日（土）10：30頃発表予定

11日（金）14：30現在

企画振興部交通政策課

区分 会社名等
計画運休
の有無

明日以降の運行予定

ＪＲ東日本

鉄道

・11：00頃の列車から順次運転見合わせ、終日運休

12日（土）10：30頃発表予定

未定

信州まつもと空港

ＪＲ東海

しなの鉄道 ○

○


