
平成２６年８月１５日

内閣府（防災担当）

台風第１２号及び１１号に係る政府調査団 

（徳島県、高知県）報告 

１ 概 要 

台風第１２号及び１１号による災害に伴い、被害状況及び現地の対応状況等を把

握するため、政府は西村内閣府副大臣を団長とする政府調査団を徳島県及び高知県

に派遣し、被災自治体の首長等と意見交換を行うとともに、被災現場の調査を実施

しました。

２ 調査日 

平成２６年８月１１日（月）～８月１３日（水）

３ 調査先（※別紙１参照） 

徳島県、高知県

４ 編成（※別紙２参照） 

西村内閣府副大臣以下２２名

５ 調査の概要（※別紙３参照） 

（１）徳島県

・１１日、徳島県庁に到着後、徳島県知事等から県内の被災状況等の説明を受

け、意見交換を行いました。

・１２日、阿南市
あ な ん し

（加茂
か も

谷
だ に

地区）において、阿南市長からの被災状況等の説

明の下、公立学校施設（加茂
か も

谷
だ に

中学校）・住宅地等の浸水被害の状況調査、

住民への聞取り調査を行いました。

・那賀町
な か ち ょ う

（鷲敷
わ じ き

地区及び 相生
あいおい

地区）において、那賀町長からの被災状況等の

説明の下、商店街・住宅地・社会福祉施設（特別養護老人ホーム）等の浸水

被害の状況調査、住民への聞取り調査を行いました。

・海
か い

陽
よ う

町
ちょう

（宍喰
ししくい

地区）において、海陽町長からの被災状況等の説明の下、公

立学校施設（宍喰
し し く い

小学校）の浸水被害の状況及び河川施設（護岸、橋梁等）

の被害状況について調査しました。

記者発表資料 



（２）高知県

・１３日、高知県庁において、高知県知事、高知市長等から県内の被災状況等

の説明を受け、意見交換を行いました。

・高知市鏡地区において、下流の氾濫防止のための鏡ダムの流量調整について

説明を受けるとともに、山腹崩壊現場を調査しました。

・大豊町
おおとよちょう

役場において、大豊町長等から被災状況等の説明を受け、意見交換会

を行いました。

・怒
ぬ

田
た

地区において地すべり現場を調査しました。

＜本件問合せ先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害緊急事態対処担当）付 

小野、木下、喜多 

TEL：03-3501-5695（直通） 

FAX：03-3503-5690 



　別紙１

【8月11日（月）】

現地調査行程

17:15 17:45 徳島県庁

　・被害状況等説明

　・意見交換（徳島県知事 等）

【8月12日（火）】

現地調査行程

8:50 9:20 阿南市 現地調査

　・加茂谷地区（加茂谷中学校、住宅地等）

　・ぶら下がり取材

10:15 11:05 那賀町 現地調査

　・鷲敷地区（商店街、住宅地等）

　・相生地区（社会福祉施設等）

13:30 14:05 海陽町 現地調査

　・宍喰地区（宍喰小学校及び宍喰川）

　・ぶら下がり取材

【8月13日（水）】

現地調査行程

9:00 9:45 高知県庁

　・被害状況等説明

　・意見交換（高知県知事、高知市長　等）

10:15 11:00 高知市鏡地区 現地調査

・鏡ダム

・山腹崩壊現場

12:25 13:10 大豊町役場

　・被害状況等説明

　・意見交換（高知県知事、大豊町長　等）

13:30 13:55 大豊町 現地調査

・怒田地区（地すべり現場）

・ぶら下がり取材

台風第１２号及び第１１号に係る政府調査団行程（徳島県、高知県）

時間

時間

時間



○政府調査団派遣者名簿（徳島、高知） 別紙２

省庁名 官　　　　　　　　　　　　　　　職 氏　名

1 内閣府 内閣府副大臣【団長】 西村　康稔

2 内閣府 内閣府副大臣室参事官補佐 叶　雅仁

3 内閣府 内閣府大臣官房審議官（防災） 佐々木　克樹

4 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当）付企画官 藤條　聡

5 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当）付参事官補佐 大崎　弘明

6 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（地方・訓練担当）付主査 木全　洋太

7 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（地方・訓練担当）付 青山　幸久

8 内閣官房 副長官補（事態対処・危機管理担当）付参事官補佐 野田　直史

9 警察庁 警備局警備課災害対策室 課長補佐 花岡　豊

10 総務省 自治財政局財政課 参事官 笠置　隆範　

11 消防庁 国民保護・防災部 参事官 黒川　剛

12 厚生労働省 健康局水道課水道計画指導室 室長補佐 浜中　直樹

13 農林水産省 農村振興局防災課 災害対策室長 渡辺　博之

14 林野庁 森林整備部治山課 山地災害対策室長 河合　正宏

15 国土交通省 水管理・国土保全局防災課長 石橋　良啓 

16 国土交通省 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 地震・火山砂防室長 岡本　敦

17 国土地理院 四国地方測量部　地理空間情報管理官 松本　浩明

18 気象庁 予報部予報課長 海老原　智

19 気象庁 大阪管区気象台徳島地方気象台長 上林 正幸

20 気象庁 大阪管区気象台高知地方気象台長 齋藤 誠

21 環境省 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課　係長 土谷　護

22 防衛省 運用企画局事態対処課国民保護・災害対策室　調整主任 横山 瑠里子



台風第１２号及び 11 号に係る 

政府調査団（徳島県・高知県）の現地調査概要 

徳島県知事等との意見交換会の様子 

【徳島県庁】 

被害を受けた中学校校舎の様子 

【徳島県阿南市加茂谷地区】 

住宅地の被害状況の調査をする 

西村副大臣【徳島県阿南市加茂谷地区】 

浸水被害を受けた住宅 

【徳島県那賀町鷲敷地区】 

浸水被害を受けた飲食店 

【徳島県那賀町鷲敷地区】 

ビニールハウスの高さまで浸水した痕跡 

【徳島県那賀町鷲敷地区】 

別紙３



  
浸水被害を受けた社会福祉施設の復旧作業の様子 

【徳島県那賀町相生地区】 
被害を受けた小学校校舎の様子 
【徳島県海陽町宍喰地区】 

  

被害を受けた宍喰川護岸の仮復旧の様子 
【徳島県海陽町宍喰地区】 

高知県知事、高知市長との意見交換会の様子 
【高知県庁】  

  

ダム湖に流入した大量の流木の様子 
【高知市鏡地区】 

山腹崩壊現場 
【高知市鏡地区】 



 

  

大豊町長から被害状況の説明を受ける西村副大臣 
【高知県大豊町役場】 

地すべり現場の状況について説明を受ける 
西村副大臣【高知県大豊町怒田地区】 

  

≪参考・高知県提供≫越水寸前の鏡川の様子 
【高知市内】 

≪参考・高知県提供≫四万十川流域の浸水状況 
【高知県四万十町】 

  

≪参考・高知県提供≫地すべりによる路面陥没 
【高知県大豊町】 

≪参考・高知県大豊町作成≫台風被害からの 
復興に向けた大豊町のメッセージ 
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