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平成３０年台風第２０号に係る被害状況等について 

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

平成 30 年 8 月 24 日 

7 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象状況（気象庁情報：8 月 24 日 6:00 現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

【概況】 

・台風第 19 号は、今日 24 日 3 時現在、朝鮮半島にあり、1 時間におよそ 25 キロの速さ

で北北東に進んでいる。 

・台風第 20 号は、昨日 23 日 21 時頃に徳島県南部に上陸後、今日 24 日 0 時前に兵庫県

姫路市付近に再上陸した後、北上し日本海に抜けた。今日 24 日 6 時現在、輪島市の西

北西約 130 キロにあって、1 時間におよそ 50 キロの速さで北に進んでいる。中心気圧

は 990 ヘクトパスカル、中心付近の 大風速は 30 メートル、 大瞬間風速は 40 メー

トルで、中心から 60 キロ以内では風速 25 メートル以上の暴風となっている。 

・台風第 20 号の影響で、近畿地方を中心に１時間に 80 ミリ以上の猛烈な雨を観測する

など、西日本から東日本の、南から南東向き斜面を中心に大雨となっているところが

ある。また、西日本から東日本の広い範囲の海上でうねりを伴って大しけとなってい

るところがあり、瀬戸内海では高潮が発生した。 

【見通し】 

・台風第 19 号は、今日 24 日は朝鮮半島から日本海に進み、25 日朝には前線を伴って温

帯低気圧に変わる見込み。 

・台風第 20 号は日本海を進み、今日 24 日夜に温帯低気圧に変わる見込み。台風第 20 号

に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、西日本から東日本の太平洋側では局

地的に１時間に 50 ミリ以上の非常に激しい雨の降るおそれがある。また、台風第 19

号及び台風第 20 号から変わった低気圧や前線の影響で、北海道地方や東北地方北部で

は今日24日夕方から明日25日にかけて１時間に30ミリ以上の激しい雨が降る見込み。

明日 25 日 6 時までの 24 時間に予想される雨量（多い所）は、北海道、東海地方 150

ミリ、東北地方、四国地方 120 ミリ、近畿地方 100 ミリの見込み。台風第 19 号からの

雨量を含め、これまでに降った雨と合せ、特に四国地方や東海地方では総雨量がかな

り多くなる見込み。 

・台風第 19 号、台風第 20 号、及びこれらから変わる低気圧の影響で、今日 24 日は西日

本から東日本の広い範囲でうねりをともなって大しけとなる見込み。また、台風第 19

号、台風第 20 号から変わった低気圧が近づく北海道日本海では明日 25 日になって大

しけとなる見込み。 

・各地気象台の発表する警報・注意報など気象情報に留意するとともに、市町村の避難
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勧告等に注意。平成 30 年 7 月豪雨の被災地では、地盤の緩んでいるところがある。土

砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波、高潮に厳重に警戒。落雷

や竜巻などの激しい突風に十分注意。 

 (2) 大雨等の状況（8 月 20 日 00 時～8月 24 日 06 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

兵庫県 神戸市中央区 神戸空港 136.0 ミリ 24 日 0 時 30 分まで 

和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川  89.5 ミリ 23 日 22 時 17 分まで 

京都府 京都市右京区 京北  85.5 ミリ 24 日 2 時 29 分まで 

大阪府 豊能郡能勢町 能勢  84.5 ミリ 24 日 2 時 00 分まで 

奈良県 吉野郡下北山村 下北山  82.0 ミリ 24 日 0 時 21 分まで 

和歌山県 田辺市 龍神  77.5 ミリ 23 日 22 時 58 分まで 

和歌山県 田辺市 本宮  72.5 ミリ 23 日 22 時 29 分まで 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 日置川  67.0 ミリ 23 日 22 時 51 分まで 

奈良県 吉野郡上北山村 上北山  66.0 ミリ 24 日 0 時 24 分まで 

福井県 小浜市 小浜  65.5 ミリ 24 日 3 時 33 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

奈良県 吉野郡上北山村 上北山 503.5 ミリ 24 日 2 時 30 分まで 

和歌山県 田辺市 龍神 454.0 ミリ 24 日 2 時 40 分まで 

三重県 多気郡大台町 宮川 438.0 ミリ 24 日 2 時 30 分まで 

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 414.0 ミリ 24 日 2 時 50 分まで 

奈良県 吉野郡下北山村 下北山 414.0 ミリ 24 日 3 時 50 分まで 

和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川 405.5 ミリ 24 日 3 時 40 分まで 

鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島 400.0 ミリ 22 日 15 時 00 分まで 

和歌山県 田辺市 本宮 390.0 ミリ 24 日 3 時 50 分まで 

奈良県 吉野郡天川村 天川 388.0 ミリ 24 日 1 時 40 分まで 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 342.5 ミリ 23 日 24 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

三重県 多気郡大台町 宮川 682.5 ミリ 

奈良県 吉野郡上北山村 上北山 572.5 ミリ 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 535.5 ミリ 

奈良県 吉野郡下北山村 下北山 518.5 ミリ 

和歌山県 田辺市 龍神 472.0 ミリ 

和歌山県 田辺市 本宮 468.5 ミリ 

和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川 460.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 450.0 ミリ 

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 441.0 ミリ 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 424.0 ミリ 
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(3) 強風の状況（8月 20 日 00 時～8 月 24 日 06 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

和歌山県 和歌山市 友ケ島 41.9m/s (南) 23 日 23 時 11 分 

高知県 室戸市 室戸岬 39.6m/s (西) 23 日 20 時 42 分 

兵庫県 神戸市中央区 神戸空港 32.6m/s (南) 23 日 23 時 44 分 

大阪府 泉南郡田尻町 関空島 32.1m/s (南) 23 日 23 時 35 分 

鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 30.3m/s (西北西) 21 日 18 時 04 分 

徳島県 阿南市 蒲生田 29.4m/s (東) 23 日 18 時 54 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 29.1m/s (南東) 23 日 19 時 59 分 

鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島 27.9m/s (北東) 21 日 20 時 36 分 

兵庫県 明石市 明石 27.4m/s (南東) 23 日 23 時 10 分 

和歌山県 和歌山市 和歌山 26.8m/s (南南西) 23 日 23 時 35 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

和歌山県 和歌山市 友ケ島 52.3m/s (南) 23 日 23 時 02 分 

鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島 51.4m/s (南東) 22 日 1 時 18 分 

高知県 室戸市 室戸岬 45.2m/s (西) 23 日 20 時 36 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 43.7m/s (南東) 23 日 19 時 04 分 

鹿児島県 奄美市 笠利 43.2m/s (北西) 21 日 18 時 26 分 

徳島県 阿南市 蒲生田 42.6m/s (東) 23 日 20 時 05 分 

兵庫県 神戸市中央区 神戸空港 42.2m/s (南) 23 日 23 時 38 分 

大阪府 泉南郡田尻町 関空島 41.2m/s (南) 23 日 23 時 32 分 

和歌山県 和歌山市 和歌山 41.0m/s (南南西) 23 日 22 時 59 分 

徳島県 海部郡美波町 日和佐 41.0m/s (東) 23 日 18 時 43 分 

(4) 波浪の状況（8月 20 日 00 時～8 月 24 日 06 時） 

・主な波浪 高値 

【気象庁所管】 

鹿児島県 屋久島 8.2m 22 日 2 時 00 分 

【国土交通省港湾局所管】 

和歌山県 潮岬港 11.6m 23 日 18 時 20 分 

高知県 上川口港  7.5m 23 日 17 時 40 分 

宮崎県 細島港  6.1m 21 日 20 時 20 分 

GPS 波浪計 高知室戸岬沖 13.2m 23 日 18 時 00 分 

GPS 波浪計 徳島海陽沖 12.4m 23 日 19 時 20 分 

GPS 波浪計 三重尾鷲沖 10.8m 23 日 21 時 20 分 

GPS 波浪計 宮崎日向沖 7.4m 21 日 21 時 00 分 

(5) 潮位の状況（8月 20 日 00 時～8 月 24 日 06 時） 

・主な 高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)  

【気象庁所管】 
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兵庫県 神戸 標高 1.8m 24 日 0 時 17 分 

【兵庫県所管】 

兵庫県 姫路(飾磨) 標高 1.9m 24 日 0 時 18 分 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：8月 24 日 7:30 現在） 

(1)人的被害 

  【福井県】 軽傷 １名 

【三重県】 軽傷 １名 

【滋賀県】 軽傷 ３名 

【大阪府】 重傷 １名 

【兵庫県】 重傷 １名、軽傷３名 

 【和歌山】 軽傷 ２名 

 【徳島県】 程度不明 １名 

(2)住家被害 

 【福井県】 一部破損 ３棟 

【大阪府】 床下浸水 １棟 

【奈良県】 床上浸水 １棟、床下浸水 １棟 

【和歌山】 一部破損 １棟、床下浸水 ４棟 

 【高知県】 一部破損 １棟現在のところ被害報告なし 

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（消防庁情報：8 月 24 日 5:00 現在） 

  

４ 避難所の状況（消防庁情報：8 月 24 日 5:00 現在） 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

福井県 1 874 1,917

山梨県 1 623 1,710

三重県 1 3 3

滋賀県 1 51 98

京都府 5 1

大阪府 3 2,287 4,574 1 2,075 4,791

兵庫県 1 31,671 71,704 6 2 108,947 241,701

奈良県 1 18 31 1 2 3,441 6,875

和歌山県 3 3 8,042 16,408 3 6 1 71,003 156,157

岡山県 4 64,246 146,896

広島県 1 69 177 6 2 147,162 324,961

徳島県 1 2 15,619 32,841

香川県 2 2 84 246 1 17 34

高知県 3 4 1 14,407 25,885

合　計 9 7 1 42,171 93,140 37 20 4 428,465 943,866

確認中

確認中確認中

都道府県
避難指示（緊急） 避難勧告
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５ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電  力（経済産業省情報：8 月 24 日 6:30 現在） 

（合計：約７７，６２０戸） ８月２４日（金）６：３０時点 

○関西電力 ：約６３，８５０戸 

  大阪府  ： 約１２０戸 

  京都府  ： 約２，２７０戸 

  兵庫県  ： 約２４，５００戸 

  奈良県  ： 約２，０２０戸 

  滋賀県  ： 約３５０戸 

  和歌山県 ： 約２９，５３０戸 

  福井県  ： 約１０戸 

  三重県  ： 約５，０５０戸 

 ※ 大停電戸数：約１４９，０００戸（２４日２時） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約１３００名 

○中部電力：約１２，５００戸 

  長野県 ：１００戸未満 

  岐阜県 ：約１，５００戸 

  三重県 ：約１０，７００戸 

都道府県名 開設避難所数 実避難者数
福井県 25 57
山梨県 16 169
岐阜県 11 21
愛知県 13 26
三重県 403 1,359
滋賀県 73 7
大阪府 209 517
兵庫県 531 1,516
奈良県 243 601

和歌山県 396 1,049
鳥取県 80 101
岡山県 230 1,796
広島県 339 1,842
徳島県 157 1,067
香川県 125 538
愛媛県 212 819
高知県 192 710

計 3,255 12,195
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  愛知県 ：約３００戸 

 ※ 大停電戸数：約２４，１６０戸（２４日１時） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約１３００名 

○四国電力 ：約２０戸 

  愛媛県 ：約１０戸 

  香川県 ：約１０戸未満 

 ※ 大停電戸数：約５，９００戸（２３日２１時） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約１２００名 

○中国電力 ：停電なし 

 ※ 大停電戸数：約２１０戸（２４日２時時点） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約２５００名 

○北陸電力：約６５０戸 

  富山県 ：１０戸未満 

  福井県 ：約６５０戸 

 ※ 大停電戸数：約１，４００（２４日３時） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約１０００名 

○東京電力：約３００戸 

  神奈川県 ：約２００戸 

  静岡県  ：約１００戸 

 ※ 大停電戸数：約３，１００戸（２４日１：００） 

 ※停電原因は高圧線断線、樹木接触（倒木）等。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約４００名  
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○九州電力：約３００戸  

 鹿児島県：約３００戸（十島村）  

 ※停電原因は、高圧線断線、樹木接触（倒木）等。  

 ※ 大停電戸数：約２３，１００戸（２２６時）  

 ※停電が継続している十島村の４島（中之島、口之島、悪石島、平島）について

は、強風が続きヘリコプターによる要員派遣が出来ないため、奄美大島から臨

時便のフェリーで要員派遣中。本日朝、復旧要員が４島に順次到着し復旧作業

を開始する予定。各島において停電が続いている地域は自家発等で対応してい

るとのこと。 

 ※病院をはじめとする重要施設等では停電は発生していない。 

 ※変電所等の主要設備における被害は発生していない。 

 ※復旧体制：約６００名 

イ ガ  ス（経済産業省情報：8 月 24 日 7:00 現在） 

・現時点で被害情報なし。 

ウ 水 道（厚生労働省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

① 台風 19 号及び 20 号による施設の浸水、原水濁度の上昇や取水不良、管路の折損

等への警戒及び被害が発生した場合の円滑な連絡・対応を都道府県等に対して要請

するとともに、被害状況の確認や復旧作業等を実施する際は、二次災害に十分留意

するように依頼した（８/20）。 

② 断水の状況 

  和歌山県日高川町において 20 戸程度の断水が発生している。 

引き続き情報収集に努める。 

エ 通信関係（総務省情報：8 月 24 日 6:30 現在） 

 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 被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 被害なし。 

携
帯
電
話
等
（
注
２
、
注
３
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ 34 市町村（岐阜県揖斐郡揖斐川町、三重県伊賀市、熊野市、

松阪市、多気郡大台町、鳥羽市、津市、度会郡玉城町、度会

郡大紀町、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町、兵庫県神戸市、

篠山市、洲本市、西脇市、淡路市、宝塚市、滋賀県高島市、

奈良県吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡野迫川村、和

歌山県新宮市、西牟婁郡すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、日

高郡日高町、日高郡美浜町、有田市、和歌山市、海草郡紀美

野町、東牟婁郡古座川町、日高郡みなべ町、日高郡日高川町、
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有田郡有田川町、香川県高松市）の一部にエリア支障あり。 

※役場エリアについては支障なし。 

※合計 82 局停波（埼玉県、愛知県、大阪府、徳島県の４

府県においては、停波局はあるがエリア支障なし。） 

（内訳） 

埼玉県２局、愛知県２局、岐阜県１局、三重県 27 局、

大阪府１局、兵庫県 16 局、滋賀県１局、奈良県７局、

和歌山県 22 局、香川県２局、徳島県１局 

KDDI(au) エリアの支障状況は確認中。 

※役場エリアについては支障なし。 

※合計 24 局停波 

（内訳） 

和歌山県５局、奈良県 11 局、滋賀県４局、三重県２局、

京都府２局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 

エリアの支障状況は確認中。 

※役場エリアについては支障なし。 

※合計 116 局停波 

（内訳） 

三重県 34 局、愛知県５局、京都府５局、兵庫県９局、

和歌山県 44 局、奈良県 10 局、滋賀県５局、徳島県１局、 

香川県１局、高知県２局 

【PHS】 

サービスエリアについては支障なし。 

※合計６局停波 

（内訳） 

兵庫県６局 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ エリアの支障状況は確認中。 

※役場エリアについては支障なし。 

※合計 72 局停波 

（内訳） 

兵庫県 40 局、和歌山県 13 局、三重県 10 局、滋賀県１

局、福井県１局、愛知県１局、京都府４局、大阪府１局、

香川県１局 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ エリアの支障状況は確認中。 

※役場エリアについては支障なし。 

※合計 119 局停波 

（内訳） 

三重県 21 局、愛知県６局、京都府９局、兵庫県 57 局、

和歌山県 19 局、奈良県２局、滋賀県２局、徳島県１局、



9 / 28 

香川県２局 

○主な原因は停電及び伝送路故障 

（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。 

（注３）応急復旧により回復しているエリアを含む。 

＜防災行政無線＞ 

○県防災行政無線 

被害なし。 

○市町村防災行政無線（同報系） 

被害なし。 

（注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載 

オ 放送関係（総務省情報：8 月 24 日 6:30 現在） 

   ＜地上波（テレビ、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 

三重県 

松阪市
ま つ さ か し

、

多気郡
た き ぐ ん

、

度会郡
わたらいぐん

 

松阪ケーブルテレビ・ステ

ーション 
停電 確認中 

■停波中（8

月 23 日～） 

和歌山県 岩出市
い わ で し

 ジェイコムウエスト 確認中 1,415 
■停波中（8

月 23 日～） 

   ＜コミュニティ放送＞ 

被害情報なし 

＜衛星放送＞ 

被害情報なし 

(2) 道 路（国土交通省情報：8月 24 日 6:00 現在） 

ア 高速道路 

被災による通行止め：なし 

イ 直轄国道 

被災による通行止め：なし 

ウ 公社有料・指定都市高速 

被災による通行止め：なし 

エ 補助国道 
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被災による通行止め：５路線６区間 

 

オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：２５区間 

神奈川県  １区間（越波１区間） 

愛知県   １区間（倒木１区間） 

滋賀県   １区間（飛来物１区間） 

奈良県   １区間（倒木１区間） 

京都府   １区間（倒木１区間） 

兵庫県   ４区間（冠水１区間、フェンス転倒１区間、落石１区間） 

神戸市   １区間（倒木１区間） 

和歌山県 １５区間（越波２区間、倒木４区間、冠水５区間、電柱倒壊１区間、土砂

崩れ３区間) 

  

国道３７１号 和歌山県東牟婁郡古座川町添野川 倒木

・8/24 0:00～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１６８号 和歌山県田辺市本宮町大居 土砂流出

・8/23 23:30～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１６８号
和歌山県新宮市相賀～新宮市熊野
川町日足

路面冠水

・8/23 23:30～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３１１号
和歌山県田辺市本宮町渡瀬～本宮
町耳打

土砂崩れ

・8/24 0:00～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道２１９号
宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾
小春橋

土砂崩れ

・8/22 16:30～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３０９号 奈良県下市町広橋 倒木

・8/23 21:30～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり
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(3) 交通機関（国土交通省情報：8 月 24 日 4:30 現在） 

ア 鉄道 

（施設被害） 

・現時点で被害情報なし 

（運行状況） 

・１１事業者 ４６路線 運転休止 

 

 

東海旅客鉄道 紀勢線 全線

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等

東海旅客鉄道 名松線 全線

西日本旅客鉄道 小浜線 全線

東海旅客鉄道 参宮線 全線

西日本旅客鉄道 山陽線 神戸～上郡

西日本旅客鉄道 山陽線 兵庫～和田岬

西日本旅客鉄道 草津線 柘植～草津

西日本旅客鉄道 関西線 加茂～亀山

西日本旅客鉄道 姫新線 姫路～上月

西日本旅客鉄道 加古川線 全線

西日本旅客鉄道 阪和線 日根野～和歌山

西日本旅客鉄道 桜井線 全線

西日本旅客鉄道 福知山線 宝塚～福知山

西日本旅客鉄道 山陰線 園部～東浜

西日本旅客鉄道 紀勢線 新宮～和歌山市

西日本旅客鉄道 和歌山線 全線

西日本旅客鉄道 赤穂線 相生～備前福河

西日本旅客鉄道 因美線 鳥取～智頭

西日本旅客鉄道 舞鶴線 綾部～東舞鶴

西日本旅客鉄道 播但線 和田山～姫路

四国旅客鉄道 予讃線 向井原～内子

四国旅客鉄道 予讃線 伊予大洲～新谷

四国旅客鉄道 内子線 新谷～内子

四国旅客鉄道 本四備讃線 児島～宇多津

四国旅客鉄道 予讃線 高松～卯之町

四国旅客鉄道 土讃線 多度津～窪川

四国旅客鉄道 鳴門線 池谷～鳴門

四国旅客鉄道 予土線 若井～北宇和島

四国旅客鉄道 高徳線 高松～徳島

近江鉄道 本線 全線

近江鉄道 多賀線 全線

四国旅客鉄道 徳島線 佃～佐古

四国旅客鉄道 牟岐線 徳島～海部

WILLER TRAINS 宮津線 全線

信楽高原鐡道 信楽線 全線

近江鉄道 八日市線 全線

WILLER TRAINS 宮福線 全線

土佐くろしお鉄道 宿毛線 宿毛～中村

土佐くろしお鉄道 阿佐線 後免～奈半利

若桜鉄道 若桜線 郡家～若桜

土佐くろしお鉄道 中村線 窪川～中村

高松琴平電気鉄道 志度線 瓦町～琴電志度

高松琴平電気鉄道 長尾線 瓦町～長尾

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 海部～甲浦

高松琴平電気鉄道 琴平線 高松築港～琴電琴平

とさでん交通 駅前線 はりまや橋～高知駅前

とさでん交通 桟橋線 はりまや橋～桟橋通五丁目

とさでん交通 伊野線 はりまや橋～伊野

とさでん交通 後免線 はりまや橋～後免町
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イ 空港 

 ・空港等施設被害なし 

 ・その他 

  ２２日の欠航 ４便（ＪＡＬ ４便） 

２３日の欠航 ３７０便（ANA１５９便、JAL１１４便、その他９７便） 

２４日の欠航 ６１便（ANA２６便、JAL１５便、その他２０便） 

ウ 自動車関係 

 高速バス ： 74 事業者で 300 路線運休  3 事業者で 5路線一部運休 

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

富士急山梨バス（株）

ジェイアールバス関東（株） 東京－高知 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京－高松 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京－徳島 運休

新宿－富士山五合目 一部運休

ジェイアールバス関東（株） 東京－広島 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京－松山 運休

京成バス（株） 奈良－TDR 運休

西東京バス（株） 新宿、横浜－松山、八幡浜 運休

京王電鉄バス（株） 新宿、渋谷－神戸、姫路 運休

京王電鉄バス（株） 新宿、横浜－高松、丸亀 運休
（株）オー・ティー・ビー 関東－岡山、鳥取、島根 運休

小田急シティバス（株） 東京－広島 運休
小田急シティバス（株） 新宿－高知 運休
京成バス（株） 大阪、神戸－TDR 運休

京浜急行バス（株） 東京－徳島 運休
京浜急行バス（株） 東京－鳥取、倉吉、米子 運休
（株）東急トランセ 渋谷－今治 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－広島 運休
（株）オー・ティー・ビー 関東－新山口、九州 運休
（株）オー・ティー・ビー 関東－高知 運休

ジャムジャムエクスプレス（株） 関東－三宮、明石、加古川、姫路 運休
ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 東京－米子、松江、出雲 運休
ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 東京－広島 運休

西武観光バス（株） 大宮、池袋、新宿、横浜－南紀白浜 運休
ジャムジャムエクスプレス（株） 関東－広島 運休
ジャムジャムエクスプレス（株） 関東－岡山、倉敷、東福山 運休

アルピコ交通（株） 松本～大阪線 運休
アルピコ交通（株） 上高地～大阪線 運休
アルピコ交通（株） 茅野～京都・大阪線 運休

ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 東京－岡山、倉敷 運休
新潟交通（株） 新潟～京都・大阪線 運休
越後交通（株） 長岡・三条～大阪線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～大阪線 運休
北陸鉄道（株） 金沢～大阪線 運休
南海バス（株） 湊町BT（OCAT) → 鶴岡・酒田 行 運休

アルピコ交通（株） 長野～大阪線 運休
アルピコ交通（株） 白馬～大阪線 運休
長電バス（株） 長野～京都・大阪・神戸線 運休

南海バス（株） 関西空港リムジンバス　岡山線 運休
南海バス（株） 関西空港リムジンバス　姫路線 運休
南海バス（株） 関西空港リムジンバス　徳島線 運休

南海バス（株） USJ → 秋葉原・成田空港・銚子 行 運休
南海バス（株） 神戸・大阪・京都　→　長野・湯田中　線 運休
南海バス（株） 鳴門・徳島～大阪線 運休

阪急バス(株) 大阪～阿波池田 運休
阪急バス(株) 大阪～高知 運休

南海バス（株） 関西空港リムジンバス　高松線 運休
御坊南海バス（株） 和歌山→東京 運休
阪急バス(株) 大阪～徳島 運休
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阪急バス(株) 大阪～松山・八幡浜 運休

阪急バス(株) 金沢→大阪 運休
阪急バス(株) 峰山・宮津→大阪 運休
阪急バス(株) 大阪～松江・出雲 運休

阪急バス(株) 大阪・京都～松本 運休
阪急バス(株) 大阪・京都～新潟 運休
阪急バス(株) 大阪・京都～富山 運休

淡路交通(株) 大阪～津名・洲本 運休
京阪バス(株) 京都～四日市 運休
京阪バス(株) 京都→松山 運休

阪急バス(株) 大阪～新見・三次 運休
阪急バス(株) 大阪～高松・善通寺・丸亀 運休
阪急観光バス(株) 大阪～津名・洲本 運休

京阪バス（株） ○「愛宕古道街道灯し 化野念仏寺 千灯供養」WNコース 運休
京阪バス（株） ○「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」LGコース 運休
近鉄バス(株) 大阪→山形 運休

京阪バス（株） 大阪・京都　→　鶴岡・酒田 線 運休
京阪バス（株） 大阪・京都　→　秋葉原・成田・銚子　線 運休
京阪バス（株） 神戸・大阪・京都　→　長野・湯田中　線 運休

近鉄バス(株) 大阪→つくば・水戸 運休
近鉄バス(株) 大阪→横浜・東京 運休
近鉄バス(株) 大阪→八王子・新宿 運休

近鉄バス(株) 大阪→仙台 運休
近鉄バス(株) 大阪→福島 運休
近鉄バス(株) 大阪→日立・いわき 運休

近鉄バス(株) 京都～熊本 運休
近鉄バス(株) 京都～大分 運休
近鉄バス(株) 京都～宮崎 運休

近鉄バス(株) 京都～山口 運休
近鉄バス(株) 京都～中村・宿毛 運休
近鉄バス(株) 京都～長崎 運休

阪神バス（株） 浜田・益田・津和野 → 大阪・神戸 運休
阪神バス（株） 大阪・神戸 → 大洲・宇和島・城辺 運休
阪神バス（株） 大阪～鳴門・徳島方面 運休

近鉄バス(株) 高山→大阪 運休
近鉄バス(株) 大阪～福山 運休
近鉄バス(株) 京都～白浜 運休

神姫バス（株） 神戸～岡山・倉敷　線 運休
神姫バス（株） 神戸～広島　線 運休
神姫バス（株） 西脇～大阪　線 運休

阪神バス（株） 神戸～鳴門・徳島方面 運休
阪神バス（株） 大阪・神戸～川之江・新居浜・西条・今治 運休
神姫バス（株） 姫路・神戸→渋谷・新宿 運休

神姫バス（株） 神戸～徳島 運休
神姫バス（株） 神戸～高松・丸亀　線 運休
神姫バス（株） 神戸～高知　線 運休

神姫バス（株） 大阪→アスティアかさい　線 運休
神姫バス（株） 京都・大阪～津山 運休
神姫バス（株） 姫路～鳥取 運休

神姫バス（株） 三ノ宮～洲本 運休
神姫バス（株） 三ノ宮～福良 運休
神姫バス（株） 神戸～USJ 運休

神姫バス（株） 神戸～松山　線 運休
神姫バス（株） 神戸～阿波池田　線 運休
神姫バス（株） 三ノ宮～五色 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～岡山 運休
西日本ジェイアールバス（株） 京都～出雲 運休
西日本ジェイアールバス（株） 大阪～津山 運休

神姫バス（株） SKY BUS KOBE（神戸市内定期観光バス） 一部運休
神姫バス（株） 姫路駅～大阪空港 運休
神姫バス（株） 姫路駅～関西空港 運休

西日本ジェイアールバス（株） 徳島京都線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 徳島大阪線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 徳島神戸線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～西脇 運休
西日本ジェイアールバス（株） 新神戸～東浦BT 運休
西日本ジェイアールバス（株） 新神戸～洲本 運休

西日本ジェイアールバス（株） 高松京都線 運休
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西日本ジェイアールバス（株） 大阪～松山 運休
西日本ジェイアールバス（株） 大阪～高知 運休
西日本ジェイアールバス（株） 名神大阪線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 高松大阪線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 高松神戸線 運休

日本交通(株) 京都～米子・鳥取 運休
山陽バス（株） 神戸・徳島線 運休
山陽バス（株） 神戸・なんば～昭島・立川 運休

西日本ジェイアールバス（株） 名神神戸線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 大阪～浜松・静岡 運休
西日本ジェイアールバス（株） 大阪～三重 運休

関西空港交通（株） 岡山線 運休
大阪空港交通（株） 大阪空港線　姫路駅 運休
全但バス（株） 城崎線 運休

関西空港交通（株） 高松線 運休
関西空港交通（株） 姫路線 運休
関西空港交通（株） 徳島線 運休

本四海峡バス(株) 徳島～関西空港 運休
本四海峡バス(株) 洲本BC～新神戸 運休
本四海峡バス(株) 神戸～淡路島 運休

本四海峡バス(株) 徳島～大阪 運休
本四海峡バス(株) 徳島～神戸 運休
本四海峡バス(株) 徳島～京都 運休

広交観光㈱ 広島～高知 運休

広交観光㈱ 広島～徳島 運休

広交観光㈱ 広島～神戸 運休

奈良交通(株)
奈良‐横浜・京成上野・「東京ディズニーリゾート

®」線
運休

広島電鉄 広島～米子 運休
広島電鉄 広島～松江 運休

中国ジェイアールバス㈱ 広島～大阪 運休

中国ジェイアールバス㈱ 広島～出雲 運休

中国ジェイアールバス㈱ 広島～岡山 運休

広交観光㈱ 広島～今治 運休

広交観光㈱ 広島～岡山 運休

中国ジェイアールバス㈱ 広島～名古屋 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～大阪 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～神戸 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～京都 運休

中国ジェイアールバス㈱ 広島～高松 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～東京 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～名古屋 運休

㈱中国バス 福山～京都 運休

㈱中国バス 福山～福岡 運休

㈱中国バス 府中・尾道・福山～大阪 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～岡山 運休

中国ジェイアールバス㈱ 出雲～博多 運休

中国ジェイアールバス㈱ 岡山～大阪 運休

おのみちバス株式会社 尾道広島空港線 運休
日本交通㈱ 倉吉・鳥取～東京 運休
日本交通㈱ 鳥取～大阪・神戸 運休

㈱中国バス 府中・世羅～神戸 運休

㈱中国バス 神辺～大阪 運休

㈱中国バス 三次～新大阪 運休

日本交通㈱ 米子～大阪 運休
日本交通㈱ 米子～神戸 運休
日本交通㈱ 米子～京都 運休

日本交通㈱ 倉吉～大阪・神戸 運休
日本交通㈱ 鳥取～京都 運休
日本交通㈱ 鳥取～福岡 運休

日ノ丸自動車㈱ 鳥取～広島 運休
日ノ丸自動車㈱ 鳥取～松江 運休
日ノ丸自動車㈱ 鳥取～福岡 運休

日本交通㈱ 米子～広島 運休
日ノ丸自動車㈱ 倉吉、鳥取～東京 運休
日ノ丸自動車㈱ 鳥取～姫路 運休
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一畑バス㈱ 松江～鳥取 運休
一畑バス㈱ 出雲～岡山 運休
石見交通㈱ 津和野～大阪 運休

一畑バス㈱ 出雲～東京 運休
一畑バス㈱ 出雲～大阪 運休
一畑バス㈱ 松江～広島 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～広島 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山、倉敷～神戸 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山～出雲 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～名古屋 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山～大阪 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山、倉敷～京都 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～博多 運休
下津井電鉄㈱ 岡山～大阪 運休
下津井電鉄㈱ 岡山～京都 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～徳山 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山～高知 運休
両備ホールディングス㈱ 岡山～松山 運休

中鉄北部バス（株） 岡山～勝山 運休

備北バス㈱ 岡山～大阪 運休
防長交通㈱ 山口、萩～東京 運休

下津井電鉄㈱ 岡山～高知 運休
下津井電鉄㈱ 岡山～松山 運休

中鉄バス（株） 岡山～米子・松江・出雲 運休

徳島バス㈱ 徳島～高速舞子・神戸三宮 運休
徳島バス㈱ 徳島～京都 運休
徳島バス㈱ 徳島～関西空港 運休

防長交通㈱ 山口、萩～大阪、京都 運休
徳島バス㈱ 徳島～東京 運休
徳島バス㈱ 徳島～大阪梅田・なんば 運休

徳島バス㈱ 徳島～松山 運休
徳島バス㈱ 徳島～高知 運休
海部観光㈱ 徳島～三宮 運休

徳島バス㈱ 室戸・生見・橘～大阪梅田・なんば 運休
徳島バス㈱ 徳島～広島 運休
徳島バス㈱ 徳島～岡山 運休

四国交通㈱ 阿波池田～神戸 運休
シェイアール四国バス㈱ 観音寺・高松～東京 運休
シェイアール四国バス㈱ 松山～東京 運休

海部観光㈱ 徳島～大阪・伊丹 運休
海部観光㈱ 徳島～京都 運休
四国交通㈱ 阿波池田～大阪 運休

シェイアール四国バス㈱ 高松～大阪 運休
シェイアール四国バス㈱ 高松～神戸 運休
シェイアール四国バス㈱ 高松～京都 運休

シェイアール四国バス㈱ 阿南・徳島～東京 運休
シェイアール四国バス㈱ 高知～東京 運休
シェイアール四国バス㈱ 松山・高松・徳島～名古屋 運休

シェイアール四国バス㈱ 徳島～三宮・新神戸 運休
シェイアール四国バス㈱ 徳島～京都 運休
シェイアール四国バス㈱ 高知～三宮・大阪 運休

シェイアール四国バス㈱ 観音寺・丸亀～三宮・大阪 運休
シェイアール四国バス㈱ 高松～関西空港 運休
シェイアール四国バス㈱ 徳島～大阪 運休

シェイアール四国バス㈱ 高松～広島 運休
シェイアール四国バス㈱ 高松～高知 運休
シェイアール四国バス㈱ 高松～松山 運休

シェイアール四国バス㈱ 松山～三宮・大阪 運休
シェイアール四国バス㈱ 高知～岡山 運休
シェイアール四国バス㈱ 松山～岡山 運休

四国高速バス㈱ 丸亀～横浜・新宿 運休
四国高速バス㈱ 高松～福岡 運休
四国高速バス㈱ 丸亀～名古屋 運休

シェイアール四国バス㈱ 徳島～松山 運休
シェイアール四国バス㈱ 徳島～高知 運休
シェイアール四国バス㈱ 松山～高知 運休
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四国高速バス㈱ 高松～京都 運休
四国高速バス㈱ 高松～関西空港 運休
四国高速バス㈱ 高松～高知 運休

四国高速バス㈱ 高松～大阪 運休
四国高速バス㈱ 高松～神戸 運休
四国高速バス㈱ 丸亀～神戸・大阪 運休

琴平バス㈱ 高松・徳島～福岡 運休
高松エクスプレス㈱ 高松～大阪 運休
高松エクスプレス㈱ 高松～神戸三宮 運休

四国高速バス㈱ 高松～松山 運休
琴平バス㈱ 高松・徳島～東京・横浜・千葉 運休
琴平バス㈱ 高松・徳島～名古屋・四日市 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～神戸三宮 運休
伊予鉄バス㈱ 松山～岡山 運休
伊予鉄バス㈱ 松山～高松 運休

伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～東京 運休
伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～名古屋 運休
伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～大阪 運休

とさでん交通㈱ 高知～東京 運休
とさでん交通㈱ 高知～名古屋 運休
とさでん交通㈱ 高知～大阪 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～高知 運休
伊予鉄バス㈱ 松山～徳島 運休
宇和島自動車㈱ 宇和島～大阪 運休

とさでん交通㈱ 高知～高松 運休
とさでん交通㈱ 高知～松山 運休
とさでん交通㈱ 高知～徳島 運休

とさでん交通㈱ 高知～神戸 運休
とさでん交通㈱ 高知～岡山 運休
とさでん交通㈱ 高知～広島 運休

徳島バス㈱ 徳島県内　全線（４３路線） 運休
四国交通㈱ 山城線 一部運休
四国交通㈱ 祖谷線（大歩危経由） 一部運休

高知駅前観光㈱ 高知・徳島～東京 運休
高知西南交通㈱ 宿毛～高知線 運休
高知西南交通㈱ 宿毛～京都線 運休

小豆島オリーブバス㈱ 小豆島内全路線 運休
宇和島自動車㈱ 野村～上辰ノ口線 運休
とさでん交通㈱ 高知県内　全線 運休

ことでんバス㈱ 香川県内　全線 運休
琴参バス㈱ 本島コミュニティーバス線 運休
琴参バス㈱ 空港リムジンバス 運休

高知東部交通㈱ 安芸～室戸岬～甲浦線 運休
高知東部交通㈱ 安芸～馬路～魚梁瀬線 運休
高知東部交通㈱ 安芸～高知線 運休

㈱県北部交通 吾北・長沢・土居線 運休
㈱県北部交通 川口～土佐山線 運休
㈱県北部交通 鏡岩～かもはら線 運休

大分交通（株） SORIN号（大分・別府-三宮・大阪・ 運休
大分バス（株） SORIN号（京都-大分） 運休
亀の井バス（株） SORIN号（大分・別府-神戸・大阪・京都） 一部運休

㈲嶺北観光自動車 高知県内　全線 運休
JR九州バス（株） 広福ライナー（福岡-広島・福山） 運休
JR九州バス（株） 出雲ドリーム（福岡-松江・出雲） 運休

九州産交バス（株） 不知火号（熊本-名古屋） 運休
九州産交バス（株） サンライズ号（熊本-神戸・大阪・京都） 運休
九州産交バス（株） あそ☆くま号（熊本-大阪・京都） 運休
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   路線バス ： ７事業者で 17 路線運休  ０事業者で０路線一部運休 

   

 (4) 河川（国土交通省情報：8月 24 日 6:00 現在） 

  ・被害状況 

   ※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害における浸水被害について河川管理者

が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数とは異なる。 

  ＜国管理河川＞ 

１）一般被害 

被害情報なし 

２）河川管理施設等被害 

被害情報なし 

＜都道府県管理河川＞ 

１）一般被害 

１水系１河川 浸水家屋数 約１０戸 

    
２）河川管理施設等被害 

被害情報なし 

 (5) 土砂災害（国土交通省情報：8月 24 日 6:00 現在） 

  ・土砂災害発生状況 

   

  ※兵庫県神戸市長田区大谷町 3 丁目で住宅に土砂が流入したとの報道情報があり、詳細を確認中

(人的被害なし)。 

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
京阪バス（株） ○「愛宕古道街道灯し 化野念仏寺 千灯供養」WNコース 運休

南海バス（株） 深夜急行バス　中もず駅前→和泉府中 運休
南海バス（株） ポートターミナル線 運休
南海バス（株） 堺東駅前～Jグリーン堺クラブハウス前 運休

京阪バス（株） ○「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」LGコース 運休
南海バス（株） 深夜急行バス　梅田→和泉府中 運休
南海バス（株） 深夜急行バス　梅田→林間田園都市 運休

六甲山観光(株) 摩耶線 運休
六甲山観光(株) 風の教会線 運休

近江鉄道バス（株）
伊吹山登山バス

（米原駅西口～伊吹山スカイテラス駐車場）
運休

南海バス（株） 住之江公園駅前～Jグリーン堺クラブハウス前 運休
神姫バス（株） SKY BUS KOBE（神戸市内定期観光バス） 運休
六甲山観光(株) 山上線 運休

熊野交通（株） 定期観光バス 運休

奈良交通(株) 深夜急行便（大阪・なんば→奈良方面） 運休

奈良交通（株）
定期観光バス：Ｗコース（夜の奈良
公園・平城宮跡めぐり）

運休

熊野交通（株） 路線バス全線 運休

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

和歌山県 新宮川 熊野川 新宮市 溢水 10 溢水 調査中 調査中

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況原因
床上
(戸)

床下
(戸)

原因

- -

合計 1件

鹿児島県 1件 徳之島町 1件 亀徳 - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊
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  ・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警

戒情報の発表基準を引き下げて運用 

   通常基準の７割：大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市 

通常基準の８割：秋田県大仙市、長野県栄村、大阪府豊中市、吹田市、寝屋川市、交

野市、島本町、京都市（伏見区、西京区）、亀岡市、長岡京市、八

幡市、大山崎町、島根県大田市、鹿児島県鹿児島市 

 

 (6) 海岸保全施設（水管理･国土保全局所管）（国土交通省情報：8 月 24 日 6:00 現在） 

  ・直轄海岸 

 

  ・都道府県管理海岸 

   

  

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

近畿地整 兵庫県 東播海岸
浸水が想定される明石西外港の一部区間に
おいて土のう積み対応完了（兵庫県が対応）

九州地整 鹿児島県
鹿児島海
岸他19海
岸

調査中 8/22 9:30より点検開始（8/23朝より点検再開）

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等
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 (7) 海事関係（総務省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

  ・111 事業者 134 航路において運休又は一部運休(32 事業者 32 航路において運航再開) 

 

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

太平洋フェリー株式会社 名古屋～仙台～苫小牧 運休
23日10:00以後欠航、25日19:40運航再開
予定

（株）エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運休 　

鳥羽市 鳥羽～神島 運休

伊勢湾フェリー（株） 鳥羽～伊良湖 運休 　

西尾市 一色～佐久島 運休

津エアポートライン 津新港～空港島 運休

　

志摩市 的矢～三ヶ所 運休 　

名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運休 　

志摩マリンレジャー 賢島～和具 運休

伊豆諸島開発（株） 父島～母島 運休 24日07:30運航再開予定

伊豆諸島開発（株） 八丈島～青ヶ島 運休

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運休

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運休

川崎近海汽船（株） 宮古～室蘭 運休
8/23室蘭発20：00便～8/25宮古発08：00
便　運休　8/25室蘭発20：00便より運航再
開予定

小笠原海運（株） 東京～父島 運休 25日11:00運航再開予定

神新汽船㈱ 神津島～下田 運休

東京湾フェリー㈱ 金谷～久里浜 運休

粟国村 泊～粟国 運航再開 被害連絡なし

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島 一部運休

東海汽船㈱ 神津島～熱海 運休

東海汽船㈱ 熱海～大島 運休

座間味村 泊～座間味 運航再開 被害連絡なし

渡嘉敷村 泊～渡嘉敷 運航再開 被害連絡なし

（名）水納海運 水納～渡久地 運航再開 被害連絡なし

伊江村 伊江～本部 運航再開 被害連絡なし

伊是名村 伊是名～運天 運航再開 被害連絡なし

伊平屋村 伊平屋～運天 運航再開 被害連絡なし

名門大洋フェリー 大阪～新門司 一部運休

大東海運(株) 那覇（泊）～南北大東 運休 27日に運航再開予定

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休

フェリーさんふらわあ 神戸～別府 運休

（名）神谷観光 平敷屋～津堅 運航再開 被害連絡なし

久高海運（名） 久高～安座真 運航再開 被害連絡なし

久米商船(株) 泊～渡名喜～久米島 運航再開 被害連絡なし

小呂島～姪浜 運休

野母商船 福江～青方～博多 運航再開

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 一部運休

新日本海フェリー 舞鶴～小樽 一部運休

九州郵船 博多～比田勝 運休

九州郵船 博多～壱岐～対馬 一部運休

九州郵船 唐津～壱岐 一部運休

福岡市

阪九フェリー 新門司～神戸 一部運休

阪九フェリー 新門司～泉大津 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 一部運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休
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崎戸商船 友住～佐世保 運休

五島産業汽船 鯛之浦～長崎 運休

五島産業汽船 有川～佐世保 運休

西海市 釜浦～瀬戸 運休

鷹島汽船 阿翁～御厨 運航再開

島原鉄道  口ノ津～鬼池 運航再開

木口汽船 久賀～福江～椛島 運航再開

西海沿岸商船 佐世保～神浦 運航再開

九州商船 長崎～五島 一部運休

九州商船 佐世保～上五島 一部運休

九商フェリー  熊本～島原 運航再開

黄島海運 黄島～福江 運航再開

五島旅客船 郷ノ首～福江 運航再開

嵯峨島旅客船  嵯峨島～貝津 運航再開

やま丸 津久見～保戸島 運休

蒲江交通 蒲江～深島 運休

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 運休

有明海自動車航送船組合  多比良～長洲 運航再開

熊本フェリー  熊本～島原 運航再開

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運航再開

垂水フェリー  鹿児島～垂水 運航再開

折田汽船 鹿児島～屋久島 運航再開

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 運航再開

種子屋久高速船
鹿児島～種子島・屋久島、

指宿～種子島・屋久島
運航再開

岩崎産業 鹿児島～種子島・屋久島 一部運休

コスモライン 鹿児島～種子島～屋久島 運休

マリックスライン  鹿児島～那覇 運航再開

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運航再開

三和商船 蔵之元～牛深 運航再開

甑島商船 串木野～川内～甑島 一部運休

鹿児島市船舶局  桜島～鹿児島 運航再開

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運休 台風２０号の影響

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運休 台風２０号の影響

小豆島フェリー 姫路～福田 運休 台風２０号の影響

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運休

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運航再開

三島村  鹿児島～三島 運航再開

四国汽船 本村～宇野 運休 台風２０号の影響

石崎汽船 松山～広島（宇品） 運休 台風２０号の影響

中島汽船 三津浜～中島 運休 台風２０号の影響

内海フェリー 高松～草壁 運休 台風２０号の影響

国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運休 台風２０号の影響

四国汽船 高松～宮浦～宇野 運休 台風２０号の影響

上島町 魚島～弓削～土生 運休 台風２０号の影響

四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～大阪 運休 台風１９号及び２０号の影響・２３日より

芸予汽船 今治～土生 運休 台風２０号の影響

上島町 長崎～深浦 運休 台風２０号の影響
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宇和島運輸 八幡浜～別府 運休 台風１９号及び２０号の影響

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運休 台風１９号及び２０号の影響

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運休 台風２０号の影響

豊島フェリー 家浦～高松 運休 台風２０号の影響

雌雄島海運 男木～高松 運休 台風２０号の影響

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運休 台風１９号及び２０号の影響

四国急行フェリー 高松～宇野 運休 台風２０号の影響

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運休 台風２０号の影響

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運休 台風２０号の影響

観音寺市 伊吹島～観音寺 運休 台風２０号の影響

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運休 台風１９号及び２０号の影響

本島汽船 本島～丸亀 運休 台風２０号の影響

備讃フェリー 丸亀～広島 運休 台風２０号の影響

三洋汽船 多度津～佐柳 運休 台風２０号の影響

大三島ブルーライン 今治～大崎上島（木江）･大三島（宗方） 運休 台風２０号の影響

今治市 岡村～今治 運休 台風２０号の影響

今治市 津島～津 運休 台風２０号の影響

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運休 台風１９号及び２０号の影響

ごごしま 興居島（由良･泊）～松山（高浜） 運休 台風２０号の影響

新居浜市 大島～黒島（新居浜） 運休 台風２０号の影響

盛運汽船 戸島･日振～宇和島 運休 台風２０号の影響

宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運休 台風１９号及び２０号の影響

くるしま 馬島～波止浜 運休 台風２０号の影響

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休 台風２０号の影響

岩城汽船 岩城～土生 運休 台風２０号の影響

鳴門市 黒崎～高島 運休 入渠及び台風１９号及び２０号の影響

鳴門市 岡崎～土佐泊 運休 入渠及び台風１９号及び２０号の影響

新喜峰 安居島～北条 運休 台風２０号の影響

須崎市 坂内～埋立 運休 台風１９号及び２０号の影響

宿毛市 沖の島～片島 運休 台風１９号及び２０号の影響

高知県 長浜～種崎 運休 台風１９号及び２０号の影響

田中輸送 大島～八幡浜 運休 台風１９号及び２０号の影響

岩国柱島海運(株) 岩国～柱島 運休

豊田一男 宝伝～犬島 運休

松山市 中須賀～鹿島 運休 台風２０号の影響

青島海運 青島～長浜 運休 台風１９号及び２０号の影響

津島渡船 津島～今治 運休 台風２０号の影響

三洋汽船 笠岡～佐柳本浦 運休

大生汽船(株) 大多府～日生 運休

両備フェリー(株) 岡山～土床 運休

藤井一彦 金風呂～笠岡 運休

三洋汽船 白石～笠岡 運休

三洋汽船 笠岡～六島 運休

弓場汽船(株) 三原～瀬戸田 運休

備後商船(株) 常石～尾道 運休

走島汽船(有) 走島～鞆 運休

瀬戸内観光汽船(株) 日生～大部 運休

土生商船(株) 土生～三原 運休

弓場汽船(株) 須波～沢 運休

瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運休
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 (8) 郵政関係（総務省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

  ・６の郵便局が窓口業務を休止（兵庫県１局、岡山県１局、徳島県１局、香川県１局、

愛媛県１局、高知県１局） 

・航空及び船舶の欠航等により、近畿・中国・四国地域、沖縄県、一部の島しょ部（東

京都、長崎県、鹿児島県）で引受・配達となる郵便物等の配達が遅延。 

 (9) 医療関係（厚生労働省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

  ・医療関係全般 

   ８月 21 日 熊本県   21:17 EMIS 警戒モードへ切り替え 

→ ８月 22 日 8:54  EMIS 通常モードに切り替え 

   ８月 23 日 徳島県 13:41 EMIS 警戒モードに切り替え 

・医療施設（精神科病院を除く）の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

各都道府県に対し、台風 19 号及び 20 号に関する避難勧告等が出されている市町村や

医療機関等に対して避難に関する注意喚起を行うよう、また、医療機関の被害状況を

収集した場合は報告するよう連絡を行った（８/20）。 

・医薬品・医療機器製造販売業、卸売業販売関係 

   現時点では、通行規制の影響による輸送遅延を除き、医薬品・医療機器の安定供給等

に係る被害情報なし。 

周防灘フェリー(株) 徳山～竹田津 運休

熊南総合事務組合 馬島～麻里布～佐合島～佐賀 運休

平郡航路(有) 平郡～柳井 運休

隠岐汽船(株) 隠岐島～七類・境港 運休

三光汽船(株) 洲江～小漕 運休

大崎汽船(株) 白水～竹原 運休

山陽商船(株) 竹原～白水 運休

上関航運(有) 祝島～柳井 運休

尾道市営フェリー 細島～西浜 運休

三光汽船(株) 金山～赤崎 運休

安芸津フェリー(株) 安芸津～大西 運休

（一社）瀬戸内市緑の村公社 前島～牛窓 運休

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾘｰ 神戸～坂手～高松 運休 なし

大三島フェリー 忠海～盛 運休

斎島汽船(株) 三角～久比 運休

斎島汽船(株) 斎島～久比 運休

高速いえしま 家島～姫路 運休 なし

坊勢汽船 西島～坊勢～男鹿～姫路 運休 なし

OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休 なし

沼島汽船 沼島～土生 運休 なし

ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ 明石～岩屋 運休 なし

高山知久 坊勢～姫路 運休 なし

坊勢渡船 坊勢～網手 運休 なし

高福ﾗｲﾅｰ 家島～姫路 運休 なし
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 (10) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

   各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風 19 号及び 20 号の影響による社会福祉施

設等の被害情報の収集とともに、情報提供を依頼。また、併せて都道府県等を通じて、

管内施設管理者に対し、気象・防災情報に留意しつつ、必要な行動をとるよう注意喚起

を依頼した（８/20）。 

・高齢者関係施設の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・障害児･者関係施設の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・児童関係施設等の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (11) 心のケア･精神科病院関係（厚生労働省情報：8 月 24 日 6:30 現在） 

   各都道府県に対し、台風の接近に伴い、管内市町村及び施設等にも避難に関する注意

喚起を依頼し、台風の影響による精神科病院の被害状況及びＤＰＡＴ活動状況に関する

情報の収集の上、情報提供を依頼した（８/20）。 

・精神科病院等の被害状況 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (12) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：8月 24 日 6:30 現在） 

  ・人工透析 

各都道府県に対し、台風の接近に伴い透析医療の提供が困難となる事態にも対応でき

るよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した（８/20）。

また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・その他 

①感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (13) 農林水産関係施設（農林水産省情報：8 月 23 日 20:00 現在） 

  ・現時点において、被害報告なし。 

 (14) 災害廃棄物等関係（環境省情報：8 月 24 日 7:30 現在） 

  ・現在、災害廃棄物の発生状況、廃棄物処理施設の稼働状況について、確認中。 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・8月 22 日 13:00 情報連絡室設置 
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(2) 関係省庁災害警戒会議等の実施 

・8 月 20 日 13:30 平成３０年台風第１９号及び台風第２０号に係る関係省庁災害警戒

会議 

・8月 22 日 13:00 平成３０年台風第２０号に係る関係省庁災害警戒会議 

７ 各省庁等の対応 

(1) 内 閣 府の対応 

・内閣府情報連絡室設置（8月 20 日 13:30） 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置（8 月 22 日 13:00） 

  ・関係都道府県警察では、所要の警備体制を確立（8 月 22 日～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係都道府県警察は、関連情報の収集を実施（8 月 22 日～） 

(3) 消 防 庁の対応 

８月２０日 １５時２９分 全都道府県、指定都市に対し「平成３０年台風第２０号警

戒情報」を発出 

  ８月２３日  ６時００分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室設置（第１次応

急体制） 

        １４時５４分 全都道府県に対し「平成３０年台風第２０号警戒情報」に

基づく適切な対応を改めて要請 

(4) 海上保安庁の対応 

＜体制＞ 

   ○第十一管区海上保安本部（那覇市） 

 ８月２０日１２：００ 警戒配備発令  ８月２１日２１：００ 警戒配備解除 

○第十管区海上保安本部（鹿児島市） 

 ８月２１日０５：００ 警戒配備発令  ８月２３日２０：００ 警戒配備解除 

 ８月２１日１３：００ 非常配備発令  ８月２２日０２：００ 非常配備解除 

○第九管区海上保安本部（新潟市） 

 ８月２３日１４：００ 警戒配備発令 

○第八管区海上保安本部（舞鶴市） 

 ８月２３日１１：００ 警戒配備発令 

 ８月２３日１９：００ 非常配備発令 

○第七管区海上保安本部（福岡市） 

 ８月２２日００：００ 警戒配備発令  ８月２３日２３：００ 警戒配備解除 

○第六管区海上保安本部（広島市） 

 ８月２３日１３：００ 警戒配備発令 

 ８月２３日１８：００ 非常配備発令  ８月２４日０３：００ 非常配備解除 

○第五管区海上保安本部（神戸市） 
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 ８月２３日０８：００ 警戒配備発令 

 ８月２３日１５：００ 非常配備発令  ８月２４日０３：００ 非常配備解除 

○第四管区海上保安本部（名古屋市） 

 ８月２３日０７：３０ 警戒配備発令 

○第三管区海上保安本部（横浜市） 

 ８月２３日１２：００ 警戒配備発令 

○第二管区海上保安本部（青森市） 

 ８月２３日２１：３０ 警戒配備発令 

＜人的・物的被害及び主な対応状況＞ 

   ８月２４日 阪神港神戸区第四突堤の防波堤内において、高潮のため車両２２台が水

没。人的被害なし。 

(5) 防 衛 省の対応 

・現時点で、災害派遣要請なし。 

＜部隊等の態勢＞ 

   ・以下の部隊において情報収集態勢等を強化中 

陸上自衛隊 第１師団司令部（東京都練馬区） 

（１５か所）第３４普通科連隊（静岡県御殿場市） 

第１特科隊（山梨県南都留郡忍野村） 

中部方面総監部（兵庫県伊丹市） 

第３師団司令部（兵庫県伊丹市） 

第３３普通科連隊（三重県津市） 

第１４旅団司令部（香川県善通寺市） 

第１５即応機動連隊（香川県善通寺市） 

第５０普通科連隊（高知県香南市） 

第１４施設中隊（高知県香南市） 

第１４偵察隊（香川県善通寺市） 

中部方面特科隊（愛媛県松山市） 

第４施設団本部（京都府宇治市） 

第７施設群（京都府宇治市） 

第４師団司令部（福岡県春日市） 

海上自衛隊 父島基地（東京都小笠原村） 

（８か所） 舞鶴基地（京都府舞鶴市） 

阪神基地（兵庫県神戸市） 

岩国基地（山口県岩国市） 

          小松島基地（徳島県小松島市） 

呉基地（広島県呉市） 
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          徳島基地（徳島県板野郡松茂町） 

下関基地（山口県下関市） 

 航空自衛隊 大滝根山基地（福島県双葉郡） 

（９か所） 佐渡基地（新潟県佐渡市） 

          浜松基地（静岡県浜松市） 

小松基地（石川県小松市） 

輪島基地（石川県輪島市） 

経ヶ岬基地（京都府京丹後市） 

          笠取山基地（三重県津市） 

          串本基地（和歌山県東牟婁郡串本町） 

海栗島基地（長崎県対馬市） 

＜部隊等の態勢＞ 

   陸自第３特科隊（姫路）のＬＯ（人員２名、車両１両）を兵庫県庁へ派遣中。 

   陸自第３３普通科連隊（久居）のＬＯ（人員６名、車両３両）を三重県庁、尾鷲市役

所、熊野市役所へ派遣中。 

陸自第１５即応機動連隊（善通寺）のＬＯ（人員４名、車両２両）を徳島県庁及び香

川県庁へ派遣中。 

   陸自第５０普通科連隊（高知）のＬＯ（人員２名、車両１両）を高知県庁へ派遣中。 

   陸自第１４施設中隊（高知）のＬＯ（人員８名、車両４両）を高知県阿南市役所、那

珂町役場、海陽町役場及び牟岐町役場へ派遣中。 

陸自中部方面特科隊（松山）のＬＯ（人員２名、車両１両）を愛媛県庁へ派遣中。 

   徳島地方協力本部のＬＯ（人員２名）を徳島県庁へ派遣中。 

   京都地方協力本部のＬＯ（人員３名）を京都県庁へ派遣中。 

(6) 総 務 省の対応 

・８月 22 日（水）13 時 00 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

(7) 厚生労働省の対応 

・８/20 13:30 厚生労働省災害情報連絡室設置 

(8) 農林水産省の対応 

・生産局が、「台風第 19 号の接近による暴風及び大雨に伴う農作物等の被害防止に向け

た注意喚起について」を発出（平成 30 年８月 17 日） 

・農村振興局が、「台風第 19 及び 20 号接近に伴う事前点検及び被災箇所における応急対

策の実施について」を発出（平成 30 年８月 20 日） 

・水産庁が、「台風第 19 号及び台風第 20 号に対する備えと被害報告等について」を発出

（平成 30 年８月 21 日） 

・経営局が、「台風第 20 号の接近及び通過による暴風及び大雨に伴う農作物等の被害防

止に向けた技術指導の徹底及び農業共済の対応について」を発出（平成 30 年８月 22
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日） 

・農村振興局が、「全国ため池緊急点検を踏まえた今後の対応について」を発出（平成

30 年８月 22 日） 

・林野庁が、「台風第 20 号接近に伴う山地災害の未然防止について」を発出（平成 30 年

８月 22 日） 

・林野庁が、「台風第 20 号接近に伴う山地災害等に備えた対応について」を発出（平成

30 年８月 22 日） 

・林野庁が、「台風第 20 号接近に伴う林道施設災害及び森林災害発生時の対応について」

を発出（平成 30 年８月 22 日） 

(9) 国土交通省の対応 

・国土交通省連絡調整会議を開催(8/20、8/22) 

・国土交通省非常災害対策本部会議を開催（8/23） 

  ・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 19 号、第 20 号の接近に伴い災害へ

の警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（8/20～8/21） 

  ・TEC-FORCE 等の派遣 【のべ 188 人・日派遣(8/22～)】 

   TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 139 人・日派遣(8/23～)（53 人派遣予定 24 日 6

時時点） 

TEC-FORCE（JETT）の派遣 のべ 49 人・日派遣(8/22～）（18 人派遣予定 24 日 6 時時

点） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ 63 台・日派遣（8/22～）】 

   近畿地整、中国地整、四国地整より排水ポンプ車 24 台、照明車 4 台 計 28 台を派遣

中（24 日 5:00 時点） 

(10) 気 象 庁の対応 

・台風第 20 号に関して報道発表を実施（8/22 11:00、8/23 11:10）。 

・各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会を実施。 

・JETT（気象庁防災対応支援チーム）を 14 府県の地方公共団体へ派遣 

（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広

島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 8/22 より、のべ 49 名）※TEC-FORCE の内数。

岡山県、広島県、愛媛県の地方公共団体については、平成 30 年 7 月豪雨に伴う派遣か

ら継続して対応。 

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。 

(11) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・大臣官房総務課危機管理室に環境省災害情報連絡室を設置（８月 20 日）。 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から九州地方環境事務所へ台風 19 号に係る被害情報の収集を指示。
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（８月 20 日） 

・全都道府県に対して、事務連絡「平成 30 年台風第 19 号及び台風第 20 号により災害廃

棄物が発生した場合の処理に係る初動時の対応及び平成30年7月豪雨により発生した

災害廃棄物の飛散・流出の防止に関する事前対策の徹底について」を発出（８月 22 日） 

・災害廃棄物対策室から全地方環境事務所へ台風 20 号に係る被害情報の収集を指示。（８

月 23 日） 

【地方環境事務所関係】 

・近畿地方環境事務所現地災害対策本部を設置（８月 23 日 16:00） 

・近畿地方環境事務所現地災害対策本部会合を開催（第１回会議８月 23 日 16:00～）し、

災害発生に備えた防災体制等について確認。 

８ 地方公共団体における災害対策本部の設置状況 

【岐阜県】 ６月２９日 １６時５５分 災害対策本部設置（継続設置） 

【愛知県】 ８月２３日 １８時４０分 災害対策本部設置 

【三重県】 ８月２３日 １０時０３分 災害対策本部設置 

【京都府】 ６月１８日 １０時００分 災害対策本部設置（大阪府北部を震源とする地

震からの継続設置） 

【岡山県】 ７月 ６日 １６時３０分 災害対策本部設置（7 月豪雨から継続設置） 

【広島県】 ８月２３日 １０時４５分 災害対策本部設置 

     →８月２４日  ２時００分 災害対策本部廃止 

【徳島県】 ８月２３日 １３時３０分 災害対策本部設置 

【愛媛県】 ７月 ７日  ７時００分 災害対策本部設置（7 月豪雨から継続設置） 

【高知県】 ８月２２日 １５時００分 災害対策本部設置 

 

 


