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令和元年台風第 17 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。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

令和元年 9 月 24 日 

7 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報：9月 24 日 7:00 現在） 

(1) 気象の概況 

・19 日に沖縄の南で発生した台風第 17 号は、21 日午前、強い勢力で沖縄地方に接近し

た後、22 日夜には対馬海峡を抜けて日本海に入り、23 日 9 時に日本海で温帯低気圧と

なった。その後は津軽海峡付近を東北東に進み、24 日 6 時には千島近海を東北東に進

んでいる。 

・台風の接近・通過に伴い、沖縄県渡嘉敷村で 32.9 メートルの 大風速を観測するなど、

沖縄地方で 大風速 30 メートル以上の猛烈な風を観測した。また、長崎市野母崎で

大風速 29.2 メートルを観測するなど、西日本の広い範囲で 大風速 20 メートル以上

の非常に強い風を観測したほか、宮崎県延岡市では 22 日に竜巻が発生した。 

・台風周辺の湿った空気や前線の影響で、宮崎市赤江では 1 時間に 109.5 ミリの猛烈な

雨を観測したほか、総雨量では徳島県那賀町木頭で 500 ミリに達するなど、西日本の

太平洋側を中心に大雨となった。 

 (2) 大雨等の状況（9 月 19 日 00 時～9月 24 日 05 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

宮崎県 宮崎市 赤江 109.5 ミリ 21 日 8 時 53 分まで 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭  80.5 ミリ 22 日 10 時 09 分まで 

鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中  78.0 ミリ 20 日 6 時 44 分まで 

宮崎県 宮崎市 宮崎  75.5 ミリ 21 日 9 時 54 分まで 

鹿児島県 鹿児島郡十島村 宝島  75.5 ミリ 21 日 8 時 57 分まで 

長崎県 対馬市 厳原  67.5 ミリ 22 日 20 時 10 分まで 

長崎県 対馬市 美津島  62.5 ミリ 22 日 20 時 01 分まで 

熊本県 球磨郡湯前町 湯前横谷  58.0 ミリ 21 日 21 時 28 分まで 

三重県 多気郡大台町 宮川  57.0 ミリ 22 日 18 時 17 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山  56.0 ミリ 22 日 2 時 58 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 509.5 ミリ 22 日 23 時 00 分まで 

宮崎県 児湯郡西米良村 西米良 417.5 ミリ 22 日 12 時 00 分まで 

熊本県 球磨郡湯前町 湯前横谷 388.0 ミリ 22 日 15 時 10 分まで 
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高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 386.5 ミリ 22 日 20 時 10 分まで 

三重県 多気郡大台町 宮川 381.0 ミリ 23 日 4 時 10 分まで 

三重県 尾鷲市 尾鷲 301.0 ミリ 22 日 20 時 00 分まで 

長崎県 対馬市 厳原 293.5 ミリ 22 日 21 時 50 分まで 

長崎県 対馬市 美津島 292.0 ミリ 22 日 22 時 00 分まで 

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚 276.5 ミリ 22 日 14 時 50 分まで 

高知県 高岡郡津野町 船戸 256.5 ミリ 22 日 20 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 537.5 ミリ 

宮崎県 児湯郡西米良村 西米良 475.0 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 443.5 ミリ 

三重県 多気郡大台町 宮川 434.5 ミリ 

熊本県 球磨郡湯前町 湯前横谷 433.0 ミリ 

三重県 尾鷲市 尾鷲 351.5 ミリ 

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚 333.5 ミリ 

長崎県 対馬市 美津島 319.5 ミリ 

長崎県 対馬市 厳原 312.0 ミリ 

高知県 高岡郡津野町 船戸 304.0 ミリ 

 (3) 強風の状況（9月 19 日 00 時～9 月 24 日 05 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 32.9m/s (南東) 21 日 4 時 59 分 

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 30.9m/s (東南東) 21 日 3 時 29 分 

長崎県 長崎市 野母崎 29.2m/s (南東) 22 日 16 時 00 分 

沖縄県 那覇市 安次嶺 28.3m/s (南南東) 21 日 7 時 13 分 

沖縄県 南城市 糸数 28.3m/s (南南東) 21 日 5 時 28 分 

沖縄県 島尻郡久米島町 北原 27.9m/s (東南東) 21 日 5 時 45 分 

長崎県 大村市 大村 27.3m/s (南) 22 日 19 時 18 分 

和歌山県 和歌山市 友ケ島 27.0m/s (南南東) 23 日 1 時 09 分 

沖縄県 那覇市 那覇 26.7m/s (南東) 21 日 6 時 55 分 

愛媛県 西宇和郡伊方町 瀬戸 25.5m/s (南) 22 日 22 時 49 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 47.7m/s (東南東) 21 日 4 時 54 分 

沖縄県 南城市 糸数 46.9m/s (南南東) 21 日 5 時 27 分 

沖縄県 那覇市 那覇 41.1m/s (南東) 21 日 3 時 55 分 

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 40.6m/s (東南東) 21 日 3 時 38 分 

沖縄県 那覇市 安次嶺 40.6m/s (南東) 21 日 7 時 05 分 

佐賀県 佐賀市 佐賀 40.1m/s (南) 22 日 21 時 57 分 
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沖縄県 島尻郡久米島町 北原 39.6m/s (東南東) 21 日 6 時 27 分 

長崎県 大村市 大村 39.1m/s (南南東) 22 日 19 時 31 分 

長崎県 長崎市 野母崎 39.1m/s (南) 22 日 17 時 26 分 

愛媛県 西宇和郡伊方町 瀬戸 38.4m/s (南) 22 日 22 時 51 分 

 (4) 波浪の状況（9月 19 日 00 時～9 月 24 日 05 時） 

・主な波浪 高値 

【国土交通省港湾局所管】 

 

 

 

 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：9月 24 日 7:00 現在） 

  

３ 避難指示（緊急）及び避難勧告の発令状況（消防庁情報：9 月 23 日 6:00 現在） 

発令されていた避難勧告はすべて解除 

４ 避難所の状況（消防庁情報：9 月 24 日 6:30 現在） 

【佐賀県】１人（１箇所） 

【長崎県】１人（１箇所） 

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：9 月 24 日 6:00 現在） 

停電復旧済み 

イ 都市ガス（経済産業省情報：9 月 24 日 6:00 現在） 

 現時点で被害情報なし 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

長野県 1

鳥取県 1 2 1

島根県 1 1 1

高知県 2

福岡県 10 22

佐賀県 1

長崎県 3 2 12 31

熊本県 1

宮崎県 1 19 483

沖縄県 19 3

1 56 514 12 31 3

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
その他

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

合　計

全壊 半壊
一部
破損

長崎県 伊王島  7.6m 22 日  20 時 00 分 

沖縄県 中城湾  7.0m 20 日  23 時 40 分 

沖縄県 中城湾 7.0m 21 日  1 時 00 分 

秋田県 秋田港 6.3m 23 日 22 時 00 分 

GPS波浪計 宮崎日向沖 6.0m 22 日  18 時 40 分 
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ウ 水 道（厚生労働省情報：9月 24 日 6:30 現在） 

・台風第 17 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。また、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（9/20）。 

・長崎県対馬
つ し ま

市
し

において、配水管破損のため 288 戸が断水中。応急給水を実施中。 

・長崎県諫早市
い さ は や し

において、停電のため 30 戸が断水。応急給水を実施中。 

・引き続き情報収集に努める。 

県・市町村 
断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【長崎県】 

対馬
つしま

市
し

 

 

597 

 

288 
 

9/22～ 

・配水管破損により断水 

・仮設管により復旧作業中 

・応急給水を実施中 

諫早市
いさはやし

 
30 30 9/23～ ・停電により断水 

・応急給水を実施中 

合計 627 318   

 

エ 通信関係（総務省情報：9 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
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・15→9 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。 

福岡県（１→２市町） 

八女市、八女郡広川町 

  長崎県（８→６市町） 

雲仙市、佐世保市、西海市、対馬市、長崎市、諫早市 

熊本県（１市） 

天草市 

  山口県（２→０市） 

※役場エリアの支障なし。 

※合計 69→19 局停波 

（内訳） 

福岡県 4→2 局、佐賀県 2→1 局、長崎県 53→13 局、熊

本県 3 局、大分県 1→0 局、兵庫県 2→0 局、山口県 4

→0 局 

KDDI(au) ・27→2 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。 

広島県（１→0市） 

山口県（４→0市） 

高知県（１→0町） 
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福岡県（３→0市町） 

  佐賀県（３→0市） 

  長崎県（10→1 市町） 

対馬市 

熊本県（２→1市） 

天草市 

  鹿児島県（３→0市町） 

※役場エリアの支障なし。 

※合計 70→5 局停波 

（内訳） 

広島県 1→0 局、山口県 5→0 局、愛媛県 1→0 局、高知

県 2→0 局、福岡県 5→0 局、佐賀県 5→0 局、長崎県 39

→2 局、大分県 2→0 局、熊本県 4→1 局、鹿児島県 4

→1 局、沖縄県 2→1 局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・３→２市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。 

長崎県（３→２市） 

   長崎市、諫早市 

※役場エリアの支障なし。 

※合計 108→42 局停波 

（内訳） 

山口県 22→11 局、福岡県 10→2 局、佐賀県 4→3 局、長

崎県 58→18 局、熊本県 9→3 局、沖縄県 5 局 

 

【PHS】 

・２市町の一部エリアに支障あり。→復旧済み。 

○主な停波原因は回線障害又は停電 

（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。 

カ 放送関係（総務省情報：9 月 24 日 6:30 現在） 

   ＜地上波（テレビ）＞ 

地域 

（局所名） 
事業者名 原因 影響世帯数 現状 

長崎県壱岐市

（郷ノ浦
ごうのうら

） 
長崎放送、長崎国際テレビ 

停電によ

る TTL 受

信機不良 

約 7,000 世帯 復旧済 

長崎県対馬市 

（厳原
いずはら

） 
長崎放送、長崎国際テレビ 

上位局（郷

ノ浦局）停

波による 

約 7,000 世帯 復旧済 
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   ＜ケーブルテレビ＞ 

地域 

（局所名） 
事業者名 原因 影響世帯数 現状 

山口県防府市内

の一部 

山口ケーブルビジョン 

株式会社 
停電 

TV 約 3000 世帯、 

ネット約 1000 世帯 
停波中 

島原市、南島原市 ケーブルテレビジョン島原 
停電、

断線 
５世帯 復旧済 

延岡市北川町 ケーブルメディアワイワイ 断線 900 世帯 復旧済 

長崎市 長崎ケーブルメディア 断線 約 10 世帯 復旧済 

唐津市 唐津ケーブルテレビジョン 停電 69 世帯 復旧済 

那覇市、中頭郡西

原町 
沖縄ケーブルネットワーク 

停電、

断線 
1300 世帯 復旧済 

(2) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：9月 24 日 7:00 現在） 

・被害情報なし 

(3) 道 路（国土交通省情報：9月 24 日 5:00 現在） 

ア 高速道路 

被災：なし 

イ 直轄国道 

被災：なし 

ウ 公社・有料道路 

被災：なし 

エ 補助国道 

被災：１路線３区間 

 

オ 都道府県道、政令市道 

被災：計１１区間 

 島根県２区間（法面崩落１、落石１）、長崎県１区間（倒木１）、熊本県２区間（法

面崩落１、倒木１）、宮崎県５区間（土砂崩れ２、土砂流出３）、大分県１区間（倒

木） 

  ※地域生活に影響を与えている通行止め１区間（長崎県対馬市市道田ノ浜線） 

(4) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：9 月 24 日 5:00 現在） 

（施設被害等） 

ＪＲ九州大村線 川棚～彼岸間道床流出 

（運行状況） 

路線名 区間名 被災状況 備考

国道265号 宮崎県椎葉村 電柱倒壊  9/23 6:00～

国道265号 宮崎県西米良村 路肩決壊  9/23 6:00～

国道265号 宮崎県小林市 土砂流出  9/23 8:00～
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２事業者４路線運転見合わせ中 

  

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

ＪＲ西日本 山陽新幹線 小倉～博多 22日 21:19 23日 3:13

ＪＲ九州 日南線 田吉～志布志 22日 13:10 23日 始発

ＪＲ九州 指宿枕崎線 山川～枕崎 22日 16:00 23日 始発

ＪＲ九州 唐津線 久保田～西唐津 22日 18:00 23日 始発

ＪＲ九州 筑肥線 山本～伊万里 22日 18:50 23日 9:00

ＪＲ九州 筑肥線 筑前前原～唐津 22日 19:20 23日 始発

ＪＲ九州 長崎線 肥前山口～諫早 22日 16:45 23日 13:20

ＪＲ九州 長崎線 諫早～長崎 22日 17:40 23日 始発

ＪＲ九州 佐世保線 肥前山口～早岐 22日 17:40 23日 始発

ＪＲ九州 佐世保線 早岐～佐世保 22日 17:10 23日 始発

ＪＲ九州 大村線 早岐～竹松 22日 16:00 川棚～彼岸間道床流出

ＪＲ九州 大村線 竹松～諫早 22日 16:00 23日 始発

ＪＲ九州 日豊線 佐伯～日向市 22日 8:36 23日 5:20

ＪＲ九州 日豊線 西都城～国分 22日 12:36 23日 始発

ＪＲ九州 日豊線 西都城～鹿児島中央 22日 12:36 22日 16:10

ＪＲ九州 肥薩線 八代～人吉 22日 15:45 22日 17:31

ＪＲ九州 九州新幹線 熊本～鹿児島中央 22日 16:50 22日 19:07

ＪＲ九州 長崎線 鳥栖～佐賀 22日 20:59 23日 始発

ＪＲ九州 鹿児島線 鳥栖～大牟田 22日 21:07 23日 始発

ＪＲ九州 鹿児島線 大牟田～熊本 23日 1:07 23日 9:55

ＪＲ九州 筑豊線 原田～桂川 23日 3:01 23日 13:22

ＪＲ九州 日田彦山線 田川後藤寺～添田 23日 0:23 23日 14:22
熊本電気鉄道 菊池線 全線 22日 17:00 23日 始発
熊本電気鉄道 藤崎線 全線 22日 17:00 23日 始発

松浦鉄道 西九州線 佐々～佐世保 22日 始発 23日 始発

島原鉄道 島原鉄道線 諫早～愛野 22日 14:35 24日 始発

島原鉄道 島原鉄道線 愛野～島原外港 22日 14:35 23日 13:04

くま川鉄道 湯前線 人吉温泉駅～湯前駅 22日 5:39 22日 16:27
長崎電気軌道 全線 全線 22日 18:00 23日 始発
筑豊電気鉄道 筑豊電気鉄道線 全線 22日 23:37 23日 始発

西日本鉄道 天神大牟田線 西鉄福岡～西鉄小郡 22日 20:30 23日 5:00

西日本鉄道 天神大牟田線 西鉄小郡～大牟田 22日 20:30 23日 6:00

西日本鉄道 大宰府戦 全線 22日 20:30 23日 5:00

西日本鉄道 貝塚線 全線 22日 20:30 23日 始発

西日本鉄道 甘木線 全線 22日 20:30 23日 8:00

ＪＲ四国 予土線 窪川～近永 22日 17:02 23日 始発

一畑電車 北松江線 電鉄出雲市～松江しんじ湖温泉 9/22 20:00 23日 10:20

〃 大社線 川跡～出雲大社前 9/22 20:00 23日 10:20

ＪＲ西日本 山陽線 岩国～新山口 9/22 20:30 23日 12:00

ＪＲ西日本 山陽線 新山口～下関 22日 20:30 23日 10:30

〃 山陰線 益田～下関 9/22 18:00 23日 10:00

〃 宇部線 新山口～宇部 9/22 18:00 23日 9:17

〃 美祢線 厚狭～長門市 9/22 18:00 23日 9:00

〃 小野田線 居能～小野田 9/22 18:00 23日 13:10

〃 山口線 新山口～益田 9/22 18:00 23日 9:35

広島電鉄 市内線 全線 9/23 始発から 23日 6:30

〃 宮島線 全線 9/23 始発から 23日 6:25

ＪＲ西日本 福知山線 新三田～谷川 9/23 始発 23日 6:23

山陽電鉄 本線 東二見～高砂 9/23 始発 23日 7:42

ＪＲ西日本 大糸線 南小谷～糸魚川 23日 8:54 23日 16:00

ＪＲ西日本 七尾線 津幡～七尾 23日 14:30 23日 18:20

ＪＲ東日本 信越線 柏崎～柿崎 23日 15:00 23日 20:55

ＪＲ東日本 越後線 吉田～柏崎 23日 15:00 23日 19:59

ＪＲ東日本 弥彦線 東三条～吉田 23日 15:00 23日 21:01

ＪＲ東日本 米坂線 坂町～羽前椿 23日 17:00 24日 始発



8 / 17 

 

イ 空  港（国土交通省情報：9 月 24 日 5:30 現在） 

 ・空港施設：被害なし 

・長崎空港の立入り禁止柵が一部倒壊（応急復旧済み） 

・9月 22 日の欠航便：553 便 

  JAL 130 便、ANA 166 便、その他 257 便 

・9月 23 日の欠航予定便：72 便 

  JAL 9 便、ANA 29 便、その他 34 便 

 ・9 月 24 日の欠航予定は無し 

 ・その他 

   長崎空港周辺で断続的な停電が 9月 22 日夕方発生。商用電源が復帰し、商用電源

が安定したことから発電装置の送電から商用電源に切換を行い通常状態となった。 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：9月 23 日 18:00 現在） 

   ・高速バス 7 事業者で 19 路線運休 10 業者で 21 路線一部運休 

   ・路線バス 3 事業者で 3路線運休 １事業者で１路線一部運休 

エ 海事関係（国土交通省情報：9 月 24 日 5:00 現在） 

  24 事業者 26 航路で運休又は一部運休、135 事業者 140 航路において運航再開 

 (5) 河  川（国土交通省情報：9月 24 日 4:30 現在） 

＜都道府県管理河川＞ 

 一般被害 

 

 

万葉線 新湊港線 越ノ潟～六渡寺 23日 13:45 23日 17:13

万葉線 高岡軌道線 六渡寺～高岡駅 23日 13:45 23日 17:13
あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道線 富山～泊 23日 15:22 23日 17:50

ＪＲ東日本 米坂線 坂町駅～羽前椿駅間 23日 17:00 24日 始発

ＪＲ東日本 羽越線 酒田駅～秋田駅間 23日 18:00 24日 始発

ＪＲ北海道 函館線 新函館北斗～長万部 23日 15:00

ＪＲ北海道 室蘭線 苫小牧～長万部 23日 15:00

ＪＲ北海道 室蘭線 東室蘭～室蘭 23日 15:00

ＪＲ北海道 根室線 釧路～根室 23日 19:00

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 床下
原因

全壊 半壊
原因

面積
（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)

長崎 佐護
さご

川
がわ

佐護
さご

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 三根
みね

川
がわ

三根
みね

川
がわ

対馬
つしま

市
し

調査中 浸水解消済み

長崎 三根
みね

川
がわ

田
た

志
し

川
がわ

対馬
つしま

市
し

調査中 浸水解消済み

長崎 伊奈
いな

川
がわ

伊奈
いな

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 一重
ひとえ

川
がわ

一重
ひとえ

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 加
か

志
し

川
がわ

加
か

志
し

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 佐
さ

須
す

川
がわ

佐
さ

須
す

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 鹿
しし

見
み

川
がわ

鹿
しし

見
み

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 瀬
せ

川
がわ

瀬
せ

川
がわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み

長崎 豊川
とよかわ

豊川
とよかわ

対馬市
つしまし

調査中 浸水解消済み
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 (6) 土砂災害（国土交通省情報：9月 24 日 4:30 現在） 

土砂災害発生状況 

  ・がけ崩れ 

    

 (7) 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：9月 24 日 5:00 現在） 

・港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況 

  
  ・クルーズ船の寄港への影響 

   抜港（９港）、入港日変更（１港）が発生 

  （抜港：石垣港（9/20）、那覇港（9/21）、長崎港（9/21）、高松港（9/21）、平良港

（9/22）、博多港（9/23）、北九州港（9/23）、新潟港（9/23）、秋田港（9/24））

（入港日変更：広島港（9/22→9/21）） 

 (8) 医療関係（厚生労働省情報：9月 24 日 6:30 現在） 

  ・各都道府県に対し、台風第 17 号に関する避難勧告等が出されている市町村の医療機関

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把握した

場合は報告するよう連絡を行った（9/20）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (9) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：9月 24 日 6:30 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、台風第 17 号に伴い、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（9/20）。

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。 

  イ 人工呼吸器在宅療養難病患者 

    各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第 17 号に伴い、特に在宅で人工呼吸器

を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時

における報告を要請した（9/20）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患

者への被害情報の把握について協力を依頼した（9/20）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

宮崎県 1件 宮崎市 1件 大塚台東一丁目 - - - - -

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

長崎県 1件 新上五島町 1件 浜泊 - - - - - 1戸

-

合計 2件 - - - - - 1戸

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 被害状況等

長崎県
長崎港湾・空
港整備事務所

重要 長崎港
【小ヶ倉柳地区】
・浮桟橋のアンカーが破損。応急復旧済み（9/23）。

長崎県 長崎県 地方 早岐港
【HTB地区】
・マリーナの浮桟橋が被災。
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  ウ その他 

   ・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。 

・保健衛生施設等の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (10) 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係（厚生労働省情報：9月 24日 6:30 現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、台風第 17 号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚

起と薬局関係の被害情報等の収集を依頼した（9/20）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

イ 輸血用血液製剤 

   ・日本赤十字社に対し、台風第 17 号の接近についての注意喚起とともに、被害情報等

の収集と共有を行うよう依頼した（9/20）。引き続き情報収集に努める。 

   ・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

ウ 毒物劇物関係 

・各都道府県に対し、台風第 17 号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚

起と毒物劇物関係の被害情報等の収集を依頼した（9/20）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (11) ダム・ため池（農林水産省情報：9 月 24 日 7:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (12) 農林水産関係（農林水産省情報：9 月 24 日 7:00 現在） 

・農業用ハウスの損壊、水稲の倒伏（宮崎県） 

 (13) 災害廃棄物等関係（環境省情報：9 月 24 日 7:00 現在） 

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

 (14) コンビニ・スーパー（経済産業省情報：9月 24 日 6:00 現在） 

・現時点で被害情報なし 

 (15) 文教施設関係（文部科学省情報：9 月 24 日 7:00 現在） 

・各都道府県教育委員会において情報収集中。 
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６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・9月 20 日 14:30 情報連絡室設置 

(2) 関係省庁災害警戒会議の実施 

・9月 20 日 14:30 令和元年台風第 17 号に係る関係省庁災害警戒会議 

・9月 22 日 17:00 令和元年台風第 17 号に係る関係省庁災害警戒会議（第 2回） 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・9月 20 日 14:30 内閣府情報連絡室設置 

(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（9/20 14:30） 

・関係県警察では、所要の警備体制を確立（9/20～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係県警察は、関連情報の収集を実施（9/20～） 

(3) 消 防 庁の対応 

９月２０日１３時５０分 都道府県に対し、台風第１７号の接近に備え、庁舎等の自家

発電設備の燃料確保、住民への情報伝達手段の確保等、防災

体制に万全を期すよう要請する「台風第１７号への対応につ

いて」を発出 

 １４時３０分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次応

急体制） 

     １６時２４分 都道府県、指定都市に対し「台風第１７号や前線についての

警戒情報」を発出 

９月２２日１７時０２分 都道府県、指定都市に対し「台風第１７号や前線についての

警戒情報」を発出 

  ＜地元消防機関の対応＞ 

   地元消防機関(消防本部、消防団)により、救助・救急活動のほか、早期避難の呼びか

け、警戒活動等を実施 

(4) 防 衛 省の対応  

・２３日 15:00、長崎県知事から対馬警備隊長に対し、給水支援に係る災害派遣要請、同

時刻受理。 

・陸上自衛隊対馬警備隊(対馬(長崎))が、１５時３０分頃から対馬市内において水トレ

ーラ（１ｔ）×３両により給水支援活動を実施。 

・対馬市役所においてＬＯ（２名）が情報収集活動中。 

・２３日 20:00、断水の復旧の見込みが立ったため、長崎県知事から撤収要請。 

※給水量：約４．７トン 
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※陸自・対馬警備隊が対馬市役所に派遣した連絡員（ＬＯ）についても撤収済み。 

 

○部隊の態勢等（24 日 7:00 現在） 

・各部隊の態勢は、地域の気象状況等に応じて必要な情報収集・待機等の態勢 

（令和元年８月の前線に伴う大雨に係る対応から引き続き以下の自治体に対し、ＬＯ

を派遣中） 

 佐賀県庁：第４師団司令部（福岡（２名））・西部方面混成団（久留米（２名））・佐

世保地方総監部（佐世保（１名））・春日基地（福岡県春日市（１名）） 

武雄市役所：第４師団司令部（福岡（２名））・西部方面混成団（久留米（２名）） 

 大町町役場：第４師団司令部（福岡（４名））・西部方面混成団（久留米（２名））・

佐世保地方総監部（佐世保（１名）） 

・以下の部隊等において情報収集態勢等を強化中 

○陸上自衛隊（３） 

  西部方面戦車隊（大分県玖珠郡玖珠町）、対馬警備隊（長崎県対馬市）、第４３普

通科連隊（宮崎県都城市）、 

 （令和元年８月の前線に伴う大雨に係る対応から引き続き情報収集態勢を強化中の

部隊） 

  西部方面総監部（熊本県熊本市）、第４師団司令部（福岡県春日市）、第４１普通

科連隊（大分県別府市）、第４後方支援連隊（福岡県春日市）、第４施設大隊（長崎

県大村市）、第４高射特科大隊（福岡県久留米市）、第４飛行隊（佐賀県神埼郡吉野

ヶ里町）、第４偵察戦闘大隊（福岡県春日市）、第４通信大隊（福岡県春日市）、第４

特殊武器防護隊（福岡県春日市）、第８師団司令部（熊本県熊本市）、第８飛行隊（熊

本県上益城郡益城）、第８後方支援連隊（熊本県熊本市）、第８特殊武器防護隊（熊

本県熊本市）、九州補給処（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町） 

 ○海上自衛隊（３）  

  八戸航空基地（青森県八戸市）、江田島基地（広島県江田島市）、佐伯基地（大分

県佐伯市）、 

○航空自衛隊（９） 

加茂分屯基地（秋田県男鹿市）、大湊分屯基地（青森県むつ市）、奥尻屯基地（北

海道奥尻郡奥尻町）、襟裳分屯基地（北海道幌泉郡えりも町）、山田分屯基地（岩手

県下閉伊郡山田町）、串本分屯基地（和歌山県東牟婁郡串本町）、峯岡山分屯基地（千

葉県南房総市）、大滝根山分屯基地（福島県双葉郡川内村）、佐渡分屯基地（新潟県

佐渡市） 

(5) 海上保安庁の対応  

9 月 20 日 1430 海上保安庁対策室設置 
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        第十管区海上保安本部対策室設置 

9 月 21 日 2100 第七管区海上保安本部情報連絡室設置 

※その他、各管区海上保安本部にて非常配備及び警戒配備を発令して対応 

（9月 24 日 4:30 現在、発令管区・部署等なし） 

○投入勢力等 

 ・巡視船艇・航空機 

①巡視船艇 1 隻【延べ 596 隻】 

②航 空 機 0 機【延べ 61 機】 

   ・人員 

    ①特殊救難隊 0 名【延べ 24 名】 

②機動救難士 0 名【延べ 46 名】 

・リエゾン（現地連絡員） 

 0 名【延べ 6名】 

○航行警報等の発出状況（５項目に重複するものを除く） 

・航行警報   24 件[継続中 3件] 

・海の安全情報 19 件[継続中 11 件] 

(6) 総 務 省の対応  

  ・９月 20日(金)14 時 30 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

＜事業者の対応＞ 

○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。 

  （２）避難所等支援 

携帯電話等貸出状況 

・NTT ドコモ：携帯電話 10 台 

 (7) 文部科学省の対応 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9月 19 日 23 時 29 分） 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9月 20 日 14 時 34 分） 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9月 21 日 15 時 37 分） 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請。（令和元年 9月 22 日 15 時 6 分） 
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(8) 厚生労働省の対応 

・9/20  16:30  厚生労働省災害情報連絡室設置 

・医療関係全般 

   ９月 21 日 沖縄県   12:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

９月 21 日 熊本県   20:40   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月 23 日 EMIS 通常モードに切り替え 

９月 22 日 広島県   10:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月 23 日 EMIS 通常モードに切り替え 

９月 22 日 宮崎県   10:11   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月 23 日 EMIS 通常モードに切り替え 

９月 22 日 佐賀県   21:22   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→９月 23 日 EMIS 通常モードに切り替え 

 (9) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省災害情報連絡室設置（９月 20 日 14:30） 

＜地方農政局等＞ 

・沖縄総合事務局災害対策本部を設置（９月 20 日 10:00） 

（情報連絡体制の確保と被害情報の収集を指示） 

・九州農政局災害情報連絡本部を設置（９月 20 日 15:00） 

（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

＜森林管理局＞ 

・九州森林管理局に災害情報連絡室を設置（９月 20 日 15:00） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

【地方公共団体等に対する情報提供】 

・農村振興局が「台風第 17 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」を通知（令和元年９月 19 日） 

・生産局が「台風第 17 号の接近及び大雨等による農作物等の被害防止に向けた注意喚起

について」を通知（令和元年９月 20 日） 

・経営局が「台風第 17 号の接近及び大雨等による農作物等の被害防止に向けた注意喚起

及び農業保険の対応について」を通知（令和元年９月 20 日） 

(10) 国土交通省の対応 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（9/20、9/22） 

・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 17 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（9/20） 

  ・ホットライン 
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   9/20 38 自治体（福岡県 2、佐賀県 7、長崎県 1、熊本県 2、宮崎県 10、鹿児島県 16 自

治体）と構築済 

9/21：26 自治体（沖縄県（10 市 4 町 12 村））と構築済 

9/22：45 自治体（福岡県 26、佐賀県 4、長崎県 4、熊本県 3、大分県 6、宮崎県 2）と

構築済 

9/22：２事業者（九州電力、JR 九州）と構築済 

9/22：11 自治体（徳島県：美馬市、吉野川市、阿波市、阿南市、那賀町、つるぎ町、

神山町、美波町、牟岐町、海陽町、佐那河内村） 

9/22：2 自治体（愛媛県：大洲市、西予市） 

9/22：2 自治体（高知県：高知市、土佐市、南国市、香南市、香美市、安芸市、四万十

市、宿毛市、土佐清水市、室戸市、仁淀川町、越知町、佐川町、四

万十町、黒潮町、梼原町、津野町、大月町、三原村、いの町、日高

村、本山町、大川村、大豊町、土佐町、東洋町、北川村、馬路村、

奈半利町、田野町、安田町、芸西村、中土佐町） 

9/22：19 自治体（鳥取県（4市 14 町 1 村））と構築済 

9/22：19 自治体（島根県（8市 10 町 1 村））と構築済 

9/22：23 自治体（広島県（14 市 9 町））と構築済 

9/22：19 自治体（山口県（13 市 6 町））と構築済 

9/22：22 自治体（茨城県（16 市 5 町１村））と構築済 

9/22：22 自治体（栃木県（13 市 9 町））と構築済 

9/22：24 自治体（群馬県（6市 12 町 6 村））と構築済 

9/22：40 自治体（埼玉県（21 市 18 町１村））と構築済 

9/22：51 自治体（千葉県（35 市 15 町 1 村））と構築済 

9/22：15 自治体（東京都（3区 11 市 1 町））と構築済 

9/22：29 自治体（神奈川県（17 市 11 町 1 村））と構築済 

9/22：27 自治体（山梨県（13 市 8 町 6村））と構築済 

9/22：23 自治体（長野県（11 市 6 町 6村））と構築済 

9/23：4自治体（佐賀県（1県）、長崎県（1県）、大分県（1市）、宮崎県（1市））と構築済 

9/23：12 自治体（徳島県（5市 6町 1村））と構築済 

9/23：4 自治体（石川県(2 市 2 町)）と構築済 

9/23：9 自治体（富山県(7 市 2 町)）と構築済 

9/23：5 自治体（新潟県(2 市 1 町 2 村)）と構築済 

9/23：2 事業者（北陸電力、東北電力）と構築済 

9/23：40 自治体（青森県（10 市 22 町 8 村））と構築済 

9/23：13 自治体（秋田県（6市 6町 1村））と構築済 

9/23：5 自治体（山形県（2市 3町））と構築済 

  ・災害対策用ヘリコプター 

   9/23 災対ヘリ（はるかぜ） 天候により調査中止（宮崎県（延岡市ほか）） 
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9/23 災対ヘリ（愛らんど号） 天候により調査中止（四国地方） 

9/24 災対ヘリ（はるかぜ） 上空調査予定（宮崎県（延岡市ほか）） 

9/23 災対ヘリ（愛らんど号） 上空調査予定（四国地方） 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ 255 人・日派遣（9/19～）】（24 日 6:30 時点） 

    TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 97 人・日派遣（9/22～）（28 人派遣中） 

    TEC-FORCE（JETT）の派遣   のべ 134・日派遣（9/19～）（8人派遣中） 

    TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 24 人・日派遣（9/23～）（13 人派遣中） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ １６台・日派遣（9/22～23）】 

   全台撤収済（24日 5:00時点） 

  ・資機材提供（24 日 6:00 時点） 

   土のう（普通：製作済） 1,600袋 （延岡市提供済） 

ブルーシート 200枚 （延岡市提供済） 

土のう袋（普通：空袋） 1,000袋 （延岡市提供済） 

  ・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： 

北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町 

山形県鶴岡市（南部） 

新潟県村上市 

熊本県和水町 

通常基準の８割： 

北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町 

山形県鶴岡市（北部） 

鹿児島県鹿児島市 

(11) 気 象 庁の対応 

・台風第 17 号及び千葉県・伊豆諸島における気象の見通しに関して報道発表（9/19 17:00）

及び記者会見を実施（9/20 11:00） 

・各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会やホットライン等の実施に

より地方公共団体の防災対応を支援。 

・JETT（気象防災対応支援チーム）を以下の 19 道県の地方公共団体へ派遣（9月 19 日～） 

（派遣先：北海道・渡島総合振興局・留萌振興局・胆振総合振興局・宗谷総合振興局、

青森県、山形県、新潟県、石川県、静岡県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、愛媛

県、福岡県、佐賀県・武雄市・大町町、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

沖縄県・宮古島市 のべ 89 人）  ※TEC-FORCE の内数 

・宮崎県延岡市で発生した突風に関して、気象庁機動調査班（JMA-MOT）を現地に派遣し
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て調査を実施。（9/22:2 班計 6 名、9/23:3 班計 10 名） 

・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。 

(12) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（9 月 20 日） 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から各地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（9月 20 日）。 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を各都道府県に発出するとともに、各地方

自治体が策定した災害廃棄物処理計画の事前確認について周知（9月 20 日）。 

 令和元年台風第17号による初動時の対応及びこれまでに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について 

 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

 【三重県】９月２２日 １５時１１分 設置 → ９月２３日 ７時５６分 廃止 

 【広島県】９月２２日 １０時００分 設置 → ９月２３日 ７時００分 廃止 

【沖縄県】９月２２日 １６時３０分 設置 → ９月２３日１４時１５分 廃止 

 

 


