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平成 28 年台風第７号によ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 28 年 11 月 16 日 

1 4 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

１ 気象状況（気象庁情報 11 月 16 日 12:00 現在） 

(1) 気象の概況 

【概要】 

○台風第７号は、８月１４日３時に北マリアナ諸島の西海上で発生した後、北上して関東の東

海上から三陸沖を進み、１７日１７時３０分頃に北海道襟裳岬付近に上陸して北海道を縦断

し、１８日３時にサハリン付近で温帯低気圧となった。 

○台風や前線の影響で、８月１６日０時から１８日６時までの降水量が北海道白老町森野で２

３４．０ミリ、福島県福島市鷲倉で２２８．０ミリに達するなど、北日本を中心に大雨とな

った。 

○また、北海道釧路市釧路で最大風速３１．８メートル、最大瞬間風速４３．２メートルを観

測するなど、北海道では猛烈な風が吹いた所があった。 

(2) 大雨等の状況（8月 16 日 00 時～8月 18 日 06 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 
高知県 室戸岬 84.0 ミリ 16 日 16 時 55 分まで 

栃木県 宇都宮 83.0 ミリ 18 日 3 時 14 分まで 

和歌山県 色川 73.0 ミリ 17 日 17 時 01 分まで 

千葉県 勝浦 70.5 ミリ 16 日 21 時 05 分まで 

茨城県 土浦 65.5 ミリ 17 日 2 時 09 分まで 

京都府 京田辺 65.0 ミリ 16 日 18 時 26 分まで 

茨城県 美野里 64.5 ミリ 17 日 1 時 27 分まで 

石川県 金沢 59.0 ミリ 16 日 16 時 07 分まで 

千葉県 香取 58.0 ミリ 16 日 23 時 51 分まで 

北海道 白老 56.5 ミリ 17 日 15 時 33 分まで 

茨城県 水戸 56.5 ミリ 17 日 1 時 15 分まで 

千葉県 成田 56.5 ミリ 17 日 0 時 01 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 
北海道 森野 228.5 ミリ 17 日 18 時 30 分まで 

福島県 鷲倉 215.5 ミリ 17 日 18 時 50 分まで 

北海道 ぬかびら源泉郷 192.5 ミリ 18 日 2 時 10 分まで 

北海道 登別 192.5 ミリ 17 日 18 時 50 分まで 

青森県 野辺地 182.5 ミリ 18 日 1 時 30 分まで 

北海道 白老 181.5 ミリ 17 日 18 時 00 分まで 

福島県 川前 179.5 ミリ 17 日 20 時 10 分まで 

北海道 カルルス 178.0 ミリ 17 日 18 時 50 分まで 

福島県 川内 177.0 ミリ 17 日 16 時 10 分まで 

青森県 六ケ所 172.0 ミリ 17 日 19 時 20 分まで 
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岩手県 大槌 172.0 ミリ 17 日 15 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 
北海道 森野 234.0 ミリ 

福島県 鷲倉 228.0 ミリ 

北海道 中杵臼 207.5 ミリ 

北海道 ぬかびら源泉郷 197.0 ミリ 

北海道 登別 193.5 ミリ 

北海道 阿寒湖畔 191.0 ミリ 

北海道 幌満 185.0 ミリ 

北海道 白老 185.0 ミリ 

福島県 川前 184.0 ミリ 

青森県 野辺地 183.0 ミリ 

・主な風速 

北海道 釧路 31.8m/s (南) 17 日 19 時 46 分 

北海道 知方学 25.7m/s (南) 17 日 19 時 05 分 

北海道 大津 24.7m/s (南南東) 17 日 18 時 30 分 

北海道 えりも岬 24.1m/s (南南東) 17 日 17 時 16 分 

北海道 鶴丘 24.0m/s (南南東) 17 日 19 時 12 分 

北海道 弟子屈 21.6m/s (南南東) 17 日 20 時 00 分 

北海道 紋別小向 21.5m/s (西北西) 17 日 22 時 40 分 

北海道 小清水 21.0m/s (南南東) 17 日 20 時 10 分 

北海道 白糠 19.6m/s (南南東) 17 日 19 時 26 分 

青森県 八戸 19.6m/s (北西) 17 日 14 時 19 分 

・主な瞬間風速 

北海道 釧路 43.2m/s (南) 17 日 19 時 45 分 

北海道 えりも岬 39.6m/s (南南東) 17 日 17 時 10 分 

北海道 知方学 35.8m/s (南) 17 日 19 時 01 分 

北海道 紋別小向 34.0m/s (西北西) 17 日 22 時 38 分 

北海道 大津 34.0m/s (南南東) 17 日 18 時 17 分 

北海道 白糠 33.4m/s (南) 17 日 18 時 58 分 

北海道 弟子屈 33.1m/s (南) 17 日 19 時 39 分 

北海道 鶴丘 32.9m/s (南) 17 日 19 時 24 分 

北海道 宇登呂 31.1m/s (南南東) 17 日 21 時 09 分 

北海道 小清水 31.1m/s (南南東) 17 日 20 時 04 分 

(3) 波浪の状況（8月16日00時～8月18日06時） 

・主な波浪最高値 
福島県 小名浜港 6.7m 17 日 6 時 20 分 

北海道 釧路港 9.5m 17 日 22 時 00 分 

GPS 波浪計 岩手中部沖 9.2m 17 日 13 時 40 分 

GPS 波浪計 岩手南部沖 8.6m 17 日 13 時 00 分 

GPS 波浪計 福島県沖 8.2m 17 日 6 時 00 分 

GPS 波浪計 宮城北部沖 8.0m 17 日 11 時 20 分 

GPS 波浪計 宮城中部沖 7.9m 17 日 9 時 40 分 
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GPS 波浪計 岩手北部沖 6.9m 17 日 15 時 20 分 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：10 月 4 日 17:00 現在） 

(1) 人的被害 

北海道：軽傷３名 

岩手県：軽傷２名 

(2) 住家被害 

北海道：半壊 ３棟、一部破損 ８棟 

床上浸水４０棟、床下浸水７８棟 

青森県：床上浸水 ５棟、床下浸水１７棟 

岩手県：床下浸水 １棟 

宮城県：床下浸水 ３棟 

秋田県：床下浸水 １棟 

福島県：床上浸水１７棟、床下浸水２０棟 

茨城県：床下浸水 ７棟 

栃木県：床下浸水 ４棟 

鳥取県：床下浸水 ４棟 

３ 避難の状況（消防庁情報：10 月 4 日 17:00 現在） 

(1) 避難指示・避難勧告の状況（台風7号及び8月16日からの大雨により発令された市

町村） 

  

４ その他の状況 
(1) 土砂災害（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

○土砂災害発生状況６件（１道２県） 

がけ崩れ 

 

都道府県名 避難指示 避難勧告

北海道 足寄町
函館市　白老町　本別町　足寄町
浦幌町  様似町　士別市

青森県 野辺地町　 東通村　 むつ市

岩手県 大槌町　 宮古市
盛岡市　 陸前高田市　 釜石市　 宮古市
二戸市　 住田町　 普代村

合計 6件 名 名 名 戸 戸 戸

- - - -

風間浦村 1件 - - - - - -

千葉県 2件
勝浦市 1件 - - - - - -

大綱白里市 1件 - - - - - -

都道府県名 市町村名
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

北海道 1件 函館市 1件 - - - - - -

青森県 3件
野辺地町 2件 - -
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(2) 河川（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

ア 出水状況 

【国管理河川の出水状況】 

１）現在、計画高水位を超えている河川 

・現時点でなし 

２）現在、避難判断水位を超えている河川 

・現時点でなし 

３）現在、はん濫注意水位を超えている河川 

・現時点でなし 

【都道府県管理河川の出水状況】 

１）現在、計画高水位を超えている河川 

・現時点でなし 

イ 被害状況 

○一般被害 

【国管理河川】 

 

【都道府県管理河川】 

北海道 天塩川 天塩川
音威子
府村

内水 1.70
筬島樋門
浸水解消済み

北海道 常呂川 ﾄｺﾛﾎﾛﾅｲ 北見市 内水 0.33
畑地が浸水
浸水解消済み

北海道 天塩川 天塩川 美深町 内水 0.02
小車第2樋門
浸水解消済み

北海道 天塩川 天塩川
音威子
府村

内水 2.80
茨内樋門
浸水解消済み

内水 2.50
士別左岸第1樋門
浸水解消済み

北海道 天塩川 天塩川 美深町 内水 0.70
美深パンケ右岸樋門
浸水解消済み

北海道 天塩川 天塩川 美深町 内水 0.20
大手樋門
浸水解消済み

整備局 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
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約

ha)

北海道 石狩川 厚別川 江別市 内水
約

63.6h
a

被害作物はタマネギが中心で一部
牧草である。（聞き取り）
浸水解消済み

北海道 天塩川 天塩川 士別市
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○河川管理施設等被害 

【国管理河川】 

 
【都道府県管理河川】 

北海道 十勝川 足寄川 足寄町 溢水 35 15 溢水 8.10

北海道 様似川 様似川 様似町 内水 2 36 内水 5.00

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
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約

ha)

茨城 那珂川 石川川 水戸市 溢水 18
県道橋冠水通行止め（冠水、浸水
ともに解消済み）

岩手県 気仙川 気仙川 陸前高田市 内水 0.1

山形県 最上川 朧気川 尾花沢市 溢水 0.01

青森県 田名部川 田名部川 東通村 溢水 2

青森県 田名部川 青平川 東通村 溢水 3.5
目名地区（1ha）
目屋地区（2.5ha）

北海道 十勝川 螺湾川 足寄町 溢水 1 溢水 0.20

青森県 高瀬川 坪川 七戸町 溢水 7

北海道 常呂川 訓子府川 置戸町 溢水 0.80

北海道 石狩川 小野津幌川 札幌市 溢水 0.50

北海道 常呂川 無加川 北見市 溢水 1.10

北海道 常呂川 ペンケビバウシ川 北見市 溢水 0.50

北海道 石狩川 十五号川 旭川市 溢水 0.50

北海道 北見幌別川 ペンケナイ川 枝幸町 溢水 1 溢水 0.80

北海道 北見幌別川 北見幌別川 枝幸町 内水 0.70 倉庫浸水　2戸、パークゴルフ場

北海道 十勝川 茂発谷川 幕別町 溢水 8.00

北海道 常呂川 常呂川 北見市 左岸 23.0 その他
堤防法尻部からの気泡を確認。現在、釜段
工を実施済み。

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

左右岸 KP 状　態
数　量
(約m)

北海道 釧路川 釧路川 標茶町 左岸 42.2 法崩れ L=6m 堤防川裏法面の亀裂箇所にシート張工実施済み。
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(3) ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省情報：8月 17 日 08:45 現在） 

○東北電力（17 日 8 時 15 分時点） 

①停電戸数：２，２６０戸 

宮城県仙台市、石巻市、女川町、栗原市、 

福島県二本松市、田村市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町北海道電力 

※関東の停電は復旧済み 

イ 通信関係（総務省情報：11 月 15 日 17:00 現在） 

 事業者（サービス

名） 

被害状況等 最大被害数 ※１ 

固
定

（
注

NTT 東日本 ・被害なし。 ・被害なし。 

NTT 西日本 ・被害なし。 ・被害なし。 

北海道 十勝川 螺湾川 足寄町 洗掘 6 経過観察

北海道 十勝川 足寄川 足寄町 洗掘 10 経過観察

北海道 十勝川 稲牛川 足寄町 洗掘 2 経過観察

北海道 十勝川 居辺川 士幌町 洗掘 2 応急対策実施完了

北海道 十勝川 茂発谷川 幕別町 洗掘 2 応急対策実施完了

北海道 十勝川 ウオップ川 士幌町 洗掘 1 応急対策実施完了

北海道 十勝川 親牛別川 池田町 洗掘 1 応急対策実施完了

北海道 歌別川 歌別川 えりも町 洗掘 1 経過観察

北海道 三石川 三石川 新ひだか町 洗掘 1 経過観察

山形県 最上川 赤松川 大蔵村 左岸 -
河岸
洗掘

1
大型どのう・侵入禁止バリケード設置
応急対策実施済み　L=30m

北海道 向別川 向別川 浦河町 洗掘 1 経過観察

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

左右岸 KP 状　態
数　量
(件数)

北海道 湧別川 武利川 遠軽町 洗掘 3 応急対策実施完了

北海道 十勝川 浦幌川 浦幌町 洗掘 2 経過観察

北海道 北見幌別川 北見幌別川 枝幸町 洗掘 1 経過観察

北海道 十勝川 清水川 陸別町 洗掘 1 経過観察

北海道 十勝川 陸別川 陸別町 洗掘 3 経過観察

北海道 十勝川 ペンケ仙美里川 本別町 洗掘 8 経過観察

北海道 十勝川 本別川 本別町 洗掘 1 経過観察

北海道 十勝川 茂足寄川 足寄町 洗掘 3 経過観察

北海道 十勝川 芽登川 足寄町 洗掘 1 経過観察

北海道 十勝川 茂螺湾川 足寄町 洗掘 1 経過観察
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NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし。 ・被害なし。 

KDDI ・被害なし。 ・被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし。 ・被害なし。 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・１局（北海道：１局→復旧済み）

が停波。 

→復旧済み 

 

・１１局（北海道：１１局）が停

波。 

  ※北海道釧路市、十勝郡
と か ち ぐ ん

浦幌町
うらほろちょう

、足寄郡
あしょろぐん

足寄町
あしょろちょう

・

陸別町
りくべつちょう

、中川郡
なかがわぐん

本別町
ほんべつちょう

、

白糠郡
しらぬかぐん

白糠町
しらぬかちょう

の一部にお

いてエリアカバーされて

いない可能性あり。 

KDDI(au) ・復旧済み。 ・１４局（北海道：１４局）が停

波。 

※隣接局にてエリアカバー

されサービス影響なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 

・復旧済み。 

【PHS】 

・被害なし。 

【携帯電話】 

・３４局（北海道：３４局）が停

波。 

※隣接局にてエリアカバー

されサービス影響なし。 

【PHS】 

・被害なし。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・２局（茨城県：復旧済み、栃木

県：１局→復旧済み、北海道：

１局→復旧済み）が停波 

→復旧済み。 

 

・９局（茨城県：８局、栃木県：

２局、北海道：５局）が停波。

※茨城県水戸市、神栖市
か み す し

、栃

木県宇都宮市、北海道富良

野市、釧路市、美唄市
び ば い し

、

中川郡
なかがわぐん

本別町
ほんべつちょう

、 白糠郡
しらぬかぐん

白糠町
しらぬかちょう

の一部においてエ

リアカバーされていない

可能性あり。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ・被害なし。 ・被害なし。 

◯主な原因は停電及び伝送路断 

（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 

※１ 総務省への報告値の中で最大のもの（被害局数の最大値と県ごとの被害局数の最大値）を記載 

ウ 放送関係（総務省情報：11 月 15 日 17:00 現在） 

○ＡＭラジオ 

・ＮＨＫ第１及びＮＨＫ第２ 
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北海道釧路市内の送信所への落雷により停波。現在は仮復旧。 

影響世帯数：ＮＨＫ第１ 205,593 世帯、ＮＨＫ第２ 142,720 世帯 

→復旧済み 

○ケーブルテレビ 

・釧路ケーブルテレビ株式会社 

北海道釧路市及び釧路郡釧路町において停波（台風７号による停電のため）。 

影響世帯数：1,600 世帯 →復旧済み 

・帯広シティーケーブル 
北海道本別町において停波（土砂崩れ等によるケーブルの断線のため）。 
影響世帯数：十数世帯程度 

本日(8/19)中に復旧予定→復旧済み 

(4) 道 路（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

ア 高速関係 

・被害による通行止め：なし 

イ 直轄関係 

・被災による通行止め：なし 

ウ その他の道路 

（１）補助国道 

・被災による通行止め：なし 

（２）都道府県・政令市道（11 月 16 日 10:00） 

・被災による通行止め：計 22 区間 

北海道 ２区間（土砂流出１、法面崩落１） 

福島県 １区間（道路崩壊１） 

(5) 交通機関（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

ア 鉄道関係 

・施設被害なし 

・運転休止線区なし 

イ 海事関係 

・被害情報なし 

ウ 航空関係 

・欠航便なし 

(6) 郵政関係（総務省情報：11 月 15 日 17:00 現在） 

・当時の被害は解消済み 

(7) 公営住宅等関係（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

・北海道内の公営住宅 1 団地(4 戸)で床上浸水。 
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(8) 公園（国土交通省情報：11 月 16 日 10:00 現在） 

・国営公園 

 

(9) 文教施設（文部科学省情報：9月 29 日 10:00 現在） 

都道府県名 
国立学校施設 

（校） 

公立学校施設

（校） 

私立学校施設

（校） 

社会教育・体育、 

文化施設等（施設）

文化財等 

（件） 

独立行政法人等

（施設） 
計 

北海道 3 52  16   71 

岩手県  4     4 

福島県  6  1   7 

茨城県  1     1 

東京都 
 

  2  
 

2 

計 3 63  19   85 

1 都 1 道 3

県 

大学 3 

高専 1 

小 25 

中 22 

高 12 

特別 4 

 社教 2 

社体 15 

文化 2 

   

※主な被害状況：校舎等の浸水、屋根破損、倒木 

(10) 農林水産関係（農林水産省情報：11 月 15 日 12:00 現在） 

区分 主な被害 被害数 被害額

(億円)

被害府県 

(現在 12 府県より報告あり) 

農作物等 農作物等 7,606ha 31.1 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、

茨城 

生乳 126 トン 0.1 北海道 

農業用ハウス 173 件 0.5 北海道、岩手 

畜舎等 457 件 1.8 北海道、岩手 

共同利用施設 3 件 0.7 北海道 

小計  34.1  

農地・農業用

施設関係 

農地の損壊 189 箇所 3.8 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、

山形、福島、栃木 

農業用施設等の

損壊 

422 箇所 8.4 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、

山形、福島、栃木、千葉 

小計  12.2  

林野関係 林地荒廃 48 箇所 38.7 北海道、青森、福島、栃木、群馬、

長野 

治山施設 11 箇所 1.2 北海道、栃木 

林道施設等 247 箇所 3.1 北海道、青森、岩手、宮城、福島 

森林被害 2,200ha 4.8 北海道 

木材加工・流通

施設 

８箇所 0.2 北海道 

特用林産物施設 １箇所 0.0 北海道 

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

茨城県 ひたちなか市

関東地方整
備局国営常
陸海浜公園
事務所

国営常陸海浜公
園

園内サイクリングロードとバーベキュー広場が

冠水

8/17は通常開園した
が、冠水箇所のみ終

日利用不可とした。サ

イクリングロードにおい

ては一部箇所でポンプ
排水を行った。
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小計  48.0  

水産関係 漁船 １隻 0.0 岩手 

漁具 １件 0.2 宮城 

水産物 17 トン他 0.0 宮城、福島 

養殖施設 １台 0.0 宮城 

漁港施設 ２漁港 0.1 岩手 

小計  0.3  

合計  94.7  

注：現時点で県等から報告があったものを記載しており、引き続き調査中。 

５ 政府の主な対応 

⑴ 関係省庁災害警戒会議の実施 

８月１６日 13:30 平成 28 年台風第７号に係る関係省庁災害警戒会議を開催 

⑵ 激甚災害の指定 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を激甚

災害として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置を指定する政令を閣議決定 

○平成 28 年 8 月 16 日から 9 月 1 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災

害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（9月 16 日閣議決定、9 月 23 日公

布・施行） 

≪激甚災害（本激）の指定と適用措置≫ 

対  象：全国を対象 

適用措置：公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業

等に係る補助の特別措置、農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特

例、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助、私立学校施設災害復旧事業

に対する補助、市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例、小災害

債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、合計７の措置を適用 

≪激甚災害（局激）の指定と適用措置≫ 

対  象：北海道南富良野町並びに岩手県宮古市、久慈市及び岩泉町の４市町を対象 

適用措置：中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

○平成 28 年 8 月 16 日から 9 月 1 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災

害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令（10 月 7 日

閣議決定、10 月 13 日公布・施行） 

≪激甚災害（本激）の指定と適用措置の追加≫ 

対  象：全国を対象 

適用措置：水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助 

６ 各省庁等の対応 

⑴ 内閣府の対応 

・内閣府防災ツイッター等により、国民への注意喚起を実施（8 月 16 日） 

⑵ 警察庁の対応 

・警察庁は、管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化し、被害や対応状況等関連情

報の収集を実施 

・関係県警察では、警備課長等を長とする災害警備連絡室等を設置し、関連情報の収集を

実施するとともに、警戒態勢を確保。 
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⑶ 消防庁の対応 

  ８月１６日 １３時３０分 第１回関係省庁災害警戒会議に出席 

        １４時１２分 全都道府県に対し「台風第７号警戒情報」を発出 

        １７時１５分 応急対策室にて情報収集体制を強化（対応職員を指定） 

⑷ 海上保安庁の対応 

１）対応体制 

○第一管区海上保安本部  

警戒配備(一部部署)：8月 17日 10:25～21:50 順次発令 8月 17日 20:44～18日 00:14

順次解除 

非常配備(一部部署)：8月 17 日 12:00 発令 8 月 17 日 20:15～21:50 順次解除 

○第二管区海上保安本部  

警戒配備(一部部署)：8 月 17 日 03:00～09:00 順次発令 8 月 17 日 16:00～20:00 順

次解除 

○第三管区海上保安本部  

警戒配備(一部部署)：8月 16 日 09:00 発令 8 月 17 日 12:00 解除  

２）対応状況 

○ 気象警報等に留意の上、情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ、即応態勢

を維持。 

○ 港の条件等に応じて、台風が到達する数十時間から数時間前に、港外避難等の準備作

業や実施などの勧告を順次発出しており、台風の通過時にあっては、港外避難し錨泊し

ている船舶等に対し、走錨監視や情報提 供を実施。 

○ 台風の通過により、航行の障害となる海上漂流物の存在、航路標識の一時的な消灯及

び倒壊等を認めた場合は、必要に応じて航行警報等を発出し、航行船舶に対して情報提

供を実施。 

⑸ 防衛省の対応 

○陸上自衛隊第５旅団司令部（北海道帯広市）等が情報収集態勢等を強化（～8月 18 日） 

○陸上自衛隊第６普通科連隊（北海道網走郡美幌町）等のＬＯを北見市役所等に派遣（～8月

18 日） 

⑹ 国土交通省の対応 

○国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。  

○リエゾン（情報連絡員）派遣  

 ・東北地方整備局から 2 市(福島市、宮古市)に 3人派遣(8/17) 

・北海道開発局から１道 2市町（上川総合振興局、十勝総合振興局、士別市、足寄町）に

のべ 10 人・日派遣(8/17～8/18) 

○災害対策用機械等については全て撤収済み。 

⑺ 気象庁の対応 
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・各地の気象台では、地方公共団体等の地元関係機関向けへの説明会等を開催。 

・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。 

⑻ 総務省の対応 

８月 16 日(火)14 時 15 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

⑼ 農林水産省の対応 

・台風７号による漁港施設等の防災上の措置、災害に対する迅速な応急措置及び被害報告につい

て、水産庁より関係都道府県に事務連絡を発出。(８月 15 日） 

・台風第７号の接近及び通過に伴う農作物等の被害の防止に向けた技術指導の徹底について生産局

及び政策統括官より通知を発出(８月 15 日） 

・台風第７号接近に伴う事前点検及び災害発生時の復旧箇所における応急対策の実施について農村

振興局より通知を発出(８月 15 日） 

・台風第７号に備えた山地災害未然防止の対応について及び林道施設災害発生時の対応について林

野庁から通知を発出(８月 15 日） 

・北海道農政事務所災害対策連絡会議を設置(８月 19 日） 

・岩手県の漁港泊地に流入した流木については、査定前着工により撤去(８月 20 日～23 日） 

・北海道農政事務所災害対策連絡会議(第１回）を開催(８月 22 日） 

・北海道農政事務所災害対策本部を設置(８月 22 日） 

・北海道農政事務所災害対策本部会議(第１回）を開催(８月 22 日） 

・「災害復旧事業における査定前着工の積極的な活用について」の通知を発出(８月 23 日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部を設置(８月 23 日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第１回）を開催(８月 23 日） 

・北海道農政事務所災害対策本部会議(第２回）を開催(８月 25 日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第２回）を開催(８月 26 日） 

・細田農林水産大臣政務官が北海道下に出張し、台風第７号、第９号及び第 11 号による農業被害

の状況を調査(８月 28 日） 

・台風７号による被災漁業者等に対する資金の円滑な融通・既貸付金の償還猶予等について、水産

庁より関係都道府県及び団体に対し通知を発出(８月 29 日） 

・台風７号による漁業被害等に係る迅速かつ適切な損害評価等の実施及び共済金等の早期支払につ

いて、水産庁より全国漁業共済組合連合会及び漁船保険中央会に対し通知を発出(８月 29 日） 

・農村振興局防災課災害査定官を北海道に派遣し、被害状況の把握及び早期の災害復旧に向けた現

地指導を実施(８月 24 日から 25 日、８月 29 日から９月１日、９月６日から８日、９月 15 日か

ら 16 日、９月 20 日から 21 日、９月 28 日から 30 日、10 月６日から７日、10 月 12 日から 13

日、10 月 20 日から 21 日） 

・台風第７号、11 号及び９号並びに台風第 10 号による農作物等の被害に係る迅速かつ適切な損害

評価の実施、共済金の早期支払等について経営局より通知を発出(８月 29 日） 

・台風第７号、９号及び 11 号による被災農林漁業者に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還

猶予について経営局より通知を発出(８月 29 日） 
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・「平成 28 年台風に関する農林水産省緊急自然災害対策本部」を設置し、第 1回会合を開催(９月

１日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第３回）を開催(９月２日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第４回）を開催(９月５日） 

・北海道農政事務所生産経営産業部長が、十勝管内に入り、本省畜産振興課とともに農業被害状況

を調査(９月５日） 

・北海道農政事務所長が、十勝管内に入り、本省園芸作物課、地域作物課とともに農業被害状況を

調査(９月６日） 

・北海道農政事務所生産経営産業部長が、十勝管内に入り、本省園芸作物課、地域作物課とともに

農業被害状況を調査(９月６日から９日） 

・北海道農政事務所災害対策本部会議(第３回）を開催(９月６日） 

・北海道森林管理局が北海道庁と合同で日高町、平取町、上士幌町、鹿追町、新得町、本別町、足

寄町、陸別町方面においてヘリコプターによる被害状況調査を実施(９月７日） 

・矢倉農林水産大臣政務官が北海道下に出張し、台風第７号、第 11 号、第９号及び第 10 号による

農業被害の状況を調査(９月８日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第５回）を開催(９月８日） 

・北海道森林管理局が北海道庁と合同で白糠町、釧路市、弟子屈町、音別町、浦幌町方面において

ヘリコプターによる被害状況調査を実施(９月 11 日） 

・北海道森林管理局が北海道庁と合同で帯広市、清水町、芽室町、中札内村、広尾町、大樹町、幕

別町方面においてヘリコプターによる被害状況調査を実施(９月 12 日） 

・山本農林水産大臣が北海道下に出張し、台風第７号、第 11 号、第９号及び第 10 号による農林業

被害の状況を調査(９月 14 日） 

・礒崎農林水産副大臣が岩手県下に出張し、台風第７号、第 11 号、第９号及び第 10 号による農水

産業関係被害の状況を調査(９月 14 日） 

・北海道森林管理局緊急自然災害対策本部会議(第６回）を開催(９月 15 日） 

・平成 28 年 8 月 16 日から 9月 1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害を激甚災害として指定

(９月 16 日） 

・農林漁業セーフティネット資金等の災害関連資金の貸付利子を貸付当初５年間実質無利子化(９

月 16 日） 

・農業近代化資金の借入れについて農業信用基金協会の債務保証料を保証当初５年間免除(９月 16

日） 

・漁業者等の活動組織が行う流木等の回収処理などの保全活動に対する支援について水産庁より通

知を発出(９月 16 日） 

・「激甚災害の被災地域における多面的機能支払交付金の特例措置について」の通知を発出(９月 20

日） 

・「昨年の豪雨災害により被災した農地の復旧事例」を北海道、関係市町村等に配布(９月 21 日） 

・「台風等の被災地域における農業農村整備事業等の執行について」の通知を発出（９月 26 日） 
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・農村振興局防災課災害査定官を岩手県に派遣し、被害状況の把握及び早期の災害復旧に向けた現

地指導を実施(９月 26 日から 27 日） 

・農地・農業用施設の災害復旧事業にかかる机上査定が可能となる上限額（200 万円未満）を、北

海道においては 5,000 万円未満、青森県、岩手県、山形県においては 1,000 万円未満に変更する

等の通知を農村振興局より発出(９月 28 日) 

・林道施設の災害復旧事業において、机上査定が可能となる上限額（300 万円未満）を、北海道及

び岩手県について 1,000 万円未満に変更する等の通知を林野庁より発出（９月 28 日） 

・平成 28 年 8 月 16 日から 9月 1日までの間の暴風雨及び豪雨による水産動植物の養殖施設につい

ての災害を激甚災害として指定（10 月７日） 

・「平成 28 年台風に関する農林水産省緊急自然災害対策本部」第２回会合を開催(10 月７日） 

・平成 28 年台風による被災農林漁業者への支援対策を公表(10 月７日) 

・農村振興局長が十勝管内に入り、農地・農業用施設の被害状況を調査(10 月 10 日） 

・北海道及び岩手県において、平成 28 年台風による被災農林漁業者への支援対策の実務担当者説

明会を開催(10 月 13 日、14 日) 

・千葉県において、平成 28 年台風による被災農林漁業者への支援対策の実務担当者説明会を開催

(10 月 21 日) 

・鹿児島県において、平成 28 年台風による被災農林漁業者への支援対策の実務担当者説明会を開

催(10 月 27 日) 

⑽ 文部科学省の対応 

・各都道府県教育委員会等に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及

び施設の安全確保等に万全を期すよう要請（８月 15 日、16 日、17 日） 

・平成 28 年台風第７号に係る関係省庁災害警戒会議に防災推進室担当官が出席（８月 16 日） 

⑾ 財務省の対応 

・激甚災害指定の決定を踏まえ、平成 28 年 8 月 16 日から 9月 1日までの間の暴風雨及び豪雨

による災害により被害を受けた中小企業者等に対し日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫

等が実施する災害復旧貸付について、貸付金利を引下げる措置を実施するため、これらの機

関に通知。（9/16 厚生労働省、中小企業庁、農林水産省と連名） 

７ 地方自治体の対応等 

愛知県 ８月１８日 ６時５５分 災害対策本部設置 

→８月１８日 １０時３５分 廃止 


