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平成 28年台風第 11 号及び第 9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 8 月 23 日 

9 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

１ 気象状況（気象庁情報 8月 23日 7時現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

【概要】 

○台風第９号は暴風域がなくなり、今日２３日６時頃北海道日高地方に上陸し、７時現在は

帯広市の南南西約４０キロメートルにあって、北北東に進んでいる。昼前にはオホーツク

海へ抜け、その後、温帯低気圧に変わる見込み。 

○北日本では、１時間雨量が北海道新ひだか町静内で６５．０ミリ、山形県鶴岡市櫛引で５

６．０ミリを観測するなど、局地的に非常に激しい雨が降っている所があり、北海道標津

町糸櫛別で２３日午前７時までの７２時間雨量が２９１．５ミリを観測するなど、大雨と

なっている。 

○北日本では、最大瞬間風速が福島県小名浜で３４．３メートル、宮城県大崎市古川で３４．

２メートルを観測するなど非常に強い風が吹き、大しけとなっている。 

【見通し】 

○台風第９号や北海道付近に停滞する前線の影響で、北海道地方では今日２３日昼前にかけ

て、所により雷を伴った非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降る見込み。明日

２４日６時までの２４時間に予想される雨量は多い所で１２０ミリ。また、関東甲信地方

では、大気の状態が不安定なため、２３日夜にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨

が降る見込み。明日２４日６時までの２４時間に予想される雨量は多い所で１００ミリ。 

○北日本では、今日２３日昼過ぎにかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、夕方にかけて

大しけの状態が続く。予想される最大風速は、北海道地方２５メートル、東北地方２０メ

ートル。予想される波の高さは、北海道地方及び東北地方７メートル。 

○北日本や、すでに台風が遠ざかっている東日本でも、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増

水や氾濫に厳重に警戒。北海道地方では、これまでの大雨により地盤が緩み土砂災害の危

険度が高くなっている所や、既に増水している河川では特に厳重に警戒。暴風やうねりを

伴った高波に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風、高潮に注意。 

(2) 大雨等の状況（8月 20日 0時～8月 23日 7時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

東京都 青梅 107.5 ミリ 22日 12時 33分まで 

東京都 八丈島  86.0 ミリ 22日 1時 45分まで 

静岡県 天城山  86.0 ミリ 22日 9時 10分まで 

神奈川県 相模原中央  78.5 ミリ 22日 10時 57分まで 

埼玉県 所沢  76.5 ミリ 22日 11時 36分まで 
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埼玉県 秩父  75.5 ミリ 22日 13時 44分まで 

東京都 八重見ヶ原  72.5 ミリ 22日 1時 43分まで 

埼玉県 飯能  65.5 ミリ 22日 12時 57分まで 

東京都 大島  65.5 ミリ 22日 7時 26分まで 

北海道 静内  65.0 ミリ 23日 5時 48分まで 

神奈川県 相模湖  63.0 ミリ 22日 11時 31分まで 

埼玉県 鳩山  61.5 ミリ 22日 13時 33分まで 

神奈川県 箱根  58.5 ミリ 22日 11時 03分まで 

東京都 新島  57.5 ミリ 22日 6時 27分まで 

埼玉県 浦山  56.5 ミリ 22日 13時 34分まで 

山形県 櫛引  56.0 ミリ 22日 22時 22分まで 

東京都 八王子  56.0 ミリ 22日 11時 29分まで 

静岡県 湯ケ島  55.0 ミリ 22日 10時 52分まで 

北海道 新和  54.0 ミリ 23日 5時 01分まで 

東京都 大島差木地  54.0 ミリ 22日 12時 40分まで 

石川県 白山白峰  54.0 ミリ 20日 19時 47分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

静岡県 天城山 423.5 ミリ 22日 20時 30分まで 

東京都 大島 291.5 ミリ 22日 19時 20分まで 

神奈川県 箱根 290.5 ミリ 22日 20時 40分まで 

静岡県 湯ケ島 280.0 ミリ 22日 22時 00分まで 

東京都 青梅 265.0 ミリ 22日 22時 50分まで 

埼玉県 浦山 225.5 ミリ 23日 6時 20分まで 

埼玉県 飯能 218.5 ミリ 23日 0時 20分まで 

埼玉県 秩父 215.0 ミリ 23日 6時 30分まで 

埼玉県 ときがわ 211.0 ミリ 23日 1時 10分まで 

埼玉県 所沢 208.0 ミリ 23日 1時 30分まで 

東京都 大島北ノ山 207.5 ミリ 23日 1時 10分まで 

埼玉県 鳩山 205.0 ミリ 22日 22時 50分まで 

神奈川県 相模原中央 204.0 ミリ 23日 0時 50分まで 

東京都 大島泉津 194.0 ミリ 23日 0時 20分まで 

東京都 大島差木地 189.0 ミリ 22日 16時 40分まで 

北海道 日高門別 178.0 ミリ 23日 7時 00分まで 

栃木県 葛生 176.5 ミリ 22日 23時 00分まで 

北海道 糸櫛別 176.0 ミリ 21日 15時 10分まで 

東京都 八王子 175.5 ミリ 23日 1時 10分まで 

東京都 神津島 175.5 ミリ 22日 22時 50分まで 



3 / 25 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

静岡県 天城山 436.0 ミリ 

東京都 大島 299.0 ミリ 

東京都 青梅 296.5 ミリ 

神奈川県 箱根 295.5 ミリ 

北海道 糸櫛別 294.0 ミリ 

北海道 日高門別 291.5 ミリ 

北海道 羅臼 289.5 ミリ 

静岡県 湯ケ島 284.5 ミリ 

神奈川県 相模原中央 270.5 ミリ 

北海道 ぬかびら源泉郷 266.0 ミリ 

北海道 白金 262.5 ミリ 

北海道 根室中標津 259.0 ミリ 

埼玉県 浦山 258.5 ミリ 

埼玉県 飯能 258.5 ミリ 

埼玉県 所沢 256.0 ミリ 

北海道 標津 254.0 ミリ 

東京都 八王子 251.0 ミリ 

神奈川県 相模湖 247.0 ミリ 

北海道 新和 246.0 ミリ 

埼玉県 秩父 245.0 ミリ 

(3) 強風の状況（8月 20日 0時～8月 23日 7時） 

・主な風速 

千葉県 勝浦 31.5m/s (南) 22日 13時 17分 

東京都 三宅島 30.4m/s (西) 22日 10時 43分 

東京都 神津島 28.4m/s (西北西) 22日 10時 27分 

東京都 八重見ヶ原 27.7m/s (東北東) 22日 1時 18分 

千葉県 成田 23.7m/s (南東) 22日 14時 11分 

東京都 八丈島 22.5m/s (東北東) 22日 1時 12分 

福島県 小名浜 21.9m/s (南) 22日 19時 43分 

東京都 三宅坪田 21.8m/s (南東) 22日 6時 49分 

千葉県 千葉 21.6m/s (南西) 22日 15時 25分 

宮城県 石巻 21.2m/s (南南東) 22日 22時 19分 

千葉県 銚子 20.7m/s (南) 22日 17時 06分 

東京都 江戸川臨海 20.2m/s (西南西) 22日 15時 22分 

東京都 羽田 19.4m/s (西) 22日 14時 57分 

東京都 新島 19.1m/s (東) 22日 7時 21分 
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静岡県 網代 18.9m/s (北北東) 22日 9時 00分 

茨城県 龍ケ崎 18.6m/s (東南東) 22日 14時 21分 

東京都 大島北ノ山 18.5m/s (北東) 22日 7時 39分 

北海道 えりも岬 18.2m/s (西) 23日 6時 56分 

岩手県 宮古 18.2m/s (南東) 23日 0時 18分 

千葉県 館山 17.7m/s (西南西) 22日 13時 23分 

・主な瞬間風速 

東京都 八重見ヶ原 50.9m/s (東北東) 22日 1時 23分 

千葉県 勝浦 45.5m/s (南) 22日 13時 15分 

東京都 三宅島 42.1m/s (西) 22日 10時 40分 

東京都 神津島 40.6m/s (西北西) 22日 10時 26分 

東京都 八丈島 40.6m/s (東北東) 22日 0時 29分 

千葉県 成田 36.0m/s (南東) 22日 14時 03分 

福島県 小名浜 34.3m/s (南) 22日 19時 38分 

宮城県 古川 34.2m/s (南南西) 22日 20時 59分 

千葉県 千葉 33.5m/s (南南西) 22日 15時 16分 

千葉県 佐倉 32.6m/s (南南西) 22日 15時 32分 

千葉県 香取 32.4m/s (南南東) 22日 14時 26分 

宮城県 鹿島台 32.3m/s (東南東) 22日 20時 43分 

茨城県 龍ケ崎 32.0m/s (東南東) 22日 14時 12分 

千葉県 横芝光 31.5m/s (南東) 22日 14時 03分 

千葉県 銚子 30.9m/s (南南西) 22日 17時 06分 

宮城県 石巻 30.8m/s (南東) 22日 22時 15分 

静岡県 稲取 30.8m/s (北東) 22日 8時 00分 

千葉県 鴨川 30.3m/s (東南東) 22日 11時 45分 

千葉県 館山 30.2m/s (西南西) 22日 13時 19分 

静岡県 網代 29.9m/s (北北東) 22日 9時 16分 

(4) 波浪の状況（8月20日0時～8月23日7時） 

・主な波浪最高値 

福島県 小名浜港 6.1m 21日 19時 00分 

GPS波浪計 宮城中部沖 8.5m 23日 0時 20分 

GPS波浪計 宮城北部沖 7.4m 21日 5時 00分 

GPS波浪計 福島県沖 7.3m 22日 19時 40分 

GPS波浪計 岩手南部沖 7.0m 23日 2時 20分 

GPS波浪計 岩手中部沖 6.2m 23日 2時 40分 



5 / 25 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：8月 23日 8:30現在） 

 

《死者の状況》 

【北海道】 

・北見市において、8月 20日からの大雨により水没した車両付近で、40歳代男性が心肺停

止の状態で発見され、病院にて死亡を確認（8月 22日） 

【神奈川県】 

・相模原市において、50歳代女性が冠水した道路で流され、搬送先の病院で死亡確認（8月

22 日） 

《重傷者の状況》 

【千葉県】 

・銚子市において、60歳代女性が歩行中に風にあおられ転倒し右大腿骨を骨折（8 月 22日） 

【神奈川県】 

・小田原市において、80歳代女性が強風にあおられ転倒し負傷（8 月 22日） 

【静岡県】 

・伊東市において、30歳代男性が歩行中に風にあおられ転倒し肋骨を骨折（8月 22日） 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

北海道 1 3 1 22 115

青森県 1 1

岩手県 2

秋田県 3 28

山形県 2 6 1

福島県 1 1 1

茨城県 3 1 2

栃木県 26

埼玉県 6 33 230

千葉県 1 3 26 2

東京都 1 2 2 25 58 1 3

神奈川県 1 1 3 5 2 7

静岡県 1 1

2 0 3 19 1 0 2 38 85 447 1 37合　計

全壊 半壊
一部
破損

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
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３ 避難の状況(発令中のみ) 

(1) 避難指示等の発令状況（消防庁情報 発令中：8月23日7:30現在） 

避難指示   ２，４５８世帯     ５，１８２人 

避難勧告   ３，０４１世帯     ６，６７５人 

 

北見市 1,302 2,893

赤平市 確認中 確認中

砂川市 確認中 確認中

歌志内市 確認中 確認中

富良野市 確認中 確認中

上砂川町 確認中 確認中

美瑛町 確認中 確認中

大空町 確認中 確認中

厚真町 確認中 確認中

むかわ町 確認中 確認中

日高町 確認中 確認中

平取町 確認中 確認中

新冠町 357 620

新ひだか町 確認中 確認中

足寄町 778 1,624 確認中 確認中

陸別町 21 45

標津町 確認中 確認中

羅臼町 確認中 確認中

小計 2,458 5,182 確認中 確認中

むつ市 2,150 4,510

六ヶ所村 871 2,110

三戸町 16 46

小計 3,037 6,666

志木市 3 7

小計 3 7

横須賀市 1 2

小計 1 2

2,458 5,182 3,041 6,675

青森県

都道府県名 市区町村名

避難指示 避難勧告

対象
世帯数

対象
人数

対象
世帯数

対象
人数

北海道

埼玉県

神奈川県

合　　計
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４ その他の状況 
(1) 土砂災害（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

ア 土砂災害発生状況 ７件 （4道県） 

（ア）土石流等 

 
（イ）がけ崩れ 

 

(2) 河川（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

ア 出水状況 

【国管理河川の出水状況】 

（ア）現在、計画高水位を超えている河川（１水系１河川） 

 

（イ）現在、氾濫危険水位を超えている河川（現時点でなし） 

（ウ）現在、避難判断水位を超えている河川（１水系１河川） 

 

（エ）現在、氾濫注意水位を超えている河川（１１水系１４河川） 

 

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 砂川市 1件 - - - - - -

都道府県名

山梨県 1件 道志村 1件 - - - - - -

合計 2件 名 名 名 戸 戸 戸

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 白糠町 1件 - - - - - 1戸

山形県 3件
米沢市 1件 - - - - - -

大蔵村 2件 - - - - - -

神奈川県 1件 横浜市 1件 - - - - - -

合計 5件 名 名 名 戸 戸 1戸

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 網走川 網走川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 常呂川
と こ ろ が わ

常呂川
と こ ろ が わ

関東 利根川
と ね が わ

小貝川
こ か い が わ

東北 阿武隈川 白石川

関東 那珂川
な か が わ

那珂川
な か が わ

東北 雄物川 雄物川

東北 北上川 旧北上川

東北 馬淵川 馬淵川

東北 最上川 最上川

空知
ソラ チ

川
ガワ

北海道 沙流川
サルガワ

沙流川
サルガワ

北海道 鵡川
む か わ

鵡川
む か わ

北海道 釧路川
く し ろ が わ

釧路川
く し ろ が わ

新釧路
し ん く し ろ

川
がわ

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 石狩川 石狩川
い しかりがわ

夕張
ユウバリ

川
ガワ
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【都道府県管理河川の出水状況】 

（ア）現在、計画高水位を超えている河川（５水系５河川） 

 

（イ）現在、氾濫危険水位を超えている河川（６水系８河川） 

 

イ 被害状況 

○一般被害 

【国管理河川】 

 

北海道 捫
モン

別
ベツ

川
ガワ

捫
モン

別
ベツ

川
ガワ

北海道 日高
ヒダカ

門別
モンベツ

川
ガワ

日高
ヒダカ

門別
モンベツ

川
ガワ

北海道 真
シン

沼
ヌ マ

津
ツ

川
ガワ

真
シン

沼
ヌ マ

津
ツ

川
ガワ

北海道 静内
シズナイ

川
ガワ

静内
シズナイ

川
ガワ

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 慶能舞川
け の ま い がわ

慶能舞川
け の ま い がわ

埼玉 利根川
トネガワ

西
ニシ

仁連
ニレ

川
ガワ

山形県 最上川 京田川 黒瀬川

茨城 利根川
トネガワ

西
ニシ

仁連
ニレ

川
ガワ

桜
サクラ

川
カ ワ

北海道 石狩川
イ シカ リガワ

富良野
フラ ノ

川
ガワ

青森県 馬淵川 熊原川

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 勇払
ゆう ふつ

川
がわ

美々
び び

川
がわ

北海道 標津
シベツ

川
ガワ

標津
シベツ

川
ガワ

北海道 常呂川 常呂川 北見市
調査
中

0 0 0 0 越水 約30
左岸KP22.6、KP24.4付近の越
流による被害箇所を調査中

北海道 常呂川 常呂川 北見市
調査
中

0 0 0 0 越水
約
100

左岸KP18.6付近の越流による
被害箇所を調査中

北海道 常呂
と こ ろ

川
かわ

常呂
と こ ろ

川
かわ

北見市
調査
中

0 0 0 0 越水 約40
右岸KP21.4付近の越流による
被害箇所を調査中

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)
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【都道府県管理河川】 

・埼玉県内の家屋被害（内水含む）：床下浸水３３戸以上、床下浸水２３０戸以上 

 

埼玉県 利根川
トネガワ

男
オトコ

堀川
ホリカ ワ

本庄市 溢水 溢水 調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

都幾川
トキガワ

東松山市 溢水 溢水 調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

市野川
イ チノカ ワ

滑川町 溢水 溢水 調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

飯盛
イ イ モリ

川
ガワ

坂戸市 溢水 20

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

葛川
クズカ ワ

坂戸市 溢水 溢水 調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

江川
エガワ

桶川市 溢水 溢水 ２箇所、調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

新河岸
シンガシ

川
ガワ 川越市 溢水 20 ２箇所

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

不老
フロウ

川
ガワ

入間市 溢水 溢水 ２箇所、調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

東
アズマ

川
ガワ

所沢市 溢水 溢水 ２箇所、調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

柳瀬川
ヤナセガワ

所沢市 溢水 溢水 ２箇所、調査中

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

不老
フロウ

川
ガワ

狭山市 溢水 1 10

山形県 最上川 京田
きょうでん

川
かわ

鶴岡市 溢水 2 3

山形県 最上川 黒瀬
く ろ せ

川
かわ

鶴岡市 溢水
調査
中

北海道 石狩川 茶志内
ち ゃ し ない

川
かわ

美唄市 溢水 溢水 0.7

北海道 石狩川 熊
く ま

穴
あな

川
かわ

滝川市 越水 越水 17.5

北海道 十勝
と か ち

川
かわ

利別川
としべつ がわ

陸別町 溢水 溢水 0.1 調査中

北海道 標津
し べ つ

川
かわ

ケネカ川
かわ 中標津

町
溢水 0.6

北海道 常呂川 東
と う

亜
あ

川
かわ

北見市 決壊 決壊 35.0 調査中

北海道 湧別
ゆう べつ

川
かわ

湧別
ゆう べつ

川
かわ

遠軽町 溢水 9.8

北海道 天塩
て し お

川
かわ

ﾏﾀﾙｸｼｭｹﾈﾌﾞﾁ川
かわ 和寒町 溢水 0.1

北海道 常呂
と こ ろ

川
かわ

無加川
む か が わ

北見市 溢水 溢水 調査中

北海道 天塩
て し お

川
かわ

タヨロマ川
かわ 士別市 溢水 3.0

北海道 天塩
て し お

川
かわ

東
と う

生
せい

川
かわ

名寄市 溢水 3.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

ﾎﾟﾝ牛
う

朱別
し ゅ べつ

川
がわ 当麻町 溢水 1.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

石
い し

渡
わた

川
がわ

当麻町 溢水 0.5

北海道 天塩
て し お

川
かわ

ﾆｾｲﾊﾟﾛﾏﾅｲ川
がわ 士別市 溢水 3.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

幌
ほろ

倉
く ら

川
がわ

赤平市 溢水 0.3

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

内
ない

大
だい

部
ぶ

川
がわ 深川市 溢水 1.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

江丹別
えたん べつ

川
がわ 旭川市 溢水 5.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

ﾊﾟﾝｹ幌内
ほろ ない

川
がわ 芦別市 溢水 7.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

倉
く ら

沼
ぬま

川
がわ

東川市 溢水 4 溢水 8.2

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

ペンケ歌志内
う た し な い

川
かわ

歌志内
市

溢水 3.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

ペーパン川
がわ 旭川市 溢水 3 溢水 1.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

豊沼
と よぬ ま

奈江
な え

川
がわ 砂川市 越水 6 越水 16.0

北海道 石狩
い し かり

川
かわ

八千代
や ち よ

川
がわ 東神楽

町
溢水 3.0

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)
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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】 

 

(3) ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省情報：8月 23日 8:00現在） 

（ア）東京電力（8月 23日 8:00時点） 

①停電戸数：約２５，９００件 

・千葉県：約２５，９００件 

いすみ市、一宮町、市原市、大網白里市、大多喜町、御宿町、勝浦市、香取市、 

鴨川市、九十九里町、神崎町、山武市、芝山町、白子町、千葉市緑区、千葉市若葉区、 

長生村、東金市、富里市、長柄町、成田市、茂原市、八街市、横芝光町 

②設備被害状況 

倒木による高圧線断線、土砂崩れによる本柱折損 等 

③復旧見通し 

東京電力により、鋭意復旧作業中 

（イ）東北電力（２３日８時００分時点） 

停電戸数：約１０件 

・宮城県：約１０件 

牡鹿郡女川町 

北海道 釧路川
く し ろ が わ

釧路川
く し ろ が わ

標茶町 左岸 KP46.0 その他
堤防法肩付近に亀裂。
応急復旧実施済み。

北海道 常呂
と こ ろ

川
かわ

常呂
と こ ろ

川
かわ

北見市 左岸 KP24.0 その他
越水、堤防敷砂利一部流出。
応急復旧実施済み。

北海道 常呂
と こ ろ

川
かわ

柴山
しばやま

沢
さわ

川
がわ

北見市 左岸 KP0.8 決壊 約100m 緊急復旧工事実施中。

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

北海道 常呂
と こ ろ

川
かわ

常呂
と こ ろ

川
かわ

北見市 左岸 KP22.6 法崩れ L=16m
越水、堤防裏法崩れ。
応急復旧実施済み。

山形県 最上川 角川 戸沢村 その他 1 護岸崩落、道路一部欠損

北海道 常呂川 東亜川 北見市 決壊 1 約30m

埼玉県 荒川
アラ カ ワ

霞
カ スミ

川
ガワ

入間市 護岸崩壊（Ｌ=100m）

山形県 最上川 赤松川 大蔵村 その他 1 護岸崩落、河岸の消防ポンプ小屋が傾斜

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

備　考
状　態 箇所数
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（ウ）北海道電力（２３日８時００分時点） 

停電戸数：約７１０件 

・北海道：約７１０件 

釧路市、北見市、新ひだか町、大樹町、函館市、美瑛町、東川町、平取町、幕別町、 

芽室町 

イ 水道（厚生労働省情報：8月 22日 21:00現在） 

（ア）断水状況 

・北海道 2市町で 100戸が断水。 

※ 被害報告のあった地域を記載 

市町村名 最大断水戸数 現在の断水戸数 断水期間 被害状況 

【北海道】 

北見市 

99戸 

 

99戸 

 

8/21～ 

 

大雨による管路破損・水源

の濁りにより断水。 

新得町 
（しんとくちょう） 

1戸 1戸 8/20～ 水源の濁りにより断水。 

小計 100戸 100戸   

計 100戸 100戸   

 

（イ）応急給水の状況 

・北見市は応急給水拠点１箇所、給水車２台で対応中 

・新得町は給水車１台で対応中 

（ウ）応急復旧の状況 

・北見市は管路破損２箇所の内、１箇所については応急復旧作業中。残り１箇所について

は、復旧方法検討中。 

ウ 通信関係（総務省情報：8月 23日 8:30現在） 

 事業者（ｻｰﾋﾞｽ

名） 

被害状況等 最大被害数 ※１ 

固
定
（
注
１
） 

NTT東日本 ・被害なし。 ・被害なし。 

NTT西日本 ・被害なし。 ・被害なし。 

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 ・２４→８３局（岩手県：１局、茨

城県：２→１３局、千葉県：２２

→６９局、静岡県：復旧済み）が

停波。 

※エリアカバー状況について

は現在確認中。 

・８３局（岩手県：１局、茨城県：

１３局、千葉県：６９局、静岡

県：１局）が停波。 

※エリアカバー状況について

は現在確認中。 

KDDI(au) ・４９→４３局（茨城県：１局、栃

木県：１局→復旧済み、群馬県：

４→１局、埼玉県：１局→復旧済

み、千葉県：３２→３６局、東京

・４９局（茨城県：１局、栃木県：

１局、群馬県：４局、埼玉県：１

局、千葉県：３６局、東京都：３

局、神奈川県：３局、新潟県：２
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都：３局、神奈川県：３→２局、

新潟県：２局→復旧済み、山梨

県：２局→復旧済み、岐阜県：１

局→復旧済み、静岡県：２局→復

旧済み）が停波。 

※隣接局にてエリアカバーさ

れサービス影響なし。 

局、山梨県：２局、岐阜県：１局、

静岡県：２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】 

・４８局→６８局（茨城県：５→７

局、千葉県：３７→６１局、東京

都：３局→復旧済み、静岡県：２

局→復旧済み）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】 

・５６局（千葉県：５６局→復旧済

み）が停波→復旧済み。 

※隣接局にてエリアカバーさ

れサービス影響なし。 

【携帯電話】 

・６８局（茨城県：７局、千葉県：

６１局、東京都：３局、神奈川

県：１局、静岡県：２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】 

・５６局（千葉県：５６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。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・８１→６８局（宮城県：５局、秋

田県：４局、山形県：２局、茨城

県：１３→９局、栃木県：３→２

局、群馬県：２局、埼玉県：２５

→１９局、千葉県：３２→２４

局、東京都：１局→復旧済み、神

奈川県：１局、静岡県：復旧済

み）が停波。 

※エリアカバー状況について

は現在確認中。 

・８１局（宮城県：５局、秋田県：

４局、山形県：２局、茨城県：１

３局、栃木県：３局、群馬県：２

局、埼玉県：２５局、千葉県：３

２局、東京都：２局、神奈川県：

２局、静岡県：２局）が停波。 

※エリアカバー状況について

は現在確認中。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝ

ｸﾞ 

・６１→１４局（茨城県：７局→復

旧済み、埼玉県：８局→復旧済

み、千葉県：３４→１４局、東京

都：６局→復旧済み、神奈川県：

６局→復旧済み、静岡県：復旧済

み）が停波。 

※隣接局にてエリアカバーさ

れサービス影響なし。 

・６１局（茨城県：７局、埼玉県：

８局、千葉県：３４局、東京都：

６局、神奈川県：７局、静岡県：

２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。 

◯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 

＜ＤＥＵＲＡＳ（電波監視システム）＞ 

以下のセンサ局が運用停止中であるが、他のセンサ局を活用して電波監視業務を実施中。 

・ＤＥＵＲＡＳ－Ｈ東金センサが停電のため動作を停止。  
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(4) 道 路（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

ア 高速関係 

被災による通行止め：１路線 雨量規制等による通行止め：２路線 

 

イ 直轄関係 

被災による通行止め：４路線４区間 

 

ウ その他の道路 

（ア）補助国道（8月 23日 7:00現在） 

・被災による通行止め ： 計６区間 

○

○

○

路線名 所在地 被災状況 備考

道東道 トマムIC～十勝
トカ チ

清水
シミズ

IC のり面崩落のため
区間名：トマムIC～十勝清水IC
[8/23 05:55～]

道東道 夕張
ユウバリ

IC～占冠
シムカ ップ

IC 雨量規制
区間名：夕張IC～むかわ穂別IC[8/23 2:55～]
           むかわ穂別IC～占冠IC[8/23 4:40～]

日高自動車道 鵡川
ムカ ワ

IC～日高
ヒダカ

門別
モンベツ

IC 雨量規制
区間名：鵡川IC～日高門別IC
[8/23 5:00～]

○

○

○

○

路線名 所在地 被災状況 備考

国道２３５号
北海道
ホッカ イ ドウ

新冠
ニイ カ ップ

郡
　グン

新冠町
　ニイ カ ップチョ ウ

大狩部
　　　　オオカ リベ

～北海道
ホッカ イ ドウ

新冠
ニイ カ ップ

郡
　グン

新冠町
　ニイ カ ップチョ ウ

節婦
　　　セップ

町
　チョ ウ

土砂流出のため

8/23　6:30全面通行止め～規制継続中
迂回路：有
孤立集落：無
人身・物損：無

国道３９号
北海道
ホッカ イ ドウ

上川郡
カ ミカ ワグン

上川町
カ ミカ ワチョ ウ

層雲峡
ソウウンキョ ウ

温泉
　オンセン

～北海道
ホッカ イ ドウ

北見市
キタミシ

留辺蘂町
ルベシベチョ ウ

富士見
フジミ

法面崩壊のため

8/20　17:00全面通行止め（事前）～8/21
9:30（事象変更）～規制継続中
迂回路：有
孤立集落：無
人身・物損：無

国道２４２号
北海道
ホッカ イ ドウ

北見市
キタミシ

留辺蘂町
ルベシベチョ ウ

金華
カ ナハナ

～

北海道
ホッカ イ ドウ

北見市
キタミシ

留辺蘂町
ルベシベチョ ウ

大富
オオトミ

橋台背面洗堀の
ため

8/21　7:30全面通行止め～規制継続中
迂回路：有
孤立集落：無
人身・物損：無

国道２７３号

北海道
ホッカ イ ドウ

河東郡
カ トウグン

上士幌町
カ ミシホロチョ ウ

三股
ミツマタ

～

北海道
ホッカ イ ドウ

上川郡
カ ミカ ワグン

上川町
カ ミカ ワチョ ウ

層雲峡
　ソウウンキョ ウ

大学
ダイ ガク

平
ダイ ラ

路肩洗掘のため

8/20　17:00全面通行止め（事前）～8/21
9:30（事象変更）～規制継続中
迂回路：有
孤立集落：無
人身・物損：無
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（イ）都道府県・政令市道（8月 23日 6:00現在） 

被災による通行止め ： 計７０区間 

・北海道 ４１区間（路面冠水１５、倒木２、路肩崩壊４、法面崩落１９、土砂

流出１） 

・岩手県  ２区間（倒木２） 

・山形県  ７区間（法面崩落４、路肩崩壊１、路面陥没１、土砂流出１） 

・埼玉県  ３区間（路面冠水２、土砂流出１） 

・神奈川県 １区間（路面冠水１） 

・茨城県  ５区間（倒木５） 

・千葉県  ７区間（倒木７） 

・栃木県  ２区間（路面冠水２） 

・横浜市  １５区間（法面崩落１） 

○

○

○

○

○

○

路線名 区間名 被災状況 備考

国道140号 埼玉県秩父市大滝
サイ タマケンチチブシオオタキ

倒木
・通行止開始日時：8月22日13：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：8月22日　22:15

国道254号 埼玉県富士見市水子
サイ タマケンフジミシミズコ

路面冠水
・通行止開始日時：8月22日11：05～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：8月22日　15:30

国道254号 埼玉県
サイ タマケン

川越市
カ ワゴエシ

砂
スナ

路面陥没
・通行止開始日時：8月22日14：15～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道463号 埼玉県所沢市宮元町
サイ タマケントコロザワシミヤモトチョ ウ

路面冠水
・通行止開始日時：8月22日11：22～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：8月22日　15:15

国道463号 埼玉県入間市下藤沢
サイ タマケンイ ルマシシモフジサワ

路面冠水
・通行止開始日時：8月22日12：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：8月22日　17:00

国道465号
千葉県
チバケン

君津市
キミツシ

東
ヒガシ

粟原
アワラ

～

君津市
キミツシ

東日笠
ヒガシヒカ サ

斜面崩落
・通行止開始日時：8月22日10：30～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道465号 千葉県夷隅郡大多喜町筒森
チバケンイ スミグンオオタキマチツツモリ

倒木
・通行止開始日時：8月22日11：50～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：8月22日　19:00

国道414号
静岡県
シズオカ ケン

賀茂郡
カ モグン

河津町
カ ワヅチョ ウ

梨本
ナシモト

～

伊豆市
イ ズシ

杉本
スギモト

土砂流出
・通行止開始日時：8月22日16：40～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道401号 福島県
フクシマケン

大沼郡
オオヌ マグン

会津
アイ ズ

美里町
ミサトチョ ウ

松阪
マツサカ

斜面崩落
・通行止開始日時：8月22日18：50～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道458号 山形県大蔵
ヤマガタケンオオクラ

村
ムラ

南山
ミナミヤマ

斜面崩落
・通行止開始日時：8月22日22：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道458号 山形県大蔵
ヤマガタケンオオクラ

村
ムラ

南山
ミナミヤマ

斜面崩落
・通行止開始日時：8月22日22：40～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中
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・静岡県  １区間（倒木１） 

（孤立あり） 

・山形県米沢市 市道（法面崩落） 

 温泉宿２軒（宿泊客 35名、従業員 17名） ２３日午前中に開放予定 

(5) 交通機関 

ア 鉄道関係（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

（施設被害） 

・JR北海道 石北線 白滝駅～丸瀬布駅間 土砂流入 復旧済み 

・JR北海道 石北線 女満別駅～呼人駅間 土砂流入 復旧済み 

・JR北海道 釧網線 鱒浦駅～桂台駅 土砂流入 

・JR東日本 内房線 南三原駅～千歳駅間 倒木 復旧済み 

・JR東日本 五日市線 東秋留駅 ～秋川駅間 線路冠水 復旧済み 

・JR東日本 釜石線 陸中大橋駅 線路冠水 

・西武鉄道 多摩湖線 西武遊園地駅～武蔵大和駅間 土砂崩落 

・小湊鐵道 小湊鉄道線 駅間 土砂崩落 

・青い森鉄道 野辺地駅～狩場沢駅間 土砂流入、野辺地駅 ポイント冠水 

（運行状況） 

・在来線の状況 

８ 事業者 ２１ 路線 運転休止 

 

ＪＲ北海道 根室線 滝川～富良野 8/23 始発

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北海道 根室線 富良野～新得 8/20

JR北海道 根室線 釧路～根室 8/21 8:18

JR北海道 根室線 新得～釧路 8/21 9:40

18:00

石北線 上川～網走 8/20 13:45

白滝駅～丸瀬布駅間　土砂流
入（8/22 12：15復旧済）
女満別駅～呼人駅間　土砂流
入（8/22 15：51復旧済）

ＪＲ北海道 石北線 新旭川～上川 8/23 始発

ＪＲ北海道 釧網線 摩周～網走 8/20 18:00 鱒浦駅～桂台駅間　土砂流入

JR北海道

ＪＲ北海道 釧網線 東釧路～摩周 8/21 始発

JR北海道 留萌線 深川～増毛 8/22 11:08

ＪＲ北海道 函館線 新函館北斗～小樽 8/23 始発

ＪＲ北海道 函館線 岩見沢～旭川 8/23 始発

ＪＲ北海道 室蘭線 長万部～岩見沢 8/23 始発

ＪＲ北海道 室蘭線 東室蘭～室蘭 8/23 始発

ＪＲ北海道 石勝線 南千歳～新夕張 8/23 始発

ＪＲ北海道 石勝線 新夕張～夕張 8/23 始発

ＪＲ北海道 札沼線 北海道医療大学～新十津川 8/23 始発

ＪＲ北海道 日高線 苫小牧～鵡川 8/23 始発

ＪＲ北海道 宗谷線 旭川～稚内 8/23 始発

ＪＲ北海道 富良野線 富良野～旭川 8/23 始発
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JR東日本 伊東線 全線 8/22 8:55 8/22 20:49

ＪＲ東日本 久留里線 久留里～上総亀山 8/22 8:11 8/22 20:05

ＪＲ東日本 久留里線 木更津～久留里 8/22 9:10 8/22 20:05

ＪＲ東日本 内房線 館山～安房鴨川 8/22 7:47 8/23 2:40

ＪＲ東日本 内房線 君津～館山 8/22 9:10 8/23 2:40

ＪＲ東日本 内房線 蘇我～君津 8/22 13:00 8/22 19:10

JR東日本 青梅線 青梅～奥多摩 8/22 9:30 8/22 21:10

ＪＲ東日本 東海道線 小田原～熱海 8/22 9:57 8/22 17:34

JR東日本 中央線 高尾〜大月 8/22 10:26 8/22 18:52

JR東日本 相模線 橋本〜寒川 8/22 10:59 8/22 18:07

ＪＲ東日本 五日市線 拝島～武蔵五日市 8/22 11:36 8/22 16:15

ＪＲ東日本 京葉線 東京～蘇我 8/22 11:57 8/22 19:10

ＪＲ東日本 鹿島線 香取～鹿島神宮 8/22 12:00 8/23 6:01

ＪＲ東日本 八高線 寄居～高麗川 8/22 11:39 8/22 19:52

JR東日本 水郡線 矢祭山～安積永盛 8/22 15:00 8/23 5:05

JR東日本 東北線 白石～岩沼 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 東北線 仙台～石越 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 東北線 一関～盛岡 8/22 20:00 8/23 始発

JR東日本 東北線 仙台～一関 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 東北線 白坂～白石 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 奥羽線 福島～山形 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 仙山線 仙台～愛子 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 仙山線 愛子～羽前千歳 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 磐越西線 野沢～徳沢 8/22 17:19 8/23 始発

JR東日本 磐越西線 会津若松～喜多方 8/22 13:00 8/23 始発

JR東日本 磐越西線 郡山～会津若松 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 磐越西線 喜多方～野沢 8/22 13:00 8/23 始発

JR東日本 磐越東線 いわき～郡山 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 只見線 会津若松～会津川口 8/22 15:00 8/23 始発

JR東日本 米坂線 米沢～小国 8/22 15:00 8/23 始発

ＪＲ東日本 外房線 勝浦～安房鴨川 8/22 12:12

ＪＲ東日本 外房線 蘇我～勝浦 8/22 13:00

ＪＲ東日本 総武線 佐倉～銚子 8/22 13:00 8/23 1:35

ＪＲ東日本 成田線 成田～銚子 8/22 13:00 8/23 5:08

ＪＲ東日本 成田線 千葉～成田空港 8/22 13:00 8/22 20:00

ＪＲ東日本 成田線 成田～我孫子 8/22 13:00 8/23 0:40

ＪＲ東日本 東金線 大網～成田空港 8/22 13:00 8/22 23:47

ＪＲ東日本 八高線 八王子～拝島 8/22 13:00 8/22 16:18

ＪＲ東日本 常磐線 水戸～取手 8/22 13:15 8/23 4:27

ＪＲ東日本 水戸線 全線 8/22 15:00 8/23 5:14

ＪＲ東日本 水郡線 全線 8/22 15:00 8/23 5:05

ＪＲ東日本 上越線 渋川～水上 8/22 14:05 8/22 17:41

ＪＲ東日本 吾妻線 渋川～大前 8/22 12:55 8/22 17:36

JR東日本 石巻線 小牛田～女川 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 気仙沼線 前谷地～柳津 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 陸羽東線 岩出山～新庄 8/22 18:00 8/23 始発

JR東日本 大船渡線 一ノ関～気仙沼 8/22 19:30 8/23 始発

JR東日本 北上線 北上～横手 8/22 20:00 8/23 始発

JR東日本 山田線 上盛岡～上米内 8/22 19:30 8/23 始発

JR東日本 山田線 川内～釜石 8/22 19:30 8/23 始発

JR東日本 花輪線 好摩～大館 8/22 19:00 8/23 始発

JR東日本 八戸線 八戸～久慈 8/22 20:00 8/23 始発

JR東日本 田沢湖線 大釜～大曲 8/22 20:00 8/23 始発

JR東日本 常磐線 勿来～いわき 8/22 17:00 8/22 18:00
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8/23 始発

JR東日本 仙石線 あおば通～石巻 8/22 21:00 8/23 始発

JR東日本 陸羽西線 余目～新庄 8/22 20:00

JR東日本 釜石線 花巻～足ヶ瀬 8/22 19:30 8/23 始発

8/22 13:00 8/22 23:15

ＪＲ東日本 外房線 上総一ノ宮～勝浦 8/22 13:00

JR東日本 釜石線 足ヶ瀬～洞泉 8/22 19:30 陸中大橋駅冠水

JR東日本 釜石線 洞泉～釜石 8/22 19:30 8/23 始発

JR東日本 大湊線 全線

JR東海 御殿場線 松田～御殿場 8/22 始発 8/22 15:35

JR東海 身延線 西富士宮～身延 8/22 始発 8/22 16:30

JR東海 身延線 身延～鰍沢口 8/22 8:45 8/22 15:34

JR東海 高山線 飛騨古川～猪谷 8/22 16:54 8/23 始発

ＪＲ西日本 大糸線 糸魚川〜南小谷 8/23 始発

京王電鉄 高尾線 全線 8/22 11:00 8/22 12:33

京王電鉄 相模原線 全線 8/22 10:50 8/22 15:25

京王電鉄 京王線 つつじヶ丘～飛田給 8/22 14:09 8/22 14:55

西武鉄道 新宿線 全線 8/22 11:28 8/22 17:56

西武鉄道 拝島線 全線 8/22 11:28 8/22 16:02

西武鉄道 国分寺線 全線 8/22 11:28 8/22 16:02

西武鉄道 多摩湖線 萩山～国分寺 8/22 11:29 8/22 16:32

西武鉄道 多摩湖線 萩山～西武遊園地 8/22 11:29 西武遊園地駅～武蔵大和駅間　土砂崩落

西武鉄道 西武園線 全線 8/22 11:28 8/22 15:07

京成電鉄 成田空港線 印旛日本医大～空港第２ビル 8/22 13:51 8/22 17:20

伊豆箱根鉄道 駿豆線 伊豆長岡〜田京 8/22 11:10 8/22 15:17

京成電鉄 本線 大和田～成田 8/22 13:44 8/22 22:14

京成電鉄 空港線 成田～成田空港 8/22 13:44 8/22 18:15

京成電鉄 東成田線 成田～東成田 8/22 13:44 8/22 18:30

箱根登山鉄道 鉄道線 小田原～箱根湯本 8/22 10:45 8/22 17:49

箱根登山鉄道 鉄道線 箱根湯本～強羅 8/22 10:20 8/22 18:10

伊豆急行 伊豆急行線 全線 8/22 7:35 8/22 20:22

江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 全線 8/22 9:31 8/22 16:48

芝山鉄道 芝山鉄道線 全線 8/22 13:21 8/22 18:30

山万 ユーカリが丘線 全線 8/22 13:41 8/22 18:36

いすみ鉄道 いすみ線 全線 8/22 13:04

小湊鐵道 小湊鐵道線 五井～月崎 8/22 13:00 8/23 6:00

小湊鐵道 小湊鐵道線 月崎～上総中野 8/22 13:00 養老渓谷駅～上総中野駅間　土砂崩落

関東鉄道 竜ヶ崎線 全線 8/22 14:04 8/22 18:45

道南いさりび鉄道 道南いさりび鉄道線 五稜郭～木古内 8/23 始発

山形鉄道 フラワー長井線 赤湯～荒砥 8/22 19:22 8/23 始発

会津鉄道 会津線 西若松～会津高原尾瀬口 8/22 17:05 8/23 始発

阿武隈急行 阿武隈急行線 福島～梁川 8/22 15:00 8/23 始発

青い森鉄道 青い森鉄道線 三沢～浅虫温泉 8/23 1:34
野辺地駅～狩場沢駅間土砂流
入
野辺地駅ポイント冠水

ＪＲ東日本 山手線 全線 8/22 14:51 8/22 20:02

ＪＲ東日本 八高線 箱根ヶ崎～東飯能 8/22 14:06 8/23 5:17

ＪＲ東日本 外房線 蘇我～上総一ノ宮
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イ 自動車関係（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

・高速バス関係 

１６事業者で１４路線運休、１路線一部運休、１４路線通常運行 

 

 

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

○北海道運輸局管内

道北バス㈱ 旭川～釧路線 運休

阿寒バス㈱ 旭川～釧路線 運休

北海道中央バス㈱ 札幌～北見・網走線 通常運行

北海道北見バス㈱ 札幌～北見・網走線 通常運行

網走バス㈱ 札幌～北見・網走線 通常運行

道北バス㈱ 旭川～北見線 運休

北海道北見バス㈱ 旭川～北見線 運休

○東北運輸局管内

WILLER EXPRESS東北 関東～仙台 運休

WILLER EXPRESS東北 関東～山形 運休

WILLER EXPRESS東北 関東～青森 運休

南部バス（株） 青森・弘前～関東 運休

南部バス（株） 三沢・八戸・盛岡～関東 運休

○関東運輸局管内

ジェイアールバス関東 東京～河口湖 通常運行

ジェイアールバス関東 東京～名古屋 通常運行

ジェイアールバス関東 東京～浜松 通常運行

ジェイアールバス関東 東京～可児 通常運行

ジェイアールバス関東 東京～箱根 通常運行

京浜急行バス 東京～箱根 通常運行

ジェイアールバス関東 東京～大阪 通常運行

WILLER EXPRESS関東 東京～大阪 通常運行

WILLER EXPRESS関東 東京～仙台 通常運行

WILLER EXPRESS関東 浜松～仙台 通常運行

WILLER EXPRESS関東 東京～天童 通常運行

西武バス 大宮～箱根 通常運行

○中部運輸局管内

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～東京 運休

ジェイアール東海バス（株） 静岡～東京 運休

しずてつジャストライン（株） 静岡～東京 運休

ジェイアール東海バス（株） 浜松～東京 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 静岡・浜松～新宿 運休

しずてつジャストライン（株） 静岡～新宿 一部運休

しずてつジャストライン（株） 清水～東京 運休

しずてつジャストライン（株） 静岡～横浜 運休

しずてつジャストライン（株） 静岡～甲府 運休

（株）東海バスオレンジシャトル 三島～新宿 通常運行

（株）新東海バス 修善寺～新宿 通常運行

東濃鉄道（株） 岐阜～東京 運休
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・路線バス関係 

７事業者で２路線運休、１路線一部運休、９路線通常運行 

 

・タクシー関係 

 

※回送中に冠水した道路へ入ったところ、雨水浸水によるエンジン停止。乗務員は無事。 

 

・自動車関係 通行止め １路線 

 

 

・トラック 

茨城県内でトラック 1両が走行中、突風により横転。運転者１名にけが無し。 

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

○北海道運輸局管内

北海道中央バス(株) 焼山線 通常運行

北海道北見バス㈱ 訓子府・置戸・勝山・陸別線 通常運行

北海道北見バス㈱ 北陽線 一部運休

北海道北見バス㈱ 常呂線 通常運行

道北バス㈱ 層雲峡線 通常運行

足寄町 あしバス（コミュニティバス） 運休

○中部運輸局管内

しずてつジャストライン（株） 南アルプス登山線 運休

（株）伊豆東海バス 伊東市内 通常運行

（株）伊豆東海バス 熱海市内 通常運行

伊豆箱根バス（株） 熱海箱根線 通常運行

伊豆箱根バス（株） 定期観光バス 通常運行

伊豆箱根バス（株） 熱海市内 通常運行

都道府県名

㈲プリンスハイヤー － 大雨によるエンジン停止 － ※ 北海道

事業者名 運休状況 主たる原因 運行再開の見通し 被害状況

神奈川県 マツダターンパイク箱根 全線通行止め

神奈川県 湯河原パークウェイ 通行止め解除

都道府県 路線名 被害状況

静岡県 熱海ビーチライン 通行止め解除

静岡県 伊豆スカイライン 通行止め解除
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ウ 海事関係（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

（ア）運航状況 16事業者 16航路が運休又は一部運休、6 事業者 11航路が運航再開 

 

エ 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

（ア）港湾施設の被害状況 

 

オ 航空関係（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

（ア）欠航便 

・ＡＮＡ７便、ＪＡＬ７便、その他９便 合計２３便 

【22日欠航便最終報】 

・ＡＮＡ１６７便、ＪＡＬ２０４便、その他１９０便 合計５６１便 

運休

太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧 運休

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運航再開

シィライン 青森～佐井 運休

佐渡汽船 寺泊～赤泊 運航再開 　

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 一部運休

東海汽船

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 一部運休 上り便のみ運休

折田汽船 鹿児島～屋久島 運休

東京都観光汽船 日の出～有明 運航再開

事業者名

東京～八丈島

東京湾フェリー 金谷～久里浜 運航再開

運航再開

東海汽船 東京～大島～神津島 運航再開

東海汽船 熱海～大島 運航再開

航路名 運航状況 備考

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運休

シーパル女川汽船 女川～江島 運航再開

東海汽船 神津島～熱海 運航再開

小笠原海運 東京～父島 運休

神新汽船 神津島～下田 運休

伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運休

東京都観光汽船 日の出～お台場 運航再開

東京都観光汽船 浅草～日の出 運航再開

ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運休

箱根観光船 箱根町～湖尻桃源台

エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運休

伊豆箱根鉄道 箱根関所跡～湖尻 運休

マルエーフェリー 神戸～那覇 運休 上り便のみ運休

コスモライン 鹿児島～種子島～屋久 運休

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 一部運休

臨港道路第３号線が冠水のため通行止め
（8/22 17:45～）

茨城県 茨城県 重要 鹿島港
南公共埠頭

地区
１号上屋の屋根が破損（倉庫内作業に影
響無し）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

北海道 利尻富士町 地方 鴛泊港
おしどまり

本港地区 漂流物（木枝等）が港内に漂着（撤去済み）

茨城県 茨城県 重要 茨城港
日立港区

第4ふ頭地区
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（イ）その他施設等 

・被害情報なし 

カ 公営住宅関係（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

・北海道内の公営住宅 3団地（18戸）で床下浸水 

キ 公園（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

 

ク 下水道（国土交通省情報：8月 23日 7:00現在） 

＜処理施設＞ 

 

＜管渠・マンホール＞ 

（北海道足寄町） 

マンホールポンプ：2箇所で一部機器に不具合が生じているものの、ポンプは正常運転中。 

（北海道旭川市） 

マンホール：1箇所で人孔蓋及び受枠が舗装ごと破損。 

(6) 郵政関係（総務省情報：8月 23日 8:30現在） 

○大雨の影響により一時閉鎖（３局：北海道１局、埼玉県１局、山梨県１局） 

 →３局とも業務再開（8/23(火)8:00時点） 

○郵便物の配達不能 

 北海道２集配センター →２センターとも配達再開（8/23(火)8:00 時点） 

５ 政府の主な対応 

(1) 関係省庁災害警戒会議の実施 

8月 20 日 16:57 「台風第 11号に関する情報連絡室」を設置 

8月 20 日 17:00 平成 28年北日本を中心とする大雨等に係る関係省庁災害警戒会議 

8月 21 日 17:10 「台風第 11号に関する情報連絡室」を、「台風第 11号及び第９号に関する

情報連絡室」に改称 

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

北海道 旭川市 旭川市
両神橋下流右岸

広場
河川増水による冠水により芝が流出

詳細な被害状況は確

認中

北海道 旭川市 旭川市
旭川大橋上流右

岸広場
河川増水による冠水により芝が流出

詳細な被害状況は確

認中

北海道 旭川市 旭川市
旭川大橋左岸広

場
河川増水による冠水により表土が流出

詳細な被害状況は確

認中

北海道 旭川市 旭川市 旭西広場 河川増水による冠水により表土が流出
詳細な被害状況は確

認中

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名 被害状況等 対応状況等

埼玉県
荒川右岸流域下水道

（川越市）
新河岸川上流水循環センター

一部設備が水没し、2系列のうち1系列の処理

が停止。

残りの1系列で処理を行っ

ており、詳細については調

査中。
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６ 各省庁等の対応 

(1) 内閣府の対応 

・内閣府情報対策室設置(8月 20日 12:12) 

・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 20日以降） 

(2) 警察庁の対応 

○ 警察庁は、８月 20日（土）午後４時 57分、台風第 11号に関して災害対策室長を長と

する情報連絡室を設置。８月 21日（日）午後５時 10分、台風 11号及び第９号に関す

る情報連絡室に改称。 

○ 警察庁は、管区警察局や都道県警察とともに、被害や対応状況等関連情報の収集を実

施。 

○ 関係道県警察では、災害対策担当課長等を長とする災害警備連絡室等を設置し、警戒

態勢を確保。 

○ 北海道警察は、足寄川の氾濫に備え、釧路警備隊等（救命ボート・モバイル帯同）が、

足寄町内で待機。 

○ 北海道警察は、砂川市焼山の道道 627号線において発生した土砂崩れに、指揮支援班

（災対官以下２人）、機動隊 26人、災害救助犬１頭等を出動させて現場確認した結果、

車両等が巻き込まれていないことを確認。 

【埼玉県警察】 

○ 地域課員が所沢市内で冠水 

(その他) 

○ 北海道道天人峡美瑛線の道路陥没に伴い、天人峡温泉宿泊施客等 81 人が一時的に立

ち往生したが、21 日正午に復員拡張工事が完了。午後０時 30 分までに宿泊客をバス

で搬送して立ち往生は解消。  

○ 北海道では、ペンケ歌志内川（歌志内市）の溢水、常呂川（北見市）の氾濫がそれぞ

れ発生したが、人的被害なし。 

(3) 消防庁の対応 

８月２０日 １６時５７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) 

１７時００分 関係省庁災害警戒会議に応急対策室長が出席 

１８時５１分 全都道府県に対し「北日本を中心とする大雨と台風第９号

及び台風第１１号警戒情報」 を発出 

(4) 海上保安庁の対応 

ア 対応体制 

○第一管区海上保安本部 

非常配備(一部部署)：8月 22日 21:00発令 
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警戒配備(一部部署)：8月 22日 18:25発令 

○第二管区海上保安本部 

非常配備(全部署) ：8月 22日 14:30発令 8月 23日 07:00解除 

警戒配備(一部部署)：8 月 20 日 16:00～21 日 06:00 順次発令 21 日 09:00～21:00 順次

解除 

           8月 22日 09:00発令 

○第三管区海上保安本部  

非常配備(一部部署)：8月 21日 22:00発令 22日 17:40～21:00順次解除 

警戒配備(一部部署)：8月 21日 15:00発令 

○第四管区海上保安本部  

警戒配備(全部署)：8月 21日 19:30～22日 01:00順次発令 22日 07:15解除 

○第五管区海上保安本部  

警戒配備(一部部署)：8月 22日 00:00発令 23日 08:30解除 

イ 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。 

○当庁職員をリエゾンとして派遣 

 ・北海道（第一管区海上保安本部職員） 

(5) 防衛省の対応 

現時点において災害派遣要請なし。２０日（土）の状況は次のとおり。 

ア 北海道士別市における給水支援に係る災害派遣 

（ア）要 請 日 時  平成２８年８月２０日（土）１９時３０分 

（イ）撤収要請日時  平成２８年８月２０日（土）２３時１５分 

（ウ）要 請 元  北海道知事 

（エ）要 請 先  陸上自衛隊第２師団長（旭川） 

（オ）要請の概要  給水支援 

（カ）発 生 場 所  北海道士別市 

（キ）派 遣 部 隊  陸自 第３普通科連隊（名寄）、第４高射特科群（名寄）、 

第２後方支援連隊（旭川、名寄）、北部方面総監部（札幌） 

（ク）派 遣 規 模  人員 約６５名 

車両 ２０両（水トレーラー８両及び５ｔ水タンク車２両含む） 
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その他 ＬＯ人員７名、ＬＯ車両２両 

（ケ）活 動 内 容 上士別町民センター及び、中士別ＪＡ北ひびき生産資料センター、計

２か所において、約４ｔの給水支援を実施 

イ 部隊等の態勢 

・以下の部隊が情報収集態勢等を強化中 

陸上自衛隊 北部方面総監部（北海道札幌市） 

第２師団司令部（北海道旭川市） 

第７師団司令部（北海道千歳市） 

第５旅団司令部（北海道帯広市） 

第１１旅団司令部（北海道札幌市） 

第２地対艦ミサイル連隊（北海道美唄市） 

第１２施設群（北海道岩見沢市） 

北部方面対舟艇対戦車隊（北海道虻田郡） 

東北方面総監部（宮城県仙台市） 

第６師団司令部（山形県東根市） 

第５高射特科群（青森県八戸市） 

第４地対艦ミサイル連隊（青森県八戸市） 

第１師団司令部（東京都練馬区） 

東部方面総監部（東京都練馬区） 

第１施設団（茨城県古河市） 

第１２旅団司令部（群馬県北群馬郡） 

海上自衛隊 大湊地方隊及び隷下部隊（青森県むつ市 等） 

舞鶴地方隊及び隷下部隊（京都府舞鶴市 等） 

航空自衛隊 網走分屯基地（北海道網走市） 

襟裳分屯基地（北海道幌泉郡） 

大湊分屯基地（青森県むつ市） 

山田分屯基地（岩手県下閉伊郡） 

ウ リエゾンの派遣状況 

・陸上自衛隊北部方面総監部（北海道札幌市）のＬＯを北海道庁に派遣中。 

・陸上自衛隊第６普通科連隊（北海道網走郡美幌町）のＬＯをオホーツク振興局、北見市

役所、網走市役所に派遣中。 

・陸上自衛隊第２７普通科連隊（北海道釧路郡釧路町）のＬＯを釧路総合振興局、根室振

興局、羅臼町役場に派遣中。 

・陸上自衛隊５特科隊（北海道帯広市）のＬＯを足寄町役場、陸別町役場に派遣中。 

・陸上自衛隊第７特科連隊（北海道千歳市）のＬＯを平取町役場、むかわ町役場、厚真町

役場、日高町役場に派遣中。 

・第７高射特科連隊（北海道日高郡）のＬＯを日高振興局に派遣中。 
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(6) 国土交通省の対応 

○ 8 月 22日 17:30に第 1回災害対策本部会議を開催。 

○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【１道 13市町へ、39人派遣(8/20～)】 

・北海道開発局から１道 13市町に 38人派遣(8/20～) 

・東北地方整備局から 1市に 2人派遣(8/22) 

・関東地方整備局から 3市に 4人派遣(8/22) 

・中部地方整備局から 1県 5市町に 8人派遣(8/22) 

・北海道運輸局から１道に 1人派遣(8/21～) 

○TEC-FORCE の派遣【のべ 21人・日派遣(8/20～)】 

・北海道開発局、中部地方整備局が内水排除のための緊急排水を 21市町で実施。(8/20～) 

・北海道開発局が、断水が発生した北見市に給水装置付散水車(1台)を派遣し給水支援を実

施。(8/23) 

・国土地理院が、道道 213号（北海道天人峡温泉）等で UAV 調査等を実施。(8/22～) 

・北海道開発局が、ヘリコプターにより石狩川上・中流部（天人峡温泉の通行止め区間含

む）の被災状況調査を実施(8/21) 

・北海道開発局から、７人派遣。（8/21） 

・国土地理院より、14人派遣(8/22～) 

○災害対策用機械等出動状況 

・北海道開発局、東北地整、関東地整、中部地整より、排水ポンプ車 28 台、照明車 9 台、

衛星通信車 2台、待機支援車 1台、散水車 1台を計 41台派遣。 

(7) 気象庁の対応 

○各地の気象台では、地方公共団体等の地元関係機関へ説明を実施。 

○台風第 9号に関する記者会見を実施（8月 21日 17:10） 

○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。 

(8) 国土地理院の対応 

○くにかぜⅢ仙台空港で待機中（8/21）。 

○国土地理院ランドバード（GSI-LB)を北海道に派遣（8/21～）。 

○UAV（ドローン）による北海道砂川市焼山の土砂災害箇所の動画を公開（8/22）。 

(9) 総務省の対応 

○８月 20日(土)17時 45分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

(10) 農林水産省の対応 

○農業、林業、水産業について、事前点検や関係者の安全確保、農作物に応じた技術指導

等を内容とする通知について、関係県や機関に対し発出しており、被害の発生や拡大の

防止を徹底 

７ 地方自治体の対応等 
・北海道：８月２２日 １４時１０分 災害対策本部設置 
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