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平成３０年台風第２１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 9 月 4 日 

7 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象状況（気象庁情報：9 月 4 日 6:00 現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

【概況】 

・非常に強い台風第 21 号は今日 4日 6時現在、足摺岬の南約 160 キロにあり、1時間に

およそ 35 キロの速さで北北東へ進んでいる。 

・台風の中心気圧は 945 ヘクトパスカル、中心付近の 大風速は 45 メートル、 大瞬間

風速は 60 メートルで、中心の南東側 190 キロ以内と北西側 90 キロ以内では風速 25 メ

ートル以上の暴風となっている。 

・九州の太平洋側の海上は暴風となっており、西日本太平洋側の海上は大しけ、東日本

太平洋側ではしけとなっている。また、台風の外側の湿った空気が流れ込み、紀伊半

島から西日本太平洋側の南東斜面を中心に強い雨が降っている所がある。 

【見通し】 

・台風第 21 号は次第に速度を速めながら北北東に進み、今日 4日昼前から昼過ぎには非

常に強い勢力を保ったまま、四国地方から紀伊半島にかなり接近し、上陸する見込み。

台風はその後さらに速度を速め、今日 4 日夜には強い勢力で日本海に進み、明日 5 日

朝にかけて北日本日本海側沿岸を北上する見込み。 

・台風の接近に伴い、西日本、東日本及び東北日本海側では急速に風が強まり、今日 4

日から明日 5 日にかけて猛烈な風が吹く所がある見込み。西日本から東北太平洋側、

北陸地方と北日本日本海側の海上は、今日 4 日から明日 5 日にかけて大しけとなり、

四国地方と近畿地方の太平洋側及び東海地方の海上では今日 4 日は猛烈なしけとなる

見込み。明日 5 日までに予想される 大風速（ 大瞬間風速）は、四国地方・近畿地

方 45 メートル（60 メートル）、東海地方 35 メートル（50 メートル）、中国地方・北陸

地方・東北地方 30 メートル（45 メートル）、北海道地方 28 メートル（40 メートル）、

九州南部 23 メートル（35 メートル）、関東地方・伊豆諸島 22 メートル（35 メートル）、

九州北部地方 20 メートル（30 メートル）。明日 5日までに予想される波の高さは、四

国地方・近畿地方 12 メートル、東海地方 11 メートル、伊豆諸島 8 メートル、北海道

地方・東北地方・関東地方・北陸地方・九州北部地方・九州南部 6 メートル、奄美地

方 5メートル、中国地方 4メートル。 

・年間で潮位が高い時期にあたり、台風第 21 号の接近・通過に伴い、今日 4日は瀬戸内

海や北陸地方で潮位が高くなる見込み。特に大阪湾沿岸では過去 高潮位に匹敵する

記録的な高潮となるおそれがある。 
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・今日 4 日から明日 5 日にかけては、台風の北上に伴って流れ込む暖かく湿った空気の

影響で、西日本から北日本では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴って非常に

激しい雨が降る見込み。四国地方、近畿地方、東海地方では、台風本体の雨雲により

今日 4 日は急に雨が強まり、局地的に猛烈な雨が降り、大雨となる見込み。明日 5 日

6 時までの 24 時間雨量は、いずれも多いところで、東海地方 500 ミリ、近畿地方・関

東甲信地方 400 ミリ、四国地方 300 ミリ、北陸地方 250 ミリ、北海道地方 180 ミリ、

東北地方 150 ミリ、中国地方 100 ミリの見込み。 

・暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮による浸水に厳重

に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。「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り、特に警戒が必要。各地の気象台が発表する警報・注

意報など気象情報や市町村が発令する避難勧告等に留意。 

(2) 大雨等の状況（9月 3日 00 時～9月 4 日 06 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

三重県 四日市市 四日市 58.5 ミリ  3 日 0 時 58 分まで 

沖縄県 島尻郡南大東村 旧東 41.5 ミリ  3 日 11 時 58 分まで 

三重県 いなべ市 北勢 40.0 ミリ  3 日 1 時 17 分まで 

沖縄県 島尻郡北大東村 北大東 38.5 ミリ  3 日 11 時 04 分まで 

愛知県 知多郡南知多町 南知多 37.5 ミリ  3 日 4 時 50 分まで 

岐阜県 大垣市 大垣 35.0 ミリ  3 日 2 時 25 分まで 

岐阜県 大垣市 上石津 35.0 ミリ  3 日 0 時 10 分まで 

沖縄県 島尻郡南大東村 南大東 34.0 ミリ  3 日 11 時 58 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 32.0 ミリ  4 日 0 時 36 分まで 

愛知県 田原市 伊良湖 27.5 ミリ  3 日 5 時 41 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 140.0 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

高知県 高岡郡津野町 船戸 104.0 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

北海道 白老郡白老町 森野  96.0 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

三重県 いなべ市 北勢  88.5 ミリ  3 日 16 時 10 分まで 

沖縄県 島尻郡北大東村 北大東  83.5 ミリ  4 日 5 時 20 分まで 

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭  83.0 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

三重県 多気郡大台町 宮川  80.5 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬  79.5 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

北海道 登別市 カルルス  78.0 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭  75.5 ミリ  4 日 6 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 140.0 ミリ 

高知県 高岡郡津野町 船戸 104.0 ミリ 
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北海道 白老郡白老町 森野  96.0 ミリ 

沖縄県 島尻郡北大東村 北大東  83.5 ミリ 

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭  83.0 ミリ 

三重県 多気郡大台町 宮川  80.5 ミリ 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬  79.5 ミリ 

北海道 登別市 カルルス  78.0 ミリ 

三重県 四日市市 四日市  76.5 ミリ 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭  75.5 ミリ 

(3) 強風の状況（9月 3 日 00 時～9 月 4 日 06 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

鹿児島県 西之表市 種子島 18.3m/s (北西)  4 日 5 時 17 分 

沖縄県 島尻郡北大東村 北大東 17.9m/s (北西)  3 日 8 時 58 分 

沖縄県 島尻郡南大東村 旧東 16.4m/s (北北西)  3 日 11 時 22 分 

沖縄県 島尻郡南大東村 南大東 15.5m/s (北西)  3 日 9 時 39 分 

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島 15.0m/s (北)  4 日 1 時 41 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 14.8m/s (南東)  4 日 5 時 28 分 

高知県 室戸市 室戸岬 14.4m/s (東北東)  4 日 5 時 46 分 

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 14.1m/s (北東)  4 日 3 時 05 分 

岡山県 玉野市 玉野 13.1m/s (東南東)  4 日 5 時 09 分 

鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子 13.0m/s (北西)  4 日 4 時 54 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

沖縄県 島尻郡南大東村 南大東 26.0m/s (北西)  3 日 11 時 37 分 

沖縄県 島尻郡北大東村 北大東 25.7m/s (北西)  3 日 11 時 18 分 

香川県 東かがわ市 引田 24.0m/s (東南東)  4 日 3 時 52 分 

沖縄県 島尻郡南大東村 旧東 23.7m/s (西)  3 日 13 時 54 分 

鹿児島県 西之表市 種子島 22.3m/s (北西)  4 日 5 時 17 分 

高知県 土佐清水市 清水 20.5m/s (東)  4 日 4 時 44 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 20.1m/s (南東)  4 日 5 時 39 分 

鹿児島県 奄美市 笠利 20.1m/s (北)  3 日 15 時 23 分 

高知県 室戸市 室戸岬 19.9m/s (東北東)  4 日 5 時 59 分 

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 尾之間 19.7m/s (東北東)  3 日 20 時 10 分 

(4) 波浪の状況（9月 3 日 00 時～9 月 4 日 06 時） 

・主な波浪 高値 

【国土交通省港湾局所管】 

GPS 波浪計 宮崎日向沖 6.7m 4 日  4 時 00 分 
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２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：9月 4日 7:00 現在） 

(1) 人的被害 

  被害報告なし 

(2) 住家被害 

 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：9 月 4日 6:30 現在） 

  

４ 避難所の状況（消防庁情報：9 月 4日 6:30 現在） 

  

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 4日 6:45 現在） 

（合計：約２００戸） 

○四国電力 ：約２００戸  

  愛媛県 ： 約２００戸  

 ※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。  

 ※約１２００名体制で待機・復旧対応中。 

イ ガ  ス（経済産業省情報：9 月 4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：9月 4 日 6:30 現在） 

断水の状況 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

奈良県 1 3 5

和歌山県 1 5 9

徳島県 1 3,300 6,811

香川県 1 2 6 2 83 232

高知県 2 7,536 13,576

合　計 1 1 7 15 5 1 10,922 20,624

都道府県
避難指示（緊急） 避難勧告

都道府県名 開設避難所数 実避難者数
三重県 41 119
奈良県 57 36

和歌山県 217 635
徳島県 242 322
香川県 28 21
高知県 279 401

計 864 1,534
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現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

エ 通信関係（総務省情報：9 月 4 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 

NTT ﾄﾞｺﾓ 被害なし。 

KDDI(au) 被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 被害なし。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 被害なし。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 被害なし。 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載。 

＜防災行政無線＞ 

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：9 月 4 日 6:30 現在） 

被害情報なし 

(2) 原子力関係施設の状況（原子力規制庁情報：9月 4日 7:00 現在） 

・被害情報なし 

(3) 道 路（国土交通省情報：9月 4 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 

被災による通行止め：なし 

オ 都道府県道、政令市道 

・兵庫県  １区間（崩土１区間） 

(4) 交通機関（国土交通省情報：9 月 4日 6:00 現在） 
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ア 鉄道（９月４日 4:00 現在） 

（運行状況） 

・７事業者 ２２路線 運転休止 

 

イ 空港 

 ・空港施設等に異常なし 

 ・欠航便 

  ３日の欠航便数：１０便 

(内訳) 

ＪＡＬ９便  その他１便 

４日の欠航予定便数６０８便 

(内訳) 

ＡＮＡ２３６便  ＪＡＬ１８３便  その他１８９便 

  

とさでん交通 桟橋線 はりまや橋～桟橋通５丁目

とさでん交通 後免線 はりまや橋～後免町

とさでん交通 伊野線 はりまや橋～伊野

土佐くろしお鉄道 中村線 窪川～中村

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

とさでん交通 駅前線 はりまや橋～高知駅前

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

紀州鉄道 紀州鉄道線 全線

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 海部～甲浦

四国旅客鉄道 予土線 若井～北宇和島

四国旅客鉄道 土讃線 琴平～窪川

四国旅客鉄道 高徳線 引田～徳島

四国旅客鉄道 鳴門線 池谷～鳴門

四国旅客鉄道 予讃線 伊予大洲～卯之町

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

東海旅客鉄道 名松線 全線

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 五条～和歌山

四国旅客鉄道 予讃線 伊予市～伊予大洲

伊勢市～鳥羽

東海旅客鉄道 紀勢線 多気～新宮

東海旅客鉄道 参宮線

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等
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ウ 自動車関係 

 高速バス：45 事業者で 180 路線運休  2 事業者で 2路線一部運休 

 

西日本JRバス 東京駅 運休

丹後海陸交通(株) 高速バス全便 運休

全但バス（株） 湯村線 運休

西日本JRバス 高松大阪線 運休

西日本JRバス 高松神戸線 運休

西日本JRバス 岡山 運休

西日本JRバス 広島 運休

西日本JRバス 浜田 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～福山 運休

西日本JRバス 名神神戸線 運休

西日本JRバス 浜松・静岡 運休

西日本JRバス 白浜 運休

西日本JRバス 高松京都線 運休

南海バス 高松線 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～甲府 運休

近鉄バス(株) 京都駅前～大分 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～高山 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～小浜 運休

南海バス 堺・大阪・なんば・京都～柏崎・長岡・三条線 運休

南海バス 鳴門・徳島～大阪線 運休

南海バス 姫路線 運休

南海バス 徳島線 運休

南海バス 岡山線 運休

京福バス（株） 福井～京都、大阪 運休

京福バス（株） 福井～名古屋 運休

京福バス（株） 一乗谷朝倉特急バス 運休

福井鉄道（株） わかさライナー（小浜～大阪） 運休

福井鉄道（株） 名古屋線（福井～名古屋） 一部運休

名阪近鉄バス（株） 中部国際空港～京都駅 運休

濃飛乗合自動車（株） 河口湖・富士山線 運休

濃飛乗合自動車（株） 京都・大阪線 一部運休

濃飛乗合自動車（株） 扇沢線 運休

京福バス（株） 福井～東京 運休

名鉄バス（株） 名古屋～上高地 運休

名鉄バス（株） 名古屋～金沢 運休

名鉄バス（株） 名古屋～福井 運休

名鉄バス（株） 名古屋～神戸 運休

運休

北陸鉄道（株） 金沢～新潟線 運休

北鉄金沢中央バス（株） 金沢～大阪線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～名古屋線 運休

名鉄バス（株） 名古屋～松本 運休

名鉄バス（株） 名古屋～長野 運休

アルピコ交通（株） 長野～名古屋線 運休

アルピコ交通（株） 長野～大阪線 運休

信南交通（株） 箕輪～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～名古屋線 運休

新潟交通（株） 新潟～金沢線 運休

越後交通（株） 三条・長岡～京都・大阪線 運休

アルピコ交通（株） 松本～名古屋線 運休

アルピコ交通（株） 松本～大阪線 運休

アルピコ交通（株） 茅野～大阪線 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

福井鉄道（株） 大阪線（福井～大阪） 運休

豊鉄バス（株） 豊橋～京都 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～神戸 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～金沢 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～福井
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京阪バス（株） 「京都 午後の半日　二条城・龍安寺」HC/CWコース 運休

神姫バス（株） SKY BUS KOBE（神戸市内定期観光バス） 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～京都、大阪 運休

京阪バス（株） 「スカイバス京都　ぐるっと一周ドライブ」W1/W2コース 運休

京阪バス（株） 「スカ イ バス京都　ドラ イ ブ＆金閣寺・清水寺」WA/WBコース 運休

京阪バス（株） 朝の禅寺 坐禅体験と世界遺産上賀茂神社特別参拝」AKコース 運休

京阪バス（株） ○「幕末維新の志士たちゆかりの地をたずねて」Lコース 運休

京阪バス（株） 京の旧邸の美をたずねて」LSコース 運休

京阪バス（株） 京都　→　四日市　線 運休

京阪バス（株） 京都・大津　→　上野・東京ディズニーリゾート・千葉　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　高松　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　徳島　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　有馬　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　福山　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　岡山・倉敷　線 運休

京阪バス（株） 「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)コース 運休

京阪バス（株） 京都　→　松山　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　米子　線 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 伊那・箕輪 運休

阪急バス（株） 大阪・京都 ⇔ 新潟 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 宮津・峰山 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 湯村温泉・浜坂 運休

京阪バス（株） 京都　→　中部国際空港（セントレア）　線 運休

阪急バス（株） 大阪～中国新見 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 津名・洲本 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

阪急バス（株） 大阪・京都 ⇔ 長野 運休

阪急バス（株） 大阪～富山駅前 運休

阪急バス（株） 大阪～兼六園下 運休

阪急バス（株） 大阪～JR出雲市駅 運休

阪急バス（株） 大阪～三次 運休

阪急バス（株） 大阪～三次車庫 運休

阪急バス（株） 大阪～松山室町営業所 運休

阪急バス（株） 大阪～松本バスターミナル 運休

阪急バス（株） 大阪～茅野駅 運休

阪急バス（株） 大阪～八ヶ岳 運休

阪急バス（株） 大阪～万代シティバスセンター 運休

阪急バス（株） 大阪～有馬温泉 運休

阪急バス（株） 大阪～三次 運休

阪急バス（株） 大阪～高松駅高速バスターミナル 運休

阪急バス（株） 京都駅八条口～有馬温泉 運休

阪急バス（株） 大阪～八幡浜 運休

熊野交通(株) 定期観光バス全便 運休

阪急バス（株） なんば～徳島駅前 運休

阪急バス（株） 大阪～井川 運休

阪急バス（株） 大阪～兼六園下 運休

阪急バス（株） 大阪～峰山案内所 運休

阪神バス(株) 大阪・神戸～大洲・宇和島・城辺方面 運休

阪神バス(株) 大阪～鳴門・徳島方面 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・今治方面 運休

奈良交通(株) 定期観光バス全便 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・西浦線 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・福良線 運休

淡路交通(株) 舞子・福良線 運休

淡路交通(株) 大阪・洲本線 運休

淡路交通(株) 淡路・徳島線 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・洲本線 運休

淡路交通(株) 学園都市・洲本線 運休
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宇和島自動車㈱ 城辺・宇和島・大洲～神戸・大阪 運休

瀬戸内運輸㈱ 今治・新居浜～神戸・大阪 運休

瀬戸内運輸㈱ 今治～広島 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～京都 運休

伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～大阪 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～神戸 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～徳島 運休

伊予鉄バス㈱ 松山～高知 運休

四国高速バス㈱ 高松～関西空港 運休

四国高速バス㈱ 高松～徳島 運休

高松エクスプレス㈱ 高松・鳴門～大阪 運休

高松エクスプレス㈱ 高松・鳴門～神戸 運休

大川自動車㈱ 高松～徳島 運休

海部観光㈱ 徳島～神戸・大阪・伊丹 運休

四国高速バス㈱ 高松～京都 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・善通寺～神戸・大阪 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～徳島 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～高知 運休

中鉄バス㈱ 岡山～出雲 運休

中鉄バス㈱ 倉敷～神戸 運休

海部観光㈱ 徳島～京都 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～京都 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～神戸 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～関西空港 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～出雲 運休

一畑バス㈱ 出雲～広島 運休

一畑バス㈱ 松江～鳥取 運休

一畑バス㈱ 出雲～大阪線 運休

一畑バス㈱ 出雲～岡山 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～大阪 運休

日本交通㈱ 鳥取～京都線 運休

日本交通㈱ 米子～大阪線 運休

日本交通㈱ 米子～京都線 運休

日本交通㈱ 米子～神戸線 運休

日本交通㈱ 倉吉～大阪・神戸線 運休

日ノ丸自動車㈱ 鳥取～姫路 運休

日ノ丸自動車㈱ 鳥取～松江 運休

日ノ丸自動車㈱ 倉吉～岡山 運休

日ノ丸自動車㈱ 出雲～岡山 運休

日本交通㈱ 鳥取～大阪・神戸線 運休

㈱中国バス 尾道、府中、福山～大阪 運休

㈱中国バス 甲山・府中・福山～神戸 運休

㈱中国バス 福山～京都 運休

㈱中国バス 神辺～大阪 運休

㈱中国バス 三次～新大阪 運休

広交観光㈱ 広島～神戸 運休

広交観光㈱ 広島～岡山 運休

広交観光㈱ 広島～徳山 運休

広交観光㈱ 広島～高知 運休

広交観光㈱ 広島～今治 運休

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～京都 運休

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～神戸 運休

中国ジェイアールバス（株） 浜田、江津、益田～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 岡山、倉敷～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 岡山～米子、松江、出雲 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～出雲 運休

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～大阪 運休
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   路線バス：9 事業者で 27 路線運休  1 事業者で 2 路線一部運休 

   

 (5) 河  川（国土交通省情報：9月 4 日 6:00 現在） 

  ・現時点で被害情報なし 

 (6) 土砂災害（国土交通省情報：9月 4 日 6:00 現在） 

  ・土砂災害警戒情報 発表なし 

  ・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 

  

大分バス（株） 大分-京都 運休

亀の井バス（株） 大分・別府-京都 運休

高知西南交通㈱ 宿毛・大月・清水・四万十～高知 運休

大分交通（株） 大分・別府-三宮・大阪・京都 運休

㈲嶺北観光自動車 田井～本山～冬の瀬線 運休
㈲嶺北観光自動車 田井～伊勢川線 運休
㈲嶺北観光自動車 田井～大川～黒丸～日の浦線 運休
㈲嶺北観光自動車 日の浦～長沢～桑瀬～寺川線 運休
㈲嶺北観光自動車 田井～樫山線 運休

熊野交通(株) 高田線 運休
熊野交通(株) 小口線 運休
熊野交通(株) 篠尾線 運休
熊野交通(株) 瀞八丁線 運休
㈲嶺北観光自動車 田井～本山～西石原～峰石原線 運休

六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～六甲ガーデンテラス 運休
江若交通(株) エコバス（堅田駅～守山駅間運行） 運休
江若交通(株) 堅田駅～免許センター（佐川美術館）循環線 運休
江若交通(株) 堅田駅～ピエリ守山・マリオットホテル循環線 運休
熊野交通(株) 川丈線 運休

奈良交通（株） 大和上市駅～大台ヶ原 運休
近鉄バス(株) 大阪教育大線 運休
神戸市交通局 全系統 通常運行
六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～六甲有馬ロープウェー山頂駅 運休
六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～摩耶ロープウェー山上駅 運休

岐阜乗合自動車（株） リトルワールド・モンキーパーク線 運休
濃飛乗合自動車（株） 五箇山相倉と白川郷 一部運休
濃飛乗合自動車（株） 五箇山菅沼と白川郷 一部運休
三重交通（株） 津伊勢空港連絡バス 運休
京福バス（株） 県内路線バス全線 通常運行

名阪近鉄バス（株） 大垣市（上石津地区） 運休
名阪近鉄バス（株） 輪之内町 運休
名阪近鉄バス（株） 養老町 運休
名阪近鉄バス（株） 垂井町 運休
名阪近鉄バス（株） 揖斐川町 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
名阪近鉄バス（株） 大垣市 運休
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 (7) 海事関係（国土交通省情報：9月 4 日 6:00 現在） 

  ・89 事業者 102 航路において運休又は一部運休 

   

 

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運休 台風２１号の影響

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運休 台風２１号の影響

四国急行フェリー 高松～宇野 運休 台風２１号の影響

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運休 台風２１号の影響

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運休 台風２１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２１号の影響

芸予汽船 今治～土生 運休 台風２１号の影響

上島町 長崎～深浦 運休 台風２１号の影響

上島町 魚島～弓削～土生 運休 台風２１号の影響

宇和島運輸 八幡浜～別府 運休 台風２１号の影響

国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運休 台風２１号の影響

四国汽船 高松～宮浦～宇野 運休 台風２１号の影響

四国汽船 本村～宇野 運休 台風２１号の影響

石崎汽船 松山～広島（宇品） 運休 台風２１号の影響

中島汽船 三津浜～中島 運休 台風２１号の影響

平郡航路 平郡～柳井 運休

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運休 台風２１号の影響

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運休 台風２１号の影響

小豆島フェリー 姫路～福田 運休 台風２１号の影響

内海フェリー 高松～草壁 運休 台風２１号の影響

三洋汽船 笠岡～佐柳本浦 運休

三洋汽船 笠岡～六島 運休

六口丸海運 小島観光港 運休

藤井一彦 金風呂～笠岡 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休

高福ﾗｲﾅｰ 家島～姫路 運休

瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運休

両備フェリー 岡山～土床 運休

瀬戸内観光汽船 日生～大部 運休

三洋汽船 白石～笠岡 運休

沼島汽船 沼島～土生 運休

高速いえしま 家島～姫路 運休

坊勢汽船 西島～坊勢～男鹿～姫路 運休

高山知久 坊勢～姫路 運休

坊勢渡船 坊勢～網手 運休

新日本海フェリー 舞鶴～小樽 一部運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休

ジャンボフェリー 神戸～坂手～高松 運休

淡路ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ 明石～岩屋 運休

OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休

フェリーさんふらわあ 大分～神戸 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 一部運休

名門大洋フェリー 大阪～新門司 一部運休

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

西尾市 一色～佐久島 運休

志摩マリンレジャー 賢島～和具 運休

名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運休

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運休

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休

太平洋フェリー株式会社 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休
（株）エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運休

津エアポートライン 津新港～空港島 運休

伊勢湾フェリー（株） 鳥羽～伊良湖 運休

鳥羽市 鳥羽～神島 運休

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運休

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島 一部運休

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
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 (8) 郵政関係（総務省情報：9月 4日 6:30 現在） 

  ・航空及び船舶の欠航等により、鹿児島県島しょ部、沖縄県大東諸島で引受・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：9月 4 日 6:30 現在） 

・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。 

 (10) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：9月 4 日 6:30 現在） 

  ・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。 

伊平屋村 伊平屋～運天 一部運休

大東海運 泊～南北大東 運休（出航延期）

水納海運 水納～渡久地 一部運休

折田汽船 鹿児島～屋久島 運休

岩崎産業 鹿児島～種子島・屋久島 運休

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運休

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運休

伊是名村 伊是名～運天 一部運休

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運休

蒲江交通 蒲江～深島 一部運休

やま丸 津久見～保戸島 運休

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 運休

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 一部運休

松山市 中須賀～鹿島 運休 台風２１号の影響

青島海運 青島～長浜 運休 台風２１号の影響

津島渡船 津島～今治 運休 台風２１号の影響

田中輸送 大島～八幡浜 運休 台風２１号の影響

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 一部運休

宿毛市 沖の島～片島 運休 台風２１号の影響

高知県 長浜～種崎 運休 台風２１号の影響

鳴門市 黒崎～高島 運休 台風２１号の影響

鳴門市 岡崎～土佐泊 運休 台風２１号の影響

新喜峰 安居島～北条 運休 台風２１号の影響

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休 台風２１号の影響

岩城汽船 岩城～土生 運休 台風２１号の影響

盛運汽船 戸島･日振～宇和島 運休 台風２１号の影響

宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運休 台風２１号の影響

須崎市 坂内～埋立 運休 台風２１号の影響

新居浜市 大島～黒島（新居浜） 運休 台風２１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２１号の影響

今治市 岡村～今治 運休 台風２１号の影響

今治市 津島～津 運休 台風２１号の影響

くるしま 馬島～波止浜 運休 台風２１号の影響

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運休 台風２１号の影響

観音寺市 伊吹島～観音寺 運休 台風２１号の影響

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運休 台風２１号の影響

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運休 台風２１号の影響

ごごしま 興居島（由良･泊）～松山（高浜） 運休 台風２１号の影響

豊島フェリー 家浦～高松 運休 台風２１号の影響

雌雄島海運 男木～高松 運休 台風２１号の影響

本島汽船 本島～丸亀 運休 台風２１号の影響

備讃フェリー 丸亀～広島 運休 台風２１号の影響

三洋汽船 多度津～佐柳 運休 台風２１号の影響
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・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：9 月 4 日 6:30 現在） 

・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：9月 4日 6:30 現在） 

  ・人工透析 

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：9 月 4日 7:30 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：9 月 4 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 

・9月 3 日 15:00 情報連絡室設置 

(2) 関係省庁災害警戒会議等の実施 

・9月 3 日 15:00 平成３０年台風第２１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（9月 3日 15:00） 

(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 月 3 日 15:00） 

  ・関係都道府県警察では、所要の警備体制を確立（9 月 3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（9 月 3日～） 

(3) 消 防 庁の対応 

８月３日 １２時０４分 全都道府県及び指定都市に対し「平成３０年台風第２１号警

戒情報」を発出 

     １９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） 

＜地元消防機関等の対応＞ 
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 地元消防機関は警戒活動等を実施 

(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） 

 ９月２日２１：００ 警戒配備発令   ９月３日２０：００ 警戒配備解除    

   ○第十管区海上保安本部（鹿児島市） 

    ９月３日０６：００ 警戒配備発令   

   ○第八管区海上保安本部（舞鶴市） 

    ９月４日０３：００ 警戒配備発令   

   ○第七管区海上保安本部（福岡市） 

    ９月４日００：００ 警戒配備発令   

   ○第六管区海上保安本部（広島市） 

    ９月３日２３：００ 警戒配備発令    

   ○第五管区海上保安本部（神戸市） 

    ９月３日２０：００ 警戒配備発令   

   ○第四管区海上保安本部（名古屋市） 

    ９月４日０２：００ 警戒配備発令   

＜人的・物的被害及び主な対応状況＞ 

   現在まで被害情報なし 

(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１４旅団司令部（香川県善通寺市） 

（１５か所）第１５即応機動連隊（香川県善通寺市） 

第１４偵察隊（香川県善通寺市） 

      第１４施設隊（徳島県阿南市） 

      第１４高射特科隊（愛媛県松山市） 

      中部方面特科隊（愛媛県松山市） 

      第５０普通科連隊（高知県香南市） 

      第４師団司令部（福岡県春日市） 

      第４偵察隊（福岡県春日市） 

      第４通信大隊（福岡県春日市） 

第４施設大隊（長崎県大村市） 

      第４飛行隊（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町） 

      第１２普通科連隊（鹿児島県霧島市） 
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      第４３普通科連隊（宮崎県都城市） 

      西部方面特科隊（大分県由布市） 

海上自衛隊 呉基地（広島県呉市） 

（１１か所）徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町） 

小松島航空基地（徳島県小松島市） 

岩国基地（山口県岩国市） 

      阪神基地（兵庫県神戸市） 

      舞鶴基地（京都府舞鶴市） 

      鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市） 

      厚木基地（神奈川県綾瀬市） 

      横須賀基地（神奈川県横須賀市） 

      武山基地（神奈川県横須賀市） 

      下関基地（山口県下関市） 

 航空自衛隊 三沢基地（青森県三沢市） 

（３５か所）襟裳（えりも）分屯基地（北海道幌泉郡えりも町） 

      八雲分屯基地（北海道二海郡八雲町） 

      大湊分屯基地（青森県むつ市） 

      車力分屯基地(青森県つがる市) 

      賀茂分屯基地（秋田県男鹿市） 

      松島基地（宮城県東松島市） 

      大滝根山分屯基地（福島県双葉郡川内村） 

      入間基地（埼玉県狭山市） 

      熊谷基地（埼玉県熊谷市） 

      木更津分屯基地（千葉県木更津市） 

横田基地（東京都福生市） 

峯岡山（みねおかやま）分屯基地（千葉県南房総市） 

      武山分屯基地（神奈川県横須賀市） 

      浜松基地（静岡県浜松市） 

      静浜基地(静岡県焼津市) 

 御前崎分屯基地（静岡県御前崎市） 

 佐渡分屯基地（新潟県佐渡市） 

 新潟分屯基地（新潟県新潟市） 

小松基地（石川県小松市） 

輪島分屯基地（石川県輪島市） 

経ヶ岬（きょうがみさき）分屯基地（京都府京丹後市） 

小牧基地（愛知県小牧市） 

高蔵寺分屯基地（愛知県春日井市） 
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笠取山（かさとりやま）分屯基地（三重県津市） 

串本分屯基地（和歌山県東牟婁（ひがしむろ）郡串本町） 

      饗庭野（あいばの）分屯基地（滋賀県高島市） 

      岐阜基地（岐阜県各務原市） 

      白山分屯基地（三重県津市） 

      美保基地（鳥取県境港市） 

      高尾山分屯基地（島根県松江市） 

      見島分屯基地（山口県萩市） 

      土佐清水分屯基地（高知県土佐清水市） 

      築城基地（福岡県築上郡築上町） 

      高畑山（たかはたやま）分屯基地（宮崎県串間市） 

地方協力本部 徳島地方協力本部 

  （１か所） 

＜リエゾンの派遣状況＞ 

   以下の自治体にリエゾンを派遣中 

 ○高知県庁 

陸自第 50 普通科連隊（高知）（人員２名、車両１両） 

   ○愛媛県庁 

    陸自中部方面特科隊（松山）（人員２名、車両１両） 

 ○徳島県庁 

  陸自第 15 即応機動連隊（善通寺）（人員２名、車両１両） 

 ○香川県庁 

  陸自第 15 即応機動連隊（善通寺）（人員２名、車両１両） 

○徳島県阿南市役所 

  陸自第 14 施設隊（徳島）（人員２名、車両１両） 

○徳島県海陽町役場 

  陸自第 14 施設隊（徳島）（人員２名、車両１両） 

 ○徳島県牟岐町役場 

  陸自第 14 施設隊（徳島）（人員２名、車両１両）。 

(6) 総 務 省の対応 

・９月３日（月）15 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 

・９/３ 15:00 厚生労働省災害情報連絡室設置 

＜水道関係＞ 

・台風 21 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
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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

（９/３）。 

＜医療関係全般＞ 

・９月３日 徳島県 19:01 EMIS 警戒モードに切り替え 

・各都道府県に対し、台風 21 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（９/３）。 

＜社会福祉施設等関係＞ 

 ・各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風 21 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（９/３）。 

＜心のケア･精神科病院関係＞ 

 ・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（９/３）。 

＜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（９/３）。

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 

(8) 農林水産省の対応 

・農林水産省災害情報連絡室を設置（９月３日 15:00） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会を開催（９月 3 日 18:30） 

・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） 

・生産局及び政策統括官が、「台風第 21 号の接近及び通過に伴う農作物等の被害防止に

向けた技術指導の徹底（秋台風全般に対する技術指導）について」を発出（平成 30 年

８月 31 日） 

・経営局が、「台風第 21 号の接近及び通過に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導

の徹底（秋台風全般に対する技術指導）及び農業共済の対応について」を発出（平成

30 年８月 31 日） 

・農村振興局が、「台風第 21 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 31 日） 

・林野庁が、「台風第 21 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
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９月３日） 

・林野庁が、「台風第 21 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９月３日） 

・林野庁が、「台風第 21 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９月３日） 

・水産庁が、「台風第 21 号に対する備えと被害報告等について」を発出（平成 30 年９月

３日） 

(9) 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（9/3） 

・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（8/31、9/3） 

  ・TEC-FORCE 等の派遣 【のべ 78 人・日派遣(9/3～)】 

   TEC-FORCE（リエゾン）：のべ 48 人・日派遣(9/3～)（45 人派遣中 4 日 6 時時点） 

   TEC-FORCE（リエゾン以外）：のべ 0人・日派遣(9/3～)（0人派遣中 4 日 6 時時点） 

TEC-FORCE（JETT）：のべ 30 人・日派遣(9/3～）（19 人派遣中 4 日 6 時時点） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ 36 台・日派遣（9/3～）】 

   近畿地整、四国地整より排水ポンプ車 18 台、照明車 1台 計 19 台を派遣中（4日 5:00

時点） 

(10) 気 象 庁の対応 

・台風第 21 号に関して記者会見を実施（9/3 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 9 月 3 日より以下の 14 府県の地方公共団体へ派

遣（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 のべ 30 名）※TEC-FORCE の内数。岡山県

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 31 日）。 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から全地方環境事務所へ台風第 21 号に係る被害情報の収集を指示

（８月 31 日）。 

・ 全都道府県に対して、事務連絡「平成 30 年台風第 21 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（周知）」を発出（９月３日）。 
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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】 ９月 ４日  ４時２０分 災害対策本部設置 

【三重県】 ９月 ４日  ２時３０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） 

【徳島県】 ９月 ３日 １９時００分 災害対策本部設置 

【高知県】 ９月 ３日 １４時００分 災害対策本部設置 

 


