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梅雨前線に伴う大雨及び令和元年台風第５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。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

令和元年 7 月 31 日 

1 7 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報） 

(1) 気象の概況 

【概況】 

・台風第 5 号周辺や太平洋高気圧の縁をまわって流れ込んだ暖かく湿った空気の影響で

西日本では 20 日から 21 日にかけて局地的に猛烈な雨が降った。特に、長崎県の五島

と対馬では 19 日夜から 20 日昼過ぎにかけて発達した雨雲が次々と流れ込み、数十年

に一度の記録的な雨となり、20 日 10 時 5 分に大雨特別警報を発表した（同日 16 時 10

分までに大雨特別警報はすべて解除）。また、21 日未明から朝にかけて佐賀県から福岡

県にかけて発達した雨雲が停滞し、24 時間で 7 月の平年の降水量を超える記録的な大

雨となったところがあった。 

・台風第 5 号は 21 日 21 時に温帯低気圧に変わったが、この低気圧に向けて暖かく湿っ

た空気が流れ込み続けるとともに、上空に寒気が流れ込んだため、西日本と東日本の

広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、広い範囲で雨雲が発達しており、22 日

夜遅くには東海地方で局地的に猛烈な雨となった。 

 (2) 大雨等の状況（7 月 17 日 0 時～7月 22 日 24 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

福岡県 久留米市 久留米 90.0 ミリ 21 日 5 時 41 分まで 

高知県 幡多郡黒潮町 佐賀 89.5 ミリ 18 日 12 時 47 分まで 

佐賀県 鳥栖市 鳥栖 81.5 ミリ 21 日 5 時 59 分まで 

静岡県 掛川市 掛川 80.0 ミリ 22 日 21 時 23 分まで 

高知県 四万十市 中村 77.5 ミリ 18 日 12 時 54 分まで 

岐阜県 美濃市 美濃 74.5 ミリ 22 日 9 時 08 分まで 

福岡県 太宰府市 太宰府 73.0 ミリ 18 日 19 時 31 分まで 

長崎県 南松浦郡新上五島町 頭ヶ島 72.5 ミリ 20 日 5 時 49 分まで 

長崎県 五島市 福江 71.0 ミリ 20 日 10 時 16 分まで 

愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘 69.5 ミリ 18 日 11 時 48 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

長崎県 五島市 福江 399.0 ミリ 20 日 13 時 30 分まで 

長崎県 南松浦郡新上五島町 有川 374.5 ミリ 20 日 16 時 40 分まで 
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長崎県 北松浦郡小値賀町 小値賀 366.0 ミリ 20 日 17 時 00 分まで 

高知県 長岡郡本山町 本山 347.0 ミリ 21 日 21 時 00 分まで 

長崎県 五島市 上大津 340.0 ミリ 20 日 13 時 30 分まで 

福岡県 久留米市 久留米 335.5 ミリ 21 日 16 時 10 分まで 

佐賀県 鳥栖市 鳥栖 335.5 ミリ 21 日 15 時 00 分まで 

長崎県 対馬市 厳原 306.0 ミリ 20 日 16 時 10 分まで 

長崎県 南松浦郡新上五島町 頭ヶ島 287.5 ミリ 20 日 17 時 00 分まで 

福岡県 朝倉市 朝倉 287.0 ミリ 21 日 17 時 10 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

高知県 長岡郡本山町 本山 679.5 ミリ 

長崎県 対馬市 厳原 477.5 ミリ 

佐賀県 鳥栖市 鳥栖 470.5 ミリ 

大分県 佐伯市 宇目 457.0 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 池川 453.0 ミリ 

福岡県 久留米市 久留米 450.0 ミリ 

長崎県 五島市 福江 445.0 ミリ 

宮崎県 延岡市 北方 437.0 ミリ 

高知県 香美市 大栃 426.5 ミリ 

長崎県 南松浦郡新上五島町 有川 404.0 ミリ 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：7月 31 日 17:00 現在） 

(1)人的被害 

  【高知県】 行方不明者 １人（大豊町） 

  【福岡県】 軽傷    １人（久留米市） 

【長崎県】 軽傷    ４人（長崎市、新上五島町３） 

【沖縄県】 軽傷    １人（うるま市） 

(2)住家被害 

【岐阜県】 床下浸水   ４棟（岐阜市３、御嵩町） 

【静岡県】 床上浸水   ４棟（浜松市２、掛川市、袋井市） 

      床下浸水  ３８棟（浜松市５、磐田市８、掛川市７、袋井市１８） 

【愛知県】 床上浸水   ９棟（東海市） 

床下浸水  １６棟（一宮市、東海市９、北名古屋市５、扶桑町） 

【広島県】 床下浸水   ８棟（広島市、安芸高田市、北広島町３、大崎上島町３） 

【山口県】 床上浸水   ３棟（下関市） 

床下浸水  ２３棟（下関市５、柳井市５、周防大島町１３） 

【愛媛県】 床下浸水   ２棟（松山市） 

【高知県】 床下浸水   １棟（土佐町） 

【福岡県】 一部破損   ３棟（北九州市、飯塚市、八女市） 
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床上浸水 ２３８棟（大牟田市、久留米市１９６、大川市、小郡市３０、大

刀洗町１０） 

床下浸水 ４０８棟（北九州市、久留米市１２０、筑後市３、大川市２６、

小郡市２００、嘉麻市６、朝倉市７、筑前町１７、大

刀洗町２７、大木町） 

【佐賀県】 床上浸水 ２５棟（鳥栖市） 

      床下浸水 ３０棟（佐賀市２、鳥栖市２８） 

【長崎県】  床上浸水  １２棟（対馬市９、新上五島町３） 

       床下浸水 １２棟（長崎市、佐世保市４、対馬市７） 

【熊本県】 一部破損  １棟（南関町） 

  床下浸水  ６棟（山鹿市） 

【宮崎県】 床下浸水   ９棟（小林市） 

(3) 非住家被害 

公共建物 【長崎県】  １棟（新上五島町） 

その他  【福岡県】  １棟（飯塚市） 

【佐賀県】  １棟（神埼市） 

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（消防庁情報：7 月 23 日 7:30 現在） 

 発令されていた避難指示(緊急)及び避難勧告は、すべて解除 

４ 避難所の状況（消防庁情報：7 月 23 日 18:00 現在） 

避難者なし 

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：7 月 31 日 16:30 現在） 

・中部電力：復旧済み 

イ 都市ガス（経済産業省情報：7 月 31 日 16:30 現在） 

・現時点で被害情報なし。 

ウ 水 道（厚生労働省情報：7月 31 日 17:00 現在） 

・梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。 

・長崎県新上五島町
し ん か み ご と う ち ょ う

において、土砂崩れ等により配水管が破損し 13 戸が断水したが、

復旧済み。 

・長崎県対馬
つ し ま

市
し

において、配水管の破損により 20 戸が断水したが、復旧済み。 

・引き続き情報収集に努める。 
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県・ 

市町村名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【長崎県】 

新上五島町
しんかみごとうちょう

 

 

13 

 

0 

 

7/20～7/21 ・配水管の破損（復旧済み） 

対馬
つしま

市
し

 20 0 7/20 ・配水管の破損（復旧済み） 

合計 33 0   

※ 家屋が損壊した１戸（新上五島町
し ん か み ご と う ち ょ う

）を除く。 

エ 通信関係（総務省情報：7 月 31 日 11:00 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 ・被害なし 

KDDI(au) ・エリア支障なし。→復旧済 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・復旧済み。 

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＞ 

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）：佐賀県嬉野市:拡声子局１局が停止中→復旧対応中 

  （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

 ＜事業者等の対応状況＞ 

（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サービス及び災害用

音声お届けサービスを展開中。→提供終了 

(2) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：7月 23 日 7:45 現在） 

・被害情報なし。 

(3) 道 路（国土交通省情報：7月 31 日 15:00 現在） 

ア 高速道路 

被災による通行止め：なし 

イ 直轄国道 

被災なし 

ウ 公社・有料道路 

被災なし 
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エ 補助国道 

被災による通行止め：通行止めなし 

オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：計８区間 

長崎県 ２区間（法面崩落２） 

宮崎県 １区間（斜面崩落１） 

佐賀県 ０区間（倒木０ ※倒木による死亡事故あり） 

長野県 １区間（落石１） 

島根県 ０区間（落石０） 

広島県 ０区間（土砂崩落０、護岸決壊０、路肩崩落０） 

愛媛県 ２区間（土砂崩壊０、路面陥没１、土砂流出１） 

高知県 ２区間（土砂崩落１、斜面崩壊１） 

福岡県 ０区間（崩土０、路肩崩壊０） 

徳島県 ０区間（斜面崩落０） 

(4) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：7 月 31 日 15:30 現在） 

（施設の被害等） 

・復旧済み 

（運行状況） 

 

イ 空  港（国土交通省情報：7 月 31 日 15:30 現在） 

 ・空港施設：現時点で被害情報なし 

 ・欠航便 

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

西日本旅客鉄道 宇部線 新山口～宇部 7/21 始発 7/21 11:00

西日本旅客鉄道 小野田線 居能～小野田 7/21 始発 7/21 11:00

西日本旅客鉄道 小野田線 雀田～長門本山 7/21 始発 7/21 11:00

西日本旅客鉄道 美祢線 厚狭～長門市 7/21 始発 7/21 8:00

九州旅客鉄道 鹿児島線 基山～荒尾 7/21 始発 7/21 18:20

九州旅客鉄道 長崎線 肥前浜～諫早 7/21 始発 7/21 11:29

九州旅客鉄道 久大線 久留米～筑後吉井 7/21 始発 7/21 14:12

九州旅客鉄道 日豊線 延岡～高鍋 7/21 始発 7/21 16:20

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～人吉 7/22 5:22 7/22 12:48

大井川鐵道 大井川本線 金谷～千頭 7/23 始発 7/23 19:49 復旧済み

錦川鉄道 錦川清流線 川西～錦町 7/21 始発 7/22 始発

西日本鉄道 天神大牟田線 筑紫～西鉄柳川 7/21 始発 7/21 12:38

西日本鉄道 甘木線 宮の陣～甘木 7/21 始発 7/21 16:19

甘木鉄道 甘木鉄道線 基山～甘木 7/21 始発 7/21 11:53

肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道線 肥後田浦～湯浦 7/22 始発 7/22 9:25
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  20 日  32 便（ＡＮＡ12 便、ＯＲＣ20 便） 

21 日  9 便（ＡＮＡ2 便、ＪＡＣ5便、ＡＭＸ2便） 

22 日  1 便（ＪＡＬ１便） 

    23 日  1 便（ＪＡＬ１便） 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：7月 31 日 15:30 現在） 

   ・路線バス ０事業者で０路線運休 ３事業者で４路線一部運休等 

    

   ・高速バス ０事業者で０路線運休 ０事業者で０路線一部運休 

    

事業者名 路線（方面）名 運行状況 備考（運行休止区間等）

中国JRバス株式会社 広島駅～鈴張・千代田・大朝方面 通常運行

鈴張・大朝方面7/2216:03よ
り再開
広島駅方面7/23始発より再
開

(有)嶺北観光自動車 冬の瀬線 一部運休 冬の瀬～坂本間

宇和島自動車（株） 周木・八幡浜線 通常運行
周木～須崎観音前の間が
落石の為、全面通行止め

九州産交バス㈱

無田口経由の一般路線バス 通常運行

熊本中央病院経由の一般路線バス 通常運行

月田線 通常運行

玉名立花線 通常運行

下津原経由の一部路線バス 通常運行

西肥自動車㈱

佐野原線 通常運行

津和崎線 迂回運送

青方循環線 迂回運送

五島自動車㈱
三井楽線 通常運行

玉之浦・向小浦線 迂回運送

事業者名 路線（方面）名 運行状況 備考（運行休止区間等）

西日本鉄道㈱

福岡～阿蘇 通常運行

福岡～延岡 通常運行

福岡～鹿児島 通常運行

福岡・福岡空港～熊本 通常運行

福岡～宮崎 通常運行

南国交通㈱
鹿児島～長崎 通常運行

鹿児島～福岡 通常運行

長崎県交通局
長崎～熊本 通常運行

長崎～宮崎 通常運行

宮崎交通㈱

宮崎～長崎 通常運行

福岡～延岡 通常運行

宮崎～福岡 通常運行

九州産交バス㈱
熊本～長崎 通常運行

福岡～阿蘇 通常運行

西日本鉄道㈱

福岡～佐世保 通常運行

福岡～長崎 通常運行

福岡～島原 通常運行

大分交通㈱ 大分～長崎 通常運行

南国交通㈱ 鹿児島～長崎 通常運行

長崎県交通局

長崎～北九州 通常運行

長崎～大分 通常運行

長崎～鹿児島 通常運行

長崎～佐世保 通常運行

西肥自動車㈱

福岡～佐世保 通常運行

福岡～ハウステンボス 通常運行

長崎～佐世保 通常運行

九州急行バス㈱ 福岡～長崎 通常運行

大分バス㈱ 大分～長崎 通常運行

九州産交バス㈱
熊本～福岡 通常運行

熊本～佐世保 通常運行
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エ 海事関係（国土交通省情報：7 月 23 日 6:00 現在） 

  42 事業者 47 航路において運行再開 

    

 (5) 河  川（国土交通省情報：7月 31 日 15:00 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又は水位周知下水道における浸水被

野島海運  野島～三田尻 運航再開

野母商船  福江～青方～博多 運航再開

萩海運  見島～萩 運航再開

大津島巡航  大津島～徳山 運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運航再開

熊本フェリー  熊本～島原 運航再開

九商フェリー  熊本～島原 運航再開

三和商船 蔵之元～牛深 運航再開

島原鉄道  口ノ津～鬼池 運航再開

福岡市  小呂島～姪浜 運航再開

有明海自動車航送船組合  多比良～長洲 運航再開

九州商船  佐世保～上五島 運航再開

九州商船  長崎～有川 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 運航再開

九州郵船  印通寺～唐津 運航再開

崎戸商船  友住～佐世保 運航再開

木口汽船  久賀～福江～椛島 運航再開

マリックスライン  鹿児島～那覇 運航再開

黒島旅客船  黒島～高島～相浦 運航再開

平戸市   大島（的山・神浦）～平戸 運航再開

鷹島汽船  殿ノ浦～今福 運航再開

鷹島汽船  阿翁～御厨 運航再開

瀬戸内町  瀬相～古仁屋～生間 運航再開

瀬戸内町  与路～古仁屋 運航再開

マルエーフェリー  鹿児島～那覇 運航再開

甑島商船  串木野・川内～甑島 運航再開

奄美海運  鹿児島～喜界～知名 運航再開

折田汽船  鹿児島～屋久島 運航再開

竹山運輸  度島（本村）～平戸 運航再開

JR九州高速船  博多～釜山 運航再開

西海市  釜浦～瀬戸 運航再開

壱岐市  大島～郷ノ浦 運航再開

三島村  鹿児島～三島 運航再開

屋久島町  宮之浦～永良部～島間 運航再開

五島産業汽船 上五島～長崎 運航再開

黄島海運  福江～赤島 運航再開

カメリアライン  福岡～釜山 運航再開

やまさ海運 三池～島原 運航再開

JR九州高速船  対馬～釜山 運航再開

関釜フェリー  下関～釜山 運航再開

座間味村  泊～座間味 運航再開

久米商船  泊～渡名喜～久米島 運航再開

伊江村  伊江～本部 運航再開

渡嘉敷村  泊～渡嘉敷 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
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害について河川管理者又は下水道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＞ 

  一般被害 

 

  河川管理施設等被害 

  

＜都道府県管理河川＞ 

  一般被害 

   

  河川管理施設等被害 

   

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被害状況
左右岸 KP 原因

床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 右 39k200 - - - - - - 内水 0.6 浸水解消

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 右 37k800 - - - - - - 内水 24 浸水解消

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 右 29k800 - - - - - - 内水 9 浸水解消

九州 遠賀川 遠賀川 嘉麻市 左 46.6 高水敷洗掘 1箇所 応急対策完了済み

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況 対　　策　　状　　況

（状態で「その他」を選択した場合は
内容を記入すること）左右岸 KP 状　態 数　量

九州 筑後川 筑後川 みやき町 右 24.6 堤防法崩れ 延長30m・高さ5m 応急対策完了済み

九州 六角川 武雄川 武雄市 右 0.7 河岸侵食 1箇所 対策を検討中
九州 嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀市 右 14.8 河岸崩壊 300m 対策を検討中
九州 松浦川 厳木川 唐津市 右 7.0 河岸崩壊 20m 対策を検討中

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
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約
ha)

静岡 太田川 太田川 磐田市・袋井市 市道橋の一部流失

静岡 太田川 太田川 磐田市 内水 1

静岡 太田川 今ノ浦川 磐田市 内水 3

静岡 太田川 ぼう僧川 磐田市 内水 3

静岡 磐田市 内水 1

静岡 太田川 太田川 袋井市 内水 13

静岡 太田川 宇刈川 袋井市 内水 2

静岡 太田川 原野谷川 袋井市 内水 1 2

静岡 太田川 倉真川 袋井市 内水 1 7

静岡 袋井市 内水 1

静岡 都田川 堀留川 浜松市西区 内水 1 4

静岡 浜松市西区 内水 1 1

長崎 相河川 相河川 新上五島町 溢水 1 浸水解消

長崎 三根川 三根川 対馬市 溢水+内水 2 浸水解消

福岡 筑後川 池町川 久留米市 溢水＋内水 多数（調査中）
床上・床下の詳細は調査中(浸水面積：約70ha)
浸水解消

福岡 筑後川 江川 久留米市 溢水+内水 調査中 浸水解消

福岡 筑後川 築地川 小郡市 溢水＋内水 調査中 溢水+内水 調査中 浸水解消

福岡 筑後川 口無川 小郡市 溢水 調査中 溢水+内水 調査中 浸水解消

福岡 筑後川 大刀洗川 大刀洗町 溢水＋内水 調査中 溢水+内水 調査中 浸水解消

福岡 筑後川 陣屋川 大刀洗町 溢水＋内水 調査中 溢水+内水 調査中 浸水解消

福岡 筑後川 草場川 筑前町 越水 4

佐賀 筑後川 大木川 鳥栖市 溢水 7
住家1戸、倉庫兼事務所6棟(浸水面積：0.46ha)
浸水解消

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況 備　　考

（状態で「その他」を選択した場合は
内容を記入すること）状　態 箇所数

福岡 筑後川 大刀洗川 大刀洗町 決壊 1 応急対策完了

福岡 筑後川 大刀洗川 大刀洗町 護岸損壊 1 応急対策中

福岡 筑後川 草場川 小郡市 護岸損壊 1 応急対策中
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 (6) 土砂災害（国土交通省情報：7月 31 日 15:00 現在） 

  土砂災害発生状況 23 件 

  ア 土石流等 

    

  イ 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：7月 31 日 12:00 現在） 

    

 (8) 医療関係（厚生労働省情報：7月 31 日 17:00 現在） 

  ・各都道府県に対し、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。 

・福岡県小郡市内の１診療所において、７月 21 日から床上浸水あり、診療再開の見込み

が立たない(7/31)。 

1件 名 名 名 戸 戸 戸

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

広島県 1件 広島市 1件 安佐町 - - - - - -

合計

合計 22件 名 名 名 戸 戸 7戸

新上五島町 5件 七目郷他 - - - - - 1戸

宮崎県 1件 延岡市 1件 舞野町 - - - - - -

- - 1戸

対馬市 1件 厳原町 - - - - - 1戸

大村市 1件 平町 - - - - - 1戸

- - - 1戸

大分県 2件 佐伯市 2件 弥生大字平井他 - - - - - -

長崎県 12件

長崎市 1件 鳴滝 - - - - - 1戸

五島市 4件 中須他 - - -

筑紫 - - - - - -

熊本県 3件

山鹿市 1件 木野 - - - - - -

天草市 1件 嵐口 - - - - - -

南関町 1件 久重 - -

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

広島県 1件 広島市 1件 尾長東 - - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

香川県 1件 高松市 1件 国分寺町 - - - - - -

福岡県 2件
飯塚市 1件 内野 - - - - - 1戸

筑紫野市 1件

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等

長崎県 長崎県 重要 厳原港
港内に漂流物が流入（フェリーの運航に影響なし、収
集作業中）

長崎県 長崎県 地方 仁位港 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 仁田港 港内に漂流物が流入（港外へ流出）

長崎県 長崎県 地方 曽ノ浦港 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 比田勝港 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 佐須奈港 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 小茂田港 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 比田勝港海岸 港内に漂流物が流入（収集済）

長崎県 長崎県 地方 小茂田港海岸 港内に漂流物が流入（収集済）
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・福岡県大川市内の１診療所において、７月 21 日から漏水に伴う停電あり、一部復旧し

て 小限の診療のみ行っている(7/31)。 

 (9) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：7月 31 日 17:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。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、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。 

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（7/20）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  ウ 被災者の健康管理 

    長崎県に対し、健康管理に関する状況の確認と連絡体制の確保を要請した（7/20）。

広島県、福岡県、佐賀県に対し、健康管理に関する状況の確認と連絡体制の確保を要

請した（7/21)。現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  エ 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：7月 31日 17:00現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。 

また、現時点の被害状況は以下のとおり。引き続き情報収集に努める。 

 被害件数 詳細状況 

長崎県 五島市１件 床上浸水、開局可 

長崎県 新上五島町１件 床上浸水、開局可 

福岡県 久留米市 11 件 床上浸水９件、電話不通１件、漏電１件、 

いずれも開局可 

福岡県 大川市１件 床上浸水、開局可 
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福岡県 朝倉市１件 床上浸水、開局可 

福岡県 小郡市１件 床上浸水、開局可 

福岡県 朝倉郡筑前町１件 床上浸水、開局可 

佐賀県 佐賀市１件 床上浸水、開局可 

佐賀県 鳥栖市２件 床上浸水２件、いずれも開局可 

佐賀県 みやき町１件 床上浸水、開局可 

イ 輸血用血液製剤 

    日本赤十字社に対し、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５号に伴い、あらかじめ血液

センターや献血ルームの関係者との連絡体制を確認しておき、連携して被害情報等

の収集と共有を依頼した（7/19）。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、梅雨前線に伴う大雨及び台風第５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（7/19）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (11) 郵政関係（総務省情報：7月 31 日 11:00 現在） 

  ＜窓口関係＞ 

・被害情報なし 

＜配達関係＞ 

・被害情報なし 

 (12) ダム・ため池（農林水産省情報：7 月 31 日 16:30 現在） 

・大雨特別警報発令区域については、ダム・ため池緊急点検を終了し、異常なし。 

・高知県本山町のため池１箇所で、降雨により堤体越流のおそれが生じたため、20 世帯

29 名に避難を指示し、避難済。21:30 頃に降雨は小康状態となり、貯水位は低下。22

日８時頃、堤体の安全が確認できたため、避難指示を解除。 

・防災重点ため池３箇所（福岡県）、防災重点でないため池６箇所（長崎県、大分県、

宮崎県）に、堤体崩れ等の被害。下流への影響なし。 

 (13) 農林水産関係（農林水産省情報：7 月 31 日 16:30 現在） 

・農地・農業用施設 

群馬県内において、農地２箇所、施設５箇所に法面崩れ等の被害 

 静岡県内において、農地１１箇所、施設１０箇所に法面崩れ等の被害 

 岐阜県内において、農地２箇所、施設３箇所に法面崩れ等の被害 

 京都府内において、農地１箇所、施設３箇所に法面崩れ等の被害 

 奈良県内において、農地２箇所、施設３箇所に法面崩れ等の被害 

 和歌山県内において、農地９箇所、施設１１箇所に法面崩れ等の被害 
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  鳥取県内において、農地３箇所、施設３箇所に法面崩れ等の被害 

 島根県内において、農地１６箇所、施設８箇所に法面崩れ等の被害 

  岡山県内において、農地１０箇所に法面崩れ等の被害 

  広島県内において、農地５４箇所、施設４４箇所に法面崩れ等の被害 

  山口県内において、農地９箇所、施設８箇所に法面崩れ等の被害 

  香川県内において、農地１箇所に法面崩れ等の被害 

  愛媛県内において、農地２箇所、施設５箇所に法面崩れ等の被害 

  高知県内において、農地１箇所、施設２箇所に法面崩れ等の被害 

  福岡県内において、農地５４箇所、施設３５箇所に法面崩れ等の被害 

  佐賀県内において、農地３８箇所、施設３４箇所に法面崩れ等の被害 

  長崎県内において、農地１４０箇所、施設５９箇所に法面崩れ等の被害 

  熊本県内において、農地１７８箇所、施設８５箇所に法面崩れ等の被害 

  大分県内において、農地１１箇所、施設１０箇所に法面崩れ等の被害 

・林野関係被害 

  長崎県新上五島町において、20 日、町管理の民有林林道小瀬良線法面が崩壊。21 日

より町において行っていた土砂等の撤去が 22 日に完了し、車両の通行が可能となった。

また、26 日を目処に再度の土砂流出を防ぐための仮設工が完了する見込み。 

高知県土佐町において、21 日、町管理の民有林林道２路線で法面崩壊が発生。うち

１路線については通行止めとなり７戸が孤立状態となっていたが、22 日に土砂撤去が

完了し、孤立状態が解消。 

佐賀県内の民有林において、林地荒廃 10 か所の被害 

長崎県内の民有林において、林地荒廃 12 か所の被害 

熊本県内の民有林において、林地荒廃 12 か所、治山施設１か所の被害 

宮崎県内の民有林において、林地荒廃１か所の被害 

・水産関係被害 

  長崎県新上五島町において、定置網の側張ロープ及び網が破損 

長崎県五島市及び新上五島町において、626 尾の養殖クロマグロがへい死（五島市：

576 尾、新上五島町：50 尾）。 

  長崎県対馬市８漁港（県管理）、五島市１漁港（県管理）において、流木による泊

地の埋塞の被害。30 日までに、撤去完了。 

  長崎県五島市２漁港海岸（県管理、市管理各１地区）、熊本県荒尾市１漁港海岸（市

管理）において、流木等が漂着。順次、撤去作業中。 

・その他農林水産関係被害 

長崎県内において、水稲、野菜の冠水、水田への土砂流入 

三重県内において、ビニルハウスの一部損傷 

佐賀県内において、水稲、大豆、野菜の冠水、ビニルハウスの一部破損 

福岡県内において、大豆、野菜等の冠水、畜産施設及びビニルハウス付帯機器の損壊 



13 / 21 

 (14) 文教施設関係（文部科学省情報：7 月 31 日 12:00 現在） 

   

  主な被害状況：土砂崩れ、床上浸水、雨漏り 等 

 (15) 災害廃棄物等関係（環境省情報：7 月 31 日 17:00 現在） 

  ・廃棄物処理施設の稼働等に影響のある被害については確認されていない。 

・災害廃棄物は発生しているが通常どおりの体制で収集運搬を行っている。 

 (16) 金融機関等（金融庁情報：7 月 31 日 11:00 現在） 

  ・１金融機関１店舗が引き続き営業休止、３金融機関３箇所のＡＴＭが引き続き利用不可。 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・7月 20 日 10:05 官邸連絡室設置 

(2) 総理指示 

・以下のとおり総理指示が発せられた（7 月 20 日 10:58）。 

 １．国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関する情報提供を適時的確に行うこと 

 ２．地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定される地区の住民の避難が確実に行わ

れるよう、避難支援等の事前対策に万全を期すこと 

 ３．被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把握するとともに、政府一体となって、

災害応急対策に全力で取り組むこと 

(3) 関係閣僚会議の実施 

・7月 22 日 16:45 台風第５号に伴う大雨に関する関係閣僚会議 

(4) 関係省庁災害警戒会議の実施 

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 

兵 庫 県    1   1 

広 島 県    6   6 

福 岡 県  13 1 5   19 

佐 賀 県    9 2  11 

長 崎 県  1   2  3 

計 1 14 1 21 4  41 
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・7月 19 日 11:30 梅雨前線に伴う大雨及び令和元年台風第５号に係る関係省庁災害警戒

会議 

(5) 政府調査団の派遣 

・7 月 24 日～25 日 山本内閣府特命担当大臣（防災）を団長とする政府調査団を長崎県

及び鹿児島県へ派遣 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・7月 20 日 10:05 内閣府情報対策室設置 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、警備第二課長を長とする災害警備連絡室を設置（7/20 10:05～7/24 17:00） 

・関係県警察では、所要の警備体制を確立（7/19～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係県警察は、関連情報の収集等を実施（7/19～） 

  ・長崎県警察では、機動隊 38 人が待機中（7/20～7/22 解除） 

佐賀県警察では、機動隊 30 人が待機中（7/20～7/22 解除） 

福岡県警察では、機動隊 250 人が待機中（7/20～7/22 解除） 

広島県警察では、機動隊 160 人が待機中（7/20～7/22 解除） 

(3) 消 防 庁の対応 

７月１９日 １１時４５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） 

１２時１５分 都道府県、指定都市に対し「梅雨前線による大雨と台風第

５号についての警戒情報」を発出 

７月２０日 １０時０５分 国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組

（第２次応急体制） → ７月２４日１８時３０分 廃止 

             特別警報が発令された長崎県に対し、適切な対応及び被害

報告について要請 

  ＜地元消防機関の対応＞ 

   被災地では、地元消防機関(消防本部、消防団)により、早期避難の呼びかけ、警戒活

動等を実施 

(4) 防 衛 省の対応 

〇台風５号に係る自衛隊の対応（全般） 

＜情報所の開設＞ 

 陸上総隊司令部（朝霞）、西部方面総監部（健軍）、第４師団司令部（福岡）、第１６普

通科連隊（大村）、第４０普通科連隊（小倉）、第４１普通科連隊（別府）、第４高射特

科大隊（久留米）、第４施設大隊（大村）、第８師団司令部（北熊本）、第４２即応機動

連隊（北熊本）、第８施設大隊（川内）、西部方面混成団（久留米）、第１９普通科連隊



15 / 21 

（福岡）、第２高射特科団（飯塚）、第５施設団（小郡）、西部方面航空隊（高遊原）、

第１３旅団（海田市）、第１７普通科連隊（山口）、第４６普通科連隊（海田市）、第５

０普通科連隊（高知）、第１５即応機動連隊（善通寺）、、第３４普通科連隊（板妻）、

航空総隊司令部（横田）等 

＜待機態勢＞ 

・陸上自衛隊第４師団(福岡)、第８師団(北熊本)の約５３０名が初動派遣部隊として各

部隊で待機 

・航空機（１２機） 

陸上自衛隊 

   回転翼：西部方面航空隊（佐賀・目達原）ＵＨ－１×２ 

海上自衛隊 

   回転翼：第２２航空隊(長崎・大村)ＵＨ－６０Ｊ×１ 

   固定翼：第１航空群(鹿児島・鹿屋)Ｐ－３Ｃ×１ 

航空自衛隊 

   回転翼：芦屋救難隊：（ＵＨ－６０Ｊ×１）、新田原救難隊：（ＵＨ－６０Ｊ×１）、

春日ヘリコプター空輸隊：（ＣＨ－４７Ｊ×１） 

   固定翼：芦屋救難隊：（Ｕ－１２５Ａ×１）、新田原救難隊：（Ｕ－１２５Ａ×１）、

航空支援集団各輸送航空隊（Ｃ－１(入間)、Ｃ－２(美保)、Ｃ－１３０

Ｈ(小牧)× 各１） 

・艦艇（１隻） 

海上自衛隊護衛艦「あけぼの」(佐世保) 

＜部隊の対応＞ 

・２１日、第５施設団（小郡）の偵察部隊（８個組）が福岡県内（小郡市、朝倉市、筑

前町、大刀洗町及び東峰町）の被害状況偵察を実施（一部地域で冠水がみられるもの

の、災害派遣に至る被害情報なし。） 

・２２日（月）１０２０以降、西部方面システム通信群（地上映像伝送開始１１３０）

が福岡県内において被害状況偵察を実施（災害派遣に至る被害情報なし。） 

・２２日１７４５～１８１０、西方航空隊ヘリコプター映像伝送機をもって福岡県内の

被害情報収集を実施 

＜連絡員（LO）＞ 

・なし 

○長崎県五島及び対馬に係る自衛隊の対応（実績） 

＜情報所等の開設＞ 

 陸上総隊司令部（朝霞）、西部方面総監部（健軍）、第４師団司令部（福岡）、第１６普

通科連隊（大村）、第４施設大隊（大村）、水陸機動団（相浦）、佐世保地方総監部（佐

世保）、航空総隊司令部（横田）、西部航空方面隊司令部（春日）、航空救難団司令部（入

間）等 
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＜待機態勢＞ 

・陸上自衛隊 

 対馬警備隊（対馬）即応可能人員：初動対処部隊約 30 名 

 第１６普通科連隊（大村）即応可能人員：初動対処部隊約 40 名 

・海上自衛隊 

海自艦艇「あけぼの」(佐世保) 

・航空自衛隊 

芦屋救難隊：救難機２機（Ｕ－１２５Ａ×１、ＵＨ－６０Ｊ×１） 

春日ヘリコプター空輸隊：輸送ヘリ１機（ＣＨ－４７Ｊ×１） 

航空支援集団各輸送航空隊：固定翼輸送機３機（Ｃ－１(入間)、Ｃ－２(美保)、 

Ｃ－１３０Ｈ(小牧)× 各１） 

(5) 海上保安庁の対応  

○７月２０日１００５ 官邸連絡室設置 

１００５ 第七管区海上保安本部九州大雨対策室設置 

１００５ 本庁警備救難部長を長とする対策室設置 

２２日１８００ 第七管区海上保安本部情報連絡室へ改組 

２２２７ 第七管区海上保安本部情報連絡室廃止 

     ２４日１７００ 本庁対策室廃止 

○投入勢力 

 ・巡視船艇・航空機 

①巡視船艇等 延べ ７５隻  

②航空機  延べ １７機（六管区２機、七管区１０機、八管区２機、十管区３機） 

・人員 機動救難士 延べ １４名 

    特殊救難隊 延べ ５名 

・リエゾン（現地連絡員）延べ７名（長崎県庁、福岡県庁、対馬市役所、五島市役所） 

○対応状況（７月３１日０７００現在） 

 ・福岡基地固定翼機は２１日１０１５、福岡空港を離陸して被害状況調査を試みるも、

飛行経路上の天候不良のため同日１１１５反転し、同日１１３５福岡空港に帰投 

 ・巡視船にて、五島市六方海水浴場沖漂流物（草木等）調査を実施し、五島市に連絡

済み 

・福岡基地固定翼機にて２２日１０５６から１３４１までの間、対馬、五島列島長崎

県・佐賀県沿岸部を中心に調査を実施するも被害等認めず 

・対馬海上保安部巡視艇にて２２日１４００から１８００までの間、対馬西側、浅茅

湾沿岸部の調査を実施するも被害等認めず 

・唐津海上保安部巡視船にて２２日０８３０から０９３５までの間、唐津海上保安部

管内の調査を実施するも被害等認めず 
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(6) 消 費 者 庁の対応 

  ・消費者安全情報総括官窓口宛に連絡を行い、被災地を中心に生命・身体に影響がある重

大な消費者事故が発生しないか注視していくことを確認（７月 22日 12:00） 

  ・各省庁に対し、重大な消費者事故情報を入手した場合、速やかに情報共有を図ることを

依頼（７月 22日 12:00） 

  ・福岡県、久留米市、佐賀県、長崎県の各衛生部局に対し、災害支援物資の供給に係る食

品表示規制の弾力的な運用の要否について確認（7月 22日 13:30 時点） 

   ※今後、必要な場合は連絡してもらうよう依頼済み 

  ・消費者庁 SNS（Twitter、facebook）により、災害に便乗した消費者トラブルに関する注

意喚起等を実施（7月 22日 14:15 時点） 

(7) 総 務 省の対応  

  ・７月 20日(土)10 時 05 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

(8) 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 7月 18 日 12 時 21 分） 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。（令和元年 7 月

20 日 10 時 47 分） 

・長崎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 7月 20 日 11 時 25 分） 

・西日本地方の各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 7月 20 日 14 時 57 分） 

＜国立研究開発法人 防災科学技術研究所＞ 

・災害関連情報を集約したクライシスレスポンスサイトを開設「令和元(2019)年 梅雨

期・台風期 クライシスレスポンスサイト」（令和元年 6月 28 日～） 

・令和元年台風第５号と類似した経路の過去の台風を HP で公開（令和元年 7月 17 日～） 

(9) 厚生労働省の対応 

・7/19 12:00 厚生労働省災害情報連絡室設置 

  ・医療関係全般 

   ７月 20 日  長崎県  10:36   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    →７月 23 日 EMIS 通常モードに切り替え 

   ７月 20 日  熊本県  20:38   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    →７月 24 日 EMIS 通常モードに切り替え 

   ７月 21 日  広島県  05:34   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→７月 21 日 EMIS 通常モードに切り替え。 

７月 21 日  高知県  10:54   EMIS 警戒モードに切り替え。 

→７月 21 日 EMIS 通常モードに切り替え。 
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(10) 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（７月 20 日 10:05） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会開催（７月 22 日 17:15） 

 （災害に備える万全の体制を整えるとともに、関係自治体と連携して被害状況の速や

かな把握及び応急対策に努めること） 

・小里農林水産副大臣が福岡県及び鹿児島県において現地調査（7月 29 日） 

・大臣官房文書課職員が宮崎県において現地調査（7 月 30 日） 

＜地方農政局＞ 

・九州農政局災害対策本部を設置（７月 20 日 10:05） 

・九州農政局災害対策本部会議（第１回）開催（７月 20 日 13:00） 

（大雨に関する情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・九州農政局災害対策本部会議（第２回７月 21 日 17:00、第３回 7月 22 日 15:00） 

（気象や被害等の情報共有、被災情報の収集を継続） 

・中国四国農政局災害対策本部設置・本部会議（第１回）開催（７月 22 日 15:30） 

（気象や被害等の情報共有、被災情報の収集を指示） 

・中国四国農政局災害対策本部会議（第２回）開催（７月 23 日 16:00） 

（気象や被害等の情報共有、被災情報の収集を継続） 

・中国四国農政局災害対策本部会議（持ち回り）開催（７月 24 日） 

（被害等の情報共有、被災情報の収集を継続） 

＜森林管理局＞ 

・九州森林管理局が林野関係被害の情報収集等のため、南大隅町、肝付町に職員を７名

派遣（７月 22 日） 

【地方公共団体棟に対する情報提供】 

・大臣官房が「今後の気象動向（大雨、台風等）を踏まえた農林水産業共同利用施設の

事前点検及び災害発生時の応急対策の実施について」を通知（令和元年５月 21 日） 

・水産庁が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元年６

月４日） 

・農村振興局が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元

年６月５日） 

・林野庁が「林道施設災害が発生した場合の迅速な対応について」を通知（令和元年６

月 11 日） 

・生産局及び政策統括官が「夏台風の発生・接近及び大雨等に伴う農作物等の被害防止

に向けた技術指導の徹底について」を通知（令和元年６月 26 日） 

・農村振興局が「台風第 5 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７月 17 日） 
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・経営局が「台風第５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７月 18 日） 

・生産局が「台風第 5 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７月 18 日） 

・林野庁が「台風第 5 号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知（令和元年７

月 18 日） 

・林野庁が「台風第 5 号接近に伴う山地災害等に備えた対応について」を通知（令和元

年７月 18 日） 

(11) 国土交通省の対応 

・大臣指示（7/20 11:30、7/22 17:15） 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（7/19） 

・第１回国土交通省災害対策本部会議を開催（7/22） 

  ・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、梅雨前線の停滞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（7/18） 

 ・災害対策用ヘリコプター  

7/22 九州地整「はるかぜ」 被災状況上空調査（長崎県五島列島） 

7/23 四国地整「愛らんど号」管内調査実施 

  ・測量用航空機 

   国土地理院・測量用航空機くにかぜは八尾空港にて待機中 

  ・衛星画像の取得要請（JAXA 協定） 

   7/22 四国土砂災害状況調査（23:10 頃観測） 

  ・ホットライン 

   7 月 20 日 長崎県（長崎県庁、五島市、新上五島町、西海市、佐世保市、小値賀町、

対馬市） 

7 月 21 日 福岡県（久留米市、小郡市、太刀洗町）、佐賀県（鳥栖市、佐賀市、神埼市、

江北町、多久市、小城市、白石町） 

7 月 21 日 徳島県（三好市）、高知県（本山町、土佐町、いの町、日高村） 

7 月 22 日 熊本県（山鹿市、菊池市、小国町） 

7 月 22 日 高知県（大豊町、本山町、土佐町） 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ ６６人・日派遣（7/19～24）】 

    TEC-FORCE（リエゾン）の派遣   のべ１５人・日派遣（7/20～21） 

    TEC-FORCE（JETT）の派遣     のべ３８人・日派遣（7/19～22） 

    TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ１３人・日派遣（7/22～24） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ １台・日派遣（7/21）】 

   全機械撤収済み 

  ・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 
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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 

(12) 気 象 庁の対応 

・長崎県（五島・対馬市）に大雨特別警報を発表 

（7/20 10:05 発表 7/20 15:10 解除（五島）・16:10 解除（対馬市）） 

・気象庁災害対策本部設置（7/20 10:05） 

・気象庁記者会見（7/20 11:00） 

・気象庁災害対策本部会議（7/20 11:50、16:30） 

・各地の気象台では、台風説明会の開催などにより自治体や報道機関に警戒を呼びかけ

ている。 

・JETT（気象防災対応支援チーム）を 6月 28日より 7月 22日まで派遣 

（派遣先：新潟県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県、鹿児島市 のべ 91人） ※TEC-FORCE の内数。6月下旬か

らの大雨より継続して対応。 

(13) 国土地理院の対応 

・測量用航空機くにかぜは八尾空港にて待機中 

(14) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（7 月 19 日 13:00） 

【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（7月 19 日）。 

・九州地方環境事務所職員を福岡県久留米市に派遣し、被害状況及び災害廃棄物の発生

状況等についての現地確認を実施（7月 22 日）。 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況等 

 【岐阜県】７月１８日 １８時４０分 設置 → ７月１９日  ９時１０分 廃止 

 【愛知県】７月１８日 １８時２６分 設置 → ７月１９日 １２時５５分 廃止 

７月２２日 １８時５８分 設置 → ７月２２日 ２１時３５分 廃止 

      ７月２２日 ２２時１３分 設置 → ７月２３日  ３時５５分 廃止 

 【三重県】７月１８日 １７時４３分 設置 → ７月１８日 １９時２５分 廃止 
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      ７月１９日  ０時５５分 設置 → ７月１９日  ９時５３分 廃止 

 【広島県】７月２１日  ４時３５分 設置 → ７月２１日 ２０時４５分 廃止 

      ７月２２日 １３時４５分 設置 → ７月２２日 １８時２０分 廃止 

 【高知県】７月２１日 １０時００分 設置 → ７月２１日 ２２時３２分 廃止 


