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令和元年台風第１０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。 

 

令和元年 8 月 15 日 

7 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報：8月 15 日 6:00 現在） 

(1) 気象の概況 

【概況】 

・台風第 10 号は、現在、足摺岬の南南西の海上を北に進んでいる。15 日昼前から昼過ぎ

にかけて四国地方を通過または上陸し、その後、中国地方を縦断する見込み。 

・西日本と東日本の太平洋側では台風周辺の温かく湿った空気の影響で大気の状態が不

安定になっており、1時間 50 ミリ以上の非常に激しい雨が降っている所がある。 

・西日本と東日本の太平洋側や南西諸島では海上を中心に強い風が吹き、うねりを伴っ

た大しけとなっている。 

【見通し】 

・西日本と東日本は太平洋側を中心に、台風本体や周辺の発達した雨雲の影響で 1 時間

80 ミリ以上の猛烈な雨が降るおそれ。16 日 6 時までに予想される 24 時間雨量は、い

ずれも多い所で、四国地方で 800 ミリ、東海地方、近畿地方で 500 ミリ、関東甲信地

方、九州北部地方で 300 ミリ、北陸地方、中国地方で 250 ミリ。台風の接近及び通過

による総雨量は、西日本から東日本の太平洋側の南東斜面を中心に、多い所で 1200 ミ

リを超える大雨となるおそれがある。 

・西日本から東日本では 16 日にかけて非常に強い風が吹き、四国地方では 15 日昼前に

かけて猛烈な風の吹く所がある。また西日本から東日本の太平洋側では 15 日夜にかけ

て猛烈にしける所がある。 

・土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風や高波に厳重に警戒。高潮に警

戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。各地の気象台が発表する警報等の気象情報

や市町村が発令する避難勧告等に留意。 

 

 (2) 大雨等の状況（8 月 12 日 0 時～8月 15 日 6 時） 

・主な1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 57.0 ミリ 15 日 3 時 44 分まで 

高知県 高岡郡津野町 船戸 54.0 ミリ 15 日 4 時 26 分まで 

高知県 四万十市 江川崎 46.5 ミリ 15 日 3 時 27 分まで 

岐阜県 大野郡白川村 白川 46.0 ミリ 13 日 18 時 28 分まで 
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徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭 45.0 ミリ 15 日 3 時 18 分まで 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 44.0 ミリ 15 日 2 時 22 分まで 

宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 43.5 ミリ 15 日 3 時 00 分まで 

宮崎県 日向市 日向 43.0 ミリ 15 日 2 時 24 分まで 

和歌山県 田辺市 龍神 40.0 ミリ 14 日 21 時 18 分まで 

高知県 高岡郡四万十町 大正 40.0 ミリ 15 日 3 時 25 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 430.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

奈良県 吉野郡上北山村 上北山 409.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

高知県 高岡郡津野町 船戸 367.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 351.5 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 299.5 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

和歌山県 田辺市 龍神 258.5 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 241.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

高知県 吾川郡いの町 本川 229.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

高知県 高岡郡檮原町 梼原 221.5 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

高知県 四万十市 江川崎 214.0 ミリ 15 日 6 時 00 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

奈良県 吉野郡上北山村 上北山 527.0 ミリ 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 444.5 ミリ 

高知県 高岡郡津野町 船戸 367.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 353.5 ミリ 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 309.0 ミリ 

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 275.0 ミリ 

宮崎県 日南市 深瀬 268.0 ミリ 

和歌山県 田辺市 龍神 262.5 ミリ 

和歌山県 田辺市 本宮 257.0 ミリ 

奈良県 吉野郡下北山村 下北山 248.0 ミリ 

 

 (3) 強風の状況（8月 12 日 0 時～8月 15 日 6 時） 

・主な風速（アメダス観測値） 

高知県 室戸市 室戸岬 29.6m/s (東) 15 日 3 時 57 分 

鹿児島県 西之表市 種子島 21.7m/s (北西) 14 日 20 時 18 分 

高知県 南国市 南国日章 20.2m/s (東南東) 15 日 5 時 54 分 

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島 19.9m/s (北北東) 14 日 2 時 33 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 19.7m/s (南東) 15 日 4 時 01 分 
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宮崎県 宮崎市 赤江 19.5m/s (北北東) 14 日 18 時 48 分 

徳島県 阿南市 蒲生田 19.1m/s (東) 15 日 1 時 02 分 

長崎県 雲仙市 雲仙岳 19.1m/s (北東) 14 日 14 時 36 分 

徳島県 海部郡美波町 日和佐 19.0m/s (東南東) 14 日 23 時 56 分 

岡山県 玉野市 玉野 18.0m/s (東) 15 日 5 時 19 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

高知県 室戸市 室戸岬 35.5m/s (東) 15 日 3 時 51 分 

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 29.4m/s (南西) 15 日 2 時 51 分 

高知県 土佐清水市 清水 29.2m/s (東) 14 日 22 時 28 分 

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 28.8m/s (南東) 15 日 3 時 52 分 

高知県 南国市 南国日章 28.8m/s (東南東) 15 日 5 時 52 分 

香川県 東かがわ市 引田 28.7m/s (南東) 15 日 4 時 49 分 

東京都 小笠原村 父島 28.6m/s (東南東) 12 日 1 時 21 分 

宮崎県 宮崎市 赤江 28.3m/s (北) 14 日 18 時 41 分 

長崎県 雲仙市 雲仙岳 28.1m/s (北東) 14 日 14 時 35 分 

高知県 宿毛市 宿毛 27.9m/s (東北東) 14 日 22 時 48 分 

 

 (4) 波浪の状況（8月 12 日 0 時～8月 15 日 6 時） 

【気象庁所管】 

 

【国土交通省港湾局所管】 

宮崎県 細島港  6.8m  14 日 22 時 20 分 

高知県 高知港 6.2m 15 日  5 時 00 分 

高知県 上川口港 6.0m 15 日  2 時 20 分 

GPS 波浪計 高知室戸岬沖  9.1m  15 日  1 時 20 分 

GPS 波浪計 宮崎日向沖 7.4m  14 日 20 時 00 分 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：8月 15 日 7:30 現在） 

(1) 人的被害 

  【三重県】程度不明 ２人 

【愛媛県】重傷   １人 

【大分県】軽傷   １人 

【宮崎県】軽傷   １人 

(2) 建物被害 

現時点において被害報告なし 

(3) 孤立事案 

【大分県】川の増水により１８人が孤立、現在救助活動中（玖珠町） 

静岡県 石廊崎 6.2m 15 日  5 時 00 分 
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３ 避難指示（緊急）及び避難勧告の発令状況（消防庁情報：8 月 15 日 6:30 現在） 

 

４ 避難所の状況（消防庁情報：8 月 15 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：8 月 15 日 6:30 現在） 

・中部電力 約 50 戸 

 三重県 約 50 戸 

 ※現在、復旧作業中。 

・関西電力 約 210 戸 

 京都府 約 130 戸、和歌山県 約 80 戸 

 ※現在、故障箇所・故障原因を確認及び復旧作業中 

・中国電力 約 600 戸 

 岡山県 約 200 戸、広島県 約 100 戸、山口県 約 300 戸 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

和歌山県 1 3 5 1 31 44

広島県 1 508 851

徳島県 3 2 11,855 25,427

愛媛県 2 38,676 82,293

高知県 9 16 4 99,686 199,201

大分県 4 1 64,074 137,616

宮崎県 1 299 561

鹿児島県 1 199 374

合　計 1 3 5 19 21 5 215,328 446,367

都道府県
避難指示（緊急） 避難勧告

都道府県 避難者数 避難所数
三重県 131 37
奈良県 23 7

和歌山県 341 142
鳥取県 2 1
広島県 806 496
山口県 331 115
徳島県 579 125
香川県 102 69
愛媛県 700 354
高知県 1,287 208
福岡県 159 128
長崎県 318 70
大分県 603 144
宮崎県 1,167 156

鹿児島県 603 127
計 7,152 2,179
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 ※現在、故障箇所・故障原因の確認及び復旧作業中 

・四国電力 約 2,200 戸 

 愛媛県 約 30 戸、徳島県 約 400 戸、高知県 約 1,800 戸 

 ※現在、故障箇所・故障原因の確認及び復旧作業中 

・九州電力 約 80 戸 

 佐賀県 約 20 戸、宮崎県 約 60 戸 

 ※現在、故障箇所・故障原因の確認及び復旧作業中 

※停電の主な原因は、風雨による配電設備の故障によるもの 

イ 都市ガス（経済産業省情報：8 月 15 日 6:30 現在） 

 現時点で被害情報なし 

ウ 水 道（厚生労働省情報：8月 15 日 7:00 現在） 

・台風第 10 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（8/7）。 

・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：8 月 15 日 7:00 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 ・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。 

広島県東広島市、徳島県美馬郡つるぎ町 

※役場エリアの支障なし。 

※合計 2局停波 

（内訳） 

広島県東広島市 1 局 

徳島県美馬郡つるぎ町 1 局 

KDDI(au) ・２市村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。 

高知県土佐郡大川村、愛媛県宇和島市 

※役場エリアの支障なし。 

※合計 3局停波 

（内訳） 

大分県大分市 1 局 

高知県土佐郡大川村 1 局 
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愛媛県宇和島市 1 局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

◯主な原因は伝送路断 

（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。 

 ＜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。 

＜総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況＞ 

貸与要望なし 

＜臨機の措置＞ 

措置報告なし 

オ ＬＰガス備蓄基地、充填所（経済産業省情報：8 月 15 日 6:30 現在） 

   現時点で被害情報なし 

(2) 道 路（国土交通省情報：8月 15 日 5:30 現在） 

ア 高速道路 

通行止め：５路線６区間 

 

イ 直轄国道 

通行止め：なし 

ウ 公社・有料道路 

通行止め：なし 

エ 補助国道 

通行止め：１路線１区間 

 

オ 都道府県道、政令市道 

通行止め：計１区間  鹿児島県 １区間（倒木１） 

路線名 区間名 被災状況 備考

E30 瀬戸中央道 児島
こ じ ま

IC～坂出
さかいで

IC 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)3:30、通行止延長：18.5km

E10 東九州道 大分
おおいた

農業
のうぎょう

文化
ぶ ん か

公園
こうえん

IC～別府
べ っ ぷ

IC 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)5:15、通行止延長：16.8km

E10 東九州道 佐伯
さ い き

IC～蒲江
か ま え

IC 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)5:00、通行止延長：20.4km

E34 大分道 九重
ここのえ

IC～日出
ひ じ

JCT 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)5:15、通行止延長：29.0km

E97 日出バイパス 速見
は や み

IC･JCT～日出
ひ じ

IC 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)5:15、通行止延長：9.0km

E28 神戸淡路鳴門道 洲本
す も と

IC～鳴門
な る と

IC 事前通行規制 通行止開始：8月15日(木)5:30、通行止延長：32.7km

路線名 区間名 被災状況 備考

438号 徳島県美馬
み ま

郡つるぎ町 落石
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(3) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：8 月 15 日 5:00 現在） 

（運行状況） 

 

東海旅客鉄道 名松線 松阪～伊勢奥津 15日 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
西日本旅客鉄道 山陽新幹線 新大阪～小倉 15日 始発

西日本旅客鉄道 関西線 亀山～加茂 15日 始発
西日本旅客鉄道 紀勢線 新宮～紀伊田辺 15日 始発

西日本旅客鉄道 湖西線 和邇～近江塩津 15日 始発

西日本旅客鉄道 山陽線 上郡～下関 15日 始発
西日本旅客鉄道 赤穂線 播州赤穂～東岡山 15日 始発
西日本旅客鉄道 姫新線 上月～新見 15日 始発
西日本旅客鉄道 山陰線 益田～幡生 15日 始発
西日本旅客鉄道 山陰線 長門市～仙崎 15日 始発
西日本旅客鉄道 因美線 東津山～智頭 15日 始発
西日本旅客鉄道 伯備線 倉敷～上石見 15日 始発
西日本旅客鉄道 津山線 津山～岡山 15日 始発
西日本旅客鉄道 吉備線 岡山～総社 15日 始発
西日本旅客鉄道 宇野線 岡山～宇野 15日 始発
西日本旅客鉄道 本四備讃線 茶屋町～児島 15日 始発
西日本旅客鉄道 福塩線 福山～塩町 15日 始発
西日本旅客鉄道 芸備線 備中神代～広島 15日 始発
西日本旅客鉄道 呉線 三原～海田市 15日 始発
西日本旅客鉄道 可部線 横川～あき亀山 15日 始発
西日本旅客鉄道 岩徳線 岩国～櫛ヶ浜 15日 始発
西日本旅客鉄道 山口線 新山口～益田 15日 始発
西日本旅客鉄道 宇部線 新山口～宇部 15日 始発
西日本旅客鉄道 小野田線 小野田～居能 15日 始発
西日本旅客鉄道 小野田線 雀田～長門本山 15日 始発
西日本旅客鉄道 美祢線 厚狭～長門市 15日 始発

四国旅客鉄道 本四備讃線 児島～宇多津 15日 始発

四国旅客鉄道 高徳線 高松～徳島 15日 始発

四国旅客鉄道 鳴門線 池谷～鳴門 15日 始発

四国旅客鉄道 徳島線 佃～佐古 14日 19:00

四国旅客鉄道 牟岐線 徳島～海部 15日 始発

四国旅客鉄道 土讃線 多度津～高知 15日 始発

四国旅客鉄道 土讃線 高知～窪川 14日 17:00

四国旅客鉄道 予讃線 高松～伊予市 15日 始発

四国旅客鉄道 予讃線 伊予市～宇和島 14日 19:00

四国旅客鉄道 内子線 新谷～内子 14日 19:00

四国旅客鉄道 予土線 若井～北宇和島 14日 15:00

九州旅客鉄道 山陽線 下関～門司 15日 始発

九州旅客鉄道 日豊線 中津～佐伯 15日 始発

九州旅客鉄道 日豊線 佐伯～南宮崎 14日 18:00

九州旅客鉄道 日豊線 南宮崎～都城 14日 15:00

九州旅客鉄道 日豊線 都城～国分 14日 17:30

九州旅客鉄道 日豊線 国分～鹿児島 15日 始発

九州旅客鉄道 久大線 日田～大分 15日 始発

九州旅客鉄道 豊肥線 大分～阿蘇 15日 始発

九州旅客鉄道 日南線 南宮崎～志布志 14日 9:00

九州旅客鉄道 宮崎空港線 田吉～宮崎空港 14日 15:30

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～吉松 15日 始発

九州旅客鉄道 肥薩線 吉松～隼人 14日 20:30

九州旅客鉄道 吉都線 吉松～都城 14日 21:30

九州旅客鉄道 鹿児島線 鹿児島中央～鹿児島 15日 始発

九州旅客鉄道 指宿枕崎線 喜入～枕崎 15日 始発

水島臨海鉄道 水島本線 倉敷市～三菱自工前 15日 始発

井原鉄道 井原線 総社～神辺 15日 始発
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イ 空  港（国土交通省情報：8 月 15 日 5:30 現在） 

 ・空港施設等の被害情報なし 

 ・１４日の欠航便 ２２０便：ＪＡＬ７３便、ＡＮＡ ４９便、その他 ９８便 

   ・１５日の欠航便 ５９１便：ＪＡＬ１７１便、ＡＮＡ１２９便、その他２９１便 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：8月 15 日 6:00 現在） 

   ・高速バス 51 事業者で 212 路線運休 ２事業者で７路線一部運休 

      

広島電鉄 本線 広島～広電西広島 15日 始発

広島電鉄 宇品線 紙屋町～広島港 15日 始発

広島電鉄 横川線 十日市町～横川 15日 始発

広島電鉄 皆実線 的場町～皆実町六丁目 15日 始発

広島電鉄 宮島線 広電西広島～広電宮島口 15日 始発

広島電鉄 江波線 土橋～江波 15日 始発

広島電鉄 白鳥線 八丁堀～白鳥 15日 始発
広島高速交通 広島新交通1号線 本通～広域公園前 15日 始発

錦川鉄道 錦川清流線 川西～錦町 15日 始発
高松琴平鉄道 琴平線 高松築港～琴電琴平 15日 始発
高松琴平鉄道 志度線 瓦町～琴電志度 15日 始発
高松琴平鉄道 長尾線 瓦町～長尾 15日 始発

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 海部～甲浦 14日 17:30
土佐くろしお鉄道 阿佐線 後免～奈半利 15日 始発
土佐くろしお鉄道 　中村線　 窪川～中村 14日 17:00
土佐くろしお鉄道 宿毛線 中村～宿毛 14日 18:00

とさでん交通 伊野線 はりまや橋～伊野 15日 始発

とさでん交通 後免線 はりまや橋～後免町 15日 始発

とさでん交通 駅前線 はりまや橋～高知駅前 15日 始発

とさでん交通 桟橋線 はりまや橋～桟橋通五丁目 15日 始発

平成筑豊鉄道
門司港レトロ

観光線
九州鉄道記念館～関門海峡

めかり 15日 始発

平成筑豊鉄道 伊田線 直方～田川伊田 15日 始発
平成筑豊鉄道 田川線 行橋～田川伊田 15日 始発
平成筑豊鉄道 糸田線 金田～田川後藤寺 15日 始発

南阿蘇鉄道 高森線 中松～高森 15日 始発

くま川鉄道 湯前線 人吉温泉～湯前 15日 始発

名阪近鉄バス（株） 名古屋伊吹山線 運休
濃飛乗合自動車（株） 高山～京都・大阪 運休

福井鉄道（株）
わかさライナー（小浜－大阪） 運休
大阪線（福井－京都・大阪） 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
北鉄金沢バス(株) 金沢大阪線 運休

名鉄バス（株）
名古屋・福岡線 運休 8/14　名鉄ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 21：00発

名古屋・熊本線 運休 8/14　名鉄ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 20：20発

名古屋・松山線 運休 8/14　名鉄ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 23：00発

京福バス（株） 福井～大阪 運休
京阪バス(株) 京都～松山線 運休

阪急バス(株)
大阪～安芸営業所 運休

大阪～八幡浜 運休

南海バス(株)

関西空港→岡山線 運休 2019/8/15　１９：２２発
関西空港→姫路線 運休 2019/8/15　２１：３２発
関西空港→徳島線 運休 2019/8/15　１８：０７発
関西空港→高松線 運休 2019/8/15　１７：５２発

関西空港交通(株)

関西空港→姫路線 運休
関西空港→岡山線 運休
関西空港→徳島線 運休
関西空港→高松線 運休
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京阪バス(株)
京都→松山線 運休
京都→高知線 運休
高知→京都線 運休

阪急バス(株)
大阪→高知線 運休
大阪→安芸線 運休

神姫バス(株) 姫路→鳥取 運休

淡路交通(株)

大阪→洲本 運休
淡路→徳島 運休

三ノ宮→西浦 運休
三ノ宮→福良 運休
舞子→福良 運休
姫路→鳥取 運休
舞子→津名 運休

学園都市→洲本 運休

広島電鉄（株）
広島～松江 運休
米子～広島 運休

おのみちバス（株） 尾道～今治 運休

中国ＪＲバス（株）

東京～岡山 一部運休
広島～東京 運休
出雲～東京 運休

広島～名古屋 運休
出雲～名古屋 運休
大阪～広島 一部運休
広島～京都 一部運休
出雲～大阪 一部運休
出雲～神戸 一部運休
出雲～福岡 運休
広島～福岡 一部運休
浜田～大阪 運休
山口～福岡 運休

（株）中国バス

福山・広島～福岡線 運休
広島～福岡線 運休

府中・尾道・福山～大阪線 運休
府中・尾道・福山～神戸線 運休

福山～京都線 運休
三次・庄原・東城～新大阪線 運休
神辺・井原・笠岡～大阪線 運休

広島・福山～東京（大崎駅西口）線 運休
広島・福山・岡山～横浜線 運休

中国バス
福山～松山線 運休
三次～福山線 運休

広交観光㈱

広島～高知 運休
広島～徳島 運休

広島～福岡（昼行便） 運休
広島～岡山 運休
広島～神戸 運休
広島～今治 運休

広島交通㈱

広島～福山 運休
広島～尾道・因島 運休

広島～府中 運休
広島～甲山・甲奴 運休

因の島運輸株式会社
土生港～広島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 運休

土生港～福山駅前 運休

鞆鉄道株式会社
福山～広島線 運休
福山～今治線 運休

福山～広島空港線 運休
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日本交通（株）

米子～広島 運休
鳥取～神戸・大阪 運休
倉吉～神戸・大阪 運休
米子～神戸・大阪 運休

鳥取～京都 運休
米子～京都 運休
鳥取～福岡 運休

日ノ丸自動車（株）

米子～広島 運休
出雲～岡山 運休
鳥取～広島 運休
鳥取～姫路 運休
倉吉～岡山 運休
鳥取～福岡 運休
鳥取～東京 運休

一畑バス（株）

出雲～東京 運休
出雲～大阪 運休
出雲～岡山 運休
出雲～広島 運休
松江～広島 運休

石見交通（株）

益田～六日市～広島 運休
益田～戸河内～広島 運休
益田～浜田道～広島 運休
大田～川本～広島 運休

両備ＨＤ（株）
岡山～出雲 運休
岡山～倉吉 運休

中鉄バス（株） 岡山～出雲 運休

防長交通（株）

萩・山口～東京 運休
萩・山口～神戸・大阪・京都 運休

下松・徳山・防府～福岡 運休
田布施・平生・柳井～広島 運休
山口・防府・徳山～広島 運休

徳島バス㈱

阿南～大阪 運休
徳島～大阪 運休
徳島～神戸 運休

徳島～関西国際空港 運休
徳島～京都 運休
徳島～東京 運休
徳島～岡山 運休
徳島～広島 運休
徳島～松山 運休
徳島～高知 運休

四国交通㈱
井川・阿波池田～大阪線 運休 8/14　大阪発１９：３０発運休

井川・阿波池田～大阪線 運休
井川・阿波池田～神戸線 運休

ジェイアール四国バス㈱

徳島～大阪 運休
徳島～神戸 運休
徳島～京都 運休
高松～高知 運休
高知～松山 運休

観音寺～大阪 運休
高知～岡山 運休
高松～大阪 運休
高松～神戸 運休
高松～京都 運休
高知～徳島 運休
松山～徳島 運休

高松～関西空港 運休
高松～広島 運休

松山・高松・徳島～名古屋 運休
高知～京阪神 一部運休
松山～京阪神 一部運休
松山～岡山 一部運休
松山～高松 一部運休
徳島～東京 一部運休
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大川自動車㈱ 高松～徳島 運休

高松エクスプレス㈱
高松～大阪 運休
高松～神戸 運休

四国高速バス㈱

丸亀～横浜・新宿 運休
高松～福岡 運休

丸亀～名古屋 運休
高松～大阪 運休
高松～神戸 運休

丸亀～神戸・大阪 運休
高松～京都 運休

高松～関西空港 運休
高松～高知 運休
高松～松山 運休
高松～徳島 運休

伊予鉄バス㈱

福岡線 運休
京都線 運休
神戸線 運休
岡山線 一部運休
大阪線 一部運休
福山線 運休
高松線 運休
高知線 運休
徳島線 運休

㈱瀬戸内しまなみリーディング

今治・福山線 運休
今治・広島線 運休

今治・新尾道・福山線 運休

宇和島自動車㈱

大阪・神戸～宇和島（昼行便） 運休
宇和島～神戸・大阪（昼行便） 運休
大阪・神戸～宇和島（夜行便） 運休
宇和島～神戸・大阪（夜行便） 運休

瀬戸内運輸㈱

今治・新居浜～東京 運休
今治・新居浜～神戸・大阪 運休

松山・今治～福岡 運休
今治～広島 運休

とさでん交通㈱

高知～東京 運休
高知～京都～名古屋 運休

高知～大阪 運休
高知～神戸 運休
高知～岡山 運休
高知～広島 運休
高知～高松 運休
高知～松山 運休
高知～徳島 運休

㈱高知駅前観光 高知・徳島～東京 運休

高知西南交通㈱
宿毛～京都 運休
宿毛～東京 運休

宿毛・清水～高知 運休

西日本鉄道㈱

福岡～宮崎 運休
福岡～東京 運休

福岡～名古屋 運休
福岡～高松 運休
福岡～岡山 運休
福岡～松山 運休
福岡～鳥取 運休

北九州～別府・大分 運休
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   ・路線バス 43 事業者で 204 路線運休 ３事業者で 10 路線一部運休 

エ 海事関係（国土交通省情報：8 月 15 日 6:00 現在） 

  181 事業者 222 航路で運休及び一部運休、３事業者３航路において運航再開 

 

JR九州バス㈱

福岡～宮崎 運休
新八代～宮崎 運休

別府・大分～延岡・宮崎 運休
福岡～宇部・山口 運休
福岡～広島・福山 運休
福岡～松江・出雲 運休

大分交通
別府・大分～延岡・宮崎 運休

大分～福岡 運休
南国交通（株） 鹿児島～宮崎 運休
長崎県交通局 長崎～宮崎 運休

宮崎交通㈱

宮崎～福岡 運休
長崎～宮崎 運休
宮崎～熊本 運休

宮崎～鹿児島 運休
宮崎～新八代 運休

別府・大分～延岡・宮崎 運休

大分バス㈱
大分～福岡 運休

大分～延岡・宮崎 運休
大分～京都 運休

亀の井バス㈱ 別府・大分～延岡・宮崎 運休

九州産交バス
新八代～宮崎 運休
熊本～宮崎 運休

熊本～名古屋 運休

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

酒田市 酒田～勝浦 運休
網地島ライン 石巻～田代島～網地島 一部運休

シィライン 青森～佐井 運休
東海汽船 東京～八丈島 運休
東海汽船 神津島～熱海 運休
神新汽船 神津島～下田 運休

伊豆諸島開発 父島～母島 運航再開
粟島汽船 粟島～岩船 一部運休

へぐら航路 輪島～舳倉島 運休
太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休

名鉄海上観光船 伊良湖～河和 運休
名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運休

ふじさん駿河湾フェリー 清水～土肥 運休
津エアポートライン 津新港～空港島 運休

鳥羽市 鳥羽～神島 運休
伊勢湾フェリー 鳥羽～伊良湖 運休

西尾市 一色～佐久島 運休
志摩マリンレジャー 和具～賢島 運休

志摩市 的矢～三ケ所 運休
フェリーさんふらわあ 大阪～別府 運休
フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休
フェリーさんふらわあ 大分～神戸 運休

名門大洋フェリー 大阪～門司 運休

新日本海フェリー
舞鶴～敦賀～新潟～秋

田～小樽～苫小牧
一部運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休
大阪市（港湾局） 木津川渡 運休
大阪市（建設局） 天保山渡 運休
大阪市（建設局） 千歳渡 運休
大阪市（建設局） 甚兵衛渡 運休
大阪市（建設局） 船町渡 運休
大阪市（建設局） 落合上渡 運休
大阪市（建設局） 落合下渡 運休
大阪市（建設局） 千本松渡 運休
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ジャンボフェリー 神戸～小豆島（坂手）～高松 運休
淡路ジェノバライン 明石～岩屋 運休

OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休
沼島汽船 沼島～土生 運休

高速いえしま 家島（真浦）～姫路 運休
坊勢汽船 坊勢島（奈座）～姫路 運休

髙福ライナー 家島（宮）～姫路 運休
坊勢渡船 家島（網手）～坊勢島（奈座） 運休
髙山知久 坊勢島（奈座）～姫路 運休

瀬戸内海汽船 宇品～松山 運休
ＪＲ西日本宮島フェリー 宮島口～宮島 運休

宮島松大汽船 宮島～宮島口 運休
瀬戸内シーライン 広島～宮島 運休
瀬戸内シーライン 宇品～小用 運休
瀬戸内シーライン 小用～呉中央 運休
瀬戸内シーライン 宇品～高田・中町 運休
瀬戸内シーライン 三高～宇品 運休

上村汽船 切串～宇品 運休
似島汽船 似島～宇品 運休
大崎汽船 白水～竹原 運休
山陽商船 竹原～白水 運休
隠岐汽船 隠岐島～七類・境 運休

両備フェリー 岡山～土庄 運休
瀬戸内観光汽船 日生～大部 運休
周防灘フェリー 徳山～竹田津 運休
防予フェリー 柳井～松山 運休

周防大島松山フェリー 柳井～伊保田～松山 運休
バンカーサプライ 宇品～似島学園 運休

阿多田島汽船 阿多田～小方 運休
土生商船 土生～三原 運休

安芸津フェリー 安芸津～大崎上島（大西） 運休
大三島フェリー 忠海～大三島（盛） 運休

備後商船 常石～尾道 運休
走島汽船 走島～鞆 運休

家老渡フェリー汽船 因島（家老渡）～上弓削 運休
大崎上島町 白水～契島 運休

尾道市因島総合支所 細島～因島（西浜） 運休
しまなみ海運 竹原～大長 運休
しまなみ海運 明石～小長 運休

弓場汽船 須波～生口島（沢） 運休
さくら海運 呉ポートピアパーク～切串 運休
斎島汽船 斎島～久比 運休
斎島汽船 三角～久比 運休

島前町村組合 来居～別府 運休
瀬戸内市緑の村公社 前島～牛窓 運休

大生汽船 大多府～日生 運休
三洋汽船 笠岡～佐柳本浦 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休
萩海運 見島～萩 運休

大津島巡航 大津島～徳山 運休
上関航運 祝島～柳井 運休

熊南総合事務組合 馬島～麻里府・佐合島 運休
平郡航路 平郡～柳井 運休

周防大島町 久賀～前島 運休
周防大島町 樽見～日前 運休
周防大島町 情島～伊保田 運休
牛島海運 牛島～室積 運休
上関町 八島～上関 運休

野島海運 野島～三田尻 運休
三洋汽船 笠岡～飛鳥～六島 運休

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運休
小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運休
小豆島フェリー 姫路～福田 運休
内海フェリー 高松～草壁 運休
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国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運休
四国汽船 高松～宮浦～宇野 運休
四国汽船 本村～宇野 運休
石崎汽船 松山～広島（宇品） 運休
中島汽船 三津浜～中島 運休

四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～大阪 運休
芸予汽船 今治～土生 運休
上島町 立石～長崎 運休

宇和島運輸 八幡浜～別府 運休
宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運休

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運休
四国急行フェリー 高松～宇野 運休
松山・小倉フェリー 松山～小倉 運休
小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運休

豊島フェリー 家浦～高松 運休
雌雄島海運 男木～高松 運休
本島汽船 本島～丸亀 運休

備讃フェリー 丸亀～広島 運休
三洋汽船 多度津～佐柳 運休
粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運休
観音寺市 伊吹島～観音寺 運休

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運休
伊島連絡交通事業 伊島～答島 運休

ごごしま 興居島（由良･泊）～松山（高浜） 運休
新居浜市 大島～黒島（新居浜） 運休

大三島ブルーライン
今治～大崎上島（木

江）・大三島（宗方）・岡
村

運休

今治市 岡村～今治 運休
今治市 津島～津 運休
くるしま 馬島～波止浜 運休

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休
岩城汽船 岩城～土生 運休
上島町 魚島～弓削～土生 運休

盛運汽船 嘉島･日振～宇和島 運休
須崎市 坂内～埋立 運休
宿毛市 沖の島～片島 運休
高知県 長浜～種崎 運休
新喜峰 安居島～北条 運休

青島海運 青島～長浜 運休
田中輸送 大島～八幡浜 運休
津島渡船 津島～今治 運休
松山市 中須賀～鹿島 運休
鳴門市 岡崎～土佐泊 運休

野母商船 福江～青方～博多 運休
オーシャントランス 北九州～徳島～東京 運休

福岡市 博多～志賀島 運休
福岡市 玄海島～博多 運休
福岡市 能古～姪浜 運休
福岡市 小呂島～姪浜 運休

北九州市 藍島～小倉 運休
阪九フェリー 新門司～泉大津 運休
阪九フェリー 新門司～神戸 運休

宗像市 大島～神湊～地島 運休
宗像市 地島（白浜）～神湊 運休
新宮町 相島～新宮 運休

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運休
大入島観光フェリー 大入島～佐伯 運休

姫島村 姫島～国見 運休
有明海自動車航送船組合 多比良～長洲 運休

三和商船 蔵之元～牛深 運休
島原鉄道 口ノ津～鬼池 運休
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熊本フェリー 熊本～島原 運休
九商フェリー 熊本～島原 運休

佐賀玄海漁業共同組合 高島～唐津 運休
九州郵船 博多～壱岐～対馬 運休
九州郵船 博多～比田勝 運休
九州郵船 印通寺～唐津 運休
長崎汽船 長崎～伊王島～高島 運休
崎戸商船 友住～佐世保 運休

西海沿岸商船 佐世保～神浦 運休
九州商船 長崎～五島 運休
九州商船 佐世保～上五島 運休
九州商船 長崎～有川 運休
鷹島汽船 殿ノ浦～今福 運休
鷹島汽船 阿翁～御厨 運休

黒島旅客船 黒島～高島～相浦 運休
平戸市 大島（的山・神浦）～平戸 運休

木口汽船 久賀～福江～椛島 運休
江崎海陸運送 瀬戸～松島 運休

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 運休
マリックスライン 鹿児島～那覇 運休

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 条件付運航再開
折田汽船 鹿児島～屋久島 運休

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運休
鹿児島市船舶局 桜島～鹿児島 運休

甑島商船 串木野・川内～甑島 運休
コスモライン 鹿児島～種子島～屋久島 運休

種子屋久高速船 鹿児島～種子・屋久 運休
鹿児島交通 鹿児島（鴨池）～垂水 運航再開
岩崎産業 鹿児島～種子・屋久 運休
三島村 鹿児島～三島 運休
十島村 鹿児島～十島～名瀬 運休

屋久島町 宮之浦～永良部～島間 運休
西海市 釜浦～瀬戸 運休
壱岐市 大島～郷ノ浦 運休

竹山運輸 度島（本村）～平戸 運休
共同フェリー 御所浦～棚底・大道 運休
日豊汽船 島浦～浦城 運休
下関市 竹崎～六連島 運休
下関市 蓋井島～吉見 運休
糸島市 姫島～岐志 運休
郵正丸 馬渡島～呼子 運休

川口汽船 小川島～呼子 運休
加唐島汽船 加唐島～呼子 運休
唐津汽船 神集島～湊 運休
対馬市 樽ヶ浜～仁位 運休

佐世保市 神浦～寺島～柳 運休
五島旅客船 郷ノ首～福江 運休

五島市 浦～前島 運休
五島市 富江～黒島 運休

黄島海運 黄島～福江 運休
津吉商船 津吉～相浦～佐世保 運休
小値賀町 笛吹～大島・野崎 運休
小値賀町 柳～納島 運休

嵯峨島旅客船 嵯峨島～貝津 運休
やま丸 津久見～保戸島 運休
佐伯市 大島～佐伯 運休

蒲江交通 蒲江～深島 運休
天長フェリー 天草～長島 運休

苓北観光汽船 天草～長崎 運休
ＪＲ九州高速船 博多～釜山 運休
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 (4) 河  川（国土交通省情報：8月 15 日 6:30 現在） 

 被害情報無し 

 (5) 土砂災害（国土交通省情報：8月 15 日 6:30 現在） 

   被害情報無し 

 (6) 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：8月 15 日 6:00 現在） 

  ・被害状況 

    

  ・クルーズ船の寄港への影響 

   抜港等が発生（１５隻） 

   （抜港：横浜港、清水港、名古屋港、境港、徳島小松島港、高松港、高知港、下関港、

北九州港、博多港、長崎港、鹿児島港、那覇港、中城湾港、平良港） 

 (7) 医療関係（厚生労働省情報：8月 15 日 7:00 現在） 

  ・各都道府県に対し、台風第 10 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（8/9）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。。 

 (8) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：8月 15 日 7:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、台風第 10 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（8/7）。

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 10 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（8/7）。 

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（8/7）。 

やまさ海運 三池～島原 運休
関釜フェリー 下関～釜山 運休
カメリアライン 福岡～釜山 運休
シークルーズ 松島～三角 運休
シークルーズ 本渡～松島 運休

渡嘉敷村 泊～渡嘉敷 一部運休
座間味村 泊～座間味 一部運休
水納海運 水納～渡久地 運休

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

山口県 山口県 国際拠点 徳山下松港
[事前通行規制]
強風により臨港道路「新南陽埠頭線（周南大橋）」通
行止め（8/14 9:00～）
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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。 

  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。 

 (9) 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：8月 15日 7:00 現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、台風第 10 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（8/9）。 

・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 10 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（8/9）。現時点で被害報告無し。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 10 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（8/9）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (10) ダム・ため池（農林水産省情報：8 月 15 日 7:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (11) 農林水産関係（農林水産省情報：8 月 15 日 7:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (12) 郵政関係（総務省情報：8月 15 日 7:00 現在） 

＜窓口関係＞ 

徳島県内の郵便局１局及び香川県内の郵便局１局において窓口業務休止 

＜配達関係＞ 

・強風等のため、鹿児島県の一部郵便局で引受または配達となる郵便物等の配達に遅延が

発生 

・船舶欠航のため、徳島県・香川県・愛媛県・高知県内の一部郵便局で引受け、それぞれ

の管轄内の離島へ配達となる郵便物等の配達を休止 
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 (13) 災害廃棄物等関係（環境省情報：8 月 15 日 7:30 現在） 

  ・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。(8 月

14 日) 

・災害廃棄物の発生状況については確認中。 

 (14) 金融機関等（金融庁情報：8 月 14 日 14:00 現在） 

  ・郵便局２局が臨時休業。 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・8月 13 日 10:00 情報連絡室設置 

(2) 閣僚会議の実施 

・8月 14 日 17:15 台風第 10 号に関する関係閣僚会議 

(3) 関係省庁災害警戒会議の実施 

・8月 9 日 15:30 令和元年台風第 10 号に係る関係省庁災害警戒会議 

・8月 13 日 10:00 令和元年台風第 10 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 

・8月 13 日 10:00 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（8/13 10:00） 

・関係県警察では、所要の警備体制を確立（8/13～） 

  ・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（8/13～） 

(3) 消 防 庁の対応 

８月７日 １６時０５分 都道府県、指定都市に対し「台風第９号と台風第１０号につ

いての警戒情報」を発出 

８月９日 １５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） 

     １６時２０分 都道府県、指定都市に対し「台風第１０号についての警戒情

報」を発出 

８月１３日１１時０１分 都道府県、指定都市に対し「台風第１０号についての警戒情

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、早期避難の呼びかけ、警戒活動等を実施 

(4) 防 衛 省の対応  

○部隊の態勢等 
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・以下の部隊が初動対処部隊を待機中 

   第３３普通科連隊（三重県津市）が初動対処部隊（２８名）を三重県庁熊野庁舎

（三重県熊野市：三重県と和歌山県の県境付近）に自主派遣中（大雨により当該地域

が孤立する可能性があるため）。また、第５０普通科連隊（高知県香南市）、第１５即

応機動連隊（香川県善通寺市）が初動対処部隊を駐屯地に待機中。 

・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 中部方面総監部（兵庫県伊丹市） 

（３６）  第３７普通科連隊（大阪府信太山市）、第１０師団司令部（愛知県名古屋

市）、第３３普通科連隊（三重県津市）、第１３旅団司令部（広島県安芸

郡海田町）、第４６普通科連隊（広島県安芸郡海田町）、第１３偵察隊（島

根県出雲市）、第１４旅団司令部（香川県善通寺市）、第５０普通科連隊

（高知県香南市）、第１４偵察隊（香川県善通寺市）、第１４飛行隊（徳

島県阿南市）、第１４高射特科隊（愛媛県松山市）、第１５即応機動連隊

（香川県善通寺市）、第１４施設中隊（徳島県阿南市）、中部方面特科隊

（愛媛県松山市）、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１９普通科連隊（福岡県春日市）、第４０普通科連隊（福

岡県小倉市）、第４１普通科連隊（大分県別府市）、第４施設大隊（長崎

県大村市）、第４飛行隊（佐賀県佐賀県神埼郡吉野ヶ里町）、第４偵察隊

（福岡県春日市）、第４通信大隊（福岡県春日市）、対馬警備隊（長崎県

対馬市）、第８師団司令部（熊本県熊本市）、第１２普通科連隊（宮崎県

霧島市）、第２４普通科連隊（宮崎県えびの市）、第４２即応機動連隊（熊

本県熊本市）、第４３普通科連隊（宮崎県都城市）、第８施設大隊（鹿児

島県薩摩川内市）、第８飛行隊（熊本県上益城郡益城町）、部方面特科連

隊（熊本県熊本市）、西部方面特科隊（大分県由布市）、西部方面舟艇対

戦車隊（大分県玖珠市）、西部方面戦車隊（大分県玖珠市） 

 海上自衛隊 徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町） 

 （２）   岩国航空基地（山口県岩国市） 

航空自衛隊 経ヶ岬分屯基地（京都府京丹後市） 

（２２）  笠取山分屯基地（三重県津市）、白山分屯基地（三重県津市）、串本分屯

基地（和歌山県東牟婁郡串本町）、高蔵寺分屯基地（愛知県春日井市）、

御前崎分屯基地（静岡県御前崎市）、新潟分屯基地（新潟県新潟市）、高

尾山分屯基地（島根県松江市）、土佐清水分屯基地（高知県土佐清水市）、

福江島分屯基地（長崎県五島市）、高畑山分屯基地（宮崎県串間市）、美

保基地（鳥取県境港市）、防府北基地（山口県防府市）、防府南基地（山

口県防府市）、見島分屯基地（山口県萩市）、春日基地（福岡県春日市）、

高良台分屯基地（福岡県久留米市）、築城基地（福岡県築上郡築上町）、

下甑島分屯基地（鹿児島県薩摩川内市）、海粟島分屯基地（長崎県対馬市）、
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芦屋基地（福岡県遠賀郡芦屋町）、脊振山分屯基地（佐賀県神埼市） 

  ・以下の自治体に対し連絡員（ＬＯ）を派遣 

    兵庫県淡路県民局、三重県庁、尾鷲市役所、熊野市役所、徳島県庁、愛媛県庁、高

知県庁、大分県佐伯市役所に対し、ＬＯを派遣 

○即応性の維持 

 土砂災害などが生じた場合に備え約２万 7千人が即応性を維持している。 

(5) 海上保安庁の対応  

※台風接近に合わせ、以下のとおり非常配備及び警戒配備を発令（15 日 0500 現在） 

①非常配備 

   第五管区海上保安本部【神戸市（管区所在地、以下同じ）】（一部部署） 

   第六管区海上保安本部【広島市】（全部署） 

第七管区海上保安本部【門司市】（一部部署） 

第十管区海上保安本部【鹿児島】（一部部署） 

②警戒配備 

  第四管区海上保安本部【名古屋市】（全部署） 

   第五管区海上保安本部【神戸市】（一部部署） 

第七管区海上保安本部【門司市】（一部部署） 

第八管区海上保安本部【舞鶴市】（全部署） 

第九管区海上保安本部【新潟市】（一部部署） 

第十管区海上保安本部【鹿児島】（一部部署） 

○投入勢力等 

 ・巡視船艇・航空機 

①巡視船艇 ２０６隻（即応待機中 ２０６隻）（延べ５０６隻） 

②航空機  １１機（固定翼２機、回転翼９機）（即応待機中１１機）（延べ４３機） 

   ・人員 

    ①特殊救難隊  ６名 （延べ５４名） 

②機動救難士 １０名 （延べ４４名） 

・リエゾン（現地連絡員） 

 ２名（宮崎県庁（14 日 2125 派遣））（延べ４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 なし 

・海の安全情報 ６件（継続中：５件） 

(6) 金 融 庁の対応  

・8 月 14 日、金融庁災害情報連絡室を設置。 
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(7) 消 費 者 庁の対応  

  ・消費者庁 SNS（Twitter）により、豪雨災害への備えをお願いする注意喚起を実施（８

月 13 日 10:20 時点） 

・消費者安全情報総括官窓口宛に、台風の接近・上陸に伴い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（８月 14 日 11:00 時点） 

(8) 総 務 省の対応  

  ・８月 13日(火)10 時 00 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

  ・８月 14日(水)、総務省災害関係局長級会議（第１回）開催（※メール開催） 

(9) 文部科学省の対応  

・関東甲信地方、伊豆諸島、小笠原諸島、東海地方、近畿地方、四国地方の各県教育委

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 8月 9日 12 時 33 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 8 月

13 日 10 時 00 分） 

・関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部

地方の各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 8月 13 日 10 時 03 分） 

・関東甲信地方、北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、

九州南部地方、沖縄地方の各県教育委員会に対し、改めて安全確保と被害状況の把握、

二次災害防止を要請するとともに連絡体制に万全を期すよう要請。（令和元年 8 月 13

日 15 時 08 分） 

・関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部

地方の各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 8月 14 日 12 時 21 分） 

(10) 厚生労働省の対応 

・8/13  10:30  厚生労働省災害情報連絡室設置 

・8/14  17:45  第１回省内課長級会議開催 

  ・医療関係全般 

   ８月 14 日  熊本県  08:56   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  高知県  13:05   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  広島県  13:30   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  大分県  15:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  鹿児島県 17:07   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  宮崎県  18:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

８月 14 日  愛媛県  23:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 
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(11) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・台風第 10 号に係る庶務課長会議を開催（８月９日 13:15） 

（連絡体制の確保及び万が一の備えについて、各局庁等へ指示） 

・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（８月 13 日 10:00） 

・農林水産省緊急自然災害総合対策本部幹事会開催（８月 14 日 18:00） 

（気象情報に細心の注意を払い、関連する地方農政局等においても体制を整備し、万全

を期すことを指示） 

＜地方農政局＞ 

・九州農政局災害情報連絡本部設置（８月 13 日 9:00） 

（気象や被害等の情報収集と情報共有体制の確保を指示） 

・中国四国農政局災害対策連絡会設置（８月 13 日 11：00） 

（連絡体制及び情報収集体制の確保を指示） 

・近畿農政局において関係者へ被害情報収集体制の確保と情報の共有を指示（８月 13 日） 

・北陸農政局災害対策連絡会議を開催（８月 14 日 10:25） 

（気象情報の収集、連絡体制の確立、被害情報の収集等を周知） 

・東海農政局災害対策本部幹事会開催（８月 14 日 12：00） 

（気象情報及び発災時における被害状況等の情報収集と共有、連絡体制・現地確認体制

の確認を指示） 

・関東農政局災害対策本部幹事会を開催（８月 14 日 14:00） 

（発災に備えた情報収集・共有及び職員の派遣体制を確認） 

・中国四国農政局災害対策本部へ改組（８月 14 日 14:00） 

（連絡体制及び情報収集体制の確保を指示） 

＜森林管理局＞ 

・中部森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月 13 日 14:00） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・九州森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月 13 日 14:00） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・四国森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月 13 日 15:30） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・関東森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月 13 日 15:40） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・近畿中国森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月 13 日 16:30） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・四国森林管理局災害対策本部へ改組（８月 14 日 15:15） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

・近畿中国森林管理局災害対策本部へ改組（８月 14 日 16:40） 
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（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】 

・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９号並びに 10 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８月７日） 

・生産局及び政策統括官が「台風第 10 号の接近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８月８日） 

・経営局が「台風第 10 号の接近に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底及び

農業保険の対応について」を通知（令和元年８月８日） 

・水産庁が「台風第 10 号に対する備えと被害報告等について」を通知（令和元年８月９

日） 

・林野庁が「台風第 10 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８

月 13 日） 

・林野庁が「台風第 10 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８月 13 日） 

(12) 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（8/9、8/13） 

・国土交通省災害対策本部を設置（8/14） 

・国土交通省災害対策本部会議を開催（8/14） 

・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 10 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（8/9、8/13） 

  ・ホットライン 

   8/13 高知県：高知市、土佐市、南国市、香南市、香美市、いの町、日高村、佐川町 

8/13 徳島県：牟岐町 

8/13 愛媛県：大洲市 

8/14 高知県：高知県：高知市、須崎市、四万十市、檮原町、津野町、四万十町、黒

潮町、越知町、仁淀川町、室戸市、安芸市、中土佐町、東洋町、奈半

利町、安田町、北川村、馬路村、宿毛市、土佐清水市、大月町、三原
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村、田野町、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川村 

8/14 愛媛県：西予市、宇和島市、大洲市、内子町、伊方町、東温市、愛南町 

8/14 徳島県：美波町、海陽町、三好市、美馬市 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ １９３人・日派遣（8/13～）】（15 日 6:30 時点） 

    TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ１０５人・日派遣（8/14～）（６１人派遣中） 

    TEC-FORCE（JETT）の派遣   のべ ８８人・日派遣（8/13～）（１５人派遣中） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ ６８台・日派遣（8/13～）】 

   中部地整、近畿地整、四国地整、九州地整より排水ポンプ車 20 台、照明車 10 台、待

機支援車 1台、標識車 1 台を派遣（8/15 6:30 現在） 

  ・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 

(13) 気 象 庁の対応 

・台風第10号に関して記者会見を実施（8/13 14:00）。 

・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 31 都府県の地方公共団体へ派遣（8 月 9日

～） 

（派遣先：青森県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県南大東村 のべ 88 人）※TEC-FORCE の内数 

・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。 

(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（８月９日） 
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【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（８月９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（８月 13 日）。 

 災害廃棄物が発生した場合の処理に係る初動時の対応について 

・各地方環境事務所から、所管府県を通じて地域ブロック災害廃棄物対策行動計画に基づ

く、各地方自治体における支援・受援体制の構築に係る周知を実施（８月13日）。 

・災害廃棄物対策室から災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）メンバーに対し、

現地支援に向けた準備を依頼（８月13日）。 

 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

 【三重県】８月１４日 １５時１２分 設置 

【広島県】８月１４日 １３時３０分 設置 

【山口県】８月１５日  ７時００分 設置 

【高知県】８月１４日 １５時００分 設置 

 

 


