
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について

１０月１６日 １０：５０ 非常体制（台風第２６号から継続）

北海道開発局 １０月２５日 １８：１５ 注意体制 北海道運輸局 １０月２５日 　１４：００ 注意体制

東北地方整備局 １０月２５日 １６：００ 注意体制 １０月２８日  　 ８：３０ 体制解除

関東地方整備局 １０月１７日 ２３：２５ 注意体制 関東運輸局 １０月１８日 　　９：００ 注意体制

１０月２５日 １５：００ 警戒体制 北陸信越運輸局 １０月２５日 　１１：００ 注意体制

※１０月１６日１０：５０から非常体制（応援）発令中。 中部運輸局 １０月２５日 　　９：００ 注意体制

北陸地方整備局 １０月２５日 １２：３０ 注意体制 １０月２８日 　　９：００ 体制解除

１０月２７日 　８：３０ 体制解除 近畿運輸局 １０月２４日 　１７：４５ 注意体制

近畿地方整備局 １０月２４日 １３：００ 注意体制 １０月２６日 　１８：００ 体制解除

１０月２５日 １２：００ 警戒体制 九州運輸局 １０月２４日 　１７：００ 注意体制

１０月２６日 　７：００ 注意体制 １０月２８日 　　９：００ 体制解除

１０月２６日 ２３：４５ 体制解除

国土地理院 １０月１６日 １１：１５ 非常体制 気象庁 １０月１５日 　１５：００ 警戒体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（10月28日09時現在）

【概況】
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【概況】

【見通し】

【伊豆大島の気象について】

（２）大雨等の状況（10月23日0時～10月26日24時）

・主な１時間降水量

（アメダス観測値）

宮崎県 諸塚 57.0ミリ 24日15時48分まで

宮崎県 神門 50.0ミリ 24日17時28分まで

高知県 鳥形山 49.5ミリ 25日 5時51分まで

高知県 池川 45.5ミリ 25日 4時55分まで

高知県 高知 45.5ミリ 25日 9時50分まで

徳島県 海陽 45.0ミリ 24日14時57分まで

徳島県 木頭 43.0ミリ 25日 7時18分まで

高知県 窪川 43.0ミリ 25日 5時41分まで

高知県 須崎 42.0ミリ 25日 6時45分まで

高知県 佐喜浜 42.0ミリ 24日17時39分まで

・10月16日21時にマリアナ諸島付近で発生した台風第27号は、発達しながら日本の南海上を北上し、24日から25
日にかけて大東島付近を通過した後、進路を東北東へ変え、速度を速めながら26日にかけて本州の南岸を進み、
26日午前中に伊豆諸島を通過した。その後、台風は26日15時に日本の東で温帯低気圧となった。
・この台風と本州の南岸に停滞する前線により、南西諸島と西日本から東日本にかけての太平洋側を中心に広い
範囲で大雨、暴風となった。

（10月28日から11月3日までの見通し）
・気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の降る日もあるが、概ね高気圧に覆われて晴れる日が多い。

・台風と前線の影響
　　降水量160.5ミリ（10月23日0時～10月26日24時までの積算）
　　最大風速　北北東14.1メートル（26日7時47分）最大瞬間風速北北東23.1メートル（26日7時38分）
・28日は、高気圧に覆われて概ね晴れるが、昼過ぎから時々雲が広がる。29日は、午前中は晴れ間もあるが、弱
い気圧の谷の影響で、昼前から雲が厚くなり、昼過ぎを中心に雨の降るところがある見込み。
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（気象レーダー等による解析（※））

高知県 東洋町 約110ミリ 24日20時00分まで
徳島県 海陽町 約90ミリ 24日23時00分まで
徳島県 那賀町 約80ミリ 24日23時00分まで
鹿児島県 鹿児島市 約80ミリ 24日21時30分まで
静岡県 磐田市 約70ミリ 25日21時00分まで

高知県 室戸市 約70ミリ 24日20時00分まで

・主な24時間降水量

（アメダス観測値）

高知県 鳥形山 452.5ミリ 25日 6時40分まで

高知県 池川 446.0ミリ 25日 5時50分まで

大分県 佐伯 403.0ミリ 24日17時50分まで

高知県 佐川 384.5ミリ 25日 7時50分まで

宮崎県 諸塚 377.5ミリ 24日21時50分まで

高知県 船戸 347.0ミリ 25日 9時30分まで

徳島県 海陽 343.5ミリ 25日 5時20分まで

愛媛県 成就社 332.5ミリ 25日15時10分まで

宮崎県 高千穂 312.0ミリ 24日20時30分まで

高知県 佐喜浜 311.0ミリ 24日19時40分まで
（気象レーダー等による解析（※））

高知県 東洋町 約800ミリ 25日00時00分まで

高知県 室戸市 約700ミリ 25日00時00分まで

徳島県 海陽町 約600ミリ 25日06時00分まで

高知県 中土佐町 約500ミリ 25日07時00分まで

高知県 津野町 約500ミリ 24日23時00分まで

宮崎県 諸塚村 約500ミリ 24日22時00分まで

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

高知県 鳥形山 677.5ミリ

高知県 池川 620 0ミリ

※レーダー等を用いて解析された降

水量(1km四方毎)の市町村内の最大

値を表記。

～ 50ミリ： 5ミリ単位

50～200ミリ： 10ミリ単位

200～500ミリ： 50ミリ単位

500～ ミリ：100ミリ単位
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高知県 池川 620.0ミリ

高知県 佐川 598.5ミリ

高知県 船戸 532.5ミリ

大分県 佐伯 501.5ミリ

徳島県 海陽 444.0ミリ

宮崎県 諸塚 440.5ミリ

愛媛県 成就社 431.5ミリ

高知県 佐喜浜 431.5ミリ

三重県 尾鷲 420.5ミリ
（気象レーダー等による解析（※））

高知県 室戸市 約900ミリ

高知県 東洋町 約900ミリ

徳島県 海陽町 約800ミリ

高知県 中土佐町 約800ミリ

高知県 津野町 約800ミリ

・主な最大風速

（アメダス観測値）

沖縄県 南大東 28.4m/s (南南東) 24日20時58分

沖縄県 北大東 26.2m/s (南東) 24日20時08分

鹿児島県 笠利 26.0m/s (北東) 25日 6時20分

鹿児島県 喜界島 24.5m/s (北東) 25日 7時22分

鹿児島県 沖永良部 24.1m/s (北東) 24日19時54分

沖縄県 旧東 21.2m/s (東南東) 24日 6時34分

鹿児島県 天城 21.0m/s (北) 25日 5時20分

沖縄県 北原 20.6m/s (北北西) 24日19時24分

千葉県 銚子 20.5m/s (北北東) 26日 8時25分

東京都 八重見ヶ原 20.4m/s (北東) 26日 9時59分
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・主な最大瞬間風速

（アメダス観測値）

沖縄県 南大東 38.9m/s (南) 24日20時50分

沖縄県 北大東 36.0m/s (南南東) 24日21時43分

沖縄県 旧東 35.5m/s (東南東) 24日 6時26分

鹿児島県 笠利 33.4m/s (北東) 25日 6時16分

鹿児島県 喜界島 31.9m/s (北東) 25日 7時21分

鹿児島県 沖永良部 31.9m/s (北) 25日 2時07分

沖縄県 那覇 29.6m/s (北北西) 24日22時32分

栃木県 那須 29.4m/s (西北西) 26日19時33分

東京都 八丈島 29.4m/s (北北東) 26日10時26分

鹿児島県 天城 29.3m/s (東) 24日13時23分

（３）波浪の状況（10月23日0時～10月26日24時）

・台風第27号に伴う主な波浪最高値

（波浪観測値）

【国土交通省港湾局所管】

沖縄県 中城湾港 　７．８ｍ

沖縄県 那覇港 　６．０ｍ

３．国土交通省の対応

○TEC-FORCE（リエゾン：情報連絡員）の派遣

・中部地方整備局より静岡県庁、浜松市、磐田市へ計５人派遣。（10/25）

・四国地方整備局より愛媛県大洲市、徳島県三好市へ計２人派遣。（10/25）

・九州地方整備局より大分県大分市、宮崎県木城町へ延べ７人・日派遣。（10/24～25）

○TEC-FORCEによる被害状況調査等

・２４日、大分県大分市において６名が被災調査等の支援を実施。（九州地方整備局）

・２５日、大分県大分市において３名が映像配信支援を実施。（九州地方整備局）

・２７日 防災ヘリコプター（あおぞら号）により東京都大島町上空から土砂移動の変状等

10月24日 09時00分

10月25日 00時20分
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・２７日、防災ヘリコプター（あおぞら号）により東京都大島町上空から土砂移動の変状等

の調査を実施。（本省、関東地整、土木研究所）

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める。

○災害対策用機械等出動状況　（10月28日09:00現在）

四国地整 愛媛県大洲市白滝（滝川樋門） 内水排除（肱川水系肱川） 照明車 1 撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 徳島県阿波市市場町大野島（鶯谷川樋門） 内水排除（吉野川水系吉野川） 排水ポンプ車 2 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 愛媛県大洲市新谷（都谷川排水樋門） 内水排除（肱川水系矢落川） 照明車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 愛媛県大洲市春賀（山高川排水樋門） 内水排除（肱川水系肱川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 愛媛県大洲市白滝（滝川樋門） 内水排除（肱川水系肱川） 排水ポンプ車 1 撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 高知県四万十市横堤（横堤樋門） 内水排除（渡川水系後川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月26日

四国地整 高知県四万十市横堤（横堤樋門） 内水排除（渡川水系後川） 照明車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月26日

四国地整 愛媛県大洲市新谷（都谷川排水樋門） 内水排除（肱川水系矢落川） 排水ポンプ車 4 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

四国地整 高知県吾川郡仁淀川町森山 通行規制対応（国道33号） 待機支援車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月26日

四国地整 高知県室戸市室戸岬町字スカ崎 路面冠水（国道55号） 照明車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月26日

四国地整 高知県四万十市横堤（横堤樋門） 内水排除（渡川水系後川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月26日

近畿地整 京都府福知山市荒河 応急活動支援（由良川水系弘法川） 土のう造成機 1 稼働後待機中 10月25日～

中国地整 岡山県赤磐市正崎 内水排除（旭川水系砂川支川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月25日

中国地整 岡山県赤磐市正崎 内水排除（旭川水系砂川支川） 照明車 1 撤収済 10月24日～10月25日

中部地整 静岡県牧ノ原市 内水排除（坂口谷川水系坂口谷川） 排水ポンプ車 1 撤収済 10月25日～10月26日

中部地整 静岡県牧ノ原市 内水排除（坂口谷川水系坂口谷川） 照明車 1 撤収済 10月25日～10月26日

近畿地整 兵庫県豊岡市野上（宮島樋門） 内水排除（円山川水系円山川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月26日～10月26日

北海道開発局 北海道川上郡標茶町（下オソベツ樋門） 内水排除（釧路川水系オソベツ川） 照明車 1 撤収済 10月26日～10月26日

関東地整 茨城県潮来市大塚野 夜間作業支援（国道51号） 照明車 1 稼働後待機中 10月25日～

北海道開発局 北海道川上郡標茶町（下オソベツ樋門） 内水排除（釧路川水系オソベツ川）

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

北海道開発局 北海道白老郡白老町　 道路への止水（国道36号） 排水ポンプ車 2 稼働後撤収済 10月25日～10月26日

北海道開発局 北海道白老郡白老町　 道路への止水（国道36号） 照明車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月26日
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○災害対策用通信機器出動状況　（10月25日15:00現在）

各地整毎の実出動台数（台）　　（10月28日09:00現在）

４．気象庁の対応

・台風第27号に関する記者会見を実施（10月24日 13時0分）

・伊豆大島の大島特別地域気象観測所に、衛星通信機器及び可搬型雨量計を設置（10月23日）

・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。

1 1

5 1 2 2 2 16 11 39

1 1 1 11 8 25

2 1 1 1 4 2 11

1 1

1 1

九州地整 宮崎県延岡市大貫町３丁目（桜小路排水機場） 内水排除（五ヶ瀬川水系大瀬川） 排水ポンプ車 2 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 宮崎県延岡市大貫町３丁目（桜小路排水機場） 内水排除（五ヶ瀬川水系大瀬川） 照明車 2 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

北海道開発局 関東地整 中部地整 近畿地整 中国地整 四国地整 九州地整 合計

1 稼働中 10月24日～

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数

九州地整 大分県佐伯市本匠大字笠掛字ハキノタ（笠掛樋門） 内水排除（番匠川水系番匠川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 大分県佐伯市大字上岡字樫野（樫野樋門） 内水排除（番匠川水系番匠川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 大分県佐伯市大字女島（女島樋門） 内水排除（番匠川水系番匠川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 大分県佐伯市弥生上小倉字小又地先（小倉樋門） 内水排除（番匠川水系番匠川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 大分県佐伯市弥生大字山梨子字新地（山梨子樋門） 内水排除（番匠川水系番匠川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

九州地整 大分県佐伯市大字長谷（長谷樋門） 内水排除（番匠川水系堅田川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月24日～10月28日

四国地整 高知県高知市北川添 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 10月25日～10月25日

排水ポンプ車

機械名

Ｋｕ－ＳＡＴ

土のう造成機

待機支援車

照明車

3

合計

状況 期間

九州地整 大分県大分市東上野地区 溜池漏水監視 Ku-SAT
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５．海上保安庁の対応

・気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施。

６．一般被害の状況

・現時点で被害情報無し

７．所管施設等の状況

○河川（10月28日 9:00現在）

■ 国管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、避難判断水位を超えてている河川 水系 河川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川
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４）現在、はん濫注意水位を超えている河川 水系 河川

５）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 水系 河川

６）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

７）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

８）はん濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

四国 渡川 中筋川 四万十川

四国 仁淀川 仁淀川

四国 重信川 重信川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 斐伊川 斐伊川

四国 肱川 矢落川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

四国 肱川 肱川

九州 番匠川 井崎川 堅田川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

2 3

8 11
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■ 被害状況

１）一般被害

＜国管理河川＞

四国 肱川 肱川 大洲市 内水 69.0 浸水解消

近畿 由良川 由良川
福知山

市
由良川18km付近の三河（そうご）橋（潜水橋、
京都府管理）の一部が流失（通行止め）

四国 渡川 中筋川 四万十市 内水 200.0 浸水解消

四国 渡川 後川 四万十市 内水 20.0 浸水解消

被　　害　　状　　況
床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)

四国 渡川 四万十川 四万十市 内水 50.0 浸水解消

九州 五ヶ瀬川 北川

北海道 釧路川 釧路川 オソベツ川

九州 番匠川 番匠川 久留須川

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害について河川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。

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
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＜都道府県管理河川＞

２）河川管理施設等被害

＜国管理河川＞

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

左右岸 KP 状　態
数　量
(約m)

静岡県 太田川 ぼう僧川 磐田市 - 1 - - 内水 調査中 解消済み

北海道 白老川 ウヨロ川 白老町 4 内水 0.5

静岡県 太田川 磐田久保川 磐田市 4 12 - - 内水 調査中 25日23時頃に家屋浸水あり（解消済み）

高知県 渡川 間川 四万十
市

内水 45 農地浸水のみ

高知県 渡川 勝間川 四万十
市

内水 20 農地浸水のみ

徳島県 宍喰川 広岡川 海陽町 道路冠水（解消ずみ）

高知県 渡川 佐田川 四万十
市

内水 6 農地浸水のみ

高知県 渡川 須谷川
四万十

市
内水 8.4 農地浸水のみ

高知県 仁淀川 勝賀瀬
川

いの町 溢水 不明 農地浸水のみ　（解消中）

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
床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)
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＜都道府県管理河川＞

■ 避難勧告及び避難指示状況

＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

四国 吉野川 吉野川 三好市 準備 296 704 10/25 12:00 10/25 16:00

整備局 水　系 河　川 市町村

避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考

類　型 世帯数 人　数

愛媛県 肱川 久米川 大洲市
ブロック
積護岸
崩壊

L=21m 調査中

愛媛県 三秋川 三秋川 伊予市
護岸崩

壊
L=10m 調査中

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

左右岸 KP 状　態
数　量
(約m)

愛媛県 湯籐川 湯籐川 八幡浜市
空石積
護岸崩

壊
L=10m 調査中
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＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

■ 国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理＞

四国 肱川 矢落川 大洲市 左岸 0.6k+145 3 稼働終了
都谷川樋門
排水ポンプ車　30m3/min

鶯谷川樋門

四国 肱川 肱川 大洲市 右岸 12.4k+130 1 稼働終了
山高川排水樋門
排水ポンプ車　30m3/min

四国 肱川 矢落川 大洲市 左岸 0.6k+145 1 稼働終了
都谷川樋門
排水ポンプ車　150m3/min

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況

左右岸 KP
出動数
（台）

稼働
状況

四国 渡川 後川 四万十市 左岸 1.0k+100 1 稼働終了
横堤樋門
排水ポンプ車　30m3/min

高知県 津野町 避難勧告 842 2,230 H25.10.25　9:02 H25.10.25 15:00

大分県 丹生川 金道川 大分市 勧告 16 43 10月24日　7:30 10月27日　17:00
木田地区、東上
野地区の一部

高知県 中土佐町 避難勧告 1,300 2,800 H25.10.25　7:35 H25.10.25 14:45
台風接

近

高知県 いの町 避難勧告 11 21 H25.10.25　10:20 H25.10.26 08:00 降雨

都道府県 水　系 河　川 市町村

避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考

類　型 世帯数 人　数

愛媛県 肱川 肱川 大洲市 避難勧告 1,051 2,707 H25.10.25　01:00 H25.10.25 15:40
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＜都道府県管理河川＞

三重県 志原川 志原川 熊野市 － 0.2 1 稼働無 クレーン作業を伴うため週明けに撤収予定

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況

左右岸 KP
出動数
（台）

稼働
状況

三重県 井戸川 井戸川 熊野市 － 井戸川水門 1 稼働無 26日10:00撤収

九州 番匠川 堅田川 佐伯市 左岸 1k765 1 稼働終了
長谷樋門
排水ポンプ車 60m3/min

北海道 釧路川 オソベツ川 標茶町 右岸 37k600 1 稼働終了
下オソベツ樋門
排水ポンプ車30m3/min

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 左岸 10k006 1 稼働終了
小倉樋門
排水ポンプ車 30m3/min

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 左岸 10k655 1 稼働終了
山梨子樋門
排水ポンプ車 60m3/min

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 左岸 1k550 1 稼働終了
女島樋門
排水ポンプ車 30m3/min

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 右岸 7k760 1 稼働終了
樫野樋門
排水ポンプ車 30m3/min

四国 吉野川 吉野川 阿波市 左岸 26k800 2 稼働終了
鶯谷川樋門
排水ポンプ車　60m3/min、150m3/min
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○管理ダム（10月28日9:00現在）

　台風第２７号及び前線の影響による大雨により、九州、四国、中国、近畿、中部、北陸、北海道地方の

国土交通省所管３２ダムで３２回の洪水貯留操作を実施。

〔洪水貯留操作を実施中のダム〕

●なし

〔洪水貯留操作を実施した（現在は洪水貯留操作を終了した）ダム〕

●直轄管理９ダム 仁淀川水系：大渡ダム

肱川水系：野村ダム、鹿野川ダム

千代川：殿ダム

江の川水系：土師ダム

後志利別川水系：美利河ダム

石狩川水系：大雪ダム、金山ダム

十勝川水系：十勝ダム

●水資源機構管理３ダム 吉野川水系：早明浦ダム 池田ダム

岡山県 旭川 こぶ川
(砂川支川)

赤磐市 － 砂川合流点 1
稼働終

了

10/24 18:00　県から要請
10/24 20:00　出動
10/24 20:20　現場到着・待機
10/25  4:25　稼働開始
10/25 12:20　稼働終了
10/25 14:30　撤収開始
10/25 15:35　撤収完了

静岡県 坂口谷川 坂口谷川
牧之原

市
右岸

坂口谷
川

1 稼働無 26日 9:00撤収
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●水資源機構管理３ダム 吉野川水系：早明浦ダム、池田ダム

淀川水系：日吉ダム

●都道府県管理２０ダム 大分県：床木ダム、黒沢ダム、北川ダム

愛媛県：鹿森ダム、山財ダム、黒瀬ダム

高知県：坂本ダム、桐見ダム、鏡ダム

岡山県：津川ダム、河平ダム、八塔寺川ダム

香川県：五郷ダム、長柄ダム、前山ダム

広島県：四川ダム

福井県：笹生川ダム

石川県：赤瀬ダム、大日川ダム

長野県：横川ダム

（天候等により再度洪水貯留操作を開始する場合があります。）

○土砂災害（10月28日9:00現在）

●土砂災害発生状況

・土石流等

・鹿児島市の土石流については、桜島島内での発生

名 名 名 戸 戸 戸合計 7件

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊
都道府県名 市町村名

人的被害 人家被害

一部損壊

7件 鹿児島市 7件鹿児島県
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・がけ崩れ

※ 各被災箇所とも被災状況について詳細調査中

●土砂災害警戒情報の発表状況（10月28日9:00現在）

・10月24日以降に発表された静岡県、兵庫県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県の

市町村・地域については、解除済み。

・台風第26号に伴う豪雨により発生した大規模な土砂災害を考慮し、以下の市町村・地域については

土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用。

東京都大島町：　通常基準の8割

●土砂災害に関わる避難勧告等の状況（10月28日9:00現在）

宮崎県 2件
五ヶ瀬町 1件

日向市 1件

大分県 4件 佐伯市 4件

高知県 4件

越知町 1件

いの町 2件 1戸

四万十町 1件

山口県 1件 岩国市

1件

1件

広島県 2件
尾道市

廿日市市

1件

1件

全壊 半壊 一部損壊
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

避難の状況

19件 名 名 名 1戸 戸 1戸

1件

愛媛県 3件 西予市 3件 1戸

香川県 1件 高松市

静岡県 1件 浜松市

1件千葉県 1件 市原市
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千葉県 一宮町 全域
避難準備

情報
4,969 12,476 解除済

千葉県 長南町 全域
避難準備

情報
3,214 8,931 解除済

千葉県 長柄町 全域
避難準備

情報
2,900 7,600 解除済

千葉県 佐倉市
表町、鏑
木町2丁目

避難準備
情報

1,445 2,842
10月26日
7時00分

千葉県 多古町 全域
避難準備

情報
5,600 15,000

10月26日
7時15分

10月26日
9時00分

興津 避難勧告 6 11
10月25日
15時00分

10月26日
9時00分

麻生 避難勧告 2 3
10月25日
15時00分

10月26日
9時00分

千葉県 成田市 全域
避難準備

情報
57,000 130,000

10月25日
20時15分

10月26日
13時30分

都道府県 市町村 地区

避難の状況

発令日時 解除日時 備考
類型

対象
世帯数

対象人数

茨城県 鉾田市
土砂災害
警戒区域

避難勧告 293 760
10月26日
7時00分

千葉県 栄町

安食 避難勧告 2 4
10月25日
15時00分
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徳島県 海陽町 全域 避難勧告 4,680 10,400
10月24日
20時15分

10月25日
15時30分

滋賀県 栗東市

下戸山北
部、安養
寺レーク

ヒル

避難準備
情報

173 600
10月25日
16時00分

京都府 宮津市
長江の一

部
避難勧告 26 74 解除済

町内全域
避難準備

情報
10月25日
14時00分

10月25日
15時00分

愛知県 南知多町
大字内海
字内田

避難勧告 15 57
10月25日
20時00分

解除済

福井県 若狭町
鳥羽
海士坂

避難勧告 46 151
10月25日
14時00分

10月26日
8時00分

町内全域 避難勧告
10月25日
15時00分

10月26日
15時33分

元町の一
部

避難準備
情報

1,000 1,900
10月25日
10時00分

10月25日
12時00分

泉津
避難準備

情報
216 395

10月25日
10時00分

10月25日
12時00分

東京都 大島町

元町、泉
津、岡田
の一部

避難指示 692 1,273
10月25日
17時20分

10月26日
17時24分

元町の一
部

避難勧告 1,000 1,900
10月25日
12時00分

10月26日
15時33分

一部のみ
解除（指
示へ移
行）

泉津 避難勧告 216 395
10月25日
12時00分

10月26日
15時33分

一部のみ
解除（指
示へ移
行）
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等（10月28日9:00現在）

・被害情報なし

広島県 廿日市市
宮内・畑

口
避難勧告 1 1

10月24日
9時35分

10月25日
19時25分

高知県 越知町 全域
避難準備

情報
2,954 6,233 解除済

高知県 津野町

全域
避難準備

情報
2,738 6,393

10月25日
15時00分

葉山 避難勧告 842 2,230
10月25日
9時08分

10月25日
15時00分

高知県 佐川町 全域 避難勧告 6,194 13,798
10月25日
8時10分

10月25日
15時45分

高知県 いの町
旧本川村

寺川
避難勧告 11 21

10月25日
10時20分

解除済

高知県 室戸市 佐喜浜町 避難勧告 35 59
10月24日
22時14分

10月25日
18時00分

高知県 東洋町 野根 避難勧告 717 1,185
10月25日
9時00分

解除済

時 分 時 分

徳島県 那賀町

上那賀 避難勧告 302 636
10月25日
0時00分

10月25日
15時45分

木沢 避難勧告 792 1,720
10月25日
0時00分

10月25日
15時45分
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○道路（10月28日7:00現在）

【高速道路】

被災による通行止め：０区間 ○印は規制中箇所

【直轄国道】

被災による通行止め：０区間 ○印は規制中箇所

【有料道路（公社）】

被災による通行止め：０区間 ○印は規制中箇所

【補助国道】

被災による通行止め：１区間 ○印は規制中箇所

○

被災状況 備考

国道193号
徳島県
トクシマケン

那賀郡
ナガグン

那賀町
ナガチョウ

沢谷
サワダニ

字
アザ

釜ヶ
カマガダ

谷
ニ

法面崩壊

10/26 13:00 全面通行止
迂回路：有
孤立集落：無
人身・物損：無

路線名 区間名 被災状況 備考

規制区間なし

路線名 区間名 被災状況 備考

規制区間なし

路線名 区間名 被災状況 備考

規制区間なし

路線名 区間名
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【地方道】
10月25日　14:00 10月26日　14:00 10月28日　7:00

（計31区間） （計20区間） （計17区間）

・群馬県1区間 → ・群馬県1区間 → ・群馬県1区間(倒木)

・千葉県5区間 → ・千葉県5区間 → ・千葉県5区間(法面崩落等)

・新潟県1区間 → ・新潟県1区間 → ・新潟県1区間(法面崩落)

・静岡県1区間 → ・静岡県1区間 → ・静岡県1区間(路面陥没)

・長野県１区間（法面崩落）

・京都府4区間 → ・京都府2区間 → ・京都府2区間(路面冠水、橋梁流出)

・兵庫県1区間 → 規制なし

・鳥取県2区間 → ・鳥取県2区間 → ・鳥取県2区間(土砂流出)

・島根県2区間 → ・島根県2区間 → ・島根県2区間(路肩崩壊、法面崩落)

・徳島県2区間 → 通行止めなし

・香川県2区間 → ・香川県1区間 → 規制なし

・愛媛県5区間 → ・愛媛県1区間 → ・愛媛県1区間(路面冠水)

・高知県3区間 → 通行止めなし

･大分県1区間 → 通行止めなし

・宮崎県1区間 → ・宮崎県1区間 → 規制なし

･京都市1区間 → ･京都市1区間 → ･京都市1区間(路肩崩落)

･浜松市1区間 → 規制なし

人身 物損：無
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○鉄道関係　（10月28日09:00現在）
・運転休止区間なし

○自動車関係（10月28日09:00現在）
【バス関係】
・現時点において、被害情報無し

【トラック関係】
・現時点において、被害情報無し

【バスターミナル・自動車道関係】
・現時点において、被害情報無し

【整備事業関係】
・現時点において、被害情報無し

○海事関係（10月28日09:00現在）
・所管施設等で被害情報なし。
・9事業者9航路で運休中。56事業者69航路で運航再開。

(株)ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運航再開
神新汽船(株) 神津島～下田 運航再開

事業者名 航路名 運航状況
ハートランドフェリー（株） 稚内～利礼 運休
羽幌沿海フェリー（株） 羽幌～天売・焼尻 運休
シーバル女川汽船株式会社 女川～江島 運航再開

一部運休
商船三井フェリー(株) 大洗～苫小牧 一部運休

東京～大島～神津島 運航再開
熱海～大島 運航再開
大島～下田 運航再開

小笠原海運(株) 東京～父島 運航再開
東京湾フェリー(株) 金谷～久里浜 運航再開

シィライン株式会社 青森～佐井 一部運休
佐渡汽船株式会社 寺泊～赤泊

東海汽船(株)

東京～八丈島 運航再開
神津島～熱海 運航再開
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野母商船（株） 福江～青方～博多 運航再開
奄美海運（株） 鹿児島～喜界～知名 運航再開
国道九四フェリー（株） 佐賀関～三崎 運航再開

折田汽船（株） 鹿児島～屋久島 運航再開

九州商船（株）
長崎～五島 運航再開
佐世保～上五島 運航再開

九州郵船（株）
博多～壱岐～対馬 運航再開
印通寺～唐津 運航再開
博多～比田勝 運航再開

島原鉄道（株） 島原～大牟田 運航再開

（株）宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運航再開
高知県 長浜～種崎 運航再開
宿毛市 沖の島～片山 運航再開

マルエーフェリー（株）
那覇～神戸 運航再開
那覇～鹿児島 運航再開
東京～志布志～名瀬～与論～那覇 運航再開

マリックスライン（株） 鹿児島～那覇 運航再開

友ケ島汽船（株） 加太～友ケ島 運休
紀の松島観光（株） 勝浦周遊 運航再開
熊野交通（株） 熊野川水域 運休
沼島汽船㈱ 洲本～沼島 運航再開
伊島連絡交通事業（有） 伊島～答島 運航再開
出羽島連絡事業（有） 牟岐～出羽島 運航再開

名鉄海上観光船（株） 師崎～伊良湖 運航再開
㈱富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運航再開
西尾市 一色～佐久島 運航再開
（株）フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運航再開
南海フェリー（株） 和歌山～徳島 運航再開

琵琶湖汽船
太湖快速 運航再開
湖東 運航再開

神新汽船(株) 神津島～下田 運航再開

伊豆諸島開発(株)
八丈島～青ヶ島 運航再開
父島～母島 運航再開

㈱エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運航再開
鳥羽市 鳥羽～神島 運航再開
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【伊豆大島航路関係】
伊豆大島への航路については、27日から通常運航。

○港湾関係（海岸保全施設を含む）（10月28日09:00現在）
・現時点において、被害情報なし

○航空関係（10月28日09:00現在）

（資）はやて海運 佐良浜～平良 運航再開
JR九州高速船 博多～釜山 運航再開

八重山観光フェリー （株） 石垣～大原、石垣～鳩間～上原 一部運休
安栄観光（有） 石垣～大原、石垣～鳩間～上原、石垣～波照間 一部運休
久米商船（株） 泊～渡名喜～久米島 運航再開
座間味村 泊～座間味 運航再開
渡嘉敷村 泊～渡嘉敷 運航再開
伊江村 伊江～本部 運航再開

崎戸商船（株） 友住～佐世保 運航再開

瀬戸内町
与路～古仁屋 運航再開
瀬相～古仁屋～生間 運航再開

（有）やま丸 津久見～保戸島 運航再開
佐賀玄海漁業協同組合 高島～唐津 運航再開
（株）江崎海陸運送 瀬戸～松島 運航再開

甑島商船（株） 串木野～甑島 運航再開

福岡市
玄海島～博多 運航再開
小呂島～姪浜 運航再開

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運航再開
三島村 鹿児島～三島 運航再開
西海沿岸商船（株） 佐世保～神浦 運航再開

日南市 大島～目井津 運航再開
北九州市 藍島～小倉 運航再開
新宮町 相島～新宮 運航再開
（有）木口汽船 久賀～福江～椛島 運航再開
屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運航再開
日豊汽船（株） 島浦～浦城 運航再開

コスモライン（株） 鹿児島～種子島～屋久島 運航再開
種子屋久高速船(株) 鹿児島～種子島～屋久島 運航再開
岩崎産業(株) 鹿児島～種子・屋久 運航再開
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○航空関係（10月28日09:00現在）

・空港施設等被害情報なし。
・欠航便なし。

○物流関係（10月28日09:00現在）
・被害情報無し

○下水道（10月28日9:00現在）

・現時点において、被害情報無し

○公園（10月28日 9:00現在）

・一の谷公園（島根県出雲市）において園路崩壊。

○宅地（10月28日 9:00現在）

・被害情報なし。

○公営住宅関連（10月28日9:00現在）

・現時点において、被害情報無し

○官庁施設（平成25年10月28日9:00現在）

・九州地方整備局管内１施設において、漏水。

○観光関係（10月28日 09:00現在）
・被害情報無し

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　佐々木

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１
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