
１．本省及び地方支分部局の体制について  

8月17日 7：30 警戒体制

8月21日 0：50 非常体制「当該災害に関する対策本部」設置

北海道開発局 8月9日 16：30 注意体制 北海道運輸局 8月17日 7：00 注意体制

8月17日 13：40 警戒体制 東北運輸局 8月29日 16：00 注意体制

8月20日 22：20 非常体制 関東運輸局 8月16日 16：40 注意体制

東北地方整備局 8月29日 10：30 注意体制 8月22日 13：50 警戒体制

17：00 警戒体制 北陸信越運輸局 8月29日 10：30 注意体制

関東地方整備局 8月21日 17：00 注意体制 中部運輸局 8月29日 8：30 注意体制

8月22日 11：00 警戒体制 近畿運輸局 8月29日 9：00 注意体制

8月24日 17：00 注意体制 8月30日 11：00 体制解除

8月29日 17：00 警戒体制 神戸運輸監理部 8月26日 14：35 注意体制

北陸地方整備局 8月30日 7：40 注意体制 8月30日 8：30 体制解除

近畿地方整備局 8月28日 20：25 注意体制 中国運輸局 8月28日 16：00 注意体制

8月30日 9：00 体制解除 8月30日 11：00 体制解除

九州地方整備局 7月12日 10：20 注意体制 気象庁 8月20日 16：00 注意体制
国土技術政策総合研究所 8月21日 0：50 非常体制 8月21日 1：00 警戒体制

国土地理院 8月20日 13：30 注意体制

8月21日 0：50 非常体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（8月30日14時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（8月28日0時～8月30日14時）

・主な１時間降水量

（アメダス観測値）

高知県 魚梁瀬 85.5ミリ 29日 4時15分まで

高知県 田野 82.5ミリ 29日 3時58分まで

東京都 三宅島 80.0ミリ 28日 2時54分まで

高知県 安芸 62.0ミリ 29日 3時59分まで

高知県 繁藤 60.5ミリ 29日 2時41分まで

東京都 三宅坪田 59.5ミリ 28日 1時47分まで

○大型で強い台風第１０号は、今日３０日１４時現在、いわき市の東約１１０キロメートルにあって、毎
時３５ｋｍで北北西へ進んでいる。

＜気象状況＞台風第１０号は、速度を速めながら、３０日夕方頃に強い勢力を保ったまま暴風域を伴い東
北地方に上陸し、３０日夜遅くには日本海に進む見込み。
＜大雨＞東日本・北日本では、これまでの２４時間に２００ミリ以上の雨が降ったところがある。北日本
を中心に、引き続き明日３１日昼過ぎにかけて激しい雨が降り、特に東北地方では、今日３０日夜のはじ
め頃にかけて局地的に１時間に８０ミリ以上の猛烈な雨が降り、大雨となる見込み。北日本では、平年の
８月１ヶ月分の程度の降水量を超える地域もあり、低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重
に警戒。落雷、竜巻などの激しい突風に注意。
＜風・波＞東北地方太平洋側では、うねりを伴い猛烈なしけとなっている。台風の接近に伴い北日本では
風が強まっており、３０日夜遅くにかけて猛烈な風が吹き、海は猛烈なしけが続く見込み。暴風やうねり
を伴った高波に厳重に警戒。
＜高潮＞北日本太平洋側では明日３１日未明にかけて潮位が高くなる見込み。大潮の時期と重なるため、
高潮による浸水や冠水に厳重に警戒。

災　害　情　報
平成28年8月30日 15:00現在

国土交通省

台風第１０号による被害状況等について（第１報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

国土交通本省
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徳島県 福原旭 58.5ミリ 29日 5時52分まで

高知県 室戸岬 56.5ミリ 29日 4時40分まで

徳島県 半田 56.0ミリ 29日 3時57分まで

高知県 佐喜浜 55.5ミリ 29日 4時39分まで

（気象レーダー等による解析（※））

徳島県 那賀町 約１１０ミリ 29日04時30分まで

東京都 三宅村 約１００ミリ 28日02時30分まで

徳島県 海陽町 約１００ミリ 29日04時30分まで

高知県 北川村 約１００ミリ 29日04時30分まで

高知県 馬路村 約１００ミリ 29日04時30分まで

滋賀県 長浜市 約９０ミリ 28日16時00分まで

徳島県 美馬市 約９０ミリ 29日04時30分まで

高知県 安田町 約９０ミリ 29日04時00分まで

三重県 志摩市 約８０ミリ 28日02時00分まで

徳島県 牟岐町 約８０ミリ 29日05時30分まで

高知県 室戸市 約８０ミリ 29日04時30分まで

高知県 安芸市 約８０ミリ 29日04時00分まで

高知県 奈半利町 約８０ミリ 29日04時00分まで

高知県 田野町 約８０ミリ 29日04時00分まで

・主な２４時間降水量

（アメダス観測値）

埼玉県 三峰 245.5ミリ 30日14時00分まで

福島県 鷲倉 212.5ミリ 30日14時00分まで

奈良県 上北山 204.0ミリ 30日 2時20分まで

三重県 宮川 198.5ミリ 30日 2時10分まで

東京都 三宅島 198.0ミリ 28日20時00分まで

東京都 三宅坪田 182.5ミリ 28日 9時40分まで

三重県 御浜 181.5ミリ 30日 2時30分まで

奈良県 下北山 179.0ミリ 30日 1時30分まで

高知県 魚梁瀬 174.5ミリ 29日11時00分まで

埼玉県 浦山 172.5ミリ 30日14時00分まで

（気象レーダー等による解析（※））
宮城県 仙台市 約400ミリ 30日14時00分まで
上川・留萌地方 南富良野町 約300ミリ 30日14時00分まで
十勝地方 新得町 約300ミリ 30日14時00分まで
東京都 三宅村 約300ミリ 28日16時00分まで
東京都 御蔵島村 約300ミリ 28日16時00分まで
三重県 尾鷲市 約300ミリ 29日24時00分まで
三重県 大台町 約300ミリ 30日01時00分まで
奈良県 上北山村 約300ミリ 30日01時00分まで
奈良県 川上村 約300ミリ 30日01時00分まで
島根県 隠岐の島町 約300ミリ 29日11時00分まで

・主な期間降水量
（アメダス観測値）

福島県 鷲倉 282.5ミリ
埼玉県 三峰 274.5ミリ
三重県 宮川 268.0ミリ
東京都 三宅島 262.0ミリ
奈良県 上北山 233.5ミリ
埼玉県 浦山 224.5ミリ
静岡県 天城山 205.0ミリ
埼玉県 秩父 201.0ミリ
宮城県 筆甫 191.0ミリ
島根県 桜江 189.0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

で表記。

※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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（３）強風の状況（8月28日0時～8月30日14時）
・主な風速

長崎県 野母崎 18.7m/s (北北西) 28日23時07分
北海道 えりも岬 18.2m/s (東北東) 30日13時55分
宮城県 石巻 18.2m/s (東北東) 30日13時05分
東京都 三宅島 18.1m/s (西) 30日12時43分
鹿児島県 種子島 17.5m/s (北西) 29日 3時58分
高知県 室戸岬 17.3m/s (西) 30日12時12分
千葉県 銚子 17.0m/s (北西) 30日10時43分
鹿児島県 屋久島 17.0m/s (西北西) 29日 3時05分
北海道 宗谷岬 16.8m/s (東北東) 29日21時23分
東京都 八重見ヶ原 16.6m/s (東北東) 29日 8時17分
東京都 父島 16.6m/s (南南西) 29日 9時12分

・主な瞬間風速
宮城県 石巻 30.9m/s (北東) 30日13時59分
宮城県 女川 27.0m/s (東南東) 30日13時54分
北海道 真狩 26.3m/s (南南東) 30日 8時12分
宮城県 丸森 26.3m/s (北東) 30日11時23分
東京都 八丈島 26.1m/s (西南西) 30日 9時00分
北海道 函館 25.4m/s (東) 30日13時03分
東京都 父島 25.1m/s (南南東) 28日21時30分
東京都 三宅坪田 24.7m/s (西南西) 30日12時24分
東京都 三宅島 24.6m/s (西) 30日13時32分
宮城県 気仙沼 24.4m/s (東) 30日12時50分

（４）波浪の状況（8月28日0時～8月30日14時）
・主な波浪最高値

（波浪観測値）
【国土交通省港湾局所管】

福島県 小名浜港 7.8m 30日10時40分
福島県 相馬港 7.6m 30日14時00分
茨城県 鹿島港 7.0m 30日10時20分
茨城県 茨城港常陸那珂 6.9m 30日10時00分
宮城県 仙台塩釜港 6.2m 30日13時40分
GPS波浪計 福島県沖 9.7m 30日12時40分
GPS波浪計 宮城中部沖 9.2m 30日14時00分
GPS波浪計 宮城北部沖 7.9m 30日14時00分
GPS波浪計 岩手中部沖 6.1m 30日14時00分

（５）潮位の状況（8月28日0時～8月30日14時）
・主な最高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)

【兵庫県所管】
兵庫県 津居山 標高 1.0m 30日12時40分

３．国土交通省の対応
○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2県1市へ、7人派遣(8/30)】
・ 東北地方整備局から2県1市に6人派遣(8/30)

8

30

2

2

2

6

・ 北海道運輸局から１道に1人派遣(8/30)

8

30

1

1

○北海道開発局、関東、北陸地方整備局から、2市2町(豊頃町、標茶町、上尾市、小松市)に内水排除のための排水
ポンプ車等を派遣。(8/30)

　　　　　　　　　　月日
派遣場所

合計

宮城県庁 2

岩手県庁 2

福島市 2

計 6

　　　　　　　　　　月日
派遣場所

合計

北海道庁 1

計 1
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○災害対策用機械等出動状況

・ 北海道開発局、関東地整、北陸地整より、排水ポンプ車4台、排水ユニット1台、照明車1台を計6 台派遣(8/30)

４．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10号に関する記者会見を実施（8月29日 17:35）
○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

５．海上保安庁の対応

１）対応体制

○第一管区海上保安本部

○第二管区海上保安本部

○第三管区海上保安本部

○第九管区海上保安本部

２）被害情報

○被害情報なし

３）対応状況

６．国土地理院の対応

○国土地理院ランドバード（GSI-LB)を東北地方に派遣し、UAV（ドローン）による被災状況調査の体制を確保（8/29～）。

７．所管施設等の状況

○河川

■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

・現時点でなし

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川

・現時点でなし

３）現在、避難判断水位を超えてている河川

・現時点でなし

内水排除 排水ユニット 1 待機中 8/30～

関東地整 埼玉県上尾市（宮下樋管） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 8/30～

北陸地整 石川県小松市下牧地先（九竜橋川排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働中 8/30～

整備局名 出動先 出動理由 機械名

非常配備(一部部署)：8月30日15:00発令

警戒配備(一部部署)：8月30日11:07～14:31順次発令　8月30日15:00解除

非常配備(全部署)　：8月30日06:00発令

警戒配備(一部部署)：8月29日12:00～30日00:00順次発令　8月30日06:00解除

警戒配備(全部署)　：8月28日10:00～29日06:00順次発令　8月30日06:30一部解除

警戒配備(一部部署)：8月30日06:30発令

○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。

台数 状況 期間

北海道開発局 北海道豊頃町安骨（安骨樋門） 内水排除 排水ポンプ車 1 待機中 8/30～
北海道開発局 北海道豊頃町旅来（旅来第２樋門） 内水排除 排水ポンプ車 1 待機中 8/30～
北海道開発局 北海道標茶町(下オソベツ樋門) 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働中 8/30～

関東地整 埼玉県上尾市（宮下樋管）
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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

・現時点でなし

６）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

７）避難判断水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

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

■都道府県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

・現時点でなし

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川

・現時点でなし

３）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

・現時点でなし

４）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

■被害状況

・現時点で被害情報なし

■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理＞

北海道 十勝川 上旅来川 豊頃町 右岸 KP13.0 1 出動準備中 旅来第2樋門

北海道 釧路川 シロンド川 標茶町 右岸 KP37.6 1 稼働中 下オソベツ樋門

北海道 十勝川 安骨川 豊頃町 右岸 KP14.4 1 稼働中 安骨樋門

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

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 利根川 鏑川

北陸 信濃川 千曲川

東北 北上川 旧北上川

関東 荒川 荒川

北海道 十勝川 十勝川 札内川

東北 鳴瀬川 鳴瀬川

7 9

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 釧路川 釧路川 新釧路川

北海道 網走川 網走川
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○管理ダム

■ダム洪水貯留操作状況

〔洪水貯留操作を実施中のダム１６ダム〕

●直轄管理：８ダム 石狩川水系：金山ダム、大雪ダム

十勝川水系：十勝ダム、札内川ダム

常呂川水系：鹿ノ子ダム

阿武隈川水系：七ヶ宿ダム、摺上川ダム

荒川水系：二瀬ダム

●水資源機構管理：２ダム 荒川水系：浦山ダム、滝沢ダム

●都道府県管理：６ダム 北海道：庶路ダム

青森県：下湯ダム

宮城県：漆沢ダム、大倉ダム、南川ダム

福島県：真野ダム

〔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：３ダム〕

●直轄管理：１ダム 相模川水系：宮ヶ瀬ダム

●水資源機構管理：１ダム 利根川水系：下久保ダム

●都道府県管理：１ダム 奈良県：天理ダム

（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

●土砂災害警戒情報の発表状況等（8月30日15時現在）

・土砂災害警戒情報　　　1都1道1府9県　59市町村に発表

現在、発表中の土砂災害警戒情報　　　1道4県　36市町村

山形県 東根市 8月30日 13:05

山形県 尾花沢市 8月30日 13:05

福島県 福島市 8月30日 13:15

岩手県 普代町 8月30日 13:39

宮城県 白石市 8月30日 13:03

宮城県 七ヶ宿町 8月30日 13:03

宮城県 丸森町 8月30日 11:15

山形県 米沢市 8月30日 11:40

岩手県 住田町 8月30日 14:40

岩手県 大槌町 8月30日 11:38

岩手県 山田町 8月30日 11:38

岩手県 岩泉町 8月30日 12:37

岩手県 田野畑村 8月30日 13:39

岩手県 遠野市 8月30日 14:40

岩手県 一関市 8月30日 14:40

岩手県 陸前高田市 8月30日 14:40

岩手県 釜石市 8月30日 14:06

岩手県 葛巻町 8月30日 14:40

清水町 8月30日 13:46

岩手県 盛岡市 8月30日 14:40

岩手県 宮古市 8月30日 11:38

岩手県 大船渡市 8月30日 14:40

岩手県 久慈市 8月30日 12:37

土砂災害警戒情報

都道府県 市町村 発表日時 解除日時

北海道 帯広市 8月30日 11:49

北海道 新得町 8月30日 13:46

北海道
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通常基準の７割：

北海道函館市

大分県別府市、由布市

8月29日 9:20

徳島県 那賀町木沢地域 8月29日 5:30 8月29日 9:20

徳島県 那賀町木頭地域 8月29日 4:50

徳島県 つるぎ町一宇 8月29日 5:30 8月29日 9:20

徳島県 つるぎ町貞光 8月29日 5:30 8月29日 9:20

・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

熊本県益城町、宇城市、玉名市、西原村、熊本市、氷川町、南阿蘇村、産山村、八代市西部、菊池市、宇土
市、大津町、嘉島町、合志市、阿蘇市、菊陽町、御船町、美里町、山都町西部、和水町、上天草市、天草市東
部

徳島県 美馬市穴吹町 8月29日 5:30

徳島県 海陽町海南地域 8月29日 4:50 8月29日 9:20

徳島県 海陽町宍喰地域 8月29日 5:50 8月29日 9:20

長野県 御代田町 8月30日 08:50 8月30日 11:05

大阪府 河南町 8月29日 21:20 8月30日 2:50

大阪府 千早赤阪村 8月29日 21:20 8月30日 2:50

島根県 隠岐の島町 8月28日 22:45 8月29日 4:00

徳島県 美馬市木屋平 8月29日 5:30 8月29日 9:20

東京都 三宅村 8月28日 1:50 8月28日 15:50

長野県 佐久市 8月30日 08:50 8月30日 11:05

長野県 川上村 8月30日 06:35 8月30日 11:05

長野県 軽井沢町 8月30日 08:50 8月30日 11:05

8月29日 9:20

群馬県 甘楽町 8月30日 08:50 8月30日 11:10

埼玉県 秩父市 8月30日 4:10 8月30日 11:30

埼玉県 飯能市 8月30日 08:50 8月30日 11:30

埼玉県 横瀬町 8月30日 08:50 8月30日 11:30

埼玉県 小鹿野町 8月30日 07:05 8月30日 11:30

群馬県 富岡市 8月30日 08:50 8月30日 11:10

群馬県 上野村 8月30日 08:50 8月30日 11:10

群馬県 神流町 8月30日 08:50 8月30日 11:10

群馬県 下仁田町 8月30日 08:50 8月30日 11:10

群馬県 南牧村 8月30日 08:50 8月30日 11:10

福島県 浪江町 8月30日 10:22

福島県 葛尾村 8月30日 10:22

福島県 飯舘村 8月30日 10:22

福島県 桑折町 8月30日 13:38

群馬県 藤岡市 8月30日 08:50 8月30日 11:10

福島県 二本松市 8月30日 10:22

福島県 田村市 8月30日 10:22

福島県 伊達市 8月30日 11:33

福島県 川俣町 8月30日 10:22

福島県 川内村 8月30日 10:22

福島県 いわき市 8月30日 11:33

福島県 相馬市 8月30日 11:33
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通常基準の８割：

熊本県南小国町、小国町、高森町、山鹿市、甲佐町、芦北町、玉東町、長州町

大分県豊後大野市、日田市、竹田市、九重町、佐伯市

福岡県久留米市、みやま市

佐賀県佐賀市、神埼市、上峰町

長崎県南島原市

宮崎県高千穂町、美郷町、椎葉村

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

１）水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

関東管内西湘海岸の陸閘8基について、閉扉操作を実施。

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

北海道 北海道 胆振海岸 該当施設無し

東北 宮城県
仙台湾南
部海岸

該当施設無し

関東 神奈川県

北海道・東北・関東管内1道5県の道県管理76海岸の陸閘・水門等施設について、閉扉操作を実施。

西湘海岸 陸閘（全８基）について全て閉鎖済み。

整備局 都道府県 海岸 操作状況

北海道 北海道
浦河海岸他
40海岸

陸閘等（679基）は常時閉鎖中。
水門（1基）樋門（1基）は内外水位の状況により閉鎖予定。

東北 青森県
百石海岸他8
海岸

陸閘（４５基）は常時閉鎖中。
水門（４基）は内外水位の状況により閉鎖予定。

東北 岩手県 -
高潮での操作対象施設なし。
大震災による堤防被災箇所は、仮堤防にて応急復旧済。
復旧中箇所背後低地は、大震災以降住民未居住。

東北 宮城県
石巻海岸他1
海岸

陸閘（３基）は常時閉鎖中。
水門（２基）は内外水位の状況により閉鎖予定。
大震災による堤防被災箇所は、仮堤防にて応急復旧済。
復旧中箇所背後低地は、大震災以降住民未居住。

東北 福島県 -
大震災による堤防被災箇所は、仮堤防にて応急復旧済。
復旧中箇所背後低地は、大震災以降住民未居住。

関東 茨城県
鉾田海岸他5
海岸

陸閘（３４基）は常時閉鎖中。
その他の陸閘（１３基）も閉鎖を完了。

関東 千葉県
九十九里海
岸他10海岸

陸閘（４基）・水門（６基）は常時閉鎖中。
陸閘（２基）・水門（１基）の閉鎖を完了。
残りの水門（１１基）は、波浪状況、気象予警報等の発令な
どを踏まえて閉鎖予定。
東京湾内の陸閘（１基）は外水位の状況により閉鎖予定。

関東 神奈川県
三浦海岸他6
海岸

陸閘（７基）・水門（５基）は常時閉鎖中。
その他の陸閘（５４基）のうち陸閘（２２基）は、閉鎖を完
了。
残りの陸閘（３２基）は、波浪状況、気象予警報等の発令な
どを踏まえて閉鎖予定。
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２）点検対象及び点検状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

関東  茨城県
北茨城海
岸他7海岸

-
波浪状況が収まった
後、点検開始予定

関東  千葉県
浦安海岸
他32海岸

-
波浪状況が収まった
後、点検開始予定

関東  東京都
湯の浜海
岸他13海
岸

-
波浪注意報解除後、点
検開始予定

- - 状況監視中

東北  福島県
新地海岸
他13海岸

-
波浪警報解除後、点検
予定

東北  岩手県

東北  宮城県

東北 秋田県

東北  山形県

北海道 北海道
浦河海岸
他40海岸

-
波浪警報解除後、点検
開始予定

種市海岸
他10海岸

-
波浪警報解除後、点検
予定

唐桑海岸
他18箇所

-
波浪警報解除後、点検
予定

八森海岸
他12箇所

-
波浪警報解除後、点検
予定

被害状況等 応急・緊急対策状況等

北海道 北海道 胆振海岸 - 状況監視中

関東 　神奈川県　 西湘海岸 -
対象外（波浪警報が発
令されず点検基準に満
たなかったため）

北海道・東北・関東管内1都1道8県の都県管理174海岸について、波浪警報等解除後、点検予定。

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

東北  宮城県
仙台湾南
部海岸

-
波浪警報解除後、点検
開始予定

東北  青森県
百石海岸
他8海岸

-
波浪警報解除後、点検
予定

東北管内の仙台湾南部海岸について、波浪警報等解除後、点検予定。

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所

 神奈川県
小田原海
岸他11海
岸

- 8/30 15:00点検開始関東
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○道路

１．高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止め：なし 雨量規制等による通行止め：３路線

○

○

○

（２）直轄国道

被災による通行止め：なし 雨量規制等による通行止め：３路線

○

○

○

２．その他の道路の通行止め及び被災状況
（１）補助国道

被災による通行止め：１区間

○

（２）都道府県・政令市道

８月３０日　１４：００

被災による通行止め ：　計１０区間

・北海道 ２区間 （路肩崩壊１、落石１）

・岩手県 １区間 （路肩崩壊１）

・茨城県 １区間 （倒木１）

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

[L=21ｋｍ]
雨量規制

区間名：トマムIC～十勝清水IC[8/29 21:55
～]

山形道
関沢
セキザワ

IC～山形
ヤマガタ

蔵王
ザオウ

IC

[L=8ｋｍ]

路線名 所在地 被災状況 備考

雨量規制 区間名：関沢IC～山形蔵王IC[8/30 13:55～]

東北横断自動車
道石秋田線

（仙人峠道路）

釜石
カマイシ

西
ニシ

IC～遠野
トオノ

住田
スミタ

IC

[L=18ｋｍ]
雨量規制

区間名：釜石西IC～遠野住田IC[8/30 15:00
～]

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
ウエガワチョウ

層雲峡
　　ソウウンキョウ

～北見市
キタミシ

留辺蘂町
ルベシベチョウ

富士見
フジミ

[L=25ｋｍ]

雨量規制 [8/30 15:00～]

国道236号

国道274号

北海道
ホッカイドウ

沙流郡
サルグン

日高町
ヒダカチョウ

大颱橋
ダイタイハシ

～

上川郡
カミカワグン

清水町
シミズチョウ

石山
イシヤマ

[L=33ｋｍ]

雨量規制 [8/30 11:15～]

路線名 区間名 被災状況 備考

国道288号
福島県
フクシマケン

双葉郡
フタバグン

大熊町
オオクママチ

野
ノ

上
ガミ

［L=9.7km］
落石

・通行止開始日時：8月29日18：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

北海道
ホッカイドウ

広尾郡
ヒロオグン

広尾町
ヒロオチョウ

上
カミ

トヨイ基
キ

線
セン

～浦河郡
ウラカワグン

浦河町
ウラカワチョウ

上
　カミ

杵
　キネ

臼
　ウス

[L=28ｋｍ]

雨量規制 [8/30 12:00～]
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・埼玉県 １区間 （路面冠水１）

・大阪府 １区間 （法面崩落１）

・兵庫県 １区間 （路面冠水１）

・島根県 ２区間 （路肩崩壊１、落石１）

・高知県 １区間 （法面崩落１）

○鉄道

（施設被害）

なし

（運行状況）

・新幹線の状況

２　事業者　２　路線　運転休止

・在来線の状況

５　事業者　２３　路線　運転休止

阿武隈急行 阿武隈急行線 全線 8/30 10:49

秩父鉄道 秩父本線 影森～三峰口 8/30 5:37 8/30 13:25

三陸鉄道 南リアス線 全線 8/30 10:30

三陸鉄道 北リアス線 全線 8/30 11:00

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 水戸～鹿島サッカースタジアム 8/30 始発 8/30 10:53

青い森鉄道 青い森鉄道線 八戸～青森 8/30 始発

青い森鉄道 青い森鉄道線 目時～八戸 8/30 15:00

東日本旅客鉄道 田沢湖線 全線 8/30 14:00

西日本旅客鉄道 関西線 伊賀上野～加茂 8/29 23:03 8/30 6:46

西日本旅客鉄道 小浜線 東舞鶴～敦賀 8/30 始発 8/30 9:45

東日本旅客鉄道 花輪線 全線 8/30 13:00

東日本旅客鉄道 津軽線 蟹田～三厩 8/30 13:00

東日本旅客鉄道 八戸線 全線 8/30 14:00

東日本旅客鉄道 釜石線 全線 8/30 12:00

東日本旅客鉄道 山田線 盛岡～上米内 8/30 12:00

東日本旅客鉄道 山田線 川内～宮古 8/30 12:00

東日本旅客鉄道 石巻線 小牛田～女川 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 気仙沼線 前谷地～柳津 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 大船渡線 一ノ関～気仙沼 8/30 12:00

東日本旅客鉄道 仙山線 仙台～羽前千歳 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 仙石線 あおば通り～石巻 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 陸羽東線 小牛田～新庄 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 東北線 岩切～利府 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 奥羽線 新庄～及位 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 常磐線 浜吉田～岩沼 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 東北線 福島～岩沼 8/30 10:00

東日本旅客鉄道 東北線 仙台～一ノ関 8/30 11:00

東日本旅客鉄道 東北線 一ノ関～盛岡 8/30 13:00

東日本旅客鉄道 大湊線 野辺地～大湊 8/30 始発

東日本旅客鉄道 鹿島線 鹿島サッカースタジアム～鹿島神宮 8/30 5:21 8/30 10:53

東日本旅客鉄道 北上線 全線 8/30 10:00

盛岡～新青森 8/30 15:31

北海道旅客鉄道 根室線 富良野～新得 8/30 4:44

北海道旅客鉄道 石勝線 トマム～新得 8/30 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

北海道旅客鉄道 北海道新幹線 全線 8/30 12:44

東日本旅客鉄道 東北新幹線
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○自動車関係

・バス関係

34事業者で23路線一部運休、93路線全部運休

岩手県交通（株） 釜石～仙台 運休

岩手県北自動車（株） 盛岡～仙台 運休

南部バス（株） 八戸～川崎 運休

岩手県交通（株） 盛岡～弘前 運休

岩手県交通（株） 花巻～仙台 一部運休

岩手県交通（株） 江刺～仙台 運休

岩手県交通（株） 大船渡～仙台 一部運休

弘南バス（株） 青森～上野 運休

南部バス（株） 八戸～仙台 運休

南部バス（株） 八戸～盛岡 運休

南部バス（株） 青森～舞浜 運休

南部バス（株） 八戸～舞浜 運休

京成トランジットバス いわき～日立～東京ディズニー 運休

弘南バス（株） 弘前～盛岡 運休

弘南バス（株） 青森～盛岡 運休

弘南バス（株） 弘前～仙台 運休

弘南バス（株） 青森～仙台 運休

京王電鉄バス 新宿・渋谷～仙台・石巻 運休

茨城交通 日立・水戸～仙台・二本松 運休

オー・ティー・ビー 東京～仙台 運休

東武バスセントラル 郡山〜新越谷 運休

東武バスセントラル 東京駅～いわき駅 運休

ジェイアールバス関東 東京・新宿～会津若松・喜多方 一部運休

ジェイアールバス関東 新宿～郡山・福島 運休

ジェイアールバス関東 東京～いわき 一部運休

ニュープリンス高速バ
ス

新宿～仙台 運休

WILLER EXPRESS関東 新宿～福島・山形 運休

新潟交通株式会社 新潟～仙台 運休

新潟交通株式会社 新潟～郡山 運休

新潟交通株式会社 新潟～山形 運休

名鉄バス（株） 名古屋～仙台線 運休 共同運行

宮城交通（株） 名古屋～仙台線 運休 共同運行

北陸鉄道株式会社 金沢〜新潟 運休 8月30日17:40発の便から

北陸鉄道株式会社 新潟〜金沢 運休 8月31日7:55発の便から

富山地方鉄道株式会社 仙台〜富山 運休

富山地方鉄道株式会社 富山〜仙台 運休

新潟交通株式会社 新潟〜金沢 運休
8月30日　金沢発　17:40
8月31日　新潟発　7:55

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

北陸鉄道株式会社 加賀温泉〜仙台 運休 8月30日21:00発の便から

北陸鉄道株式会社 仙台〜加賀温泉 運休 8月31日21:45発の便から
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（株）ミヤコーバス 仙台→鳴子 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～石巻 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～大衡 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～気仙沼 運休

（株）ミヤコーバス 仙台～気仙沼 運休

宮城交通（株） 仙台～小野田 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～栗駒 運休

（株）ミヤコーバス 仙台～佐沼 運休

（株）ミヤコーバス 仙台～古川 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～加美 一部運休

宮城交通（株） 仙台～郡山 運休

宮城交通（株） 仙台～相馬 運休

宮城交通（株） 仙台～山形 一部運休

宮城交通（株） 仙台～上山 一部運休

宮城交通（株） 仙台～福島 運休

宮城交通（株） 仙台～秋田 運休

宮城交通（株） 仙台～本荘 運休

宮城交通（株） 仙台～大船渡 運休

宮城交通（株） 仙台～釜石 運休

宮城交通（株） 仙台～盛岡 運休

宮城交通（株） 仙台～富山・高岡 運休

宮城交通（株） 石巻・仙台～新宿 運休

宮城交通（株） 仙台～青森 運休

宮城交通（株） 仙台～弘前 運休

宮城交通（株） 仙台～酒田 運休

ジェイアールバス東北（株） 江刺～仙台 運休

ジェイアールバス東北（株） 二戸～盛岡 一部運休

ジェイアールバス東北（株） 福島～仙台 運休

宮城交通（株） 仙台～名古屋 運休

宮城交通（株） 金沢→仙台 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～湯沢 運休

ジェイアールバス東北（株） 福島～新宿 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～盛岡 運休

ジェイアールバス東北（株） 米沢～仙台 運休

ジェイアールバス東北（株） 会津若松～仙台 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～秋田 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～八戸 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～新潟 運休

ジェイアールバス東北（株） いわき～仙台 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～大曲 運休

岩手急行バス（株） 仙台～一関 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～新宿 一部運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～東京 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～弘前 運休

ジェイアールバス東北（株） 仙台～青森 運休

岩手県北自動車（株） 盛岡～青森 運休

岩手県北自動車（株） 盛岡～弘前 運休

岩手県北自動車（株） 盛岡～大館 一部運休
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新常磐交通（株） いわき～仙台 運休

新常磐交通（株） いわき～福島 運休

新常磐交通（株） いわき～福島空港 運休

会津乗合自動車（株） 郡山～いわき 運休

新常磐交通（株） いわき～東京 運休

新常磐交通（株） いわき～郡山 運休

新常磐交通（株） いわき～郡山・若松 運休

新常磐交通（株） いわき～東京ディズニーリゾート 運休

福島交通（株） 福島～仙台 運休

福島交通（株） 郡山・須賀川～仙台 運休

福島交通（株） いわき～郡山 一部運休

会津乗合自動車（株） 会津～仙台 一部運休

会津乗合自動車（株） 会津～新宿・東京 一部運休

福島交通（株） 福島・郡山～新宿 運休

福島交通（株） 福島～いわき 運休

福島交通（株） 相馬～霊山・福島 運休

福島交通（株） 鹿島～原町～川俣・福島 運休

福島交通（株） 相馬・新地～仙台 運休

庄内交通（株） 本荘～仙台 運休

庄内交通（株） 酒田～山形 一部運休

庄内交通（株） 鶴岡～山形 一部運休

福島交通（株） 郡山～新潟 運休

福島交通（株） 郡山～新越谷 運休

山交バス（株） 山形～鶴岡・酒田 一部運休

山交バス（株） 山形～新潟 運休

山交バス（株） 仙台～酒田 運休

山交バス（株） 米沢～仙台 運休

庄内交通（株） 酒田～仙台 運休

羽後交通（株） 本荘～仙台 運休

山交バス（株） 山形～仙台 一部運休

山交バス（株） 上山～仙台 一部運休

山交バス（株） 新庄～仙台 運休

山交バス（株） 寒河江～仙台 運休

秋田中央交通（株） 秋田～仙台 運休

秋北バス（株） 大館～仙台 運休

秋北バス（株） 大館～盛岡 一部運休

羽後交通（株） 湯沢～仙台 運休

羽後交通（株） 大曲～仙台 運休

東日本急行（株） 仙台～一迫 運休

東日本急行（株） 仙台～一関 運休

東日本急行（株） 仙台～金成 運休

東日本急行（株） 仙台～登米市役所 運休

東日本急行（株） 仙台～盛岡 運休

（株）ミヤコーバス 仙台～南三陸 運休

（株）ミヤコーバス 仙台～蔵王 一部運休

（株）ミヤコーバス 仙台～川崎 一部運休

東日本急行（株） 仙台～平泉 運休

東日本急行（株） 仙台～とよま 運休
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・自動車道

・独立行政法人自動車事故対策機構関係

仙台主管支所、岩手支所及び秋田支所において、8月30日に開催される運行管理者指導講習会等は、

台風の影響により中止。

○海事関係

（１）運航状況

伊豆諸島開発 父島～母島 運休

東京湾フェリー 金谷～久里浜 運休

東海汽船 熱海～大島 運休

東海汽船 神津島～熱海 運休

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

大島汽船 気仙沼～浦の浜 一部運休

塩釜市 塩釜～朴島 一部運休

佐渡汽船 寺泊～赤泊 運休

佐渡汽船 直江津～小木 運休

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 運休

川崎近海汽船 八戸～苫小牧 運休

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～江の島 運休

シィライン 青森～佐井 運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売・焼尻 運休

津軽海峡フェリー 函館～大間 運休

津軽海峡フェリー 函館～青森 運休

北日本海運 函館～青森 運休

共栄運輸 函館～青森 運休

静岡県 熱海ビーチライン 高波による下り線通行止め

24事業者32航路が運休又は一部運休

事業者名 航路名 運航状況 備考

ハートランドフェリー 江差～奥尻 運休

ハートランドフェリー 瀬棚～奥尻 運休

ハートランドフェリー 稚内～利礼 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 仙台～新宿 運休

ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＬＥＳＳ東北（株） 新宿～仙台 運休

ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＬＥＳＳ東北（株） 新宿～天童 一部運休

都道府県 路線名 被害状況

宮城県 蔵王ハイライン 台風接近による全線通行止め

ジェイアールバス関東（株） 東京・新宿～会津若松・喜多方 運休

ジェイアールバス関東（株） 新宿～郡山・福島 運休

茨城交通（株） 水戸・笠間～仙台 運休

（株）桜交通 相馬～東京・池袋 運休

株式会社オー・ティー・ビー 東京～仙台・山形 運休

新常磐交通（株） いわき～郡山免許センター 運休

東北急行バス（株） 仙台→東京 一部運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

1）港湾海岸施設の被害状況

２）水門・陸閘等の操作状況（都道府県管理海岸）

○航空関係

１）空港施設

・被害なし

２）欠航便

・ＡＮＡ３８便、ＪＡＬ５９便、その他１４便　合計１１１便

○土砂災害、下水道、官庁施設、公営住宅関係、公園、宅地、物流関係、観光関係

・現時点で被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　池本
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

都道府県 海岸 操作状況

岩手県
久慈港海岸

他3海岸
高潮での操作対象施設なし。
水門・陸閘（11基）は常時閉鎖中。

宮城県
気仙沼港海
岸他5海岸

高潮での操作対象施設なし。
水門・陸閘（31基）は常時閉鎖中。

福島県 中之作港海岸 高潮での操作対象施設なし。

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
高波浪のため臨港道路が一部区間通
行止め（8/30 14:00～8/31 07:00解除
予定）

兵庫県 兵庫県 地方 津居山港 - 物揚場冠水（詳細確認中）

兵庫県 兵庫県 地方 柴山港 -
物揚場及び臨港道路冠水（一部通行
止め）（詳細確認中）

太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧 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

友ヶ島汽船 加太～友ヶ島 運休

熊野交通 熊野川水域 運休

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 海岸名 被害状況

東京都観光汽船 日の出～有明 運休

東京都観光汽船 日の出～お台場 運休

東京都観光汽船 浅草～日の出 運休

16 / 16 ページ


