
※　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  

8月28日 非常体制

四国地方整備局 9月7日 12:00 注意体制 九州運輸局 8月28日 6:00 非常体制

9月7日 19:20 体制解除 気象庁 9月5日 0:00 警戒体制

九州地方整備局 8月28日 4:20 非常体制

沖縄総合事務局 9月8日 12:44 注意体制

9月9日 6:42 体制解除

国土地理院 9月6日 11:15 注意体制

２．気象状況
（１）気象の概況

【概況】

（２）大雨等の状況（9月3日0時～9月8日0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 105.0ミリ  5日 2時47分まで

三重県 鳥羽市 鳥羽  79.0ミリ  5日 6時50分まで

高知県 土佐清水市 三崎  76.0ミリ  7日 9時39分まで

奄美市 笠利  73.5ミリ  7日 5時47分まで

大阪府 東大阪市 生駒山  72.5ミリ  4日16時55分まで

広島県 安芸高田市 甲田  72.5ミリ  3日18時11分まで

沖縄県 宮古島市 宮古島  72.5ミリ  5日12時29分まで

岐阜県 下呂市 萩原  72.0ミリ  3日21時38分まで

沖縄県 宮古島市 鏡原  71.5ミリ  5日12時17分まで

長崎県 五島市 福江  68.0ミリ  4日 4時03分まで

（気象レーダー等による解析（※））
静岡県 裾野市 120ﾐﾘ以上 3日22時00分まで
三重県 四日市市 120ﾐﾘ以上 5日01時00分まで
三重県 菰野町 120ﾐﾘ以上 6日01時00分まで
三重県 いなべ市 約120ﾐﾘ 6日01時00分まで
東京都 三宅村 約110ﾐﾘ 5日04時00分まで
岐阜県 郡上市 約110ﾐﾘ 3日21時00分まで
静岡県 富士市 約110ﾐﾘ 3日22時00分まで
静岡県 長泉町 約110ﾐﾘ 3日22時00分まで
三重県 桑名市 約110ﾐﾘ 5日01時00分まで
三重県 東員町 約110ﾐﾘ 5日01時00分まで
岡山県 新見市 約110ﾐﾘ 3日19時00分まで
長崎県 五島市 約110ﾐﾘ 4日04時00分まで

・主な２４時間降水量

（アメダス観測値）

三重県 度会郡大紀町 藤坂峠 239.5ミリ  5日20時50分まで

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 233.5ミリ  7日10時50分まで

三重県 四日市市 四日市 223.0ミリ  5日20時10分まで

三重県 いなべ市 北勢 186.0ミリ  5日17時10分まで

鹿児島県

○　台風第13号は8日9時に中国東北区で温帯低気圧に変わった。
○　台風の接近に伴い、沖縄県宮古島市下地で最大風速47.7メートルを観測するなど、先島諸島では猛烈な風が吹き、
海上ではうねりを伴った猛烈なしけとなった。
○　台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の影響で、南西諸島や西日本、東日本の太平洋側では大気
の状態が非常に不安定となり、所々で雷を伴った非常に激しい雨が降り、三重県四日市市では1時間降水量105.0ミリを
観測するなど、局地的には猛烈な雨が降った。

災　害　情　報
令和元年9月9日08:00作成

国土交通省

令和元年台風第１３号による被害状況等について（第２報）

国土交通本省 4:20

※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

で表記。
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高知県 土佐清水市 三崎 182.5ミリ  7日24時00分まで

高知県 高岡郡津野町 船戸 181.0ミリ  7日24時00分まで

三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢 178.5ミリ  6日 2時40分まで

高知県 高岡郡四万十町 大正 176.5ミリ  6日 9時10分まで

沖縄県 宮古島市 宮古島 170.5ミリ  5日23時40分まで

沖縄県 宮古島市 鏡原 168.0ミリ  5日23時30分まで

（気象レーダー等による解析（※））

三重県 四日市市 約450ﾐﾘ 5日17時00分まで

三重県 桑名市 約450ﾐﾘ 5日17時00分まで

三重県 東員町 約450ﾐﾘ 5日16時00分まで

三重県 いなべ市 約350ﾐﾘ 5日17時00分まで

三重県 菰野町 約350ﾐﾘ 5日18時00分まで

三重県 南伊勢町 約350ﾐﾘ 5日21時00分まで

三重県 朝日町 約300ﾐﾘ 5日17時00分まで

高知県 宿毛市 約300ﾐﾘ 7日17時00分まで

高知県 土佐清水市 約300ﾐﾘ 8日00時00分まで

高知県 四万十市 約300ﾐﾘ 7日17時00分まで

高知県 三原村 約300ﾐﾘ 8日00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 445.5ミリ

高知県 高岡郡津野町 船戸 371.0ミリ

高知県 土佐清水市 三崎 286.0ミリ

三重県 度会郡大紀町 藤坂峠 279.5ミリ

沖縄県 宮古島市 鏡原 267.0ミリ

三重県 四日市市 四日市 262.5ミリ

沖縄県 宮古島市 宮古島 260.5ミリ

高知県 高岡郡四万十町 大正 252.0ミリ

長崎県 五島市 福江 241.0ミリ

沖縄県 宮古島市 下地 239.0ミリ

（３）強風の状況（9月3日0時～9月8日0時）

・主な風速

沖縄県 宮古島市 下地 47.7m/s (北北東)  5日12時56分

沖縄県 宮古島市 鏡原 37.7m/s (北東)  5日12時13分

沖縄県 宮古島市 宮古島 37.2m/s (北東)  5日12時15分

沖縄県 島尻郡久米島町 北原 24.5m/s (南東)  5日21時27分

沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋 22.4m/s (北北西)  5日13時09分

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 22.2m/s (南東)  5日22時47分

鹿児島県大島郡和泊町 沖永良部 20.0m/s (南南西)  6日20時04分

長崎県 長崎市 野母崎 19.0m/s (南東)  7日 2時18分

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 18.7m/s (東南東)  5日14時14分

沖縄県 島尻郡久米島町 久米島 18.3m/s (東南東)  5日20時16分

・主な瞬間風速  

沖縄県 宮古島市 鏡原 61.2m/s (東北東)  5日12時22分

沖縄県 宮古島市 宮古島 59.6m/s (北東)  5日12時15分

沖縄県 宮古島市 下地 58.1m/s (北北東)  5日13時08分

沖縄県 島尻郡久米島町 北原 37.0m/s (南東)  5日21時08分

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 32.3m/s (東南東)  5日23時44分

沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋 30.9m/s (北北西)  5日13時46分

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 28.8m/s (東南東)  5日22時37分

沖縄県 南城市 糸数 28.2m/s (南南東)  5日23時33分

沖縄県 那覇市 那覇 27.4m/s (南東)  5日23時01分

沖縄県 島尻郡久米島町 久米島 26.9m/s (南東)  5日21時59分

３．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（9/6）

○地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第13号及び第15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（9/5）

※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

で表記。
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○TEC-FORCEの派遣　【のべ　　 人・日派遣(8/26～)】

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 人・日派遣(8/28～) （ 人派遣中9日8:00時点）

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣 のべ 人・日派遣(8/26～) （ 人派遣中9日8:00時点）

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 人・日派遣(8/28～) （ 人派遣中9日8:00時点）

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況 （単位：人）

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 3 3 3
2 2 2 2
3 3 3 3

8 8 8 8

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣状況 （単位：人）

3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 2 1 1 0
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0

9 5 5 8 5 5 4

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣状況 （単位：人）

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 2 2 2
3 0 0 0
5 4 4 3
5 0 0 0
17 8 7 7
2 2 2 0
43 16 15 12

○災害対策用機械等出動状況【のべ 77台・日派遣（9/6～）】

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

9/6

佐賀県 大町町 六角川　20ｋ400 照明車 九州地整 事前配備 1 待機中 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20ｋ400 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 3 撤収 9/6

佐賀県 六角川　20ｋ400 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 3 待機中 9/6

排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 待機中 9/6

福岡県 遠賀川　31.000KP付近 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 待機中 9/6

1 待機中 9/6

佐賀県 六角川　20ｋ400 照明車 九州地整 夜間作業支援 1 待機中 9/6

九州地整 内水排除 1 待機中 9/6

佐賀県 牛津川　13k600 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 待機中 9/6

佐賀県 武雄市

3 撤収 9/6 9/6

佐賀県 多久市 牛津川　16k200 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 待機中 9/6

1 撤収 9/6 9/6

佐賀県 武雄市 杵藤土木事務所管内 排水管清掃車 中国地整 清掃作業 1 撤収 9/6 9/6

佐賀県 武雄市 杵藤土木事務所管内 側溝清掃車

86

・九州地整より排水ポンプ車13台、照明車3台、対策本部車1台、側溝清掃車1台、排水管清掃車1台を派遣　（9日 8:00現
在）

派遣先
機械名 派遣元 出動理由 台数 状況 期間

地先等

16
路面清掃等 九州地整 5

応急対策班・排水・油回収 九州地整 39
応急対策班・堰操作 九州地整 6

佐賀県 大町町
佐賀県 武雄市 応急対策班・排水ポンプ 九州地整

佐賀県 佐賀市 先遣班（佐賀県庁） 九州地整 8
佐賀県 武雄市 情報通信班 九州地整 3

佐賀県 武雄市 路面清掃等 中国地整 2
佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 四国地整 1

佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 近畿地整 1
佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 中国地整 1

佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 北陸地整 1
佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 中部地整 1

佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 東北地整 1
佐賀県 武雄市 被災状況調査班・機械 関東地整 1

合計 41 41

派遣先
派遣内容 派遣元

9月
合計

都道府県 市町村等

長崎県 長崎県庁 長崎地方気象台 2 2

沖縄県
沖縄県庁 沖縄気象台 2 2
宮古島市 宮古島地方気象台 2 2

佐賀県
佐賀県庁 佐賀地方気象台 7 7
武雄市 佐賀地方気象台 14 14
大町町 佐賀地方気象台 14 14

合計 32 32

派遣先
派遣元

9月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

佐賀県 佐賀県庁 九州地整 8 8
佐賀県 大町町 九州地整 12 12

159

32 8

41 4

86 12

派遣先
派遣元

9月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

佐賀県 佐賀県庁 本省 12 12

飯塚市

大町町

福岡県 宮若市

多久市

小城市

大町町

佐賀県 牛津川　10k060 排水ポンプ車 九州地整 内水排除

犬鳴川上大隈地先　7.5KP付近

中国地整 清掃作業

佐賀県 大町町 杵藤土木事務所管内 路面清掃車 中国地整 清掃作業

六角川　27k900 排水ポンプ車

都道府県 市町村等

合計
佐賀県 白石町
佐賀県 大町町
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～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

４．気象庁の対応

○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3県の地方公共団体へ派遣（9月3日～）

（派遣先：佐賀県、長崎県、沖縄県　のべ41人）

※TEC-FORCEの内数　佐賀県、武雄市、大町町については、令和元年8月の前線に伴う大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。

５．海上保安庁の対応

・台風被害に関する118番通報　なし

・自治体等からの協力要請等　なし

・航行警報等　　航行警報　０件　　海の安全情報　０件

・その他台風に関連する当庁対応状況

５日　沖縄本島南東で貨物船の機関故障による漂流事案発生(対応済み）

６日　宮古島地区の停電に伴う対応（携帯電話充電者：9名、シャワー利用者26名）

６．国土地理院の対応

○国土地理院災害対策連絡会議（9/6　13:30）

７．所管施設等の状況

○河川（9月9日07：00現在）

■国管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 水系 河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

9/6

台数（派遣実績） 39

佐賀県 大町町 武雄河川事務所 Ku-sat 九州地整 監視支援 1 撤収 9/6

9/6

熊本県 熊本市 熊本河川国道事務所 Ku-sat 九州地整 事前配備 1 撤収 9/6 9/6

熊本県 熊本市 熊本河川国道事務所 衛星通信車 九州地整 事前配備 1 撤収 9/6

9/6

佐賀県 大町町 沖の神排水樋管 衛星通信車 九州地整 作業支援 1 撤収 9/6 9/6

佐賀県 大町町 沖の神排水樋管 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 撤収 9/6

9/6

佐賀県 大町町 沖の神排水樋管 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 稼働中 9/6

佐賀県 大町町 玉江樋管 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 撤収 9/6

佐賀県 大町町 沖の神排水樋管 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 1 稼働中 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20ｋ400 排水ポンプ車 九州地整 内水排除 2 待機中 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20k400 対策本部車 九州地整 作業支援 1 稼働中 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20ｋ400 照明車 九州地整 夜間作業支援 1 待機中 9/6

9/6

佐賀県 鳥栖市 鳥栖維持出張所 路面清掃車 九州地整 清掃作業 2 撤収 9/6 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20k400 排水管清掃車 九州地整 清掃作業 1 撤収 9/6

9/6

佐賀県 大町町 六角川　20k400 排水管清掃車 九州地整 清掃作業 1 待機中 9/6

佐賀県 大町町 六角川　20k400 側溝清掃車 九州地整 清掃作業 2 撤収 9/6

9/6

佐賀県 大町町 六角川　20k400 側溝清掃車 九州地整 清掃作業 1 待機中 9/6

佐賀県 武雄市 北方町 県道24号 照明車 九州地整 事前配備 1 撤収 9/6

1 1

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

四国 渡川
わたりがわ

中筋川
ナカスジガワ

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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■都道府県管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

○土砂災害

■土砂災害発生状況

１）がけ崩れ

■土砂災害警戒情報の発表状況（9月9日7:00現在）

１）土砂災害警戒情報 　5県　15市町村（発表単位）に発表

全て解除済み

 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

高知県 四万十市 9月7日11:45 9月7日15:00

沖縄県 国頭村 9月8日15:27 9月8日23:05

・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

三重県 鈴鹿市 9月6日01:20 9月6日05:05

三重県 津市東部 9月6日01:50 9月6日05:05

徳島県 阿南市 9月5日06:50 9月5日08:20

9月6日05:05

三重県 四日市市 9月6日00:45 9月6日05:05

三重県 いなべ市 9月6日01:05 9月6日05:05

三重県 伊勢市 9月5日07:05 9月5日10:10

三重県 鳥羽市 9月5日07:05 9月5日10:10

三重県 南伊勢町 9月5日13:30 9月5日22:50

9月5日02:20 9月5日06:00

三重県 鈴鹿市 9月5日02:58 9月5日07:40

三重県 菰野町 9月6日00:15

都道府県 市町村 発表日時 解除日時

岐阜県 海津市 9月4日23:45 9月5日04:45

三重県 桑名市 9月4日23:22 9月5日07:40

三重県 東員町

0 0

0 0

3戸合計 3件 名 名 名 戸 戸

- 1戸

延岡市 2件 北方町 - - - - - 2戸
宮崎県 3件

美郷町 1件 山三ヶ尾佐渡 - - - -

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

9月4日23:22 9月5日07:40

三重県 四日市市 9月4日23:33 9月5日07:40

三重県 いなべ市 9月5日00:10 9月5日06:00

三重県 朝日町 9月5日00:21 9月5日07:40

三重県 菰野町
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設

■水門・陸閘等の操作状況

１）都道府県管理海岸

■海岸保全施設の被害状況等

２）都道府県管理海岸

○道路（9月9日6:00現在）

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

１）高速会社等管理道路

・被災：なし

２）公社有料

・被災：なし

３）直轄国道

・被災：なし

■その他の道路の通行止め及び被災状況
＜都道府県管理道路＞

１）補助国道

・被災：なし

２）都道府県・政令市道

○自動車関係（9月9日5:30現在）

・宅配事業者：１事業者が沖縄県の全域で配送遅延

沖総局 沖縄県 八重山管内海岸 無し － －

沖縄県 島尻海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 宮古島海岸 陸閘３基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 長浜海岸

沖総局 沖縄県 南部（久米島地方）管内海岸 無し － －

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

沖総局 沖縄県 宮古管内海岸 無し － －

沖縄総合事務局 沖縄県 石垣海岸 陸閘2基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 上里海岸 陸閘２基、閉鎖完了

沖縄総合事務局

陸閘３基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 冨祖崎海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 仲泊～前兼久海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 瀬良垣海岸 陸閘2基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 稲嶺海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 嘉陽海岸 陸閘1基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 浜元～備瀬海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 名護海岸 陸閘１基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 津波海岸 陸閘1基、閉鎖完了

沖縄総合事務局 沖縄県 根路銘～大兼久海岸 陸閘１基、閉鎖完了

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

・被災：なし
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○海事関係（9月9日06:00現在）

■運航状況（29事業者31航路で運航再開）

○港湾関係（海岸保全施設を含む）（9月8日18:00現在）

■施設等の点検状況

■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

■港湾施設（臨港道路）の利用状況

■クルーズ船の寄港への影響

　　抜港等が発生（６港８隻）

　　（抜港：博多港（9/6）、長崎港（9/6,9）、名瀬港（9/6）、那覇港（9/5）、平良港（9/4,5）、石垣港（9/5））

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 利用状況等

沖縄県 石垣市 重要 石垣港
[事前通行規制（解除）]
強風により臨港道路「サザンゲートブリッジ」通行止
め（9/5 12:00～9/5 19:33）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 被害状況等

沖縄県 宮古島市 重要 平良港
[トゥリバー地区］
マリーナ浮桟橋が一部損壊。
利用・立入制限済み（9/6～）

沖縄県 石垣港 重要 点検済 点検済

沖縄県 宮古、八重山管内 地方 点検中 点検中

都道府県名 港湾名 港格 港湾施設 海岸保全施設

沖縄県 平良港 重要 点検済 点検済

久高海運 久高～安座真 運航再開
安栄観光 石垣～波照間 運航再開
水納海運 水納～渡久地 運航再開

福山海運 与那国～石垣 運航再開
多良間海運 多良間～平良 運航再開
大神海運 大神～島尻 運航再開

伊是名村 伊是名～運天 運航再開
粟国村 泊～粟国 運航再開

神谷観光 平敷屋～津堅・ 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
伊平屋村 伊平屋～運天 運航再開

安栄観光 竹富地区～石垣 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

黄島海運 黄島～福江 運航再開
嵯峨島旅客船 嵯峨島～貝津 運航再開

八重山観光フェリー 竹富地区～石垣 運航再開

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運航再開
屋久島町 宮之浦～永良部～島間 運航再開

五島旅客船 郷ノ首～福江 運航再開

瀬戸内町 与路～古仁屋 運航再開
岩崎産業 鹿児島～種子・屋久 運航再開
三島村 鹿児島～三島 運航再開

折田汽船 鹿児島～屋久島 運航再開
マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運航再開

瀬戸内町 瀬相～古仁屋～生間 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

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

三和商船 蔵之元～牛深 運航再開
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○航空関係（9月9日06:00現在）

■空港施設

空港基本施設に異常なし

■その他施設

立入禁止柵（フェンス）、電源設備の扉が破損などの一部軽微な被害があるが、応急復旧済み。運航への影響なし。

（宮古島空港、下地島空港）

■欠航便

◯９月５日の欠航便　：　１４６便

　・ＪＡＬ：５便

　・ＡＮＡ：６７便

　・その他：７４便

◯９月６日の欠航便　：　２５便

　・ＪＡＬ：１便

　・ＡＮＡ：１便

　・その他：２３便

○公園（９月８日17:00現在）

国営公園

被害情報なし

都市公園等　３施設で被害有り

○管理ダム、鉄道、物流、下水道、官庁施設、観光関係

・現時点で被害状況なし

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

直　通：０３－５２５３－８４６１

沖縄県 宮古島市 宮古島市 城辺総合公園 街灯屈曲　２基　、人的被害無し 応急対応実施予定

沖縄県 宮古島市 宮古島市
伊良部カントリー
パーク

街灯屈曲　１基　、人的被害無し 応急対応実施予定

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

沖縄県 宮古島市 宮古島市 パイナガマ公園 街灯破損　1基　、人的被害無し 応急対応実施予定

8/8ページ


