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【これは速報であり、数値等は今後も変わることがある】 

台風第５号による大雨について 

 

令和元年７月 23 日（08:00）現在 

官 邸 連 絡 室 

 

１．気象の概況  （気象庁：７月 23日 08:00現在） 

（１）気象の概況 

・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。 

・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むため、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っている。 

・このため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）今後の見通し等 

・広範囲で大気の非常に不安定な状況は23日夜遅くにかけて続き、雷を伴って激しい雨の

降るおそれ。東日本では局地的に１時間50ミリ以上の非常に激しい雨となるおそれ。 

・低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒。竜巻などの激しい突風や落雷に

注意。 

 

２．政府の主な対応  

５月 20日 13:00 令和元年出水期の大雨に関する情報連絡室設置 

７月 19日 11:30 関係省庁災害警戒会議 

７月 20日 10:05 台風第５号に伴う大雨に関する官邸連絡室設置 

 10:58 総理指示  

１ 国民に対し、避難や大雨・河川・浸水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 

７月 22日 16:45 関係閣僚会議 

 

３．被害状況（未確認情報を含む） 

（１）人的被害（警察庁：７月 23日 08:00 消防庁７月 23日 08:00現在） 



2 

 

  ●死者：被害情報なし 

●行方不明者１人（高知県大豊町） 

 ※70代男性が鉄砲水に流されたもの 

●軽傷５人（福岡県久留米市１人、長崎県長崎市１人、長崎県新上五島町３人） 

 ※福岡県久留米市：避難中に転倒し、胸骨折（94歳女性） 

 ※長崎県長崎市 ：すり傷 

 ※長崎県新上五島町：屋根裏で雨漏り修繕作業中に転落（63歳女性） 

           屋内２階での作業中に転倒（81歳女性） 

           他、すり傷 1人 

 

（２）孤立の状況（消防庁：７月 23日 08:00現在） 

●高知県大豊町仁尾ヶ内地区７世帯９名（救助要請なし） 

●高知県香美市物部町久保影地区９世帯 11人（救助要請なし） 

●（解消）高知県東洋町真砂瀬地区５世帯７人 

●（解消）高知県本山町北山東地区の17世帯 25人 

●（解消）高知県土佐町栗木地区７世帯 10人 

   ※ライフラインは通じている。 

 

（３）住家被害（消防庁：７月 23日 08:00現在） 

●一部破損３棟（福岡県） 

●床上 244棟（静岡県、福岡県、佐賀県、長崎県） 

●床下 406棟（静岡県、広島県、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮

崎県） 

 

（４）避難状況（消防庁：７月 23日07:30現在） 

●発令されていた避難指示（緊急）及び避難勧告は全て解除 

●避難状況：１箇所９人（大分県） 

 

（５）ライフライン等の状況 

●電力関係（経済産業省：７月 23日07:00現在） 

停電：約 40戸（長野県小川村） 

●水道関係（厚生労働省：７月 23日07:30現在） 

断水なし（最大戸数 33戸、長崎県新上五島町、対馬市） 

●通信関係（総務省：７月 23日07：00現在） 

 エリア支障なし 

  ●ガソリンスタンド（経済産業省：７月 23日07:00現在） 

   営業停止：２箇所（福岡県小郡市、佐賀県鳥栖市） 

        冠水の影響による点検のため営業停止中。 

 

（６）交通関係（国土交通省：７月 23日 07:00現在） 

●道路関係（７月 23日 06:00現在）： 

被災による通行止め区間 
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      高速道路：通行止めなし 

直轄国道：被災なし 

補助国道：１路線２区間（国道 384号線（長崎県五島市）） 

     法面崩壊、土砂崩れ 

都道府県・政令市道：通行止め計 19区間（７月 23日 06:00現在） 

・長崎県 ２区間（法面崩壊２） 

・静岡県 １区間（土砂崩落１） 

・宮崎県 １区間（斜面崩落１） 

・佐賀県 １区間（倒木１※倒木による死亡事故あり） 

・長野県 １区間（落石１） 

・島根県 ２区間（落石２） 

・広島県 ３区間（土砂崩落１、護岸決壊１、路肩崩落１） 

・愛媛県 ３区間（土砂崩落１、路面陥没１、土砂流出１） 

・高知県 ２区間（土砂崩落１、斜面崩落１） 

・福岡県 ２区間（崩土１、路肩崩壊１） 

・徳島県 １区間（斜面崩落１） 

●鉄道関係（７月 23日 06:00現在）：  

大井川鐵道 大井川本線 神尾駅～福用駅 土砂流入 

在来線１事業者１路線で運転見合わせ 

・大井川鐵道 大井川本線 金谷駅～千頭駅 

  ●自動車関係（７月 23日 06:30現在）： 

         ・路線バス：５事業者７路線一部運休 

         ・高速バス：５事業者９路線運休、８事業者 15路線一部運休 

  ●航空関係（７月 23日 06:30現在）：  

欠航便 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）（予定） 

        空港施設の被害なし 

  ●海事関係（７月 23日 06:00現在）：42事業者47航路において運航再開 

  ●港湾関係（７月 22日 18:00現在）：長崎県内の７港湾２海岸に漂流物が流入・漂着 

  ●物流関係（７月 23日 06:30現在）： 

        ・営業倉庫：横浜冷凍株式会社鳥栖工場第１一号倉庫で浸水及び受寄物への

被害 

  ●公園関係（７月 22 日 20:00 現在）：海田総合公園（広島県海田町）で小規模法面崩落

（立入禁止措置済） 

 

（７）河川関係（国土交通省：７月 23日 06:00現在） 

●氾濫危険水位を越えている河川：なし 

●筑後
ち く ご

川水系筑後川の国管理区間で堤防の法崩れが発生。応急対策済み。 
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●筑後川水系筑後川（杖
つえ

立
たて

川：熊本県阿蘇郡小国町
お ぐ に ま ち

）（国管理）において、溢水が発生。 

 沿川の建物がピロティ形式のため家屋浸水には至らず。 

●静岡県管理の太田
お お た

川水系太田川で市道橋の一部が流失。 

●長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県において、河川からの溢水等により浸水被害が発生。

浸水はすでに解消。 

   ・三根
み ね

川水系三根川（長崎県対馬市） 

・相河
あ い こ

川水系相河川（長崎県南松浦郡新上五島町） 

   ・筑後川水系池町
いけまち

川・金
かな

丸
まる

川（福岡県久留米市） 

   ・筑後川水系大木
だ い き

川・山下川（佐賀県鳥栖市） 

   ・筑後川水系口無
くちなし

川（福岡県小郡市） 

   ・筑後川水系筑後川（熊本県阿蘇郡小国町） 

 

（８）土砂災害（国土交通省：７月 23日07:00現在） 

・がけ崩れ  13件（広島県１、香川県１、福岡県２、長崎県９（長崎市１、五島市２、

対馬市１、新上五島町５）） 

 

（９）ダム・ため池（農林水産省：７月 23日07:30現在） 

  ・大雨特別警報発表区域のダム・ため池緊急点検実施。異常なし 

 

（10）農林水産（農林水産省：７月 23日07:30現在） 

  ・長崎県内で水稲、野菜の冠水、水田への土砂流入 

  ・三重県内でビニールハウスの一部損傷 

  ・高知県土佐町の林道２路線で法面崩壊。うち１路線が車両通行止めになるも、土砂を撤

去し、解消。 

・長崎県新上五島町の林道１路線で法面崩壊。車両通行止めになるも、土砂を撤去し、解

消。 

・長崎県対馬市の 8漁港と五島市の 1漁港で泊地に土砂堆積。対応検討中。 

  ・長崎県五島市の 2漁港の海岸に流木が漂着。対応検討中。 

 

４．各省庁の活動状況  

（１）警察庁（７月 23日 08:00現在） 

  ・20日 10:05 災害警備連絡室設置 

・機動隊合計478人待機 

・佐賀県警ヘリがフライト予定（23日 09:30～） 

  ・ヘリ５機待機 

 

（２）消防庁（７月 23日 08:00現在） 
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・19日 11:45 災害対策室設置（第１次応急体制） 

・20日 10:05 災害対策本部へ改組（第２次応急体制） 

 

（３）防衛省（７月 23日07:30現在） 

・部隊待機態勢：陸上自衛隊の約 530人が初動派遣部隊として各部隊で待機 

陸上自衛隊･･･回転翼機×２（目達原） 

海上自衛隊･･･海上自衛隊艦艇１隻（佐世保）、回転翼機×１（大村）、固定翼機×１（鹿

屋） 

航空自衛隊･･･回転翼機×３（芦屋１、新田原１、春日１）、 

固定翼機×５（芦屋１、新田原１、入間１、美保１、小牧１） 

・21日:西部方面隊の部隊が福岡県内の被害状況把握を実施。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:10:20以降、西部方面隊の部隊が福岡県内の被害状況把握を実施。災害派遣に至

る被害情報なし。 

   ：17:45～18:10、西部方面航空隊のヘリコプター映像伝送機で福岡県内の被害情報

を収集 

・23 日：西部方面航空隊のヘリコプター映像伝送機で長崎県対馬と五島等の被害情報を

収集予定 

・リエゾン派遣･･･なし 

 

（４）海上保安庁（７月 23日 05:30現在） 

・20日 10:05 災害対策室設置 

・部隊待機態勢： 

巡視船艇等･･･７隻 

航 空 機･･･回転翼×１、固定翼×１ 

人 員･･･機動救難士２人（福岡基地にて即応待機中） 

・リエゾン派遣･･･延べ７人（長崎県、福岡県、五島市、対馬市） 

・22 日、巡視船艇並びに福岡基地固定翼機にて対馬、五島列島、長崎県・佐賀県沿岸部

の被災調査を実施。 

 

（５）国土交通省（７月 23日07:00現在） 

  ・22日、防災ヘリが被災状況の上空調査を実施（長崎県五島列島）。 

  ・23日、防災ヘリ（四国地整）が管内を調査予定 

・TEC-FORCE派遣：７月 19日から 23日の間にのべ 51人派遣 

 

（６）気象庁（７月 23日 08:00現在） 

・20日 11:00 台風第５号に関する記者会見 

（７）厚生労働省（７月 23日07:30現在） 

・19日 12:00 災害情報連絡室設置 

 

（８）農林水産省（７月 23日07:30現在） 
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  ・20日 10:05 災害情報連絡室設置 

 

（９）総務省（７月 23日07:00現在） 

  ・20日 10:05 災害情報連絡室設置 

 

（10）内閣府（７月 23日 08:00現在） 

・20日 10:05 情報対策室設置 

 

 

（11）環境省（７月 23日 08:00現在） 

  ・19日 13:00 災害情報連絡室設置 

  ・22日 久留米市における災害廃棄物の発生状況等を現地確認。 


