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平成２８年台風第１０号による被害状況等について(第４３報) 

（これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。） 

※年について特段の表記がない場合は全て平成２８年である。 

 

平成２９年１１月８日（水）１７時００分 

消 防 庁 応 急 対 策 室 

※ 下 線 部 は 前 回 か ら の 変 更 点 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

・大型で強い台風第１０号は、平成２８年８月３０日１８時前に岩手県大船渡市付近に上陸した後、

東北地方を通過し日本海で温帯低気圧に変わった 

・台風第１０号の影響で岩手県宮古市、久慈市で１時間に８０ミリの猛烈な雨となったほか、北海

道上士幌町で平年の８月一ヶ月に降る雨量を超える３２９ミリを観測し記録的な大雨となった。

また、 大瞬間風速が岩手県宮古市で３７．７メートル、北海道せたな町で３６．５メートルな

ど東日本から北日本では暴風となり、海は猛烈なしけとなったところがあった 

 

２ 被害状況 

⑴ 人的・物的被害 

 
 

〈死者の状況〉 

  【北海道】１名（大樹町において、２０歳代男性が橋の崩落により車が転落し死亡） 

       １名（新得町において、７０歳代男性が橋の崩落により車が転落し死亡） 

【岩手県】１名（久慈市において、８０歳代女性が家屋への浸水により死亡） 

       ９名（岩泉町乙茂の高齢者福祉施設にて、入所者９名が濁流に巻き込まれ心肺停止

状態で発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町穴沢において、７０歳代男性が増水した川に流され心肺停止状態で発

見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町乙茂において、７０歳代男性を心肺停止状態で発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町乙茂において、５０歳代男性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町岩泉において、４０歳代女性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町中里において、９０歳代女性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町浅内において、６０歳代女性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町岩泉において、６０歳代男性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町袰野において、７０歳代男性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町二升石において、５０歳代男性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町二升石において、７０歳代女性を発見、死亡を確認） 

       １名（岩泉町安家にて行方不明となっていた７０歳代女性を同県野田村の海岸にお

いて発見、死亡を確認） 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

北海道 2 2 1 24 62 934 173 310 17 5

青森県 3 4 130 2 24 46

岩手県 24 1 4 494 2,219 90 104 1,342 2,444

宮城県 1 12 6 1

秋田県 1 3 2

福島県 2

茨城県 2 2

長野県 1

京都府 70

26 3 5 9 0 518 2,281 1,174 279 1,752 17 2,500

その他

合　計

全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者



2 
 

       １名（岩泉町穴沢にて行方不明となっていた９０歳代女性を同町中里地内小本川右

岸において発見、死亡を確認） 

       ２名（岩泉町において、上記のほか災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災

害が原因で死亡したと認められたもの） 

 

〈行方不明者の状況〉 

  【北海道】１名（清水町において、男性が車ごと流され行方不明） 

       １名（清水町において、男性が建物ごと流され行方不明） 

  【岩手県】１名（宮古市において、男性が行方不明） 

 

〈重傷者の状況〉 

【青森県】１名（八戸市において、６０歳代男性が自宅屋根から転落し、足を骨折） 

     １名（青森市において、７０歳代男性が風にあおられ脚立から転落し、足を骨折） 

     １名（青森市において、８０歳代女性が風にあおられ転倒し、左腕を骨折） 

【秋田県】１名（鹿角市において、５０歳代男性が梯子から落下し、足を骨折） 

【宮城県】１名（名取市において、７０歳代女性が自宅にて強風にあおられたドアに左手をは 

さまれ、中指切断） 

 

⑵ 孤立の状況等（９月１８日に全て解消） 

  【岩手県】 ※ 大時：９月２日に岩手県が調査結果を取りまとめた時点 

久慈市 １０７世帯   ２２０名（９月１３日に全て解消） 

岩泉町 ４２８世帯   ８７３名（９月１８日に全て解消） 

合 計  ５３５世帯 １，０９３名 

  

３ 消防機関の活動体制 

 ⑴ 地元消防機関等の活動 

   被災地では、消防機関の人員（消防吏員、消防団員）が救助、救急等の活動を実施 

特に被害の大きい北海道、岩手県においては、地元消防機関により合計で５８６名（北海道で

４７０名、岩手県で１１６名）を救助。また、消防防災ヘリ（緊急消防援助隊を除く）により合

計３７名（北海道防災ヘリで６名、札幌市消防局ヘリで１５名、岩手県防災ヘリで１６名）を救

助 

 

⑵ 県内消防応援の活動 

 【岩手県】 

 ア 活動期間等 

① 出動期間    ８月３１日（水）～９月１２日（月）計１３日間 

② 延べ活動部隊数        ２２１隊 

延べ活動人員         ８０１名 

③ 大派遣時部隊数 １０消防本部 ２３隊 

大派遣時人員         ８４名 

イ 活動実績 

   岩泉町において、安否不明者の捜索活動等を実施（心肺停止状態の安否不明者４名を発見） 

 

⑶ 緊急消防援助隊等の活動 

 【岩手県】 

ア 活動期間等 

  《広域航空消防応援》 

   ① 出動期間     ８月３１日（水） 

   ② 出動部隊総数   ３県 ３隊 

     出動人員総数   ２０名 
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《緊急消防援助隊》 

① 出動期間     ８月３１日（水）～９月９日（金）計１０日間 

② 出動部隊総数   ６都県   ２５７隊 

出動人員総数       １，０４４名 

※交替を含む派遣された部隊・人員の総数 

 

③ 延べ活動部隊数        ８２５隊 

延べ活動人員       ３，２３８名 

④ 大派遣時部隊数 ６都県    ９３隊（ヘリ７機含む） 

大派遣時人員        ３６４名 

※９月２日（金） 

イ 救助実績 

    ２３件 ４３名 

ウ 活動実績 

[８月３１日] 

 《広域航空消防応援》 

   ５時３０分 岩手県知事から消防庁長官に対し広域航空消防応援の出動を要請 

   →・秋田県、宮城県、福島県の各消防防災ヘリが出動 

    ・久慈市大川目にて、ホイストにより救助活動を実施 

    ・久慈市にて、情報収集活動を実施 

    ※緊急消防援助隊の出動の求め後は、引き続き緊急消防援助隊として活動 

 《緊急消防援助隊》 

１０時１０分 岩手県知事から消防庁長官に対し緊急消防援助隊の出動を要請 

→・仙台市消防局指揮支援部隊 岩手県庁到着（１３時５７分） 

・横浜市消防局指揮支援隊 久慈広域連合消防本部到着（１６時２２分） 

・東京消防庁指揮支援隊 宮古地区広域行政組合消防本部到着（１７時００分） 

                             →岩泉消防署に移動（２１時２０分） 

・青森県大隊  岩手県久慈市（久慈市第二体育館）到着（１７時４０分）  

・宮城県大隊  岩手県宮古市（宮古地区広域行政組合消防本部）到着（１９時１０分） 

[９月１日] 

《青森県大隊》 

○久慈市下戸鎖、端神地区にて検索活動を実施 

  →久慈市における安否確認等を完了 

○岩手県知事が、青森県大隊の久慈市から岩泉町への部隊移動を指示 

○青森県大隊の部隊移動に伴い、横浜市消防局指揮支援隊は久慈市より引揚げ 

《宮城県大隊》 

○宮城県大隊及び県内応援隊 岩泉町安家地区の一部１０５世帯の検索活動を実施 

→１世帯１名安否不明を確認し、捜索活動を実施 

○宮城県大隊の重機 岩泉町安家地区の道路啓開及び流木等除去を実施 

○宮城県大隊の救急小隊３隊及び県内応援隊 岩泉済生会病院から転院患者３３名を岩泉 

高校グラウンドに搬送 

→消防防災ヘリ及び自衛隊ヘリにて、ＳＣＵ（岩手県消防学校）に搬送後、県内消防等に

より病院搬送 

《消防防災ヘリ》 

○岩泉町にて情報収集活動を実施 

（※東京消防庁ヘリのヘリサットにより消防庁等へ映像配信） 

○岩泉町氷渡地区にて、住戸屋根上に「ＳＯＳ」サインを確認、ホイストにより１名救助 

○岩泉町内にて、透析患者をホイスト等により９名搬送 

○自衛隊ヘリと連携し、転院患者３３名を岩泉町の高校グラウンドからＳＣＵ（岩手 

県消防学校）に搬送（再掲） 
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[９月２日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区（国境から国道３４０号、国道４５５号沿いに南下）の検索活動を実施 

《宮城県大隊》 

○統合機動部隊 安家地区にて、安否不明者１名の捜索活動を継続して実施（瓦礫除去のた

め、仙台市消防局の重機を活用） 

○その他の隊  進行ルートとなる道路通行不能のため、自衛隊ヘリ及び消防防災ヘリによ

り、消防隊員（９４名）を空路投入し活動を実施 

《消防防災ヘリ》 

○岩泉町にて情報収集活動を実施 

○岩泉町岩泉地区、安家地区等にて、ホイスト等により救助活動等を実施 

○進行ルートとなる道路通行不能のため、孤立した活動エリアへの消防隊員（４６名）の 

空路投入を実施（再掲） 

○久慈市山根町にて、孤立者をホイストにより２名救助 

[９月３日] 

《青森県大隊》 

○岩泉地区にて安否不明者の捜索活動を実施（３６隊１３１名） 

《宮城県大隊》 

○統合機動部隊 岩泉町安家地区にて、安否不明者の捜索活動等を実施（７隊５０名） 

○その他の隊  岩泉町小本地区袰野にて、安否不明者の捜索活動等を実施（４１隊１２ 

６名）※安否不明者 1名を発見→後に、死亡確認 

《消防防災ヘリ》 

○岩泉町にて、情報収集活動及び物資輸送等を実施 

○岩泉町安家地区及び小本地区にて、上空から陸上部隊の支援活動を実施 

[９月４日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町岩泉地区二升石及び松橋にて、安否不明者の捜索活動を実施（３６隊１３３名） 

《宮城県大隊》 

○統合機動部隊 岩泉町安家地区安家川流域にて、安否不明者の捜索活動を実施（１２隊 

４４名） 

○その他の隊  岩泉町の小本川沿いに、小本地区袰野から岩泉地区二升石にかけて、安 

否不明者の捜索活動を実施（３７隊１２７名） 
《消防防災ヘリ》 

○宮城県ヘリ 岩泉町安家地区にて、情報収集活動等を実施 

○その他のヘリ 久慈市上空の天候不良のため、終日活動見合わせ 

[９月５日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区、岩泉地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施(３６隊１３３名） 

《宮城県大隊》 

○岩泉町岩泉地区、小本地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施(４９隊１７１名） 

※安否不明者（男性）１名を発見（心肺停止状態）→警察に引き渡し 

《消防防災ヘリ》 

    ○台風第１２号の接近に伴い、久慈市にて、孤立地区住民をホイストにより４名救助 

    ○岩泉町岩泉地区及び安家地区にて、情報収集活動等を実施 

[９月６日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区、岩泉地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施(３６隊１３３名） 

《宮城県大隊》 

○岩泉町岩泉地区、小本地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施(４９隊１７１名） 

《消防防災ヘリ》 

○情報収集活動及び物資輸送等を実施するため、自隊基地にて待機 
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[９月７日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区、岩泉地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施（２４隊８８名） 

《宮城県大隊》 

○岩泉町岩泉地区、小本地区の小本川沿いの安否不明者の捜索活動を実施(２７隊１０６名） 

《消防防災ヘリ》 

○情報収集活動及び物資輸送等を実施するため、自隊基地にて待機 

[９月８日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区、岩泉地区の小本川沿いの行方不明者の捜索活動を実施（２４隊８８名） 

《宮城県大隊》 

○岩泉町岩泉地区、小本地区の小本川沿いの行方不明者の捜索活動を実施(２７隊１０６名） 

《消防防災ヘリ》 

○情報収集活動及び物資輸送等を実施するため、自隊基地にて待機 

[９月９日] 

《青森県大隊》 

○岩泉町小川地区の小本川沿いの行方不明者の捜索活動を実施(２４隊８８名） 

《宮城県大隊》 

○岩泉町岩泉地区、小本地区の小本川沿いの行方不明者の捜索活動を実施(２７隊１０６名） 

《消防防災ヘリ》 

○情報収集活動及び物資輸送等を実施するため、自隊基地にて待機 

《全部隊》 

○緊急消防援助隊は、岩手県内の応援隊及び地元消防機関へ引継ぎ、９月９日１２時００ 

分をもって活動終了 

 

 ⑷ 救助人員（北海道、岩手県における消防機関等による救助の合計） 

   ６６６名（北海道４９１名、岩手県１７５名） 

   ※他機関と連携した活動を含む 

 

４ 避難指示・避難勧告の状況（８月３０日から９月６日までに発令された市町村） 

 
 

 

 

 

都道府県名 避難指示 避難勧告

北海道

稚内市　富良野市　南富良野町
斜里町　日高町　新得町　清水町
芽室町　中札内村　幕別町　豊頃町
足寄町　浦幌町

帯広市　苫小牧市　稚内市
富良野市　登別市　占冠村　利尻町
利尻富士町　斜里町　白老町
日高町　様似町　新冠町　音更町
士幌町　新得町　清水町　芽室町
幕別町　池田町　豊頃町　足寄町
浦幌町

青森県 六ヶ所村
青森市　八戸市　むつ市　野辺地町
横浜町　東北町　六ヶ所村　三戸町
南部町

岩手県
宮古市　久慈市　遠野市　釜石市
住田町　大槌町　岩泉町　普代村
一戸町

宮古市　大船渡市　久慈市　遠野市
一関市　陸前高田市　釜石市
西和賀町　住田町　大槌町　岩泉町
普代村　軽米町　九戸村　一戸町

宮城県 丸森町
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５ 避難所の状況 

 【北海道】  

・９月２２日をもって、道内全避難所を閉鎖 

 【青森県】 

  ・９月３日をもって、県内全避難所を閉鎖 

 【岩手県】 

・１２月２６日をもって、県内全避難所を閉鎖 

 【宮城県】 

  ・８月３１日をもって、県内全避難所を閉鎖 

 

６ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

  北海道  ８月３１日  ５時３０分 災害対策本部設置 

      →９月１２日 １７時３０分 廃止 

岩手県  ８月３０日 １２時００分 災害対策本部設置 

      →９月２３日 １７時１５分 廃止 

  宮城県  ８月３０日 １２時００分 災害対策本部設置 

      →８月３０日 ２３時２０分 廃止 

三重県  ８月２９日 １９時３９分 災害対策本部設置 

→８月３０日  ５時２５分 廃止 

 

７ 消防庁の対応 

  ８月２６日 １６時００分 関係省庁災害警戒会議（第１回）に応急対策室長が出席 

        １６時５８分 全都道府県に対し「台風第１０号警戒情報」を発出 

  ８月２９日 １０時００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) 

        １３時３０分 関係省庁災害警戒会議（第２回）に応急対策室長が出席 

        １４時３７分 全都道府県に対し「平成２８年台風第１０号への対応について」

を発出し、対応に万全を期すよう要請 

  ８月３１日  ５時３０分 岩手県知事から消防庁長官に対し、広域航空消防応援の要請を受

け、宮城県知事、秋田県知事及び福島県知事に対し、広域航空消

防応援を要請 

５時３０分 国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部を設置(第２次

応急体制) 

         ９時００分 関係省庁局長級会議に消防庁次長出席 

９時５８分 岩手県への第一次出動都道府県大隊が属する４県（青森県、宮城

県、秋田県、山形県）に対し、出動可能隊数の求め及び出動準備を

依頼 

        １０時００分 現地活動支援のため、消防庁職員を北海道へ２名、岩手県へ２名

派遣決定 

１０時１０分 岩手県知事から消防庁長官に対し緊急消防援助隊の出動を要請 

        １０時１０分 消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部へ改組（第３次応急体

制） 

               →９月３０日１７時００分 消防庁災害対策本部廃止 

        １１時１５分 消防庁長官から宮城県知事及び神奈川県知事に対し、緊急消防援

助隊（仙台市消防局指揮支援隊（部隊長）、横浜市消防局指揮支援

隊）の出動の求め 

        １１時３０分 消防庁長官から青森県知事及び宮城県知事に対し、緊急消防援助

隊（青森県大隊、宮城県大隊）の出動の求め 

        １１時３０分 消防庁長官から宮城県知事、秋田県知事及び福島県知事に対し、

緊急消防援助隊（航空部隊）の出動の求め（広域航空消防応援か

らの切り替え） 
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１１時４５分 消防庁長官から東京都に対し、緊急消防援助隊（東京消防庁指揮

支援隊）の出動の求め 

１１時５５分 現地活動支援のため、消防庁職員を岩手県へ２名追加派遣決定 

        １３時００分 関係省庁災害対策会議（第１回）に消防庁次長が出席 

        １９時３０分 政府調査団として、災害対策官を岩手県に派遣(現地にて合流) 

９月１日  １６時１５分 関係省庁災害対策会議（第２回）に防災情報室長が出席 

９月２日  １６時００分 関係省庁災害対策会議（第３回）に応急対策室長が出席 

９月５日   ７時４０分 政府調査団として、消防救急課長を北海道に派遣 

        １１時００分 関係省庁災害対策会議（第４回）に応急対策室長が出席 

９月６日  １５時３０分 関係省庁災害対策会議（第５回）に応急対策室長が出席 

 

９月７日  １１時４５分 総務大臣及び消防庁国民保護・防災部長が被災地を視察するととも

に、岩手県庁及び岩泉町役場に赴き、岩手県知事及び岩泉町長等と

の意見交換及び消防職員・消防団員への激励を実施 

９月８日  １６時００分 関係省庁災害対策会議（第６回）に応急対策室長が出席 

９月１２日 １７時００分 関係省庁災害対策会議（第７回）に応急対策室長が出席 

 

問い合わせ先 

  消防庁応急対策室  

 浅見・安西・高木・岩崎 

 ＴＥＬ  03-5253-7527 

  ＦＡＸ 03-5253-7537 


