
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

１．本省及び地整等の体制について

１０月１日 １４：００ 注意体制

１０月１日 １７：００ 警戒体制

１０月１日 注意体制 １０月１日 注意体制

１０月１日 警戒体制 １０月２日 警戒体制

１０月１日 注意体制 １０月１日 注意体制

１０月１日 警戒体制

１０月１日 注意体制 １０月１日 情報連絡体制

１０月１日 警戒体制

１０月１日 注意体制 １０月１日 災害対策連絡室設置

１０月１日 警戒体制 １０月１日 災害対策本部設置

１０月２日 注意体制 １０月２日 災害対策本部解除

１０月２日 体制解除 １０月１日 連絡本部設置

２．台風第２１号の概要（気象情報抜粋２日１０：３０現在）

３．所管施設等の状況

●直轄河川の状況（２日１１：３０現在）

○洪水予警報の発令状況

（現在までの、最新発表文の情報を記載）

・狩野川洪水予報（解除） ・多摩川洪水予報（解除）

１０月２日　０３時５０分　第６号 １０月２日　０２時３５分　第４号

・荒川洪水予報（情報） ・鶴見川洪水予報（解除）

１０月２日　０５時４５分　第２号 １０月１日　23時５８分　第２号

・那珂川洪水予報（注意報） ・相模川洪水予報（解除）

１０月２日　０４時４０分　第１号 １０月２日　０４時２５分　第２号

・千曲川洪水予報（注意報） ・阿賀川洪水予報（注意報）

１０月１日　２０時４０分　第１号 １０月１日　２２時５５分　第１号

・釧路川洪水予報（注意報） ・阿武隈川洪水予報（情報）

１０月２日　０９時５５分　第１号 １０月２日　０２時４０分　第３号

災　　害　　情　　報
平成１４年１０月２日１２：００作成

 国   土   交   通   省

　台風第２１号は引き続き速い速度で北上し、昼過ぎにはサハリン付近へ達する見込みです。

台風第２１号による被害状況等について（第２報）

　台風第２１号は１０月２日９時現在、北海道留萌市の西海上にあって北へ毎時６５キロメートルで進んで
います。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートルです。

北 海 道 開 発 局 １８：００

２２：１０ 　０：５０

東 北 地 方 整 備 局 １５：４５

東 北 運 輸 局 １６：００

１９：３０

関 東 地 方 整 備 局 １６：００

北 陸 地 方 整 備 局 １９：１０ 関 東 運 輸 局 　９：３０

２０：５０

中 部 地 方 整 備 局 １４：００ 中 部 運 輸 局 　９：００

１７：００ １６：２０

　２：００ 　９：００

国 土 交 通 本 省

　北海道地方の大雨の峠は越えました。

北 海 道 運 輸 局 １６：００１１：１５
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○河川の出水状況
１）１１：３０時現在の状況

・計画高水位を超えた河川

・危険水位を超えた河川

整備局名 水系名 河川名

中部 狩野川 狩野川

1整備局 １水系 １河川

・警戒水位を超えた河川（太字は現在も警戒水位以上の河川２０河川）

整備局名 水系名

中部 狩野川 狩野川 来光川 大場川 黄瀬川

関東 鶴見川

多摩川 浅川

荒川 入間川 高麗川 小畔川 都幾川

利根川上流 小貝川 鬼怒川 鏑川 巴波川 思川

相模川

北陸 千曲川 魚野川

阿賀野川 阿賀川 日橋川

東北 阿武隈川

旧北上川 砂鉄川 磐井川

北海道

５整備局 １９水系 ４９河川

◎一般被害等

被害状況

200ha

10
右岸、幸区戸手地先、堤外
家屋浸水

荒川 越辺川 坂戸市
支川合流部３箇所において、
無堤部から浸水

関東 多摩川 多摩川 川崎市

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

床上 床下 全壊 半壊 原因 面積
整備局名 水系名 河川名 市町村名

尻別川 尻別川

標津川 標津川

網走川 網走川 美幌川

常呂川 常呂川 無加川

釧路川 釧路川 オソベツ川

十弗川 途別川 猿別川 下頃辺川十勝川 十勝川 牛首別川 士幌川

鳴瀬川 鳴瀬川

最上川 最上川

北上川

阿武隈川 荒川

な し

観 測 所 名

徳倉

河川名

鶴見川

多摩川

荒川

利根川 渡良瀬川

那珂川 那珂川

相模川

信濃川 信濃川

阿賀野川
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◎河川施設等の被害

利根川

水位観測所の屋根が飛ばされ、機器関係が破損

◎その他、庁舎関係の被害

関東 利根川

〃

〃 利根川下流北千葉管理棟２Ｆ窓ガラス割れる。

〃 利根川下流取手（出）窓ガラス割れる。

伊佐山宿舎門扉２箇所破損、テレビケーブル切断、倒木による道路封鎖

潮来出張所、車庫シャッター２箇所破損、屋根付駐車場１基破損

事務所車庫シャッター４箇所破損、車両４台キズ、簡易物置倒壊

●補助河川の状況

１）８：００時までの状況

・計画高水位を超えた河川

県名 水系名 河川名

埼玉県 荒川 市野川

福島県 阿賀野川 宮川

◎避難勧告及び指示

発令日時 解除日時
月日 時間 月日 時間

釜石市 614

140

36

約 約

12 崖崩れ

1 崖崩れ

2 倒木

94 海岸

埼玉県 不老川 狭山市 80

※　避難状況欄の類型は、避難勧告、避難指示、自主避難、避難勧告準備の別を記入

20:50 10/1 22:30荒川 勧告 確認中 10/1

10/1 19:50

〃 いわき市 勧告 44 10/1 16:00

福島県 南郷村 自主避難 1

10/1 20:30

〃 〃 勧告 1 10/1 23:00

〃 盛岡市 自主避難 4

11 10/1 19:15

〃 釜石市全域 準備 18000 46000 10/1 20:30

〃 〃 〃 勧告

10/1 19:15 土石
流危
険

〃 〃 〃 勧告 64 10/1 19:15

岩手県 甲子川 勧告 261

避難状況

類型 世帯数 人数
県　　名 水系名 河川名 市町村名

神奈川県 境川 境川

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃 霞ヶ浦

被害状況

利根川下流 利根川下流（旧）佐原工作出張所倉庫の屋根の一部（１／４程度）が飛
び、民家の庭に落下。けが人無し、応急対策済み

〃 利根川下流工事事務所構内の独身寮屋根全て吹き飛び被災

整備局名 水系名 河川名 市町村名

〃 〃 利根川下流

〃 〃 〃 鰐川右岸２．０ｋ付近、東電鉄塔が倒壊し、１基が堤防上に倒壊。送電線
は河川内に垂れ下がり

〃 〃 〃 北浦０ｋ付近、新新宮橋上でトラック横転により一部油流出

被害状況

関東 霞ヶ浦 北利根川左岸３．６ｋ浮き桟橋が風に煽られ、堤防上に落下、桟橋撤去
済み。堤防被災確認中

整備局名 水系名 河川名 市町村名
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◎一般被害等

被害状況

150m2

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中福島県 会津若松市 道路側溝からの溢水による
道路冠水

道路側溝からの溢水

山形県 最上川 米沢市 2 農業用水路からの溢水

宮城県 石巻市 1 2

5 70 宗光川合流点付近内水氾濫

〃 〃 清水町 2 13 調査中

〃 〃 宗光川 大仁町

5 10/1　20:00　国道４１４冠水
通行止め　　22:30　被害解消

〃 〃 不明・確認中 修善寺町 10/1　20:00　床下浸水情報
あり

〃 〃 戸沢川 伊豆長岡町

4
10/1　20:00　白滝川合流点
付近内水氾濫、土のう積実
施

〃 〃 不明・確認中 韮山町 10/1　19:00　国道１３６号冠
水で通行止め

〃 〃 白滝川 沼津市

10/1　19:00　道路冠水

〃 〃 不明・確認中 沼津市 10/1　19:00　左岸１１ｋ付近、
大平地区で道路冠水

静岡県 狩野川 江川 沼津市

250 久野橋付近より越水、詳細
調査中

〃 森戸川 森戸川 小田原市 25 内水により浸水、詳細調査中

神奈川県 山王川 山王川 小田原市

橋梁部からの溢水、延長８０
０ｍ　0:00　終息

確認中 5 さいたま市、熊谷市、上里
町、飯能市、児玉町

〃 〃 不老川 狭山市

1
１０/１ ２０：１０内水による浸
水。22:00　水位低下により終
息。

〃 〃 さいたま市 越水 10/1　18:30～19:30１回目浸
水　21:00～２回目浸水

埼玉県 荒川 鴻沼川 さいたま市

田畑等浸水

床上 床下 全壊 半壊 原因 面積
県名 水系名 河川名 市町村名

浸水家屋数 家屋損壊数
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○国土交通省の対応

・排水ポンプ車の稼動状況

稼動せず

・照明車等の派遣状況

●ダムの状況（１０月２日　１１時３０分現在）

加治川治水ダム加治川 加治川 新潟県

大石ダム 荒川 大石川 新潟県

大谷ダム 信濃川 五十嵐川 新潟県

笠堀ダム 信濃川 笠堀川 新潟県

胎内川ダム 胎内川 胎内川 新潟県

早手川ダム 阿賀野川 早手川 新潟県

内の倉ダム 加治川 内の倉川 新潟県

破間川ダム 信濃川 破間川 新潟県

東山ダム 阿賀野川 湯川 新潟県

23:50 照明車

10/1 23:40 照明車

荒川 荒川上流 10/1 23:20 10/1

10/1 20:00 10/1 22:10国道１８号 軽井沢町

２箇所

水系名 河川名 市町村名 地区名
照明車配置状況

出動 到着 出立

10/2 2:55

阿賀野川 阿賀川

信濃川 魚野川 10/2 2:10

10/1 23:10 ３０ｍ３／ｓ×１台

狩野川

最上川 最上川 高畠町 糠野目

６０ｍ３／ｓ×１台

〃 五百川 本宮町 仁井田 10/1 23:20 ３０ｍ３／ｓ×１台

10/1 22:43 ６０ｍ３／ｓ×１台

〃 釈迦堂川 須賀川市 古屋敷 10/1 20:50

〃 〃 〃 〃

３０ｍ３／ｓ×１台

〃 〃 〃 安積町 10/1 22:43 ６０ｍ３／ｓ×１台

10/1 19:30 10/1 22:10阿武隈川 阿武隈川 郡山市 久保田

ポンプ稼動状況
ポンプ規模

出動 始動 停止
水系名 河川名 市町村名 地区名

〃 田老町 2 道路側溝からの溢水

岩手県 山田町 2 道路側溝からの溢水

70 洪水終了

補助 131 下降中 94 181 洪水終了

補助 94 下降中 99

90 洪水終了

補助 161 下降中 99 81 洪水終了

補助 273 下降中 99

95 洪水終了

補助 230 下降中 98 107 洪水終了

補助 158 下降中 99

112 洪水終了

補助 111 下降中 85 76 洪水終了

直轄 261 下降中 31

補助 451 下降中 88

福島県 21 下降中 14田島ダム 阿賀野川 高野川 補助

160 洪水終了

横川ダム 天竜川 横川 補助 長野県 16 下降中 33

静岡県 78 下降中 67奥野ダム 伊東大川 伊東大川 補助

累計
雨量

洪水調節状況

（ｍ３/ｓ） （％ ） (mm)
都道府県名

現在までの最大流入量

流入状況

最大調節率

ダ ム 名 水 系 名 河 川 名 区 分

78 洪水終了

141 洪水終了

109 洪水終了
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奥三面ダム 三面川 三面川 新潟県

大川ダム 阿賀野川 阿賀川 福島県

宮ヶ瀬ダム 相模川 中津川 神奈川県

85 76 洪水終了

68 149 洪水終了

豊平峡ダム 石狩川 豊平川 直轄 北海道 173 下降中

美利河ダム 後志利別川 後志利別川 直轄

89 84 洪水終了

御所ダム 北上川 雫石川 直轄 岩手県 689 下降中

97 143 洪水終了

湯田ダム 北上川 和賀川 直轄 岩手県 529 下降中

80 洪水終了

釜房ダム 名取川 碁石川 直轄 宮城県 435 下降中 99

132 洪水終了

白川ダム 最上川 置腸白川 直轄 山形県 213 下降中 99

宮城県 641 下降中 95

79 洪水終了

七ヶ宿ダム 阿武隈川 白石川 直轄 宮城県 333 下降中 98

98 洪水終了

寒河江ダム 最上川 寒河江川 直轄 山形県 348 下降中 83

福島県 205 下降中 51三春ダム 阿武隈川 大滝根川 直轄

26 洪水終了

川内ダム 川内川 川内川 補助 青森県 93 下降中 97

100 洪水終了

下湯ダム 堤川 堤川 補助 青森県 45 上昇中 65

114 洪水終了

皆瀬ダム 雄物川 皆瀬川 補助 秋田県 411 下降中 83

真野ダム 真野川 真野川 補助

洪水終了

堀川ダム 阿武隈川 堀川 補助 福島県 43 下降中 82 138

洪水終了

早池峰ダム 北上川 稗貫川 補助 岩手県 80 下降中 95 79

洪水終了

入畑ダム 北上川 夏湯川 補助 岩手県 152 下降中 64 136

洪水終了

南川ダム 鳴瀬川 吉田川 補助 宮城県 39 下降中 99 93

洪水終了

荒砥沢ダム 北上川 迫川 補助 宮城県 81 下降中 99 136

洪水終了

宮床ダム 鳴瀬川 吉田川 補助 宮城県 26 下降中 100 86

洪水終了

大倉ダム 名取川 大倉川 補助 宮城県 279 下降中 99 92

洪水終了

漆沢ダム 鳴瀬川 鳴瀬川 補助 宮城県 193 下降中 98 114

洪水終了

花山ダム 北上川 迫川 補助 宮城県 470 下降中 99 137

洪水終了

竜神ダム 久慈川 竜神川 補助 茨城県 19 下降中 23 79

洪水終了

藤井川ダム 那珂川 藤井川 補助 茨城県 61 下降中 22 97

洪水終了

寺山ダム 那珂川 宮川 補助 栃木県 30 下降中 33 168

洪水終了

城山ダム 相模川 相模川 補助 神奈川県 1,939 下降中 11 179

洪水終了

塩原ダム 那珂川 箒川 補助 栃木県 594 下降中 24 257

洪水終了

東荒川ダム 那珂川 荒川 補助 栃木県 105 下降中 72 170

洪水終了

西荒川ダム 那珂川 荒川 補助 栃木県 115 下降中 76 151

洪水終了

飯田ダム 那珂川 飯田川 補助 茨城県 7 下降中 60 79

洪水終了

高滝ダム 養老川 養老川 補助 千葉県 132 下降中 7 116

洪水終了

草木ダム 渡良瀬川 渡良瀬川 公団 群馬県 565 下降中 79 140

52 洪水終了

奈良俣ダム 利根川 楢俣川 公団 群馬県 162 下降中 93

210 洪水終了

矢木沢ダム 利根川 利根川 公団 群馬県 319 下降中 100

170 洪水終了

浦山ダム 荒川 浦山川 公団 埼玉県 148 下降中 93

150 洪水終了

川治ダム 利根川 鬼怒川 直轄 栃木県 594 下降中 100

168 洪水終了

川俣ダム 利根川 鬼怒川 直轄 栃木県 512 下降中 94

126 洪水終了

五十里ダム 利根川 男鹿川 直轄 栃木県 1,144 下降中 98

289 洪水終了

二瀬ダム 荒川 荒川 直轄 埼玉県 236 下降中 12

直轄 848 下降中 88

181 洪水終了

補助 2,424 下降中 41 180 洪水終了

補助 307 下降中 100

90

福島県

洪水終了

175 下降中 99

97 洪水終了

96 洪水終了

鳴子ダム 北上川 江合川 直轄

石淵ダム 北上川 胆沢川

109 洪水終了

直轄 岩手県 531 下降中

91 94 洪水終了

北海道 303 下降中
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・　63ダムで洪水調節を実施（直轄22ダム、公団４ダム、補助３７ダム）

●土砂災害等の被害状況（2日11:30現在）

●河川局所管海岸保全施設の被害状況等（2日　11時30分現在）

１）海岸保全施設の被害状況

２）施設背後の通行規制状況

1

沼津市 自主避難6世帯12名（沼津市）

合計 6 1

がけ崩れ 静岡県 1

1 飯山市 自主避難2戸(飯山市）

愛川町、大磯町、相模湖町 自主避難2名(大磯町）

がけ崩れ 長野県 1

がけ崩れ 神奈川県 3

1 常葉町

家屋損壊数
被害状況等 避難状況

死者 行方
不明

負傷者 全壊 半壊 一部
損壊

100 81 洪水調節中

100 67 洪水調節中

金山ダム 石狩川 空知川 直轄 北海道 171 下降中

99 105 洪水調節中

十勝ダム 十勝川 十勝川 直轄 北海道 252 下降中

99 133 洪水調節中

鹿ノ子ダム 常呂川 常呂川 直轄 北海道 67 下降中

100 83 洪水調節中

札内川ダム 十勝川 札内川 直轄 北海道 368 下降中

94 63 洪水終了

大雪ダム 石狩川 石狩川 直轄 北海道 220 下降中

51 144 洪水終了

上ノ国ダム 天の川 目名川 補助 北海道 14 下降中

矢別ダム 汐泊川 汐泊川 補助 北海道 62 下降中

整備局名 都道府県名 海岸名 被害箇所 被害状況等
浸水家屋数

避難状況
床上 床下

東北地整 福島県 関田海岸 勿来町須賀
堤防が吸出しを受
けて、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
が崩落(10m)

１日　16:00
４４世帯、９４人

関東地整 千葉県 一宮海岸 緩傾斜護岸の陥没 － － －

関東地整 千葉県 一宮海岸 浜崖（２箇所） － － －

関東地整 千葉県 一松海岸 浜崖 － － －

関東地整 千葉県 東条海岸 緩傾斜護岸の陥没
（約500m） － － －

中部地整 静岡県 富士海岸 蒲原工区
基礎矢板の露出
ﾌﾞﾛｯｸ離岸堤端部

欠損
－ － 詳細について調査中

中部地整 静岡県 駿河海岸 焼津工区 表法ブロック沈下
法肩破損 － － 詳細について調査中

整備局名 都道府県名 地点名 延長
（㎞）

開始 解除
規制原因

日 時刻 日 時刻

関東地整 千葉県 長生村地先
（九十九里有料道路） 1.0 10/1 20:30 10/2 7:30(見

込み） 越波による

関東地整 東京都 塩間海岸
（八丈島八丈町末吉地 1.0 10/1 8:15 － － 越波による

人的被害
発生災害 都道府県名 発生

件数

がけ崩れ 福島県 1
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3）被害状況の概要

 《関田海岸》

堤防基礎部が洗掘され吸い出しを受けて、堤防天端ｺﾝｸﾘｰﾄが崩落

＜対応策（応急工事）＞

・堤防前面に消波ブロック及び大型土のうを据え付け

・崩落部に大型土のう充てん

 《大島の座礁船》

大島の座礁船について、海岸保全施設等への影響について調査中

●道路の通行止め状況（１０月２日　　１１時００分現在）

・高速自動車国道

・直轄国道

中部 静岡県
県道佐倉御前崎港線

（御前崎町中原～
御前崎町下岬）

4.1 10月1日 20:00 － － 越波による

中部 静岡県
自転車道

（静岡市根古屋～
静岡市東大谷）

4.00 10月1日 18:00 － － 高波による

法面崩落等 事前通行規制路面冠水・越波 解除 計

5 5

路線名 ＩＣ名 ＩＣ名 延長
（㎞） 上下

開始 解除
被害状況等

日 時刻 日 時刻
備考

東名高速 富士 清水 下 10/1 20:05 10/2 4:50 越波

東名高速 富士 清水 上 10/1 21:30 10/2 2:20 越波

磐越道 会津坂下 西会津 上下 10/1 21:00 10/2 1:15 事前通行規制

磐越道 磐梯河東 会津坂下 上下 10/1 21:35 10/2 1:15 事前通行規制

東北道 平泉前沢 水沢 上 10/1 22:15 10/2 4:30 暴風による倒木

常磐道 いわき勿来 いわき湯本 上下 10/1 22:35 10/1 23:40 暴風

法面崩落等 事前通行規制路面冠水・越波 解除 計

5 7 0 27 39

地点区間名 延長
（㎞）

開始 解除
被害状況等整備局名 路線

番号
備考

日 時刻 日 時刻

北海道開発
局 37 北海道

室蘭市陣屋町３丁目～同市
祝津町１丁目（白鳥大橋） 6.5 10/2 2:50 10/2 6:30

強風により通行が危
険であるため

北海道開発
局 38 北海道 中川郡幕別町千住 9.1 10/2 6:30

電柱がおれて通行を
阻害している。

北海道開発
局 38 北海道 白糠郡音別町直別 0.3 10/2 7:00 10/2 8:15

河川増水による橋梁
損壊の恐れ
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北海道開発
局 39 北海道

上川郡上川町大学平～常
呂郡留辺蘂町富士見 33.7 10/2 8:00 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局

240 北海道 阿寒郡阿寒町徹別中央～
同町オクルシベ

28.3 10/2 8:00 降雨による土砂流出

北海道開発
局 273 北海道

上川郡上川町三国～同町
大学平 19.2 10/2 8:00 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局 274 北海道

中川郡本別町本町～白糠
郡白糠町二股 31.6 10/2 8:00 降雨による土砂流出

北海道開発
局 333 北海道

常呂郡佐呂間町字栃木～
北見市北陽 9.1 10/2 6:00 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局 334 北海道

斜里郡斜里町ウトロ西～同
町日の出 17.7 10/2 7:30 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局 336 北海道

幌泉郡えりも町庶野～同町
上目黒 8.2 10/2 3:00 10/2 9:00 落石の恐れ

北海道開発
局 336 北海道

幌泉郡えりも町目黒～広尾
郡広尾町音調津 11.6 10/2 0:00 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局 336 北海道

広尾郡広尾町音調津～同
町ツチウシ 6.5 10/2 0:00 雨量(落石の恐れ）

北海道開発
局 336 北海道

中川郡豊頃町湧洞～同町
大津 12.1 10/2 7:00 10/2 9:00

降雨による路面冠水
の恐れ

北海道開発
局 392 北海道

白糠郡白糠町上茶路～同
町二股 7.0 10/2 8:00

降雨による地すべり
の恐れ 全面通行止

東北地方整
備局 45 宮城県

宮城郡利府町赤沼～宮城
郡松島町松島 5.7 10/1 22:15 10/2 2:45 越波

東北地方整
備局 49 福島県

河沼郡柳津町大字藤字大
田 0.1 10/2 0:10 路肩崩落 片側交互通行

関東地方整
備局 1 神奈川県

大磯町～小田原市（西湘Ｂ
Ｐ） 6.0 10/1 20:10 10/2 9:15 越波

関東地方整
備局 1 東京都 千代田区霞が関 10/1 21:50 10/1 22:35 倒木

関東地方整
備局 4 東京都 台東区上野 10/1 21:30 10/1 22:15 倒木

関東地方整
備局 16 埼玉県 入間市扇町（入間ＩＣ） 10/1 20:20 10/1 21:10 冠水

関東地方整
備局 16 千葉県

千葉市蘇我ＩＣ（千葉ＢＰ側
道部） 0.2 10/1 21:20 10/1 23:20 付帯物倒壊

関東地方整
備局 16 千葉県 木更津市八幡 10/1 20:50 10/1 20:50 工事設置物転倒 規制無し

関東地方整
備局 17 埼玉県

さいたま市三橋（新大宮Ｂ
Ｐ） 倒木 調査中

関東地方整
備局 20 東京都

八王子市南浅川～神奈川
県相模原町千木良 4.8 10/1 19:40 10/2 0:10 雨量

関東地方整
備局 20 神奈川県

相模湖町与瀬～藤野町吉
野 1.5 10/1 20:00 10/1 23:20 雨量

関東地方整
備局

20 東京都 千代田区霞ヶ関 10/1 21:40 10/1 22:30 倒木

関東地方整
備局 51 千葉県 大栄町（４３．９ｋｐ） 10/1 21:20 10/1 23:10

個人宅車庫が強風
により倒壊

関東地方整
備局

51 茨城県 鹿島市大船津（鹿島ＢＰ新神
宮橋）

10/1 21:45 10/2 1:35 ﾄﾗｯｸ横転

関東地方整
備局

51 千葉県 千葉市若葉区若松町 10/1 21:30 10/1 21:45 倒木 片側通行止

関東地方整
備局

126 千葉県 千葉市若葉区高根町 10/1 20:45 10/1 20:50 倒木

関東地方整
備局

126 千葉県 千葉市中央区本町 10/1 21:45 10/1 23:45 倒木

関東地方整
備局

126 千葉県 東金市小野 10/2 0:40 10/2 4:35 倒木

関東地方整
備局

127 千葉県 富津市鶴岡 10/1 18:30 10/1 19:30 倒木

関東地方整
備局

127 千葉県 鋸南町元名 0.03 10/1 22:25 10/2 0:00 越波
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・都道府県管理国道

・都道府県道

関東地方整
備局

127 千葉県 鋸南町元名 10/1 22:45 10/2 0:00 倒木

関東地方整
備局

357 千葉県 船橋市西浦交差点（１１．６ｋ
ｐ）

0.15 10/1 17:34 10/1 20:55 冠水

関東地方整
備局

357 神奈川県 横浜市金沢区幸浦 10/1 21:30 10/1 22:00 冠水

中部地方整
備局

1 静岡県 田方郡函南町桑原字茨ケ原
～函南町桑原字枯木

3.7 10/1 19:30 10/1 23:20 雨量

中部地方整
備局

1 静岡県 庵原郡由比町１６１．４ＫＰ上
下線

10/1 21:00 10/2 2:00 河川の逆流による冠
水

都道府県名
箇所数

備考
法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除 計

岩手県 3 3

宮城県 1 1 1 3

山形県 2 2

福島県 3 3 1 9 16

茨城県 2 2

栃木県 2 2

群馬県 1 1 6 8

埼玉県 4 4

千葉県 1 2 3

東京都 2 2

神奈川県 2 4 6

山梨県 2 2

新潟県 1 1 2

長野県 1 1 2

静岡県 2 1 8 11

愛知県 1 1

奈良県 1 1

計 4 8 1 33 46

都道府県名 法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除 計

青森県 1 1 2

秋田県 1 1

茨城県 5 4 9

群馬県 3 5 11 19

埼玉県 3 4 3 12 22

静岡県 9 6 8 23

富山県 1 1

北海道 1 18 1 20

山形県 1 1 2
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・有料道路

愛知県 1 4 10 15

岩手県 7 1 1 9

宮城県 8 8 6 22

山梨県 8 1 12 21

新潟県 1 1

神奈川 1 11 14 26

千葉県 13 13 26

長野県 3 20 23

東京都 3 12 15

福島県 17 20 3 5 45

計 85 100 9 108 302

法面崩落等 事前通行規制路面冠水・越波 解除 計

0 6 0 26 32

管理者名 路線名 地点区間名 延長
（㎞） 上下

開始 解除
被害状況等

日 時刻 日 時刻
備考

ＪＨ一般有料 箱根新道 全線 上下 10/1 18:53 事前通行規制

アクアライン 全線 上下 10/1 19:30 10/2 0:30 事前通行規制

アクア連絡道 袖ヶ浦～木更津金田 上 10/1 19:30 10/2 0:30 事前通行規制

圏央道 青梅～日の出 上下 10/1 19:50 10/1 23:40 事前通行規制

西湘バイパス 西湘二宮～早川 下 10/1 20:10 10/2 9:20 事前通行規制

西湘バイパス 西湘二宮～箱根口 上下 10/1 20:10 10/2 6:05 事前通行規制

千葉東金道
路

松尾横芝～山武成東 上 10/1 21:50 10/2 3:30 暴風による倒木

千葉東金道
路

高田～東金 上 10/2 0:10 10/2 5:55 暴風による倒木

仙台東部道
路

亘理～仙台港北 上下 10/1 23:50 10/2 1:10 事前通行規制

仙塩道路 仙台港北～利府中 上下 10/1 23:50 10/2 1:10 事前通行規制

仙台北部道
路

利府ＪＣＴ～利府しらかし台 上下 10/1 23:50 10/2 1:10 事前通行規制

矢本石巻道
路

鳴瀬奥松島～石巻河南 上下 10/1 23:50 10/2 1:10 事前通行規制

首都高速道
路公団

湾岸線 幸浦～東海ＪＣＴ 上下 10/1 18:40 10/1 23:40 事前通行規制

川崎線 全線 上下 10/1 18:40 10/1 23:40 事前通行規制

大黒線 全線 上下 10/1 18:40 10/1 23:40 事前通行規制

台場線 全線 上下 10/1 19:36 10/1 22:50 事前通行規制

中央環状線 堀切ＪＣＴ～葛西ＪＣＴ 上下 10/1 20:04 10/1 22:40 事前通行規制

大宮線 浦和南～新都心西 上下 10/1 21:30 10/1 23:20 事前通行規制
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●空港・航空保安施設の被害状況等（２日９時現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

２）航空機（定期便）の運休状況

※新東京国際空港発着の国際線の欠航便数については、現在調査中

※関西国際空港発着の国際線について欠航便なし

事前通行規制

11:00 事前通行規制

富山県道路
公社 立山有料道路全線 上下 10/2 7:00

上下 10/1 22:45 10/2
栃木県道路
公社 日塩有料道路全線

10/2 1:10 事前通行規制

1:10 事前通行規制

仙台松島道
路 全線 上下 10/1 23:50

上下 10/1 23:50 10/2
宮城県道路
公社

仙台南部道
路 全線

10/2 7:05
高圧線鉄塔倒壊によ
る

6:00 事前通行規制

茨城県道路
公社

水郷有料道
路 全線 上下 10/1 21:30

上下 10/1 20:45 10/2千葉県道路
公社

銚子有料道
路

全線

事前通行規制

7:00 事前通行規制

東京都道路
公社

八王子中央
有料道路

全線 上下 10/1 20:20

上下 10/1 18:00 10/2那須甲子有
料道路

全線

10/2 7:00 事前通行規制

7:00 事前通行規制

西吾妻有料
道路

全線 上下 10/1 18:00

上下 10/1 18:00 10/2第二磐梯山
有料道路

全線

10/2 7:00 事前通行規制上下 10/1 18:00

施設名 管理者名 被害箇所 被害状況等

ＪＡＬ 18 国内線

ＡＮＡ 26 国内線

ＪＴＡ 5 国内線

ＡＮＫ 14 国内線

ＪＥＸ 0 国内線

ＳＫＹ 0 国内線

新島VOR 航空局 不明 究明中。レーダー管制を実施してお
り、航空機の航行に直接の影響なし

会社名 欠航 備考

ＪＡＳ 7 国内線

ＡＤＯ 0 国内線

静岡県道路
公社

冷川トンネル 全線 上下 10/1 17:05 事前通行規制

船原トンネル 全線 上下 10/1 19:15 事前通行規制

福島県道路
公社

磐梯吾妻道
路

全線 上下 10/1 18:00 事前通行規制

磐梯山有料
道路

全線
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●海上交通の状況（０９時現在）
運休状況

●鉄道の状況（０９時現在）

東日本フェリー（株） 苫小牧～大洗 大洗18:30発便から再開予定 北海道

〃 室蘭～八戸 八戸05:30発便欠航

〃 室蘭～青森 青森14:45発便欠航

〃 苫小牧～八戸 八戸22:00発便から再開予定

〃 函館～青森 両港09:00発便から運航再開

東日本海フェリー㈱ 稚内～利尻礼文 本日全便欠航

〃 瀬棚～奥尻 本日全便欠航

〃 江差～奥尻 本日全便欠航

羽幌沿海フェリー㈱ 羽幌～天売焼尻 本日全便欠航

川崎近海汽船㈱ 八戸～苫小牧 八戸08:45発便欠航 東北

〃 〃 八戸13:00発便欠航

佐渡汽船㈱ 両津～新潟 両津05:30発便欠航 北信

栗島汽船㈱ 栗島～岩船 栗島05:30発便欠航

へぐら航路㈱ 輪島～舳倉島 本日欠航

東海汽船㈱ 稲取～大島 高速船欠航 関東

太平洋フェリー㈱ 名古屋～仙台～苫小牧 全便欠航 中部

伊豆箱根鉄道㈱ 沼津～松崎 欠航中

〃 沼津～三津 欠航中

新日本海フェリー㈱ 敦賀～苫小牧 小樽発着に変更運航 近畿

事業者名
線名 運休区間

運転中止

日 時刻

運転再開
被害状況等

日 時刻

ＪＲ北海道 根室線 新得 浜中 1 22:50 土砂流入、河川増水、雨量規制

釧網線 東釧路 細岡 2 5:16 雨量規制

ＪＲ東日本 山田線 盛岡 釜石 1 17:18 雨量規制

岩泉線 岩泉 茂市 1 23:31 雨量規制

磐越西線 馬下 喜多方 1 20:49 河川増水

常磐線 川尻 高萩 2 6:13 倒木

北海道ちほく高原鉄道 ふるさと銀河線 池田 北見 2 7:00 雨量規制

小田急電鉄 小田原線 伊勢原 秦野 2 5:22 法面崩落

箱根登山鉄道 鉄道線 小田原 強羅 1 18:20 倒木

鋼索線 強羅 早雲山 1 18:40

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 銚子 外川 2 9:12 電力会社の事故による送電停止

事業者名 航路名 運休状況等

いすみ鉄道 いすみ鉄道線 大原 上総中野 1 19:17 倒木
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●高速バスの運休状況（０９時００分現在）

●その他の施設については確認中

事業者名 運休・遅延 路線区間 系統数

北海道中央ﾊﾞｽ 迂回 札幌 北見  

JR北海道ﾊﾞｽ 運休 札幌 えりも  

北見ﾊﾞｽ 迂回 網走 札幌  

東京ベイサービス 運休 木更津 川崎 １０／１夜便

国際興業 運休 羽田空港 光が丘駅 １０／１夜便

西武バス 運休 羽田空港 光が丘駅 １０／１夜便

西武バス 運休 羽田空港 大宮営業所 １０／１夜便

日本中央バス 運休 羽田空港 桐生駅 １０／１夜便

日本中央バス 運休 羽田空港 前橋駅 １０／１夜便

サンデン交通株式会社 遅延 東京 下関 1

日の丸自動車株式会社 遅延(4～5h) 品川 鳥取 1

日の丸自動車株式会社 遅延(4～5h) 品川 米子 1

問合先：河川局防災課災害対策室　管理係　須藤
代　表：　５２５３－８１１１　内線３５－８２３
直　通：　５２５３－６４６１

14


