
台風第６号による被害状況について（第１１報）
※　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

７月　９日 １２：００ 注意体制

７月　９日 １３：３０ 警戒体制

７月　９日 １８：２０ 注意体制

７月１０日 　６：３０ 警戒体制

７月１０日 １３：００ 非常体制

７月１３日 　１：００ 警戒体制

７月１３日 １１：００ 注意体制

北海道開発局 ７月１１日 　５：３０ 注意体制 中部地方整備局 ７月１０日 　３：３０ 注意体制

７月１１日 １４：５０ 警戒体制 ７月１０日 　６：３０ 警戒体制

７月１２日 　７：１５ 注意体制 ７月１０日 　９：００ 非常体制

７月１２日 １７：００ 解除 ７月１１日 　６：３０ 警戒体制

東北地方整備局 ７月１０日 １２：３０ 注意体制 ７月１１日 １４：３０ 注意体制

７月１０日 １９：２０ 警戒体制 ７月１１日 １７：００ 解除

７月１１日 　６：１０ 非常体制 近畿地方整備局 ７月１０日 　９：３０ 注意体制

７月１３日 　１：００ 警戒体制 ７月１１日 １０：００ 解除

７月１３日 １１：００ 注意体制 四国地方整備局 ７月　９日 １７：００ 注意体制

７月１３日 １８：４０ 解除 ７月１０日 １７：００ 解除

関東地方整備局 ７月１０日 １０：３０ 注意体制 九州地方整備局 ７月　９日 １２：３０ 注意体制

７月１０日 １５：３０ 警戒体制 ７月　９日 １３：４０ 警戒体制

７月１２日 １６：４０ 注意体制 ７月　９日 １８：２０ 注意体制

７月１５日 １４：００ 解除 ７月１０日 　９：００ 解除

北陸地方整備局 ７月１０日 　８：３０ 注意体制 中部運輸局 ７月１０日 　８：００ 台風連絡室設置

７月１０日 １４：３０ 警戒体制 ７月１０日 １３：５０ 災害対策本部設置

７月１１日 ２１：４０ 注意体制 ７月１１日 １１：００ 解除

７月１２日 　０：１０ 解除

２．台風第６号の概要
　　平成１４年６月２９日１５時、トラック島近海の北緯５度２０分、東経１５５度３０分において、熱帯低気圧
が発達し台風第６号（ツァターン）が発生した。台風６号は、勢力を強めながら北西に進み、７月７日９時
には中心気圧９４０ｈＰａ、最大風速４５ｍ、１５ｍ／ｓ以上の強風域（半径）が南東側560ｋｍ、北西側480ｋ
ｍの大型で非常に強い台風に発達した。その後も勢力維持しながらゆっくり（時速１５km程度）と北上を
続けた後、西日本の南海上を北東に進み、７月１０日２３時半頃、伊豆大島付近を通過、１１日０時半頃、
千葉県南部（富津市）付近に上陸した。

　その後、勢力を弱めたものの関東地方、東北地方沿岸を北上し、７月１１日２１時頃北海道に再上陸し
たのち、釧路市近海で１２日０時に温帯低気圧に変わった。

　台風の進路にあたる中部・関東・東北では大雨となり、河川の増水や内水による甚大な被害が各地で
発生した。

国 土 交 通 本 省

災　　害　　情　　報
平成１４年７月１７日１５：００作成

 国   土   交   通   省
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３．被害等の概要

○一般被害（消防庁調：１６日１８：００現在）
　　・人的被害：死者６名、行方不明１名

　　・避難指示、勧告は全国で約４万世帯、１０万人

４．国土交通省の対応

５．所管施設等の被害状況

●河川の状況(１７日１５：００）

○洪水予警報の発令状況

○信濃川下流洪水予報（解除） ○最上川中流洪水予報（洪水情報）

７月１６日　８時００分　第２号 ７月１６日　６時０５分　第２号

○梯川洪水予報（洪水注意報） ○子吉川洪水予報（洪水注意報）

７月１６日　８時２０分　第１号 ７月１６日　８時００分　第１号

○小矢部川洪水予報（洪水注意報）

７月１６日　９時１０分　第１号 岐阜県発表

○揖斐川洪水予報（洪水注意報） ○長良川上流洪水予報（洪水注意報）

７月１６日　１６時４５分　第３号 ７月１６日　１４時０５分　第３号

○台風６号による、一般国道通行止めに対する迂回路として、高速自動車国道の通行料無料化措置を
行った。

・一般国道４号（冠水）　岩手県西磐井郡平泉町衣関地先の被災に伴い７月１１日21:30～１２日11:00
まで　東北自動車道（上下）　一関IC～平泉前沢IC間利用に限り迂回路として無料措置を実施

・一般国道１７号　群馬県利根井郡新治村永井地先の被災に伴い７月１１日11:00～１５日13:00まで
関越自動車道　（上り）水上IC～湯沢IC間、（下り）月夜野IC～湯沢IC間及び利用に限り迂回路として
無料措置を実施

○住宅金融公庫において、台風第６号による災害で、住宅に被害を受けた方に対して、災害復興住宅融
資を７月１５日より適用。

○がけ崩れ、地すべり等の土砂災害は全国で120件発生し、岩手県釜石市においては土石流により２名
死亡した。
○道路は、法面崩壊等により、高速道、国道、都道府県道で約１４００箇所の通行止めが発生した。

○各整備局等においては、災害対策車両（排水ポンプ車、照明車、衛星通信車等）や災害対策用ヘリコ
プターの出動等を実施。

○監視カメラ、ヘリコプターによる災害映像を内閣官房、内閣府へ配信し、政府防災関係機関で共有。

○直轄河川は、６整備局等２４水系５７河川が警戒水位を超え、内、６河川が危険水位、３河川が計画高
水位を超える出水となった。

○関東地方整備局の広域水管理司令室に収集した災害情報をマスコミ報道を通じて国民と共有。

○福島県郡山市（阿武隈川）等では事前作成の洪水ハザードマップを有効に活用し関係住民へ避難勧
告を実施し、被害を最小限にとどめた。

○特に被害の大きい地域に、災害査定官及び災害対策の専門家を派遣し被害状況の把握と技術指導
を実施。（岐阜県、岩手県、群馬県）
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直轄河川の状況
・計画高水位を超えた河川

整備局名 水系名

中部 木曽川 揖斐川

２整備局 ２水系 ３河川

・危険水位を超えた河川

整備局名 水系名

中部 木曽川 揖斐川

東北 阿武隈川 阿武隈川

北上川 北上川

関東 利根川 思川

那珂川 那珂川

３整備局 ５水系 ６河川

・警戒水位を超えた河川

九州 番匠川 3

中部 木曽川 5

整備局名 水系数 河川数

河川名

牧田川

関東 那珂川 那珂川

河川名

牧田川

狩野川 2

　 安部川 1

　

　　 荒川 5

　 菊川 1

関東 利根川 10

相模川 1

　 富士川 2

　 久慈川 1

　 那珂川 1

北陸 神通川 1

　 信濃川 3

東北 阿武隈川 1

　 庄川 1

　 阿賀野川 3

　 名取川 2

　 馬淵川 1

　 北上川 5

　 鳴瀬川 2

　 最上川 2

高瀬川 1

雄物川 1

北海道 十勝川 2
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３）被害状況等

関東 那珂川 西田川 水戸市

栃木県災害対策本部調べ 自主避難 172 24

群馬県災害対策本部調べ

埼玉県災害対策本部調べ

山梨県災害対策本部調べ

静岡県災害対策本部調べ

利根川 御陣場川 上里町

利根川 利根川 波崎町

利根川 利根川 銚子市

東北 阿武隈川 釈迦堂川 須賀川市 避難勧告

阿武隈川 郡山市 避難指示

阿武隈川 本宮町 避難勧告

阿武隈川 福島市 避難指示

阿武隈川 白沢村 避難勧告

阿武隈川 鏡石町 避難勧告

阿武隈川 国見町 避難勧告

濁川 福島市 避難勧告

油井川 安達町 避難勧告

滑川 須賀川市 避難勧告

くるみ川 福島市 避難勧告

馬淵川 馬淵川 八戸市
・南部町 避難命令

土橋川 八戸市 避難勧告

浅水川 八戸市 避難勧告

八戸市 避難勧告

三戸町 避難勧告

家屋損壊数 避難状況
被害状況等

床上 床下 全壊 半壊 類型 世帯数 人数

中部 岐阜県災害対策本部調べ 4,834 16,217

整備局名 水系名 河川名 市町村名
浸水家屋数

解消：７月11日18:00

48 99 解消

12

解消

5 56 解消

3 21

解消

6 8 解消

1 4

解消：７月10日18:50

1 1 解除：７月12日 9:40

9

4 3

223 633 勧告：７月11日 2:00

解除：７月11日 9:00

24,600 65,000 指示：７月11日 4:45

解除：７月11日 9:40

3,000 8,000 勧告：７月11日 6:20

解除：７月11日 11:20

95 261 指示：７月11日10:55

解除：７月11日 18:30

1 7 勧告：７月11日　6:15

解除：７月11日 16:30

57 228 勧告：７月11日　7:05

解除：７月11日 12:15

6 19 勧告：７月11日　8:30

解除：７月11日 17:00

87 181 勧告：７月11日 5:30

解除：７月11日18:30

3 16 勧告：７月11日 

解除：７月12日一部

14 56 勧告：７月11日 4:35

解除：７月11日 9:00

314 772 勧告：７月11日 6:15

解除：７月11日18:30

280
勧告：７月11日18:45
解除：7月12日10:30

400 850
勧告：７月11日 4:00
解除：7月11日19:00

83

50 130
勧告：７月11日 7:20
解除：7月12日10:30

坂牛川 10 25 勧告：７月11日14:30
解除：7月12日10:30

熊原川 10 25 勧告：７月11日10:45
解除：7月11日18:30
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南部町 避難命令

南部町 避難命令

剣吉川 名川町

北上川 北上川 水沢市 避難勧告

北上川 盛岡市 避難勧告

北上川 紫波町 避難指示

北上川 紫波町 避難勧告

北上川 花巻市 避難勧告

北上川 石鳥谷町 避難勧告

石巻市 避難勧告

桃生町 避難勧告

東和町 避難勧告

避難勧告

避難勧告

東山町

川崎村

藤沢町

高瀬川 古間木川 三沢市 避難勧告

（二級河川） 関口川 関口川 北浜町 避難勧告

関谷町 避難勧告

（二級河川） 大川 大川 気仙沼市 避難勧告

（二級河川） 出戸川 出戸川 六ヶ所村 避難勧告

31 勧告：７月11日13:00

101 勧告：７月11日13:15

馬淵川

馬淵川 23 100 37

11

83 332

5

5 42 勧告：7月11日 7:40
解除：

1,000
勧告：7月11日10:34
解除：7月11日19:05

8 18
指示：7月11日12:40
解除：7月11日16:30

67
勧告：7月11日 11:20
解除：7月12日  4:30

26 46 勧告：7月11日 7:20

9 32 勧告：7月11日 9:05

旧北上川 422 5,894
勧告：7月12日 3:50
解除：7月12日 7:30

旧北上川 13
勧告：7月11日22:00
解除：

勧告：7月11日19:00
解除：

北上川 豊郷町 2 60 170
勧告：7月12日 1:30
解除：7月13日　7:30

北上川

登米町

6

勧告：7月11日 12:45
解除：7月11日19:00

砂鉄川 470 280 避難勧告 900 2,100
自衛隊救助要請
２８名救出
１２：００　救助完了

北上川

24 避難勧告 278

1

1871 勧告：7月11日 6:40

黄海川 避難勧告 67 283 勧告：7月11日18:00

42

11 44 85 208
勧告：7月11日 9:10
解除：7月12日10:10

40 100 ７月11日 7:55

15 30 ７月11日 9:00

20,509
７月11日 7:10
市全域に避難勧告
解除:7月11日16:15

6 12
勧告：7月11日11:03
解除：7月11日15:45
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●土砂災害等の被害状況（１７日１５：００）

がけ崩れ 富山県 1

がけ崩れ 長野県 2

自主避難14世帯30名

非住家3戸

がけ崩れ 山梨県 1

1がけ崩れ 神奈川県 6

2 自主避難２世帯９名

5 自主避難１世帯５名

がけ崩れ 群馬県 4

1 1がけ崩れ 福島県 10

非住家被害1戸 自主避難1世帯2名

2 非住家被害2戸

がけ崩れ 山形県 2

がけ崩れ 宮城県 6

3 非住家被害2戸
避難勧告1世帯6名
自主避難6世帯16
名

1 非住家被害1戸

がけ崩れ 岩手県 5

がけ崩れ 青森県 4

地すべり 奈良県 1

地すべり 福井県 1

2 自主避難3世帯8名

地すべり 静岡県 3 非住家被害1戸 自主避難１世帯

地すべり 石川県 5

地すべり 新潟県 3

地すべり 山梨県 1

地すべり 長野県 2

地すべり 群馬県 2

地すべり 茨城県 1

R48片側通行

地すべり 福島県 1

地すべり 宮城県 6

地すべり 山形県 1 自主避難1世帯2名

地すべり 秋田県 1

地すべり 青森県 1

土石流等 京都府 1

土石流等 岐阜県 4 床下浸水２戸、非
住家被害2戸

土石流等 富山県 1

土石流等 新潟県 1

土石流等 長野県 1

土石流等 神奈川県 1

土石流等 埼玉県 1

床下浸水4戸 自主避難1世帯2名

2 国道291号全面通
行止

避難勧告10世帯22
名自主避難7世帯24
名観光客5名

土石流等 栃木県 4

2土石流等 群馬県 1

床下浸水1戸

5
市道破損Ｌ＝150
ｍ､床上浸水164
戸､床下浸水80戸

土石流等 山形県 1

2 2土石流等 岩手県 4 2

発生災害 都道府県名 発生
件数

人的被害

負傷者

家屋損壊数
被害状況等 避難状況

死者 行方
不明 全壊 半壊 一部

損壊
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●ダムの状況（７月１２日２時００分現在）

135 洪水終了

155 洪水終了

矢木沢ダム 利根川 利根川 公団 群馬県 224 ↓ 100

305 洪水終了

広瀬ダム 富士川 笛吹川 補助 山梨県 80 ↓ 2

388 洪水終了

西荒川ダム 那珂川 荒川 補助 栃木県 100 ↓ 65

251 洪水終了

中善寺ダム 利根川 大谷川 補助 栃木県 182 ↓ 86

85 洪水終了

塩川ダム 富士川 塩川 補助 山梨県 146 ↓ 12

134 洪水終了

奥三面ダム 三面川 三面川 補助 新潟県 226 ↓ 82

145 洪水終了

三国川ダム 信濃川 三国川 直轄 新潟県 142 ↓ 69

82 洪水終了

早出川ダム 阿賀野川 早出川 補助 新潟県 149 ↓ 13

80 洪水終了

横川ダム 天竜川 横川 補助 長野県 15 ↓ 41

403 洪水終了

津川ダム 吉井川 津川 補助 岡山県 20 ↓ 98

435 洪水終了

草木ダム 利根川 渡良瀬川 公団 群馬県 950 ↓ 42

78 洪水終了

宮ヶ瀬ダム 相模川 中津川 直轄 神奈川県 645 ↓ 84

118 洪水終了

片桐ダム 天竜川 松川 補助 長野県 16 ↓ 17

99 洪水終了

利賀川ダム 庄川 利賀川 補助 富山県 64 ↓ 3

114 洪水終了

角川ダム 角川 角川 補助 富山県 29 ↓ 7

156 洪水終了

岩屋ダム 木曽川 馬瀬川 公団 岐阜県 333 ↓ 68

115 洪水終了

熊野川ダム 神通川 熊野川 補助 富山県 92 ↓ 93

110 洪水終了

白岩川ダム 白岩川 白岩川 補助 富山県 47 ↓ 13

127 洪水終了

手取川ダム 手取川ダム 手取川ダム 直轄 石川県 703 ↓ 100

97 洪水終了

小屋ダム 鵜飼川 鵜飼川 補助 石川県 34 ↓ 99

253 洪水終了

八ヶ川ダム 八ヶ川 八ヶ川 補助 石川県 28 ↓ 75

410 洪水終了

阿多岐ダム 木曽川 牛首川 補助 岐阜県 157 ↓ 40

252 洪水終了

九頭竜ダム 九頭竜川 九頭竜川 直轄 福井県 1,679 ↓ 100

112 洪水終了

笹生川ダム 九頭竜川 真名川 補助 福井県 405 ↓ 100

和歌山県 176 ↓ 69七川ダム 古座川 古座川 補助

累計
雨量

洪水調節状況

（ｍ３/ｓ） （％ ） (mm)
ダ ム 名 水 系 名 河 川 名 区 分 都道府県名

現在までの最大流入量

流入状況

最大調節率

1 5 3 27合計 120 2

がけ崩れ 大分県 5

がけ崩れ 高知県 1

がけ崩れ 徳島県 1

がけ崩れ 島根県 1

がけ崩れ 京都府 1

がけ崩れ 滋賀県 1

1 自主避難6世帯

がけ崩れ 静岡県 14 4 避難勧告2世帯6名
自主避難7世帯

がけ崩れ 岐阜県 3

がけ崩れ 福井県 1

がけ崩れ 石川県 2
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洪水終了

川治ダム 利根川 鬼怒川 直轄 栃木県 753 ↓

洪水終了

五十里ダム 利根川 男鹿川 直轄 栃木県 767 ↓ 65 257

洪水終了

浦山ダム 荒川 浦山川 公団 埼玉県 211 ↓ 78 295

洪水終了

二瀬ダム 荒川 荒川 直轄 埼玉県 347 ↓ 26 208

洪水終了

飯田ダム 那珂川 飯田川 補助 茨城県 7 ↓ 98 84

洪水終了

竜神ダム 久慈川 竜神川 補助 茨城県 149 ↓ 70 168

洪水終了

寺山ダム 那珂川 宮川 補助 栃木県 34 ↓ 26 316

洪水終了

藤井川 那珂川 藤井川 補助 茨城県 112 ↓ 41 156

洪水終了

塩原ダム 那珂川 箒川 補助 栃木県 444 ↓ 18 324

洪水終了

桐生川ダム 利根川 桐生川 補助 群馬県 123 ↓ 27 326

洪水終了

皆瀬ダム 雄物川 皆瀬川 補助 秋田県 330 ↓ 62 135

洪水終了

花山ダム 北上川 迫川 補助 宮城県 190 ↓ 75 180

洪水終了

樽水ダム 名取川 増田川 補助 宮城県 66 ↓ 85 232

鳴子ダム 宮城県 330 ↓

洪水終了

寒河江ダム 山形県 402 ↓ 48 134 洪水終了

320 ↓ 34 123

北上川 江合川 直轄

山形県

39 145

白川ダム 最上川 置腸白川 直轄

179 洪水終了

最上川 寒河江川 直轄

218 洪水終了

七ヶ宿ダム 阿武隈川 白石川 直轄 宮城県 620 ↓ 95

184 洪水終了

釜房ダム 名取川 碁石川 直轄 宮城県 918 ↓ 49

77 洪水終了

三春ダム 阿武隈川 大滝根川 直轄 福島県 248 ↓ 60

230 洪水終了

加治川治水ダム 加治川 加治川 補助 新潟県 201 ↓ 49

251 洪水終了

大川ダム 阿賀野川 阿賀川 直轄 福島県 1,860 ↓ 17

199 洪水終了

奥野ダム 伊東大川 伊東大川 補助 静岡県 50 ↓ 50

83 洪水終了

東荒川ダム 那珂川 荒川 補助 栃木県 91 ↓ 25

裾花ダム 信濃川 裾花川 補助 長野県 237 ↓ 31

47 420 洪水終了

236 洪水終了

231 洪水終了

224 洪水終了

水沼ダム 大北川 花園川 補助 茨城県 106 ↓ 30

川俣ダム 利根川 鬼怒川 直轄 栃木県 400 ↓ 28

十王ダム 十王川 十王川 補助 茨城県 43 ↓ 36

花貫ダム 花貫川 花貫川 補助 茨城県 80 ↓ 18 258 洪水終了

松田川ダム 利根川 松田川 補助 栃木県 10 ↓ 85 233 洪水終了

城山ダム 酒匂川 河内川 補助 神奈川県 1,640 ↓ 10 246 洪水終了

高滝ダム 養老川 養老川 補助 千葉県 132 ↓ 7 93 洪水終了

合角ダム 荒川 吉田川 補助 埼玉県 61 ↓ 70 284 洪水終了

有間ダム 荒川 有間川 補助 埼玉県 73 ↓ 59 434 洪水終了

奈良俣ダム 利根川 楢俣川 公団 群馬県 108 ↓ 100 62 洪水終了

相俣ダム 利根川 赤谷川 直轄 群馬県 466 ↓ 76 238 洪水終了

荒川ダム 富士川 荒川 補助 山梨県 104 ↓ 36 195 洪水終了

御所ダム 北上川 雫石川 直轄 岩手県 1,098 ↓ 41 160 洪水終了

湯田ダム 北上川 和賀川 直轄 岩手県 975 ↓ 67 140 洪水終了

大倉ダム 名取川 大倉川 補助 宮城県 250 ↓ 77 183 洪水終了

南川ダム 鳴瀬川 吉田川 補助 宮城県 118 ↓ 71 203 洪水終了

化女沼ダム 北上川 長者川 補助 宮城県 26 ↓ 100 197 洪水終了

七北田ダム 七北田川 七北田川 補助 宮城県 63 ↓ 84 182 洪水終了

早地峰ダム 北上川 稗貫川 補助 岩手県 124 ↓ 88 155 洪水終了

堀笠ダム 信濃川 笠堀川 補助 新潟県 132 ↓ 40 136 洪水終了

8



●道路の通行止め状況（平成14年7月15日9時00分現在）

・高速自動車国道 通行規制　　無

11 15:00 切土法面崩落

7:05 東北自動車道通行止め
による

山形自動車道 村田ＪＣＴ 宮城川崎IC 上 11 7:05

上 11 4:25 11山形自動車道 村田ＪＣＴ 宮城川崎IC

10 14:50 事前通行規制

14:50 事前通行規制

名神高速 大垣IC 関ヶ原IC 上 10 6:00

上下 10 5:50 10名神高速 関ヶ原IC 彦根IC

10 6:00 路面冠水

16:20 事前通行規制

名神高速 大垣IC 関ヶ原IC 下 10 0:50

下 10 6:00 10名神高速 大垣IC 関ヶ原IC

10 14:50 事前通行規制

15:10 事前通行規制

北陸自動車道 米原JCT 米原IC 下 10 5:50

上 10 5:50 10北陸自動車道 米原JCT 米原IC

10 2:30 路面冠水・切土法面崩落

17:50 路面冠水・切土法面崩落

東九州自動車道 臼杵IC 大分宮河内ＩＣ 上下 9 13:00

上下 9 13:00 9東九州自動車道 津久見IC 臼杵IC

11 3:45 事前通行規制

8:00 切土のり面上部からの
異常出水

東名高速 静岡IC 焼津IC 上下 10 18:00

下 11 5:50 11東北自動車道 白石IC 仙台南IC

11 8:55 切土法面崩落

14:30 切土法面崩落

東北自動車道 国見IC 白石IC 下 11 5:30

上 11 4:25 11東北自動車道 白石IC 仙台南IC

11 7:05 事前通行規制

8:00 切土法面崩落

東北自動車道 那須IC 白河IC 上下 11 3:30

下 11 3:20 11東北自動車道 郡山南IC 須賀川IC

11 11:00 切土法面崩落

21:15 事前通行規制

東北自動車道 国見IC 福島飯坂IC 下 11 1:55

上下 10 13:50 10東海北陸
自動車道 白鳥IC 郡上八幡IC

10 21:15 事前通行規制

5:00 事前通行規制

東海北陸
自動車道 白鳥IC 飛騨清美IC 上下 10 8:20

上下 10 17:00 11中部横断道 双葉JCT 白根IC

11 5:00 事前通行規制

5:00 事前通行規制

中央自動車道 甲府昭和IC 須玉IC 上下 10 17:00

上下 10 23:30 11中央自動車道 須玉IC 小淵沢IC

11 9:45 事前通行規制

9:30 事前通行規制

関越自動車道 月夜野IC 湯沢IC 下 10 23:00

上 10 23:00 11関越自動車道 水上IC 湯沢IC

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

四十四田ダム北上川 北上川 直轄 岩手県 908 ↓ 50 145 洪水終了

日向ダム 甲子川 小川川 補助 岩手県 52 ↓ 73 268 洪水終了

入畑ダム 北上川 夏油川 補助 岩手県 82 ↓ 32 145 洪水終了
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・直轄国道 全面通行規制　１箇所　　片側交互通行３箇所

側道冠水 栃木県

冠水 山梨県

関東地方整備局 4 小山市東野田 0.34 7/10 17:30 7/12 5:00

雨量 山梨県

関東地方整備局 52 甲西町東南湖～古市場 0.0025 7/10 17:50 7/10 22:35

雨量 山梨県

関東地方整備局 52 南巨摩郡富沢町境川～越渡 4.8 7/10 17:10 7/11 1:20

雨量 山梨県

関東地方整備局 52 南巨摩郡富沢町西行～切久保 1.3 7/10 16:20 7/11 2:40

雨量 山梨県

関東地方整備局 52 南巨摩郡鰍沢町小柳川～明神 1.7 7/10 16:10 7/11 3:00

雨量 山梨県

関東地方整備局 52
南巨摩郡中富町西島～鰍沢町
箱原 2.4 7/10 14:00 7/11 2:40

雨量 山梨県

関東地方整備局 52
南巨摩郡南部町中野～身延町
相又 3.1 7/10 13:30 7/11 3:50

土砂流出（片交） 山梨県

関東地方整備局 52
南巨摩郡身延町波木井～古屋
敷 2.4 7/10 12:20 7/11 3:30

路面冠水 岩手県

関東地方整備局 52 南巨摩郡身延町相又 0.02 7/10 10:10 7/11 12:00

河川氾濫の恐れ 山形県

東北地方整備局 4 西磐井郡平泉町衣関 7/11 15:25 7/12 11:00

路面冠水 岩手県

東北地方整備局 47 最上郡戸沢村長坂～真柄 6.7 7/11 12:00 7/12 6:30

路面冠水 福島県

東北地方整備局 45 陸前高田市気仙中学付近 7/11 10:00 7/11 11:15

法面崩落の恐れ（片交）福島県

東北地方整備局 4 郡山市栄町 7/11 5:20 7/11 7:26

路面冠水 福島県

東北地方整備局 49 郡山市中山峠登坂車線付近 7/11 5:10 7/11 15:00

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 4
県道郡山長沼線　オン・オフラン
プ 7/11 5:00 7/11 11:25

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 4
栗原郡高清水町小山田字西大
沢～ 0.6 7/11 7:15 7/11 10:20

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 45 本吉郡津山町横山 5.6 7/11 7:00 7/11 8:25

土砂崩れ 岩手県

東北地方整備局 45 仙台市宮城野区日の出町 1.4 7/11 7:00 7/11 11:00

土砂崩れ（片交） 岩手県

東北地方整備局 45 羅生峠 7/11 7:36 7/11 14:10

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 45 通岡峠 7/11 7:10 7/12 0:15

山形県

東北地方整備局 108 石巻市蛇田地内 0.8 7/11 5:55 7/11 10:30

連続雨量 宮城県

東根市大字関山字大滝地内

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 48 仙台市青葉区作並長袋地内～ 12.0 7/11 6:30 7/11 10:30

路面冠水 宮城県

東北地方整備局 108 遠田郡小牛田町南小牛田 7/11 4:33 7/11 12:30

山形県

東北地方整備局 45
塩釜市宮町～宮城郡松島町普
賢堂 8.9 7/11 5:00 7/11 12:45

連続雨量 福島県

米沢市万世町刈安字赤浜

連続雨量 福島県

東北地方整備局 13 福島市飯坂町中野字爼石～ 19.0 7/11 4:30 7/11 12:00

連続雨量 福島県

東北地方整備局 49
河沼郡柳津町藤字古市～耶麻
郡西会津町野沢字田中甲 9.5 7/11 3:00 7/11 11:40

雨量 北海道

東北地方整備局 49
いわき市好間町北好間字猪鼻
～三和町合戸字駅 6.4 7/11 2:10 7/11 7:30

雨量 北海道

北海道開発局 336
幌泉郡えりも町目黒～広尾郡広
尾町音調津 11,6 7/11 5:15 7/12 7:00

雨量 北海道

北海道開発局 336
幌泉郡えりも町庶野～幌泉郡え
りも町上目黒 8.2 7/11 5:15 7/12 7:00

盛土法面崩壊 北海道

北海道開発局 336
広尾郡広尾町音調津～広尾郡
広尾町ツチウシ 6.5 7/11 6:45 7/12 7:00

落石の恐れ 北海道

北海道開発局 38 中川郡幕別町明野 KP=196.4 0.1 7/11 16:30 7/11 19:10

河川増水 北海道

北海道開発局 333
常呂郡佐呂間町字栃木～北見
市北陽 9.1 7/11 7:20 7/12 12:45

土砂崩落の恐れ 北海道

北海道開発局 38
白糠郡音別町木無別橋
KP=247.0 0.3 7/11 20:30 7/12 4:00

土砂崩落の恐れ 北海道

北海道開発局 334
斜里郡斜里町ウトロ西～斜里郡
斜里町日の出 17.7 7/11 20:15 7/12 7:00

7/11 18:00 7/12 6:00北海道開発局 391
川上郡標茶町塘路市街～川上
郡標茶町冷泉橋 4.6

開始 解除
被害状況等 備考

日 時刻 日 時刻
整備局名 路線番

号
地点区間名 延長

（㎞）
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・都道府県管理国道 通行規制　３０箇所

18 21

福島県 3 2 1 20 26

宮城県 2 1

32 39

山形県 1 4 5

岩手県 7

5 5

茨城県 5 5

石川県

5 5

秋田県 1 1

青森県

中部地整三重
工事管内　件
数計上せず

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

滋賀県

近畿地方整備局 1
甲賀郡土山町山中～三重県鈴
鹿郡関町沓掛 4.6 7/10 11:30 7/10 16:00 雨量

和歌山県

近畿地方整備局 21 坂田郡山東町梓河内 0.05 7/10 3:30 7/10 4:40 土砂流出

7/10 17:30 7/10 20:55近畿地方整備局 42 日高郡南部町植田 0.15

1:45

近畿地方整備局 42 日高郡南部町植田 0.15 7/10 3:50 7/10 8:00 越波 和歌山県

越波

中部地方整備局 52
静岡県清水市小河内～清水市
宍原 2.5 7/10 21:20 7/11

雨量 静岡県

雨量 静岡県

雨量 三重県

中部地方整備局 52
静岡県清水市宍原～富士郡芝
川町内房 4.9 7/10 17:45 7/11 1:45

雨量 岐阜県

中部地方整備局 1
三重県鈴鹿郡関町大字沓掛～
滋賀県甲賀郡土山町大字山中 4.6 7/10 11:30 7/10 16:00

冠水 岐阜県

中部地方整備局 41
岐阜県吉城郡神岡町船津～神
岡町東茂住 11.8 7/10 10:30 7/10 17:10

冠水 岐阜県

中部地方整備局 156
岐阜県郡上郡美並村白山～八
幡町稲荷 3.1 7/10 9:50 7/10 16:00

路面冠水 新潟県

中部地方整備局 156
岐阜県郡上郡八幡町五町～神
路 3.1 7/10 8:35 7/10 23:00

雨量 新潟県

北陸地方整備局 49 東蒲原郡津川町清川地先 0.6 7/11 13:00 7/11 17:45

雨量 新潟県

北陸地方整備局 17
南魚沼郡湯沢町浅貝～同郡同
町火打 1.7 7/10 23:45 7/11 6:35

雨量 富山県

北陸地方整備局 17
南魚沼郡湯沢町三国～同郡同
町浅貝 1.0 7/10 20:45 7/11 6:35

冠水 栃木県

北陸地方整備局 41
婦負郡細入村猪谷～同郡同村
楡原 6.5 7/10 12:10 7/10 17:30

冠水 群馬県

関東地方整備局 50 佐野市植木町～馬門町 0.04 7/11 4:00 7/11 6:15

越波・波浪 神奈川県

関東地方整備局 50 佐渡郡赤堀町間野谷 0.1 7/11 2:40 7/11 5:00

雨量 神奈川県

関東地方整備局 1 大磯ＩＣ～西湘二宮ＩＣ 6.3 7/11 0:55 7/11 6:10

雨量 神奈川県

関東地方整備局 20
上野原町四方津～大月市梁川
町新倉 1.5 7/10 23:50 7/11 4:10

雨量 神奈川県

関東地方整備局 20
八王子市南浅川町～相模湖町
千木良 4.8 7/10 22:10 7/10 5:30

雨量 山梨県

関東地方整備局 20
津久井郡相模湖町与瀬～藤野
町吉野 1.5 7/10 20:10 7/10 5:30

雨量・法面・路面崩壊 群馬県

関東地方整備局 20
東山梨郡大和村鶴瀬～勝沼町
柏尾 0.85 7/10 19:50 7/11 3:50

雨量 神奈川県

関東地方整備局 17
利根郡新治村猿ヶ京～湯沢町
三国 0.02 7/11 1:25

側道（上り）冠水 群馬県

関東地方整備局 246 足利上郡山北町山北～川西 2.6 7/10 19:20 7/11 5:10

関東地方整備局 17 東村小俣 0.1 7/10 18:00 7/10 20:30

11



・都道府県道 通行規制　82箇所

2 2千葉県

54 56

滋賀県

静岡県 1 1

11 13

17 21

9 9

埼玉県 1 1 2

高知県 2

53 56

京都府 2

群馬県 3

28 28

74 87

5 7

岐阜県 7 6

神奈川県

1

香川県

鹿児島県 1

123 128

1

2 2

愛媛県 1

岩手県 5

11 14

石川県 1

茨城県 2 1

5 6

4 4

10 11

大分県

愛知県 1

事前通行規制 路面冠水都道府県名 法面崩落

青森県 1

解除 計

23 24

計 25 2 3 239 269

13 13

山梨県 10 10

奈良県

1

富山県 1 2 3

徳島県 1

16 16

和歌山県 2 2

静岡県

5 5

三重県 7 7

滋賀県

5 5

岐阜県 3 27 30

福井県

1

新潟県 1 1 2

仙台市 1

27 29

埼玉県 1 6 7

群馬県 2

1 1

神奈川県 6 6

千葉県

6 7

東京都 2 2

埼玉県 1

8 10

栃木県 5 5

長野県 2
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・有料道路 通行規制　無

11 11:00 事前通行規制上下 10 17:00

上下 10 17:00 11 12:30 事前通行規制福島県道路公社 那須甲子有料道路 全線

11:00 事前通行規制

福島県道路公社 西吾妻有料道路 全線

上下 10 17:00 11福島県道路公社 第二磐梯吾妻道路 全線

11 11:00 事前通行規制

11:00 事前通行規制

福島県道路公社 磐梯山有料道路 全線 上下 10 17:00

上下 10 17:00 11福島県道路公社 磐梯吾妻道路 全線

11 11:30 事前通行規制

3:30 強風による通行止め

富山県道路公社 立山有料道路 全線 上下 10 9:15

下 11 2:59 11首都高速道路 11号台場線 全線

11 3:30 強風による通行止め

8:00 利根川水位上昇により
路面冠水の恐れ

首都高速道路 11号台場線 全線 上 11 2:42

上下 12 2:00 12茨城県道路公社 新大利根橋有料道路 全線

11 18:00 事前通行規制

5:30 アクセス道路通行止め

ＪＨ 箱根新道 全線 上下 10 21:55

上下 10 18:00 11ＪＨ 安房峠道路 全線

14 12:00 アクセス道路通行止め

7:25 事前通行規制

ＪＨ 油坂峠道路 全線 上下 10 7:30

上下 11 0:55 11ＪＨ 西湘バイパス 二宮～早川

11 7:15 事前通行規制

7:15 事前通行規制

ＪＨ 日光宇都宮道路 宇都宮～大沢 上下 11 1:00

ランプ部の表面崩落

ＪＨ 日光宇都宮道路 大沢～清滝 上下 10 21:15 11

備考

ＪＨ 仙台北道路 全線 上 11 8:30 11 10:15

上下
開始 解除

被害状況等
日 時刻 日 時刻

管理者名 路線名 地点区間名 延長
（㎞）

911 993

秋田県

58 21 3

57 59

5 6

6 6

和歌山県 1

山梨県 2

25 29

宮城県 4

山形県 3 1

25 26

8 8

124 128

三重県

北海道 1

122 133

福井県 1

福島県 10 1

5

14 16

4 4

4 10

兵庫県

新潟県 2

12 13

長野県 2

奈良県 1

28 32

8 9

23 25

富山県 1

栃木県 4

4 5

仙台市 1

徳島県 1

11 13

1

東京都 2
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●下水道施設の被害状況（１７日１５：００）

●公園施設の被害状況（１７日１５：００）

管理者名

福島県

福島市

福島市

被害状況等

電磁流量計計装盤冠水

ポンプ電気設備水没

ポンプ電気設備水没

施設名

県北流域下水道左岸幹線流量計

渡利雨水ポンプ場

鳥谷野３号マンホールポンプ

宮城県 仙台市 松陵緑地 法面崩壊

宮城県 仙台市 広瀬川飯田緑地 冠水による土砂堆積

宮城県 仙台市 広瀬川八本松緑地 冠水による土砂堆積

宮城県 仙台市 広瀬川宮沢緑地 冠水による土砂堆積

宮城県 仙台市 広瀬川中河原緑地 冠水による土砂堆積

宮城県 仙台市 広瀬川若林緑地 冠水による土砂堆積

宮城県 仙台市 鶴ヶ谷中央公園 法面崩壊

宮城県 宮城県 宮城県総合運動公園 法面崩壊（Ｌ=30m､Ｈ=30m）

福島県 福島市 御山墓地 法面崩壊　（Ｌ=7m H=3m D=3m）

福島県 白河市 工業の森新白河１号公園 法面崩壊　（Ｌ=14m Ｈ=9m）

福島県 白河市 しらさかの森ｽﾎﾟｰﾂ公園 法面崩壊　（Ｌ=40m Ｈ=33m）

福島県 福島市 あぶくま親水公園 土砂堆積　V=605m3 土砂洗掘　V=818m3 ﾍﾞﾝﾁ・ﾃﾞｰﾌﾞﾙ・遊具消失

福島県 福島市 舘ノ山公園 法面崩壊　（Ｌ=10m H=10m）

福島県 福島県 東ヶ丘公園 法面崩壊　（Ｌ=20m H=1～5m）

福島県 白河市 友月山公園 法面崩壊（Ｌ=40m､H=5m）

福島県 福島市 兎田公園 法面崩壊（Ｌ=10m､H=10m）

福島県 福島市 タウン蓬莱２号公園 法面崩壊（Ｌ=10m､H=10m）

福島県 相馬郡鹿島町 桜平山公園 法面崩壊（Ｌ=5m､H=1m）

群馬県 藤岡市 庚申山総合公園 冠水による法面崩壊（Ｌ＝１５ｍ）

群馬県 桐生市 松原橋公園 冠水による園路崩壊（Ｌ＝８００ｍ、Ｗ＝２ｍ）

群馬県 桐生市 小梅琴平公園 冠水による園路崩壊（Ｌ＝３０ｍ,Ｗ＝５ｍ）

群馬県 桐生市 桐生が岡公園 冠水による石積み崩壊（Ｌ＝４０ｍ,Ｈ＝８ｍ）

栃木県 矢板市 矢板運動公園 園路の法面崩壊（Ｌ＝１２ｍ、４０ｍ２）

京都府 福知山市 三段池公園 調整池の周囲の崩土　2,200m3及びブロック積み崩壊　L=37m

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況等

茨城県 結城市 護岸の崩壊結城排水樋管

岐阜県 根尾村 制御盤が3/4程度冠水.マンホールポンプ制御盤

岩手県 平泉町 流量計制御盤１箇所平泉町公共下水道流域接続流量計

岩手県 東山町 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　受電設備５箇所東山町公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

岩手県 紫波郡紫波町 ポンプ電気設備水没紫波町公共下水道下川原（雨水）ポンプ場

埼玉県 本庄市 人孔蓋周りの舗装破損公共下水道第１号汚水幹線

埼玉県 本庄市 人孔蓋周りの舗装破損公共下水道第１号汚水幹線

福島県 福島市 ポンプ電気設備水没小倉寺１号マンホールポンプ

福島県

福島県

都道府県名

福島県
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●台風６号によって被害があった海岸施設（１７日１５：００）

１）海岸保全施設の被害状況

２）施設背後の通行規制状況

3）被害状況の概要

関東（東京都三宅村）　阿古海岸

○高波により護岸が倒壊。

　詳細については、調査中。

○強風・波浪により、御蔵島等３箇所において、通行規制中。

●台風６号によって被害があった港湾施設（１７日１５：００）

越波：全面通行止15 19:30 16 8:40近畿 和歌山県 白浜町　臨海 0.4

10:05 強風・波浪による（都道）

関東 東京都 三宅島 0.6 不明
強風・波浪による海岸施設倒
壊（都道）

10 15:30 強風・波浪による（遊歩道）

関東 東京都 八丈島 1.00 15 19:30 17

関東 東京都 御蔵島 0.68

開始 解除
規制原因

日 時刻 日 時刻
整備局名 都道府県名 地点名 延長

（㎞）

高波により護岸が
倒壊関東 東京都 阿古海岸 三宅村阿古

地内

被害状況等
浸水家屋数

避難状況
床上 床下

整備局名 都道府県名 海岸名 被害箇所

岩手県 盛岡市 盛岡市東黒石野公園 運動広場盛土法面崩壊　（L=55m H=19m A=825m2）

岩手県 大船渡市 大船渡市盛川緑地 グランド表土流出　（A=6,400m2 V=720m3）

岩手県 岩手県 花巻広域公園 管理用通路、園路法面崩壊　３箇所（L=20.0m A=100m2 L=10.0m
A=48m2 L=5.0m A=50m2）

青森県 福地村 福地村ふれあい公園 土砂堆積等

宮城県 仙台市 鶴ヶ丘緑地 法面流出、土砂流出

岸壁（－１４ｍ）砂防シート破損志布志港 新若松地区

港湾名 地区名 施設名

九州地方整備局
志布志港湾工事事務所 無し

高知県 下田港 下田港 下田地区 堤防
海岸堤防・

階段ブロック
の損壊

無し

鹿児島

背後地への影響など管理者名 被害状況など都道府県
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JAL
ＡＮＡ

ＪＡＳ

ＪＴＡ

ＡＮＫ

ＪＥＸ

ＳＫＹ

ＡＤＯ

ＵＰＳ

ＡＮＺ

CPA

AAR

AHK

●台風６号による海上交通への影響（１７日１５：００）

ＮＯ

●台風６号にともなう航空機（定期便）の欠航状況（１７日１５：００）

大阪高知特急ﾌｪﾘｰ㈱欠航あり18 関西～四国 あしずり～高知～大阪

ﾌﾞﾙｰﾊｲ㈱西日本 欠航あり

16 太平洋

17 大阪～志布志

宮崎～大阪

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌｪﾘｰ㈱ 通常運航

関西汽船㈱ 通常運航

ﾏﾘﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ㈱ 通常運航

15 大阪～別府

14 大分～松山～今治～神戸

名門大洋フェリー㈱通常運航

12

13 大阪～門司

新門司～泉大津

九越フェリー㈱ 通常運航

阪九フェリー㈱ 通常運航

阪九フェリー㈱ 通常運航

11 瀬戸内海 関西～九州 新門司～神戸

10 日本海 北陸～九州 博多～直江津

ﾏﾘﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ㈱ 欠航あり

8 太平洋

9 細島～那智勝浦～川崎
～高知～宮崎

関東～九州 北九州～徳島～東京

新日本海フェリー㈱通常運航

新日本海フェリー㈱通常運航

ｵｰｼｬﾝ東九ﾌｪﾘｰ㈱ 欠航あり

7 舞鶴～小樽

6 北海道～関西 敦賀～新潟～秋田～苫
小牧

東日本フェリー㈱ 通常運航

4 日本海

5 室蘭～直江津

北海道～北陸 新潟～小樽（敦賀～小樽）

東日本フェリー㈱ 欠航あり

太平洋フェリー㈱ 欠航あり

新日本海フェリー㈱通常運航

3 北海道～中京 名古屋～仙台～苫小牧

2 苫小牧～大洗

状況
1 太平洋 北海道～関東 大洗～苫小牧 商船三井フェリー

㈱ 欠航あり

※国内線の調査対象は日本航空ほか７社

　国際線の調査対象は新東京国際空港及び関西国際空港発着便

方面別 航路名 事業者名

国際線
関西※ ＡＮＺ 2 0

1 0

1 0

0

0 0

国際線
新東京※

6 0

2 0

1 0

会社名 １０日１１日

国内線※

24 2

0

0 0

6

1 3

13

77 3

30 18
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●台風６号の影響により運休が発生した鉄道事業者（１７日１５：００）

●台風６号による高速バスの遅延・運休状況（１７日１５：００）

・京王電鉄　 新宿～高山外計４路線が運休・迂回した。

・北陸鉄道　 金沢～名古屋外計８路線が運休・迂回した。

・日本中央ﾊﾞｽ　 桐生～京都外計２路線で遅延が発生した。

・ＪＲﾊﾞｽ東北　 仙台～福島外計２路線が運休した。

・東北急行ﾊﾞｽ　 仙台～東京で遅延が発生した。

・福島交通㈱　 福島～仙台外計２路線が運休した。

・会津乗合自動車　上古～郡山が運休した。

・宮城交通 ㈱　 仙台～大阪外計４路線が運休した。

・弘南ﾊﾞｽ㈱　 弘前～東京外計３路線で遅延が発生した。

・阿寒ﾊﾞｽ㈱　 釧路～札幌が運休した。

・根室交通㈱　 釧路～札幌で遅延が発生した。

事業者名 運休状況等

・くしろﾊﾞｽ㈱　 釧路～札幌で遅延が発生した。

神岡鉄道 神岡線
近江鉄道 近江線

長良川鉄道 越美南線

大井川鉄道 大井川本線、井川線　（計２線区）

わたらせ渓谷鉄道 わたらせ渓谷線

樽見鉄道 樽見線

西武鉄道 西武秩父線

秩父鉄道 本線

関西電力 関西トンネル線

東武鉄道 日光線

仙台臨海鉄道 仙台西港線、臨海本線　（計２線区）　

のと鉄道 能登線

八戸臨海鉄道 八戸臨海鉄道線

岩手開発鉄道 日頃市線

阿武隈急行 阿武隈急行線

会津鉄道 会津線

三陸鉄道 南リアス線　　北リアス線　（計２線区）

くりはら田園鉄道 くりはら田園鉄道線

JR九州 日豊線、吉都線、久大線　　（計３線区）

ちほく高原鉄道 ふるさと銀河線　

JR東海 東海道新幹線、東海道線、身延線、飯田線、高山線、名松線　　（計６線区）

JR西日本 関西線

JR北海道 日高線、根室線、釧網線　（計３線区）

JR東日本

東北新幹線、東北線、八戸線、花輪線、山田線、岩泉線、田沢湖線、
北上線、釜石線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、奥羽線、陸羽東線、
仙石線、仙山線、米坂線、磐越西線、磐越東線、只見線、常磐線、
烏山線、水郡線、両毛線、小海線、上越線、中央線　　（計２７線区）

事業者名 線　　　　　区
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・中国バス　

・中鉄バス　 東京～倉敷で遅延が発生した。
・西日本鉄道　 福岡～東京が運休した。

東京～福山で遅延が発生した。

・下津井電鉄　 東京～児島で遅延が発生した。

・南海バス　 なんば～東京外計２路線が運休した。

・広島電鉄　 東京～広島で遅延が発生した。

・日本交通　 大阪～各務原外計７路線で運休・遅延が発生した。

・和歌山バス　 和歌山～幕張が運休した。

・阪急バス　 大阪～箕輪外計４路線で遅延が発生した。

・西日本ＪＲバス　大阪～東京外計６路線が運休した。

・神姫バス　 渋谷～姫路で遅延が発生した。

・京阪バス　 京都～千葉が運休した。

・福井鉄道　 京福ＢＴ～名鉄ＢＴが運休した。

・近鉄バス　 大阪～高山が運休した。

・岐阜乗合自動車　岐阜駅～大阪が運休した。

・京福バス　 京福ＢＴ～名鉄ＢＴが運休した。

・豊橋鉄道　 伊良湖岬～東京が運休した。

・濃飛乗合自動車　下呂～金沢が運休した。

・名阪近鉄バス　名古屋～京都外計２路線が運休した。

・名古屋観光日急　名古屋～京都外計３路線が運休した。

・名古屋鉄道　 名古屋～福井外計４路線が運休した。

・ＪＲバス東海　 名古屋～福井外計９路線が運休した。

・関越交通　 新宿～大清水が区間短縮した。

・東北急行　 浜松町～仙台外計２路線が迂回した。

・西武バス　 池袋～大阪外４路線で迂回・遅延が発生した。

・国際興業　 大宮～奈良・大阪が運休しら。

・京王バス　 新宿～岡谷外計４路線が迂回・運休した。

・相模鉄道　 横浜～金沢外計３路線が迂回した。

・小田急バス　 東京～広島で遅延が発生した。

・山梨交通　 甲府～大阪が運休した。

・小田急箱根高速バス　御殿場駅～東名松田で遅延が発生した。

・小田急シティバス　新宿～高知が迂回した。

・西東京バス　 新宿～松山外計２路線が運休した。

・関東自動車　 宇都宮～京都・USJが運休した。

・京成電鉄　 千葉中央～大阪外計４路線が運休した。

・ＪＲバス関東　 東京～大阪外計１２路線で運休・遅延が発生した。

・湘南神奈交ﾊﾞｽ　本郷車庫～京都外計２路線が運休した。

・西日本ＪＲバス　京都～本郷車庫外計２路線が運休した。

・神奈川中央ﾊﾞｽ　本厚木～盛岡が運休した。
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●公営住宅の被害状況（１７日１５：００）

・公営住宅は岩手県など５県内で床上浸水１３０戸、床下浸水３０１戸及び９棟等の被害が発生。

●その他については確認中

住宅の種別 都道府県名 市町村名 団地名 被害状況等
５階建て公営住宅９棟が床下浸水。同団地集会所が床上浸水

公営住宅 垂井町 梅谷 住戸被害はないが、住宅敷地の一部が欠損

公営住宅 岐阜県 大垣市 荒崎

４階建て公営住宅の１階部分６戸が床上浸水

公営住宅 栃木県 栃木市 片柳 床上浸水９６戸

公営住宅 群馬県 境町 三ツ木

公営住宅 宮城県 古川市 小金原

　　　　　　　内線３５－８２３

問合先　　災害対策室

　　　　　　　管理係　須藤

床下浸水１２戸

床下浸水６戸

公営住宅 遠田江 床下浸水１６戸

公営住宅 城西第一

床上浸水６戸、床下浸水７０戸

公営住宅 南町

公営住宅 鹿島台町 鈴掛

公営住宅 大郷町 東沢

公営住宅 岩出山町 池月

床下浸水１戸

公営住宅 気仙沼市 新浜

公営住宅 牡鹿町 湊川第二

床下浸水１０戸

公営住宅 志津川町 新井田 床下浸水３９戸

床上浸水６戸

床下浸水１戸

床下浸水１２戸

公営住宅 折立 床下浸水３戸

床下浸水８戸

公営住宅 中新田町 前田 床上浸水１６戸、床下浸水７６戸

公営住宅 若柳町 川原

床下浸水２４戸

公営住宅 西田 床下浸水１５戸

公営住宅 角田市 左関

床下浸水１戸

公営住宅 岩手県 盛岡市 上堂 住戸被害はないが、集会所が床下浸水

公営住宅 河南町 広渕一

床下浸水３戸

公営住宅 東山町 本町 床下浸水４戸、屋根一部損壊１戸

公営住宅 一関市 駒下
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