
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

※　この豪雨の災害情報はこの報告をもって最終報とします。

１．本省及び地整等の体制について

９月２５日 １５：５０ 注意体制

９月２６日 　２：５７ 警戒体制

１０：５０ 注意体制

９月２９日 　０：４５ 警戒体制

１０月２日 １５：００ 注意体制

１７：００ 体制解除

９月２５日 １５：５０ 注意体制 ９月２８日 １６：００ 注意体制

９月２６日 　２：５７ 警戒体制 ９月２９日 １８：００ 体制解除

１０：５０ 注意体制 ９月２９日 　９：３０ 注意体制

９月２８日 　７：００ 体制解除 ９月３０日 １７：００ 体制解除

１０：００ ９月２９日 　５：２０ 注意体制

　０：４５ ９月３０日 　５：０５ 体制解除

１８：００ ９月２９日 　７：１０ 注意体制

２１：４０ ９月３０日 　６：４０ 体制解除

　５：２０ ９月３０日 　８：００ 注意体制

１４：１５ １０月１日 １７：００ 体制解除

２０：３０

１１：３０

１７：００

　９：００

２１：００

　６：３０

１７：００

　８：３０

１８：００

１３：００

１７：００

１１：３０
　３：３５
１４：５０
　０：００

１５：００

１７：００

１０月１日 体制解除

１０月１日 体制解除

体制解除

注意体制

中国地方整備局

警戒体制

警戒体制

非常体制

警戒体制
注意体制

注意体制

体制解除

９月２９日

警戒体制

９月２９日

警戒体制

注意体制

近畿地方整備局

９月２９日

警戒体制

国 土 交 通 本 省

注意体制

東 北 運 輸 局

中 国 運 輸 局

近 畿 運 輸 局注意体制

九州地方整備局 ９月２８日

九 州 運 輸 局沖縄総合事務局

災　　害　　情　　報
平成１６年１０月７日２０：００作成

 国   土   交   通   省

台風第２１号と秋雨前線に伴う大雨について（第９報：最終報）

９月２９日

９月３０日

９月３０日

９月３０日

中部地方整備局

非常体制

体制解除

９月２８日

注意体制

注意体制

四 国 運 輸 局

四国地方整備局 ９月２９日

警戒体制

注意体制１０月２日
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１７：１５

１０：００

　７：１５

２３：００

　６：１０

１１：００

１５：４０

１８：４０

２．台風２１号の概要（９月３０日１２：５０現在：気象庁抜粋）

３．国土交通省の対応
○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる。
○監視用カメラの映像を官邸及び内閣府に提供。
○中部地方整備局の災害対策ヘリコプター「まんなか」号による現地調査を実施（９月３０日 ９:００～１７：００）
○近畿地方整備局の災害対策ヘリコプター「きんき」号による現地調査を実施（９月３０日 ９:４０～１４：１２）
○災害緊急調査のため三重県に河川局防災課災害査定官他計３名の職員を現地へ派遣（９月３０日～）
○北側国土交通大臣が現地（愛媛県及び香川県）を視察（１０月４日）
○排水ポンプ車のべ４４台及び照明車のべ２７台を現地へ派遣（９月２９日～）
○災害緊急調査のため愛媛県に河川局防災課災害査定官他計４名の職員を現地へ派遣（１０月４日～）
○国土交通副大臣が現地（三重県）を視察（１０月６日）

体制解除

注意体制

体制解除

注意体制

注意体制

体制解除

注意体制

警戒体制

１０月１日

９月３０日

　９月２１日０３時にグアム島の西南西の海上で発生した台風第２１号は、発達しながら日本のはるか南海上を
北西に進み、２６日には沖縄本島と宮古島の間を通って東シナ海へ入った。２７日以降は進路を北東に変えて
徐々に速度を増し、２９日朝、暴風域を伴って鹿児島県に上陸した。その後、九州、四国、近畿、北陸、東北地
方を通過し、３０日１２時に、宮城県の沿岸部で温帯低気圧となった。

　この台風と前線の影響により、三重県で記録的な豪雨となったほか、四国、近畿、東海地方の各地で４００ミ
リを超える大雨となった。また、九州地方などで暴風が観測された。

北陸地方整備局

東北地方整備局 ９月３０日

関東地方整備局 ９月２９日

９月３０日
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４．人的被害（消防庁調　１０月７日　１５：００現在）

1

5

山形県

東京都

1

佐賀県

2 26

5,576

1島根県

73 64

25 27

67 1,735

2

3愛媛県 228 1,739 3,8041 4 613

167 1,280 184 2 3 21岡山県 1

6鳥取県 1 1

10 5

100 1

大阪府
2 9 173

3,250

京都府
滋賀県 1
三重県 9 1 2

3
愛知県 6 155 1 19 2

1 56静岡県
岐阜県 5
福井県

千葉県

1秋田県 1

2

1

1

582 31 455
1

合計 25 2 24 12,777 12 145
3 4沖縄県 1

4
鹿児島県 1 4 1 2 45

4 7宮崎県 1
6 135 2 42 3 2大分県

9 5 318 1 644熊本県 3
4長崎県 2

5 2福岡県 1

59 263 31 11香川県
11 871 1 2 3徳島県

5 1山口県 1 2
26 10広島県 3

84和歌山県
10 1

4 30
35 21 32

2 3

94 1321青森県
人 人 人 人
者 不明者 壊
死 行　方 負 傷 者

浸水 浸水

住　　家　　被　　害
全 半

棟 棟
他建物

非住家被害
床上 床下 公共 その

棟 棟 棟

3

破損
棟 棟

兵庫県

都道府県名

人　的　被　害

7717

一部
重傷 軽傷 壊

2

2,791

4 33

142

2,521

881

岩手県 1
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５．所管施設等の状況
○河川の状況（１０月７日　１０：００現在）

・河川の出水状況
水系 河川

水系 河川

水系 河川

東　北 米代川 米代川 小猿部川
東　北 岩木川 岩木川 平川
東　北 馬淵川 馬淵川

北上川東　北 北上川 旧北上川 砂鉄川
中　国 吉井川 吉野川 金剛川
中　国 江の川 上下川
中　国 日野川 日野川
中　国 斐伊川 斐伊川
中　国 千代川 千代川
四　国 重信川 重信川
四　国 土器川 土器川
四　国 吉野川 旧吉野川
四　国 渡　川 中筋川
九　州 五ヶ瀬川 北　川
九　州 大分川 大分川 七瀬川

久留須川九　州 番匠川 番匠川 井崎川
九　州 山国川 山国川 山移川
九　州 川内川 川内川 羽月川
九　州 筑後川 筑後川
近　畿 由良川 由良川
近　畿 加古川 東条川
近　畿 揖保川 揖保川 栗栖川
近　畿 円山川 出石川 奈佐川 円山川
近　畿 新宮川 熊野川
近　畿 淀川 木津川 名張川
中　部 木曽川 長良川 杭瀬川 根尾川 揖斐川 牧田川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川
中　部 鈴鹿川 内部川 鈴鹿川

３）警戒水位を超えた河川（現在下回った） 27 46

四　国 吉野川 吉野川
四　国 肱川 肱川
中　国 吉井川 吉井川

4 4
整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近　畿 新宮川 相野谷川
近　畿 揖保川 林田川
近　畿 加古川 加古川
中　部 宮　川 宮　川
中　部 雲出川 雲出川 波瀬川 中村川

8
整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

１）計画高水位を超えた河川（現在下回った） 6

中　部 櫛田川 佐奈川

２）危険水位を超えた河川（現在下回った）

中　部 櫛田川 櫛田川
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＜直轄河川＞

・被害状況

１）一般被害

ー

ー

四国 吉野川 旧吉野川 藍住町
東中富 － － － － 内水

0.3

四国 吉野川 旧吉野川 板野町
川端 － － － － 内水

2.7

四国 吉野川 旧吉野川 北島町
高房 － 1 － － 内水

ー

四国 吉野川 旧吉野川 鳴門市
東馬詰 － 5 － － 内水

外水

1.0

四国 吉野川 旧吉野川 北島町
新喜来 － － － － 内水

29.7

近畿 加古川 加古川 滝野町 － － － － 外水

1.4

近畿 揖保川 栗栖川 新宮町 7 108 ー ー 越水

17.0

九州 大分川 七瀬川 大分市
木ノ上 － － － － 内水

17.8

九州 番匠川 井崎川 弥生町
井崎 － － － － 内水

9.0

九州 番匠川 堤内川 弥生町
門田 － － － － 内水

－

九州 番匠川 堅田川 佐伯市
樫野 － － － － 内水

1.0

九州 番匠川 久留須川 本匠村
三股 － － － － 内水

3.0

九州 番匠川 久留須川 直川村
小市部 － － － － 外水

ー

九州 番匠川 久留須川 直川村
千又 － － － － 外水

9.0

九州 番匠川 番匠川 佐伯市
池田 － － － － 内水

4.0

九州 番匠川 番匠川 弥生町
小倉 － － － － 内水

2.8

九州 番匠川 番匠川 弥生町
小田 － － － － 内水

－

九州 番匠川 番匠川 弥生町
山梨子 － － － － 内水

－

中部 宮川 宮川 伊勢市
中島 114 45 － － 溢水

－ －

中部 宮川 宮川 － 2～3 － － －

－ －

中部 櫛田川 佐奈川 左岸4.6ｋ － － － －

－ －

中部 櫛田川 佐奈川 左岸4ｋ － － － －

－ －

中部 雲出川 中村川 － － － － －

－ － － －中部 雲出川 波瀬川 一志町

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水
床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因 面積
(約ha)

整備局 水　系 河　川 市町村

西山橋下流100m左岸ブロック積区間が越
流。水は田の畦で止まっている。被害なし
小野寺橋左岸で越流。田畑に流れてい
る。被害なし

右岸７ｋ～８ｋ

無堤部より溢水

道路冠水Ｌ＝200ｍ

道路冠水Ｌ＝20ｍ

道路冠水Ｌ＝100m

暫定堤防、水防活動（土のう積）実施、
人的被害情報なし,非住居２戸

道路冠水

道路冠水

道路冠水

被　　害　　状　　況
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146.3

156.8

東北 米代川 米代川 - － ー － － 外水

-

東北 米代川 米代川 - － ー － － 内水

-

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 9 1 － － 外水

-

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 13 ー － － 外水

1.0

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 1 2 － － 内水

-

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 － 16 － － 内水

-

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 － 12 － － 内水

1.0

東北 馬淵川 馬淵川 八戸市 － 6 － － 内水

1.0

東北 岩木川 浅瀬石川 田舎舘村 － ー － － 内水

3.0

東北 岩木川 平川 藤崎町 － ー － － 内水

1.0

東北 岩木川 平川 弘前市 － ー － － 内水

6.0

東北 岩木川 岩木川 弘前市 － ー － － 内水

22.6

中国 吉井川 吉井川 瀬戸町 － ー － － 内水

5.3

中国 吉井川 吉井川 熊山町 － ー － － 内水

30.0

中国 吉井川 吉井川 和気町 － 4 － － 内水

2.0

四国 肱川 肱川 大洲市
西大洲 1 － － － 溢水

6.0

四国 肱川 矢落川 大洲市
新谷 3 14 － － 内水

10.0

四国 吉野川 吉野川 徳島市
応神町 － － － － 内水

5.0

四国 吉野川 吉野川 市場町
鶯谷 － － － － 内水

5.0

四国 吉野川 吉野川 脇町
拝原 － ー － － 外水

20.0

四国 吉野川 吉野川 美馬町
竹内 － ー － － 外水

10.0

四国 吉野川 吉野川 三野町
加茂野宮 － － － － 外水

5.0

四国 吉野川 吉野川 三加茂町
中庄 － － － － 外水

5.0

四国 吉野川 吉野川 三加茂町
京免 － 1 － － 内水

10.0

四国 吉野川 吉野川 三加茂町
加茂 － ー － － 内水

1.0

四国 吉野川 吉野川 三好町
昼間 1 ー － － 外水

四国 吉野川 吉野川 池田町
東州津 － 1 － － 外水

排水ポンプ車稼動、解消済み。

農地浸水、床上浸水（コンビニ）あり、道路冠水
自主避難を大洲市放送

左岸46.8k鳴瀬排水樋管

左岸5.6k平川第五排水樋管

左岸0.8k加藤川排水樋管

左岸0.8k

左岸1.2k古川排水樋門管

左岸1.4k河原木排水樋門管

左岸5.6k根城大橋付近
宅地・道路冠水

左岸7.4k浅水川排水樋管

無堤部
右岸5.2k付近

右岸7.2k坂牛川合流点付近

13箇所  農地浸水

 5箇所  農地浸水
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２）河川管理施設等被害

＜補助河川＞

○被害状況

１）一般被害

調査中

三重県 宮川 宮川 大宮町
七保 調査中 ー ー 溢水 調査中

溢水
等

調査中

三重県 宮川 大内山川 大内山村
細野 調査中 ー ー 溢水

－ －

三重県 二級河川
赤羽川 赤羽川 紀伊長島

町 129 152 ー ー

内水 0.3

三重県 雲出川 雲出川 － － － － －

ー 20 ー ー高知県 仁淀川 宇治川 伊野町
枝川

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水
床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因 面積
(約ha)

都道府県 水　系 河　川 市町村

左岸 ９.６km 漏水 １箇所東北 米代川 米代川 能代市

右岸 ７km 漏水 ３５ｍ東北 馬淵川 馬淵川 八戸市

右岸 １km 漏水 ２０箇所東北 岩木川 平川 藤崎町

右岸 4.4km 漏水近畿 円山川 出石川 出石町

右岸 6.7km 護岸損傷 17m近畿 揖保川 栗栖川 新宮町

右岸 59.2km 河岸洗掘中部 木曽川 揖斐川

右岸 46.8km 漏水中部 木曽川 揖斐川

左岸 10.4km 漏水中部 宮川 宮川

左岸 4.5km 漏水中部 櫛田川 櫛田川

右岸 3.6km
三郷井堰
取付護岸

浸食

L=14m
W=3.5m中部 雲出川 中村川 嬉野町

右岸 4.0km 川裏法面
法崩れ 30m中部 雲出川 雲出川

右岸 14.3km 堤防法崩 50ｍ中部 雲出川 雲出川 一志町

数　量

九州 矢部川 矢部川 大和町 右岸 ４ｋ４ 陸閘ゲー
ト被災 １箇所

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

左右岸 距離 状　態

土のう積みで陸閘開部閉鎖中
操作員負傷

応急復旧準備中

現在確認中

許可工作物

水防団が土のう押さえ実施済

水防団が月の輪工法実施済
随時月の輪にて対応中

水防団が月の輪工法実施済

コンクリートブロック投入準備中

調査中

調査中

堤防川裏法尻付近

堤防川裏法尻付近

堤内側基盤漏水

道路冠水（現在解消）

13:00右岸向川原地区に避難勧告。左岸
は越水の恐れもあると連絡。

詳細調査中

国道４２号一時通行止め

田畑浸水

対　　策　　状　　況

被　　害　　状　　況
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越水 調査中

愛媛県 長谷川 西条市 調査中 多数 越水 調査中

越水 調査中

愛媛県 二級河川
渦井川 浪多川 西条市 5 - ー ー

越水 調査中

愛媛県 二級河川
渦井川 渦井川 西条市 20 - ー ー

越水 調査中

愛媛県 孝々谷川 新居浜市 10 50 ー ー

越水 調査中

愛媛県 三杭川 新居浜市 - 5 ー ー

越水 調査中

愛媛県 長谷川 新居浜市 - - ー ー

越水 調査中

愛媛県 西ノ郷川 新居浜市 - 5 ー ー

越水 調査中

愛媛県 本川 新居浜市 - 30 ー ー

越水 調査中

愛媛県 二級河川
渦井川 桜川 新居浜市 10 30 ー ー

越水 調査中

愛媛県 二級河川
東川 西河川 新居浜市 2 3 ー ー

越水 調査中

愛媛県 二級河川
東川 東川 新居浜市 - 30 ー ー

越水 調査中

愛媛県 二級河川
阿島川 阿島川 新居浜市 2 3 ー ー

溢水 調査中

愛媛県 二級河川
尻無川 尻無川 新居浜市 20 50 ー ー

7 13 ー ー愛媛県 肱川 清永川 大洲市

ー

愛媛県 肱川 滝川 長浜町 10 ー ー 溢水 調査中

1 ー ー 溢水愛媛県 肱川 肱川 大洲市
菅田

3.9

愛媛県 肱川 久米川 大洲市
西大洲 10 ー ー 越水 ー

調査中

大分県 二級河川
岐部川 岐部川 国見町 － 7 － － 越水

調査中 ー ー 溢水三重県 一ノ瀬川 度会町
川口

調査中

三重県 二級河川
三渡川 百々川 松阪市 調査中 ー ー 溢水 調査中

越水 調査中

三重県 櫛田川 櫛田川 飯南町 調査中 ー ー 溢水

63 10 ー ー三重県 宮川 横輪川
伊勢市

円座,津村,
上野

調査中

三重県 銚子川 海山町
小山浦 10 - ー ー 越水 調査中

溢水 調査中

三重県 銚子川 海山町
便ノ山 35 6 ー ー 溢水

984 23 ー ー三重県

二級河川
銚子川

銚子川 海山町
相賀

調査中

三重県 船津川 海山町
船津 261 9 ー ー 溢水 調査中

溢水 調査中

三重県 船津川 海山町
中里 51 14 ー ー 溢水

112 33 ー ー三重県

二級河川
船津川

船津川 海山町
上里 詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

宮川本川からのバックの影響による越水

現地未確認

現地未確認

現地未確認

・水衝部の余裕高部分の築堤が越水により流
出したもよう
17:30分現在
・床下浸水は解消
・外水位は下がり、堤内地への流入はなくなっ
た
・国道２１３号は、路面に少し水がたまっている
ものの徐行看板を出し、開放している。

非住居7戸

集会所

詳細調査中

非住居10戸,詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

農地浸水,詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

8



溢水 0.1

溢水 20.0

京都府 二級河川
福田川 木津川 網野町 - 3 ー ー

溢水 65.0

京都府 二級河川
福田川 新庄川 網野町 - 1 ー ー

溢水 0.5

京都府 二級河川
福田川 福田川 紺野町 1 27 ー ー

溢水 0.2

京都府 二級河川
竹野川 小西川 京丹後市

峰山町 - 43 ー ー

溢水 1.0

京都府 二級河川
鳥取川 鳥取川 弥栄町 - 14 ー ー

溢水 0.2

京都府 二級河川
奥田川 奥田川 伊根町 - - ー ー

溢水 21.6

京都府 二級河川
長延川 長延川 伊根町 - - ー ー

- 1 ー ー京都府 二級河川
筒川 筒川 伊根町

4箇所

ー

京都府 二級河川
大手川 大手川 宮津市

4箇所 - ー ー 溢水 0.5

ー

兵庫県 二級河川
志筑川 志筑川 津名町 30 120 ー ー 越水

溢水
内水 20

兵庫県 二級河川
志筑川 志筑川 洲本市 26 ー ー 越水

溢水 ー

兵庫県 加古川 水田川 播磨町 4 37 ー ー

ー ー

兵庫県 加古川 下里川 加西市 2 9 ー ー

溢水
内水

120.0

兵庫県 二級河川
岸田川 味原川 浜坂町 4～5 ー ー ー

ー ー

兵庫県 揖保川 馬路川 揖保川町 44 350 ー ー

内水 4

兵庫県 揖保川
栗栖川

支川岩谷
川

新宮町 - 15 ー ー

20 200 ー ー兵庫県 二級河川
苧谷川 苧谷川 相生市

15.0

兵庫県 二級河川
千種川

志文川
千種川 南光町 - ー ー 越水 15.0

溢水 10.0

兵庫県 二級河川
千種川 志文川 三日月町

末広 - ー ー 越水

溢水 20.0

兵庫県 二級河川
千種川 佐用川 佐用町

平福 - 30 ー ー

溢水 0.1

兵庫県 二級河川
千種川 佐用川 佐用町

佐用 - 70 ー ー

越水 20.0

兵庫県 二級河川
千種川 佐用川 佐用町

円応寺 - 1 ー ー

越水 25.0

兵庫県 二級河川
千種川 佐用川 上月町 20 10 ー ー

ー ー

兵庫県 二級河川
千種川

千種川
佐用川

上月町
久崎 200 130 ー ー

1 ー ー ー兵庫県 二級河川
千種川 角亀川 新宮町

100.0

兵庫県 二級河川
千種川

長谷川,
矢野川 赤穂市 調査中 ー ー 越水 調査中

100.0

兵庫県 二級河川
千種川 千種川 上郡町 212 417 ー ー 越水

調査中

香川県 二級河川
吉田川 吉田川 豊浜町 - 60 ー ー 溢水

80 ー ー 越水愛媛県 二級河川
中山川 妙谷川 小松町

大郷

越水 調査中

愛媛県 早川 西条市 調査中 多数 越水 調査中

- 10 ー ー愛媛県 室川 西条市 詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

護岸決壊により流入（他の場所は堀込み
部）

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

非住居５戸、詳細調査中

橋桁へのゴミ
工場17戸

詳細調査中

市道冠水4箇所
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２）河川管理施設等被害

護岸損壊 調査中兵庫県 二級河川
千種川

矢野川
支川榊川 相生市

河岸崩壊 調査中京都府 土師川 土師川 三和町

右岸 越水
余盛流出 15ｍ大分県 二級河川

岐部川 岐部川 国見町
岐部

護岸損壊 20m三重県 名古須川 松阪市
垣鼻

護岸損傷 10m三重県 二級河川
中川 中川

尾鷲市
ひかりが

丘

護岸損傷 30m三重県 二級河川
北川 北川 尾鷲市

宮ノ上

越水
護岸損壊

護岸損壊
200m～
300m

三重県 二級河川
赤羽川 赤羽川 紀伊長島

町出垣内

数　量

三重県 二級河川
赤羽川 赤羽川 紀伊長島

町十須

溢水
護岸一部

損壊
調査中

-

都道府県 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

左右岸 距離 状　態

-

青森県 馬淵川 熊原川 三戸町
川守田 14 1 ー ー 不明

28.8

青森県 馬淵川 馬淵川 名川町
剣吉 3 3 ー ー 不明

0.7

青森県 馬淵川 馬淵川 南部町
大向他 40 54 ー ー 越水

2 ー ー 越水青森県 二級河川
天田内川 天田内川 青森市

岡町

0.9

青森県 二級河川
新城川 新城川 青森市

新城
ー ー ー 越水 8.0

ー ー ー 溢水青森県 二級河川
鳴沢川 鳴沢川 鰺ヶ沢町

調査中

青森県 二級河川
枇杷野川 枇杷野川 野辺地町

観音林脇
調査中 ー ー 越水 調査中

調査中 ー ー 越水青森県 二級河川
貴船川 貴船川 青森市

調査中

青森県 岩木川 浪岡川 浪岡町
下十川

- ー ー 越水 調査中

溢水 20

青森県 岩木川 平川支川
加藤川 弘前市 調査中 ー ー 越水

溢水 0.6

鹿児島県 二級河川
折口川

折口川
内田川

阿久根市
多田 － ー － －

溢水 3.0

京都府 二級河川
朝妻川 朝妻川 伊根町

大原 - 1 ー ー

溢水 820.0

京都府 二級河川
吉野川 吉野川 丹後町

久僧 - - ー ー

溢水 4.0

京都府 二級河川
竹野川 竹野川 丹後町

他4町 - 3 ー ー

溢水 4.1

京都府 二級河川
久美谷川 久美谷川 久美浜町 - 19 ー ー

溢水 140.0

京都府 二級河川
久美谷川 芦原川 久美浜町 2 2 ー ー

溢水 136.0

京都府 二級河川
久美谷川 川上谷川 久美浜町 2 3 ー ー

溢水 4.0

京都府 二級河川
佐濃谷川 佐濃谷川 久美浜町

5箇所 2 4 ー ー

京都府 二級河川
福田川 俵野川 網野町 1 2 ー ー

霞堤

農地浸水

右岸Ｌ＝50ｍ

農地浸水

両岸Ｌ＝30～40ｍ

２０世帯に避難指示済み

農地浸水

農地浸水

詳細調査中

国道４２２号線冠水
家屋浸水有り：調査中

ＪＲ紀勢線の橋脚１基流出

（家屋連担地）

（背後地に病院があり駐車場一部崩壊）

現地未確認

対　　策　　状　　況

床下浸水７戸、農地浸水４．０ha

現在,河川閉塞無し
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・その他、報告事項

 ・愛媛県小松町　二級河川中山川の支川妙谷川沿いで行方不明者発見（死亡）

左岸 漏水 ３箇所徳島県 吉野川 宮川内谷
川

上板町
七條

右岸 越水
護岸損壊 20ｍ香川県 二級河川

吉田川 吉田川 豊浜町
和田

左岸 河岸土砂
崩落 100ｍ鳥取県 千代川 千代川 智頭町

市瀬

護岸損壊 調査中兵庫県 二級河川
矢田川 矢田川 香住町

一時的に河道閉塞（現在解消）
閉塞により、床上浸水１戸、床下浸水９戸確認
現地に対策車両配備済み

浸水面積、家屋被害調査中、人的被害な
し

月の輪工法で対策済み
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○ダムの状況（１０月１日　１５：００現在）

・直轄１３ダム、補助８１ダム、機構９ダムにおいて洪水調節を行ったが、現在においてはすべて終了している。

○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（１０月４日　１３：３０現在）

１）海岸保全施設の被害状況

２）施設背後の被害状況

３）海岸漂着流木状況

九州 鹿児島県 垂水海岸 垂水市垂
水、柊原

九州 鹿児島県 海潟海岸 垂水市海潟

九州 鹿児島県 東方海岸 指宿市東方

愛知県 美浜海岸 美浜町

九州

約15,000m3

浸水家屋数

－ －

床下床上

－ －

－ －

被害状況等都道府県名 海岸名 市町村

中国 鳥取県 皆生海岸 米子市

鹿児島県 馬場海岸 大根占町
馬場

九州 鹿児島県 長崎鼻海岸 山川町
長崎鼻

整備局名 都道府県名 海岸名 市町村

海岸名 市町村

近畿 兵庫県 東播海岸
（直轄） 明石市

中部

被害状況等
浸水家屋数
床上 床下

－

整備局名 都道府県名 漂着流木量

民地法面の土砂
(20～30m3）が管
理用通路を覆う

－ 占有者である兵庫県にて撤去
済

－ －

護岸堤枕下、崩壊 － － －

－

護岸崩壊

護岸崩壊 －

－

－

備考

護岸崩壊 － － －

－護岸堤枕下、崩壊

備考

九州 熊本県 湯の児海岸
（補助事業中）

水俣市
湯の児

突堤の被災 －

－直立消波ブロック
被災

整備局名

－四国 愛媛県 波止浜海岸 今治市波止
浜 護岸被災L=112m － －
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・相生市真広：下頃(2)
地区：負傷者1名軽傷
・津名郡津名町木曽上：
負傷者1名重傷

被害状況等　　※ 避難状況　　※

○土砂災害等の被害状況（１０月７日　１２：００現在）

都道府県名 発生災害
発生
件数

人的被害 家屋損壊数

死者 行方
不明

負傷者
全壊
流出 半壊 一部

損壊

青森県 がけ崩れ 3 1 　
・南津軽郡浪岡町王余
魚沢
　　斜面崩壊により県道
片側通行

　
　１１世帯避難勧告解除
(八戸市是川)１０月１日
17:00

岩手県 がけ崩れ 2 1 1
・下閉郡普代村
　　非住家一部損壊１、
負傷者1名

　
４世帯自主避難中（普
代村）
５戸避難勧告解除（野
田村）

秋田県
土石流 1 　 　 　

がけ崩れ 1 　 1 １世帯避難勧告中

長野県 土石流 1

石川県 がけ崩れ 1

岐阜県 がけ崩れ 1

三重県

土石流 8 2 2 2 6

・宮川村唐櫃（からと）１
　　　３棟被災（全壊１棟
半壊１棟　工場１棟）
・宮川村唐櫃（からと）２
　　　１棟被災（半壊）、
１名負傷者
・宮川村滝谷（たきや）
　　　１棟被災（半壊）、
死者１名
・宮川村滝谷（たきや）１
　　　２棟被災（半壊２
棟）
・宮川村小滝（こたき）
　　　２棟被災（全壊１棟
半壊１棟）、死者１名、１
名負傷者

がけ崩れ 4 4 1 3 1
・宮川村滝谷（たきや）２
　　　３棟被災（全壊３
棟）、死者４名、行方不
明者１名

地すべり 5

福井県 土石流 1
南条郡河野村字大良
（だいら）
　渓流より庭に土砂流
出

京都府 がけ崩れ 1

兵庫県

地すべり 1

がけ崩れ 11 2
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合計

※特に人的・物的被害発生箇所について記載。詳細については確認中であり変わる事もある。

奈良県 地すべり 1

和歌山県 がけ崩れ 3 3

鳥取県 土石流 1 0 0 0 0 0 0

岡山県
土石流 3 2

がけ崩れ 5 0 0 0 0 4

山口県 がけ崩れ 1 0 0 0 0 0 0

徳島県

土石流 9 4 2

がけ崩れ 2 2

香川県 土石流 12

愛媛県

土石流 19 4 2 14

①西条市長谷川
１名死亡
②西条市早川
１名死亡
③四国中央市土居町
１名死亡、人家一部損
壊１戸
④四国中央市金田町
１名死亡、１戸半壊

地すべり 2 3 1

がけ崩れ 29 5 1 2 4 2 6

大分県 がけ崩れ 7 2

12 17 41

①新居浜市七宝台
　一部損壊１棟
②新居浜市大生院
　４名死亡、２棟全壊
③西条市大久保
　２名負傷、家屋損壊状
況は情報収集中
④新居浜市船木
　人家一部損壊１戸
⑤新居浜市滝の宮
　人家全壊流出１戸
⑥新居浜市西の土居
　人家一部損壊１戸
⑦西条市黒瀬
　１名死亡、行方不明１
名、人家全壊流出１戸
⑧四国中央市金生町
　人家半壊１戸、一部損
壊１戸
⑨四国中央市金田町
　人家一部損壊１戸

5

135 15 2 8
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○道路の状況（１０月７日　１８：００現在）

（１）高速自動車国道

通行止めの実績　５６区間

路線名 ＩＣ名 ＩＣ名 延長
（㎞）上下

開始 解除
被害状況等 備考

日 時刻 日 時刻

秋田道 五城目八郎潟 琴丘森岳 10 上下 9/30 10:09 9/30 14:20 解除

八戸道 安代ＪＣＴ 浄法寺 15 上下 9/30 12:00 9/30 16:40 解除

東北道 大鰐弘前 黒岩 10 上下 9/30 10:15 9/30 14:55 解除

東北道 碇ヶ関 大鰐弘前 13 上下 9/30 12:25 9/30 14:55 解除

東北道 十和田 小坂 8 上下 9/30 11:45 9/30 15:35 解除

東北道 鹿角八幡平 十和田 12 上下 9/30 12:45 9/30 15:35 解除

東北道 西根 安代 32 下 9/30 12:00 9/30 16:40 解除

東北道 松尾八幡平 安代 23 上 9/30 12:00 9/30 16:40 解除

伊勢湾岸道 飛島 みえ川越 13 上下 9/29 22:15 9/30 1:10 解除

伊勢道 久居 勢和多気 26 上下 9/29 10:30 9/30 4:15 解除

中国道 宝塚 福崎 63 上下 9/29 20:40 9/30 0:30 解除

中国道 福崎 佐用 40 下 9/29 19:55 9/30 1:55 解除

中国道 福崎 佐用 40 上 9/29 20:30 9/30 0:30 解除

舞鶴若狭道 吉川JCT 三田西 4 上下 9/29 20:40 9/30 0:30 解除

舞鶴若狭道 三田西 小浜西 107 上下 9/29 21:50 9/30 0:15 解除

山陽道 神戸JCT 龍野西 74 上下 9/29 20:40 9/30 0:45 解除

山陽道 龍野西 備前 25 上下 9/29 16:00 9/30 0:45 解除

山陽道 備前 山陽 24 上下 9/29 17:21 9/30 0:55 解除

山陽道 山陽 岡山 14 上下 9/29 17:31 9/30 0:55 解除

山陽道 三木JCT 神戸西 10 上下 9/29 20:40 9/30 0:30 解除

播磨道 播磨JCT 新宮播磨 13 上下 9/29 15:00 9/30 0:55 解除

高松道 鳴門 板野 11 上下 9/29 14:15 9/29 23:00 解除

高松道 板野 津田東 26 上下 9/29 17:45 9/29 23:00 解除

高松道 高松東 大野原 59 上下 9/29 17:45 9/29 23:00 解除

高松道 大野原 川之江JCT 12 下 9/29 17:45 9/30 5:00 解除

高松道 大野原 川之江JCT 12 上 9/29 17:45 9/30 7:45 解除

高松道 坂出 坂出JCT 2 上下 9/29 17:45 9/29 23:00 解除

徳島道 徳島 井川池田 74 上下 9/29 18:00 9/29 21:30 解除

徳島道 井川池田 川之江東JCT 22 上下 9/29 17:45 9/29 22:30 解除

松山道 川之江JCT 三島川之江 3 上下 9/29 17:45 9/30 2:30 解除
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松山道 三島川之江 土居 11 上下 9/29 17:45 10/1 23:00 解除

松山道 土居 新居浜 14 上下 9/29 15:00 10/3 3:00 解除

松山道 新居浜 いよ西条 9 上下 9/29 15:20 10/4 7:40 解除

松山道 いよ西条 いよ小松 15 上下 9/29 15:20 10/2 20:00 解除

松山道 いよ小松 川内 21 上下 9/29 16:50 9/30 12:40 解除

松山道 西予宇和 大洲北只 16 上下 9/29 15:45 9/29 22:20 解除

高知道 川之江JCT 川之江東JCT 2 上下 9/29 17:20 9/30 2:30 解除

高知道 川之江東JCT 南国 48 上下 9/29 17:20 9/29 22:30 解除

高知道 南国 須崎東 42 上下 9/29 16:30 9/29 21:30 解除

関門道 下関 門司 9 上下 9/29 10:50 9/29 15:30 解除

九州道 南関 植木 79 上下 9/29 11:40 9/29 16:15 解除

九州道 植木 松橋 79 上下 9/29 11:40 9/29 18:20 解除

九州道 松橋 八代 79 上下 9/29 11:40 9/29 17:20 解除

九州道 八代 人吉 39 上下 9/29 9:45 9/29 17:20 解除

九州道 人吉 栗野 38 上下 9/29 9:05 9/29 17:20 解除

九州道 栗野 横川 6 上下 9/29 7:30 9/29 17:20 解除

九州道 横川 鹿児島 50 上下 9/29 7:30 9/29 15:20 解除

九州道 加治木JCT 加治木 1 上下 9/29 7:30 9/29 15:20 解除

大分道 湯布院 大分米良 47 上下 9/29 13:40 9/29 17:30 解除

大分道 日出JCT 速見 3 上下 9/29 13:40 9/29 17:30 解除

東九州道 大分米良 大分宮河内 6 上下 9/29 13:40 9/29 17:30 解除

東九州道 大分宮河内 津久見 21 上下 9/29 13:40 9/29 20:10 解除

東九州道 西都 清武JCT 27 上下 9/29 9:05 9/29 17:20 解除

東九州道 隼人東 末吉財部 27 上下 9/29 7:30 9/29 15:20 解除

宮崎道 えびの 宮崎 83 上下 9/29 9:05 9/29

沖縄道 那覇 許田 57 解除

17:20 解除

9/26 15:30上下 9/26 5:30
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（２）直轄国道
通行止めの実績　３８区間
現在の片側通行　　５区間

整備局名 路線
番号 地点区間名 延長

（㎞）
開始 解除 被害状況等 備　考日 時刻 日 時刻

中部地方整備局

42 三重県 度会郡大内山村河内～北牟婁
郡紀伊長島町東長島 3.6 9/29 3:35 9/29 18:40 解除

42 三重県 尾鷲市大字矢ノ浜～熊野市飛
鳥町字大又 12.9 9/29 8:00 9/29 21:30 解除

42 三重県 北牟婁郡海山町船津～北牟婁
郡海山町船津 0.1 9/29 8:00 9/29 20:45 解除

42 三重県 北牟婁郡海山町便の山～尾鷲
市中井浦 4.6 10/2 15:00 道路欠壊 片側交互通行

23 三重県 津市栗真中山～津市栄町２丁
目 3.3 9/29 14:25 9/29 17:40 解除

42 三重県 松阪市塚本町 0.4 9/29 16:00 9/29 17:45 解除

近畿地方整備局

161 福井県 敦賀市疋田～滋賀県高島郡マ
キノ町野口 8.4 9/30 0:10 9/30 7:30 解除

9 京都府 天田郡三和町菟原中 0.2 9/30 19:15 法面崩落 片側交互通行

29 兵庫県 波賀町原～若桜町小船 23.4 9/29 20:00 9/30 10:30 解除

2 兵庫県 赤穂市東有年～赤穂市有年横
尾 2.7 9/30 8:10 9/30 17:20 解除

2 兵庫県 神戸市中央区税関前交差点～
神戸市中央区弁天町交差点 1.7 9/29 19:40 9/29 22:10 解除

2 兵庫県
神戸市中央区浜辺通三丁目交差点
～神戸市中央区貿易センタービル前
交差点

0.2 9/29 19:55 9/29 21:00 解除

2 兵庫県 明石市和坂稲荷町～明石市和
坂１丁目 0.1 9/29 19:45 9/29 23:10 解除

中国地方整備局

53 鳥取県 八頭郡智頭町市瀬 0.1 9/30 0:30 9/29 7:50 解除

29 鳥取県 兵庫県宍粟郡波賀町原～鳥取
県八頭郡若桜町小船 23.5 9/29 20:00 9/30 10:30 解除

29 鳥取県 八頭郡若桜町岩屋堂 0.1 9/29 23:40 9/30 17:25 解除

29 鳥取県 鳥取県鳥取市東大路 0.1 9/29 22:35 9/30 3:30 解除

2 岡山県 赤穂市西有年～備前市東片上 3.7 9/29 20:45 9/30 6:15 解除

32 徳島県 三好郡山城町西宇字島の上～
三好郡山城町西宇字ﾁｶﾞﾔﾉｼﾀ 2.2 9/29 17:10 9/30 6:20 解除

55 徳島県 阿南市橘町字中浦～阿南市橘
町字大浦 0.2 9/29 19:00 9/29 20:20 解除

11 徳島県 鳴門市北灘大須字長浜 0.5 9/29 21:00 9/29 21:30 解除

11 香川県 高松市松島二丁目～高松市番
町 0.6 9/29 18:50 9/29 21:10 解除

30 香川県 高松市玉藻町～高松市寿町 0.4 9/29 19:00 9/29 21:00 解除

11 香川県 三豊郡豊浜町大字姫浜～三豊
郡豊浜町箕浦 5.9 9/29 19:20 9/30 3:20 解除

11 香川県 三豊郡豊浜町大字姫浜～三豊
郡豊浜町大字和田浜 1.3 9/29 22:50 9/30 7:50 解除

32 香川県 三豊郡財田町財田上字奥の内
～徳島県三好郡池田町箸蔵 11.0 9/30 14:00 路肩崩壊 片側交互通行

四国地方整備局
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33 愛媛県 松山市久谷町 0.2 9/30 10:00 法面崩壊 片側交互通行

11 愛媛県 周桑郡丹原町志川 5.2 9/29 17:30 10/1 1:00 解除

11 愛媛県 新居浜市船木 1.2 10/1 12:00 土砂流出 片側交互通行

11 愛媛県 新居浜市船木 0.1 9/29 18:45 9/30 6:00 解除

192 愛媛県 川之江市川滝町 0.1 9/29 19:55 9/30 5:45 解除

11 愛媛県 四国中央市川之江町 0.7 9/29 20:30 9/29 23:15 解除

33 高知県 高岡郡越知町横倉～吾川郡吾
川村森山字ｵｵﾁﾞﾐ 20.3 9/29 11:50 9/30 7:15

9/29 14:15 9/29 15:0056 高知県 宿毛市平田町戸内 0.1

9/29 15:10 9/30 7:1533 高知県
吾川郡吾川村森山字ｵｵﾁﾞﾐ～
愛媛県上浮穴郡久万高原町柳
井川

12.8

9/29 17:00 9/29 19:4055 高知県 室戸市元 0.6

9/29 18:00 9/29 19:4055 高知県 室戸市吉良川 1.1

14:20 10/6

解除

鹿児島県 姶良郡姶良町脇元～鹿児島市
吉野町磯 12.3 9/29 16:00 解除

解除

九州地方整備局 10

解除

解除

解除

四国地方整備局
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（３）都道府県管理国道

通行止めの実績　１６２区間

　

（４）都道府県道　

現在の通行止め　　１３区間

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

群馬県 0 0 0

長野県 0 0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

岐阜県 1 0 0 11 12

石川県 0

三重県 7 0 0

静岡県 0 0 0

0 0

18 25

1 1

4 4

滋賀県 1 0 0 4 5

福井県 0

京都府 0 0 0

兵庫県 0 0 0

0 0

3 3

10 10

9 9

和歌山県 1 0 0 2 3

奈良県 0

鳥取県 0 0 0

岡山県 0 0 0

0 0

3 3

10 10

1 1

徳島県 1 0 0 20 21

山口県 0

愛媛県 2 0 0

高知県 0 0 0

0 0

8 10

14 14

1 1

長崎県 0 0 0 3 3

佐賀県 0

熊本県 0 0 0

大分県 0 0 0

0 0

1 1

11 11

6 6

鹿児島県 0 0 0 6 6

宮崎県 0

149 162計 13 0 0
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通行止めの実績　　６８０区間
　

通行止めの実績　３２区間

現在の通行止め　　１２５区間

都道府県名
箇所数

計
法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除

青森県 2 0 0

岩手県 6 0 1

0 0

28 30

6 13

7 16

群馬県 0 0 0 5 5

秋田県 9

福井県 0 0 0

長野県 0 0 0

27 2

8 8

4 4

0 35

静岡県 0 1 0 0 1

岐阜県 6

愛知県 0 0 0

三重県 23 1 0

0 0

14 14

57 81

10 10

京都府 5 0 0 16 21

滋賀県 0

大阪府 1 0 0

兵庫県 9 0 0

0 0

3 4

80 89

18 18

和歌山県 0 0 0 5 5

奈良県 0

鳥取県 1 0 0

岡山県 8 0 1

0 0

12 13

68 77

4 7

山口県 0 0 0 6 6

広島県 3

徳島県 2 0 0

愛媛県 12 0 1

0 0

32 34

55 68

49 52

福岡県 0 0 0 3 3

高知県 3

長崎県 0 0 0

熊本県 0 0 0

0 0

3 3

8 8

19 19

宮崎県 0 0 0 12 12

大分県 0

鹿児島県 1 0 0

沖縄県 0 0 0

29 5

21 22

2 2

680

（５）有料道路

計 91 555
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○鉄道の状況（１０月７日　１１：００現在）

南風原道路 全線 5

備考
日 時刻 日 時刻

上下
開始

上下 9/26 5:30 9/26

上下 9/29 7:00 9/29

隼人道路 全線 7

15:40鹿児島道路 全線 21

上下 9/29 7:30 9/29

上下 9/29 9:45 9/29

若戸大橋 全線 2

18:55八代日奈久道路 全線 12

上下 9/29 10:20 9/29

上下 9/29 11:50 9/29

宇佐別府道路 全線 23

12:40延岡南道路 全線 4

上下 9/29 13:40 9/29 17:30 解除

解除上下 9/29 13:40 9/29

今治小松道 いよ小松JCT～いよ小松北 1

20:50日出バイパス 全線 9

上下 9/29 16:50 9/30 12:40 解除

解除上下 9/29 16:50 9/29

高松東道路 全線 16

2:10今治小松道 いよ小松北～今治湯ノ浦 13

上下 9/29 17:45 9/29 23:00 解除

上下 9/29 21:35 9/29 23:00 解除

上下 9/29 22:15 9/30 1:10 解除

琴丘能代道路 全線 17

日本道路公団
一般有料道路

伊勢湾岸道 全線 6

第二神明道路 玉津～明石西 9

上下 9/30 8:50 9/30 14:20 解除

阪神高速 北神戸線 五社～柳谷 2 上下 9/29 20:40 9/30 2:30 解除

解除上下 9/29 14:15 9/29

淡路～津名一宮 24

22:30神戸淡路鳴門道 淡路島南～鳴門 14

3:00 解除上下 9/29 19:35 9/30神戸淡路鳴門道

上下 9/29 20:15 9/29

5

23:40 解除神戸淡路鳴門道 布施畑JCT～淡路 15

23:40 解除上下 9/29 21:05 9/29神戸淡路鳴門道

21:20 解除上下 9/29 17:30 9/29瀬戸中央道

上下 9/29 15:55 9/29 19:05 解除

西瀬戸自動車道 生口島南～大島北 16

本四公団

西瀬戸自動車道 大島南～今治 7

児島～坂出 19

神戸西～布施畑JCT

上下 9/29 16:15 9/29 19:25 解除
福岡北九州
高速公社 福岡高速 １号線（天神北～福重） 9 解除上下 9/29 9:30 9/29

大島大橋有料道路 全線 2

14:30

11:35 解除上下 9/29 7:20 9/29長崎県公社

上下 9/29 10:00 9/30 15:00 解除

一ツ葉有料道路南線 全線 5
宮崎県公社

一ツ葉有料道路北線 全線 11

上下 9/29 9:30 9/29 15:00 解除

大分県公社 大分空港道路 全線 16 上下 9/29 13:20 9/29 18:05 解除

広島県公社 安芸灘大橋 全線 3 上下 9/29 16:10 9/29 18:25 解除

京都府公社 綾部宮津道路 全線 23 上下 9/29 21:50 9/30 0:15 解除

愛知県公社 茶臼山高原道路 全線 14 上下 9/29 23:45 9/30 7:00 解除

福井県公社 河野海岸有料道路 全線 9 上下 9/30 2:00 9/30 16:00 解除

富山県公社 立山有料道路 桂台～美女平 6 上下 9/30 6:50 10/1 7:00 解除

解除

14:00 解除

解除

15:20 解除

解除

15:30 解除

解除
被害状況等管理者名 路線名 地点区間名 延長

（㎞）
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事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止

日 時間

運転再開
主な被害状況等

日 時間

東日本旅客鉄道㈱

花輪線 好摩～鹿角花輪 30日

釜石線 釜石～遠野 30日

八戸線 八戸～久慈 30日

7:54 30日 20:52 降雨のため

9:26 30日 21:00 降雨のため

5:16 30日 20:52 降雨のため

山田線 宮古～釜石 30日 10:13 30日 20:00 降雨のため

大船渡線 上鹿折～陸前高田 30日 5:16 30日 7:40 降雨のため

五能線 東能代～岩館 30日 8:25 30日 12:45 降雨のため

東北線 野辺地～八戸 30日 13:00 30日 17:05 降雨のため

アイジーアールいわて銀河鉄道㈱ いわて銀河鉄道線
二戸～金田一温泉

30日
金田一温泉～目時

13:25
30日 14:15 降雨のため

1日 16:04 河川増水、土砂流入

青い森鉄道㈱ 青い森鉄道線
目時～三戸

30日
三戸～八戸

8:45 1日 9:45 河川の増水による

三陸鉄道㈱
北リアス線

田野畑～野田玉川 30日

野田玉川～久慈 30日

南リアス線 三陸～釜石 30日

9:35
1日 始発

降雨のため

11:35 降雨のため

10:38 30日 19:15 降雨のため

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 秋田内陸線

阿仁前田～比立内 30日

合川～阿仁前田 30日

鷹巣～合川 30日

9:07 30日 9:21 降雨のため

降雨のため

9:51 30日 10:43 降雨のため

紀勢線

9:27 30日 10:35

東海道新幹線 岐阜羽島　～　米原 29日

東海道線
豊橋　～　新所原 29日

南荒尾　～　柏原 29日

22:10 29日 22:58 降雨のため

16:28 29日 17:53 降雨のため

21:58 30日 1:20 降雨のため

降雨のため

伊勢柏崎　～　梅ヶ谷 28日 20:04 28日 23:16 降雨のため

滝原　～　伊勢柏崎 28日 20:46

28日 19:51 28日

23:2128日

降雨のため

紀勢線

亀山　～　多気 29日 10:58 30日 11:04 降雨のため

多気　～　佐奈

三瀬谷　～　新鹿

10:37 30日 15:27

22:35

9:36 30日

降雨のため

佐奈　～　川添 29日 10:05 30日 15:27 降雨のため

29日

15:27 降雨のため

三瀬谷　～　滝原 29日 9:36 30日 22:10 降雨のため

川添　～　三瀬谷 29日

滝原　～　伊勢柏崎 29日 9:44 30日

22:10 降雨のため

伊勢柏崎　～　梅ヶ谷 29日 始発 30日

22:10 降雨のため

22:10 降雨のため

紀伊長島～三野瀬間橋脚流失

梅ヶ谷　～　紀伊長島 29日

紀伊長島　～　三野瀬 29日 11:54

11:54 30日

土砂流入、道床流出等
船津　～　尾鷲 29日 始発 2日 9:46 土砂流入、道床流出等

三野瀬　～　船津 29日 始発

29日 始発 30日

30日

15:06 降雨のため

新鹿　～　神志山 29日 10:58 30日 15:06 降雨のため

尾鷲　～　新鹿

家城　～　伊勢奥津

神志山　～　（新宮） 29日 7:36

始発

15:06 降雨のため

名松線
松阪　～　家城 29日 9:35 4日 始発 土砂流入、道床流出

土砂流入、道床流出等

多気　～　宮川 29日 10:29 30日 12:17 降雨のため

29日 3:13 4日

参宮線
宮川　～　山田上口 29日 6:22 30日 12:17 宮川橋梁水位規制

東海旅客鉄道㈱
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30日 始発 台風接近による船岡～居組 29日 18:01

台風接近による

鎧～餘部 29日 17:24 30日 始発 台風接近による

紀伊姫～田並 29日 6:40 29日

9:2329日

8:36

台風接近による

紀伊田原～紀伊姫 29日 9:29 29日 10:46 台風接近による

宇久井～太地 29日 7:14

30日 始発 台風接近による

紀勢線

新宮～宇久井 29日 7:36 29日 8:35 台風接近による

舞鶴線 綾部～真倉 29日 20:42

30日 22:05 線路冠水

福知山線 広野～福知山 29日 20:29 30日 始発 線路冠水

姫新線 播磨新宮～西来栖 29日 14:20

29日 22:10 台風接近による

赤穂線 西相生～播州赤穂 29日 14:20 30日 12:34 線路冠水

関西空港線 りんくうタウン～関西空港 29日 19:29

30日 0:06 台風接近による

小浜線 敦賀～東舞鶴 29日 21:08 30日 始発 台風接近による

北陸線 （深坂トンネル）～敦賀 29日 22:15

29日 14:25 台風接近による

関西線 亀山　～　柘植 29日 12:20 30日 始発 台風接近による

新山口～厚狭 29日 14:14

29日 18:32 台風接近による

新岩国～徳山 29日 14:01 29日 14:16 台風接近による

山陽新幹線 東広島～新岩国 29日 16:31

15:20 台風接近による

三原～東広島 29日 16:16 29日 16:31 台風接近による

相生～岡山 29日 14:16 29日

12:30 30日 8:00 降雨のため

10:33 30日 8:00 降雨のため
伊勢鉄道㈱ 伊勢線

津　～　玉垣 29日

玉垣　～　河原田 29日

29日 15:57 降雨のため

29日 13:10 29日 22:05 降雨のため
八王子線 日永　～　西日野

29日 13:10

29日 15:57 降雨のため

29日 21:45 29日 22:05 降雨のため
内部線 全区間

29日 13:10

29日 16:27 降雨のため

伊勢若松　～　平田町 29日 21:45 29日 22:05 降雨のため
鈴鹿線

伊勢若松　～　平田町 29日 13:10

29日 19:18 松ヶ崎～松阪側面表土崩壊

松阪　～　明星 29日 15:43 29日 19:18 降雨のため
山田線

伊勢中川　～　松阪 29日 13:20

22:20 降雨のため

桑名　～　駒野 29日

富洲原　～　弥富 29日 21:40 29日

21:40 29日

18:50 降雨のため

17:50 降雨のため

22:20 降雨のため

塩浜　～　四日市 29日 13:10 29日

白子　～　塩浜 29日 13:10 29日

築堤崩壊

江戸橋　～　白子 29日 13:10 29日 18:50 降雨のため

29日 11:50 29日 21:53

11:50 29日 21:53 降雨のため

参宮線
山田上口　～　伊勢市 29日 10:29

30日

30日 12:17 降雨のため

関西線 四日市　～　河原田 29日 13:11

29日

津　～　江戸橋

12:17 降雨のため

29日 15:25 降雨のため

伊勢市　～　鳥羽 29日 10:29

19:51 降雨のため

近畿日本鉄道㈱

大阪線 青山町　～　伊勢中川 29日

名古屋線

伊勢中川　～　桃園 29日

桃園　～ 津　

11:10 29日 21:53 降雨のため

10:10 29日

西日本旅客鉄道㈱

東海旅客鉄道㈱
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台風接近による

15:44 台風接近による

バラスト流出

柳ヶ浦～宇佐 29日 11:01 29日

宇佐～日出 29日 12:59 30日

29日 始発 29日

0:23

17:15

台風接近による

松橋～八代 29日 11:07 29日 15:12 台風接近による

29日 10:50 29日 14:27

10:45 29日 14:50 台風接近による

10:35 29日 12:25 台風接近による

6:45 29日 13:24 台風接近による九州新幹線 全区間 29日

鹿児島線

鳥栖～久留米 29日

荒尾～玉名 29日

上熊本～川尻

川内～鹿児島

11:00 29日 12:41 台風接近による高松琴平電気鉄道㈱ 志度線 大町～志度 29日

8:00 30日 始発 台風接近による

8:00 30日 始発 台風接近による
土佐くろしお鉄道㈱

中村線 全区間 29日

宿毛線 全区間 29日

30日 始発 台風接近による

高徳線 引田～徳島 29日 12:00 30日 始発 台風接近による

予土線 全線 29日 12:00

始発 台風接近による

土讃線 伊野～窪川 29日 始発 30日 始発 台風接近による

伊予市～宇和島 29日 10:50 30日

7:20 30日 10:30 台風接近による

7:20 8日 始発予定 土砂流入

7:20 3日 始発 土砂流入

7:20 1日 始発 台風接近による

四国旅客鉄道㈱

予讃線

観音寺～伊予三島 29日

伊予三島～関川 29日

関川～伊予西条 29日

伊予西条～壬生川 29日

始発 1日 17:00 土石流のため嵯峨野観光鉄道㈱ 全線 全区間 30日

21:50 30日 6:25 道床流出、のり面崩壊北近畿タンゴ鉄道㈱ 宮津線 全区間 29日

17:30 29日 22:30 台風接近による智頭急行㈱ 智頭線 智頭～上郡 29日

19:59 30日 始発 八東川の増水による若桜鉄道㈱ 若桜線 全区間 29日

17:35 29日 19:29 小田駅ホーム屋根板が飛ばされる井原鉄道㈱ 井原線 全区間 29日

20:34 29日 21:25 線路冠水北条鉄道㈱ 北条線 全区間 29日

20:36 30日 始発 のり面崩壊神戸電鉄㈱ 粟生線 三木～小野 29日

19:29 29日 22:05 台風接近による南海電気鉄道㈱ 空港線 りんくうタウン～関西空港 29日

29日 15:18 倒竹による運転抑止

戸坂～矢賀 29日 15:18 29日 16:03 倒竹による運転抑止
芸備線

玖村～安芸矢口 29日 14:15

29日 17:12 倒竹による運転抑止

因美線 用瀬～智頭 29日 19:32 1日 始発 因幡社～智頭土砂流出

呉線 竹原～安浦 29日 16:01

倒木による運転抑止

河内～入野 29日 17:45 29日 18:37 倒竹による運転抑止

西条～八本松 29日 15:25 29日

29日 14:00

15:46

台風接近による

島田～光 29日 14:33 29日 15:43 台風接近による
山陽線

富海～大道 29日 12:58

30日 20:50 大久保～魚住間線路冠水

相生～上郡 29日 14:40 30日 12:51 有年～上郡間土砂流入

大久保～姫路 29日 19:37

29日 21:56 倒竹による運転抑止

名和～大山口 29日 14:40 29日 15:22 台風接近による

宍道～荘原 29日 18:45

29日 18:05 台風接近による

鳥取～末恒 29日 22:19 29日 22:59 冠水

山陰線 宇田郷～奈古 29日 11:05

玉江～長門三隅 29日 11:46 29日 18:05 台風接近による

九州旅客鉄道㈱

西日本旅客鉄道㈱
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※東海旅客鉄道紀勢線（紀伊長島～三野瀬間）　橋脚流出のため運行抑止

○海上交通の状況（１０月７日　１２：００現在）

始発 29日 12:30 台風接近による鹿児島市交通局 全線 全区間 29日

始発 29日 19:13 台風接近による肥薩おれんじ鉄道㈱ 肥薩おれんじ鉄道線 全区間 29日

始発 29日 14:10 台風接近によるくま川鉄道㈱ 湯前線 全区間 29日

始発 30日 始発 台風接近による高千穂鉄道㈱ 高千穂線 全区間 29日

10:32 29日 16:18 台風接近による南阿蘇鉄道㈱ 高森線 全区間 29日

台風接近による

熊本電気鉄道㈱ 全線 全区間 29日 11:25 29日 14:25 倒木４箇所

29日 17:07 台風接近による

島原鉄道㈱ 島原鉄道線 全区間 29日 11:00 29日 15:05

日南線 全区間 29日 8:30

29日 13:01 台風接近による

山川～枕崎 29日 18:17 台風接近による
指宿枕崎線

鹿児島中央～山川
29日 始発

29日 17:05 台風接近による

吉都線 全区間 29日 7:17 29日 17:20 台風接近による

吉松～隼人 29日 始発

14:24 台風接近による

肥薩線 人吉～吉松 29日 7:20 29日 17:00 台風接近による

一勝地～人吉 29日 8:00 29日

29日 18:02 台風接近による

八代～一勝地 29日 8:00 29日 16:30 台風接近による

三角線 全区間 29日 11:00

29日 14:40 台風接近による

三重町～大分 29日 13:48 29日 20:58 台風接近による
豊肥線

熊本～南熊本 29日 10:50

30日 6:05 調査中

唐津線 東多久～小城 29日 10:31 29日 11:54 台風接近による

29日 14:44 調査中

由布院～野矢 29日 30日 13:26 切り取り崩壊久大線

大分～由布院 29日
12:12

野矢～豊後森 29日 17:24

16:12 台風接近による

佐世保線 肥前山口～三間坂 29日 10:09 29日 13:10 き電線断線１箇所

都城～鹿児島 29日 始発 29日

29日 18:20 台風接近による

宮崎～都城 29日 8:00 29日 17:30 台風接近による

延岡～宮崎 29日 8:40

29日 21:00 台風接近による

津久見～延岡 29日 13:10 29日 22:56 台風接近による
日豊線

大分～幸崎 29日 12:50

日出～大分 29日 12:59 29日 15:58 台風接近による

九州旅客鉄道㈱

25



１）施設の被害状況

２）運休状況

なし

○航空関係（１０月７日　１２：００現在）

○航空関係

１）空港・航空保安施設の被害状況

なし

２）航空機（定期旅客便）の運休状況

なし

国内線の調査対象は特定本邦航空運送事業者9社

国際線の調査対象は関空、成田発着便

○港湾関係（１０月７日　１２：００現在）

なし
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１）港湾施設の被害状況

２）港湾局所管海岸保全施設の被害状況

３）その他

特になし

○高速バスの運休状況（１０月７日　１２：００現在）

流木等
の漂着三重県 三重県 津松坂港海岸

香良洲地区
三雲地区

流木等
の漂着

愛知県 南知多町

愛知県 愛知県 富具崎港海岸 冨具崎地区

内海港海岸
東浜地区

千鳥ヶ浜地
区

泊地の
埋塞

被害状況 備　考

流木等
の漂着

都道府県名 管理者名 港湾名 地区名

愛媛県 今治市 今治港 蔵敷地区
鳥生地区

　周辺を立入禁止措
置済み。

愛媛県 愛媛県 三島川之江港 金子地区

物揚場と
護岸の
一部の
基礎洗
掘・損壊

香川県 坂出市 坂出港 中央ふ頭地区

地区名 被害状況

物揚場
のエプロ
ンが
一部陥
没

備　考

三重県 三重県 引本港 引本地区
堤防裏
法の一
部損壊

都道府県名 管理者名 港湾名
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○下水道施設の被害状況（１０月７日　１２:００現在）

○公園施設の被害状況（１０月７日　１２:００現在）

合 計 178 0

（九州運輸局管内） 36 0

（四国運輸局管内） 67 0

（中国運輸局管内） 18 0

（近畿運輸局管内） 37 0

（中部運輸局管内） 6 0

（北陸信越運輸局管内） 0 0

（関東運輸局管内） 12 0 　

（東北運輸局管内） 2 0  

（北海道運輸局管内） 0 0

事業者名 運休等累計系統数 現在運休等系統数 備 考

岡山県 作東町 脇田橋
中継マンホール

マンホールポンプ及び制御盤が冠水

岡山県 美作町 樫村１号
マンホールポンプ

受電操作盤冠水

岡山県 山陽町 門前第１汚水幹線 ため池のり面崩壊により下水道管が破損

岡山県 備前市 備前処理区
管路施設

被災延長　Ｌ＝２６．０ｍ
マンホールポンプ　１基

上月町

上月処理区
上月処理場

上月処理場脱臭ファンが水没し機能停止

久崎処理区
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

マンホールポンプ５箇所で水没、自動運
転停止

兵庫県

兵庫県
揖保川流域下水

道
正条中継ポンプ場

揖保川支流の氾濫により、流域下水道汚
水中継ポンプ場施設が浸水し、ポンプは
稼働しているものの脱臭施設、破砕機等
が機能停止

明石市 二見浄化センター 異常流入によりポンプ場が浸水し、機能
停止

赤穂市
赤穂処理区

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ及び
幹線管渠

・マンホールポンプ２箇所浸水により使用
不能
・有年汚水幹線道路陥没により圧送管破
損
　（φ250mm　　L=80m）

京都府 京丹後市 大宮処理区
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

道路路肩の決壊により、占用しているマン
ホールポンプの制御盤支柱が倒壊。機能
停止

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況
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愛媛県 新居浜市 土橋公園
（都市公園）

土砂堆積　A=700ｍ2

愛媛県 新居浜市 国領川緑地（左
岸・増破分）

土砂堆積、洗掘　A=102000ｍ2、土砂堆
積、洗掘　A=46000ｍ2

愛媛県 新居浜市 滝の宮公園
（都市公園）

擁壁工、盛土工、法面崩壊
(h=25m,L=19m),法面崩壊（H=8mL=10m）、
法面崩壊３箇所(h=30m,L=5m)、法面崩壊
L=21mh=12m、法面崩壊　（ｈ＝６ｍ
L=11m）

愛媛県 四国中央市 三島公園
（都市公園）

園路路側斜面崩落（L=12.0m ）

愛媛県 四国中央市 桃山墓園
（都市公園）

園路路側斜面崩落（L=18.0m )

香川県 香川県 香東川公園
公園として利用している高水敷の表土損
傷
A=6,000m2

香川県 国 国営讃岐まんのう公園 法面崩壊2箇所

岡山県 久世町 宮芝公園
他1公園 倒木　 ３本

岡山県 瀬戸町 瀬戸吉井川緑地 土砂堆積

岡山県 総社市 石原公園
他1公園 倒木　 ３本

岡山県 笠岡市 古城山公園 のり面崩土

岡山県 玉野市 和田林間芝生広
場 冠水

岡山県 玉野市 城山公園
他7公園 倒木１２本

岡山県 玉野市 深山公園 陥没、路肩崩壊、崩土、倒木

岡山県 津山市 津山河岸緑地 冠水

岡山県 岡山市 吉井川第１緑地 トイレ２基転倒

岡山県 岡山市 百間川緑地 トイレ１基転倒

岡山県 岡山市 八幡公園
他6公園 倒木　 １０本

岡山県 岡山県 後楽園
他1公園 倒木　 ８本

鳥取県 河原町 桜づつみ河川公園 河川敷公園舗装面の損傷Ａ＝１６０．７ｍ２

鳥取県 湯梨浜町 東郷運動公園 園路土砂崩落（Ｌ＝７ｍ，Ｗ＝３ｍ，Ｈ＝５ｍ）

鳥取県 鳥取市 千代川倉田緑地 河川敷公園のグラウンド（野球場２面、ソ
フトボール場２面、ｻｯｶｰ場２面）の洗掘

鳥取県 鳥取市 千代川緑地
河川敷公園のグラウンド（野球場２面、ソ
フトボール場、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ
場）の洗掘

兵庫県 兵庫県 県立淡路島公園 園路 ４０ｍ　側溝 ３０ｍ　下、上層路盤流
出、表層路盤降起、法面崩落

兵庫県 赤穂市 千種川河川敷公
園

ｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ真砂土舗装流出、ゲート
ボール場、野球場真砂土舗装流出、交通
公園舗装版破損、縁石破損、野球場真砂
土舗装流出、陸上競技場真砂土舗装流
出

青森県 弘前市 弘前市墓地公園 のり面A=300m2、土留擁壁、U型側溝、
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

青森県 福地村 福地村ふれあい公
園

土砂堆積、園路・柵欠壊、電気設備水没、
木橋流出・破損

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況
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○その他都市施設の被害状況（１０月７日　１２:００現在）

鹿児島県 枕崎市 駒場公園 トイレの屋根損壊

鹿児島県 鹿児島市 鴨池公園 高波による防護柵の流出

鹿児島県 鹿児島県 大隅広域公園
他2公園

倒木等

鹿児島県 鹿児島県 吉野公園 屋根破損，倒木20本

大分県 大分市 桑原西公園外46
公園

倒木77本、半倒木90本

大分県 大分県 一村一品クラフト
公園

糊面崩壊A=45m2(L=6.0m、H=7.5m)
フェンスL=2m、倒木１本

大分県 大分県 スポーツ公園 倒木４本

熊本県 嘉島町 嘉島近隣公園
他1公園

倒木５本

熊本県 西合志町 弁天山公園
他3公園

倒木等

佐賀県 小城町 小城公園 倒木７本

佐賀県 佐賀県 佐賀城公園
他1公園

倒木８０本

佐賀県 国 国営吉野ヶ里歴史
公園

倒木30本程度

福岡県 大牟田市 延命公園他9公園 倒木41本　等

福岡県 久留米市 大隈公園　他15公
園

倒木11本　等

福岡県 甘木市 甘木公園　他2公
園

園路法面崩壊、倒木11本、照明灯破損1基

福岡県 国 国営海の中道海
浜公園

倒木10本程度

愛媛県 小松町 小松中央公園
（都市公園）

町民の森園路路側崩壊Ｌ＝39m,H=6m、
オアシス２号館駐車場法面崩壊
V=100m3,L=10m,H=20m、オートキャンプ
場　法面・園路崩壊V=20m3,L=34m,Ｈ＝6
～15m、第１駐車場南斜面園路路側崩壊
L=12m,H=8m
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○公営住宅等の被害状況（１０月４日　１３：３０時現在）

愛媛県 四国中央市 浦山川河川敷公
園

グランド表土流出

愛媛県 四国中央市 河川敷公園 グランド及びテニスコート
表土流出・土砂堆積

愛媛県 四国中央市 やまじかぜ公園 法面崩壊L=10m，H=3m,V=100m3

愛媛県 小松町 小松中央公園
（都市公園：未供

自然生態園
法面崩壊V=300m3,L=16m,H=10m

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況

京都府 3

直　通：　５２５３－８４６１

代　表：　５２５３－８１１１　内線３５－８２２

問合先：河川局防災課災害対策室　水落
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6
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香川県
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小計
愛媛県

3 72

一部破損

兵庫県 　

三重県
全壊 半壊
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