
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

※　この台風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

１０月１８日 １０：２１ 注意体制
１０月１９日 　７：２１ 警戒体制

１７：１５ １０月２０日 １６：５０ 注意体制
２３：１５ 警戒体制 １０月２２日 １０：００ 体制解除

１０月２１日 ２０：４５ 注意体制 １０月２０日 １６：４０ 注意体制
２３：４０ 体制解除 １０月２１日 １５：４０ 体制解除

１０月２０日 １５：３０ 注意体制 １０月２０日 　９：００ 注意体制
１７：４５ 警戒体制 １０月２１日 １７：００ 体制解除
２０：３０ 非常体制 １０月２０日 　９：００ 注意体制

１０月２２日 　２：４０ 警戒体制 １０月２１日 １０：００ 体制解除
１１：３０ 注意体制 １０月１９日 ２２：０５ 注意体制

１０月　８日 １６：３０ 注意体制 １０月２２日 　８：４０ 体制解除
１０月　９日 　５：００ 警戒体制 １０月２０日 　３：３０ 注意体制
１０月１８日 １０：００ 注意体制 １０月２１日 　４：５５ 体制解除
　　　　　　（台風２２号から継続） １０月１９日 ２２：０５ 注意体制
１０月２０日 １９：１０ 警戒体制 １０月２２日 　８：４０ 体制解除
１０月２２日 １０：００ 注意体制 １０月１９日 １６：３０ 注意体制
１０月２０日 １０：００ 注意体制 １０月２１日 １６：３０ 体制解除

１３：００ 警戒体制 １０月１９日 １６：００ 注意体制
１０月２２日 　６：３０ 注意体制 １０月２０日 １７：００ 体制解除

　７：３０ 体制解除
１０月２０日 １２：００ 注意体制

１４：００ 警戒体制
１７：４５ 非常体制

１０月２０日 　６：００ 注意体制
１６：３０ 警戒体制

１０月２０日 　５：５０ 注意体制
　８：４０ 警戒体制
１２：３０ 非常体制
２２：００ 警戒体制

１０月２２日 １７：００ 体制解除
１０月１９日 １０：００ 注意体制
１０月２０日 　４：１０ 警戒体制

　８：３０ 非常体制
１５：２０ 警戒体制
２２：００ 体制解除

四 国 運 輸 局

四国地方整備局

九 州 運 輸 局

中国地方整備局

九州地方整備局

台風第２３号について（第５報：最終報）

中 部 運 輸 局

北陸信越運輸局

東北地方整備局 １０月２０日 注意体制 東 北 運 輸 局

災　　害　　情　　報
平成１６年１０月２２日１７：００作成

 国   土   交   通   省

中 国 運 輸 局

近 畿 運 輸 局

国 土 交 通 本 省

近畿地方整備局

北陸地方整備局 関 東 運 輸 局

近 畿 運 輸 局

中部地方整備局

関東地方整備局
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１０月１８日 １０：２１ 注意体制
１０月１９日 　７：２１ 警戒体制
１０月２０日 　２：５２ 体制解除
１０月１９日 　７：２１ 警戒体制
１０月２０日 　２：５２ 体制解除

２．台風２３号の概要（１０月２１日　９：５０現在：気象庁抜粋）

３．政府の対応
○内閣府情報対策室設置（１０月２０日８：３０）
○官邸連絡室設置（１０月２１日０：２０）
○平成１６年（２００４年）台風第２３号非常災害対策本部開催（１０月２１日１７：３０）
○兵庫県及び京都府へ防災担当大臣を団長とする政府調査団派遣（１０月２２日）
○岡山県及び香川県に防災担当副大臣を団長とする政府調査団派遣（１０月２２日）

４．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。
○排水ポンプ車、照明車、衛星通信車を現地へ派遣。
○河川・道路の固定カメラの映像を官邸、内閣府に提供。
○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（１０月２１日）
○関東地方整備局の災害対策ヘリコプター「あおぞら」号による現地調査を実施（１０月２１日）
○ヘリコプターによる現地調査を実施（北陸）（１０月２１日）
○国土技術政策総合研究所等から河川、海岸の専門家を現地へ派遣（１０月２１日～）
○災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官等、職員を現地へ派遣（１０月２１日～）
○北側国土交通大臣が現地（兵庫県）を視察（１０月２２日）
○蓮実国土交通副大臣が現地（高知県）を視察（１０月２２日）
○兵庫県及び京都府への政府調査団として、河川局防災課長、道路局道路防災対策室長、

近畿地方整備局企画部長を派遣（１０月２２日）
○岡山県及び香川県への政府調査団として、河川局保全課長、防災課担当者、中国地方整備局河川部長、

四国地方整備局河川部長を派遣（１０月２２日）

５．人的被害（消防庁調　１０月２２日　１６：３０現在）

沖縄総合事務局

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害

棟

非住家被害
死 行　方 負 傷 者 全 半 一部 床上 床下 公共 その
者 不明者 重傷 軽傷 壊 壊 破損 浸水 浸水 建物 他
人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟

福島県 4 11 25 2 2

栃木県 1 9

埼玉県 8 53

富山県 1 4 36 3 148 306 2

2茨城県 24 125

群馬県 2 1

千葉県 2 3 1 2 101
東京都 2 72 141 6 13

神奈川県 1 1 23
2 16

21 28 87 2
新潟県

　台風第２３号は２１日９時に温帯低気圧に変わりました。
　中心は関東の東の北緯３６度、東経１４３度にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東へ進んでいます。中心の気圧は９
９２ヘクトパスカルとなっています。２４時間後の２２日９時には中心の気圧は９９０ヘクトパスカルが予想されます。温帯低気
圧の中心は、日本のはるか東の北緯４２度００分、東経１５７度００分を中心とする半径２２０キロの円内に達する見込みで
す。なお、温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。
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石川県 2 3 3 54 135 5
福井県 1 4 84 25 294 1 16
山梨県 1 1 1 1 35 154 2

岐阜県 5 2 1 13 3 5 15 955 2,115 1 8
静岡県 1 1 4 3 28
愛知県 1 2 15 4 20 69 1 2
三重県 1 5 6 2
滋賀県 1 1 4 40
京都府 12 2 4 15 7 75 1,079 1,442 2,178 179 92
大阪府 1 7 7 4 20 359 39
兵庫県 18 2 10 38 21 20 326 10,373 13,042 13
奈良県 4

和歌山県 1 1 5 27 11 121 2
鳥取県 1 1 23 42 55 11
島根県 1 1 2 46 9 5
岡山県 6 1 5 22 7 20 512 232 959 18 112
広島県 8 25 2 46 10
山口県 3 7 26 4
徳島県 3 1 2 6 11 435 662
香川県 7 3 8 15 17 32 1,807 3,745 1
愛媛県 5 5 6 7 24 46 557 1
高知県 6 3 12 6 6 34 311 681 6 6
福岡県 3 13 32 9 1
佐賀県 7 10 1 65 71 24
長崎県 1 5 14 2 4 2
熊本県 2 2 70 2 1
大分県 1 7 186 1
宮崎県 1 1 1 2 4

11
15 346 681 2

鹿児島県 1 5 1 3 39
沖縄県

16,708
1

293 71 175 2,572合計 69 15 75
52

38 13
8

27,672 307 400

243

1 5 81 60 618長野県
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６．所管施設等の状況

○河川の状況（１０月２２日　１６：００現在）

＜直轄河川＞

○被害状況

１）一般被害

被　　害　　状　　況

右岸６９ｋ４、農地浸水

右岸６４ｋ８、農地浸水

水田、駐車場浸水

右岸６ｋ２

その他　左右岸　３０箇所

左岸２ｋ

左岸３ｋ８

右岸１ｋ

左岸９ｋ３

右岸４ｋ３、水田浸水

左岸６ｋ２、水田浸水

右岸７ｋ８、水田浸水

右岸３ｋ６、水田浸水、道路冠水

左岸１５ｋ５、水田浸水

右岸２ｋ５、水田浸水

左岸６ｋ２、雑種地浸水

右岸５ｋ９、水田浸水

－ 内水 調査中

内水 調査中

九　州 大淀川 大淀川 都城市
高木町

調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 大淀川 都城市
金田町

－ 内水
外水

2

内水 ー

九　州 山国川 山国川 中津市
他 ー ー －

調査中 調査中 － －九　州 五ヶ瀬川 大瀬川 延岡市
浜砂

－ 内水 ー

ー

九　州 五ヶ瀬川 祝子川 延岡市
川原崎

調査中 調査中 －

ー 7 － －九　州 五ヶ瀬川 北　川 延岡市
東海町

－ 内水 ー

内水 ー

九　州 五ヶ瀬川 北　川 延岡市
川島町 16 10 －

22 30 － －九　州 五ヶ瀬川 北　川 延岡市
水尻

－ 内水 213.5

内水 調査中

九　州 番匠川 番匠川
他

佐伯市
他 ー ー －

13 ー － －九　州 番匠川 久留須
川

直川村
道越

－ 内水 1

内水 1.5

九　州 番匠川 久留須
川

直川村
棚井田 ー 1 －

1 6 － －九　州 番匠川 久留須
川

直川村
直見

－ 内水 調査中

内水 調査中

九　州 番匠川 番匠川 弥生町
小田 ー 1 －

ー 1 － －九　州 番匠川 堅田川
佐伯市
志津河

内

－ 内水 調査中

内水 0.3

九　州 番匠川 堅田川 佐伯市
長良 15 ー －

ー 2 － －九　州 番匠川 番匠川 本匠村
笠掛

－ 外水 6

内水 6.8

九　州 番匠川 久留須
川

本匠村
千又 1 1 －

ー 5 － －九　州 番匠川 番匠川 佐伯市
樫野

－ 内水 28

内水 15

九　州 番匠川 番匠川 佐伯市
稲垣 ー 1 －

原因 面積
(約ha)

九　州 番匠川 番匠川 佐伯市
脇 ー 1 － －

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

整備局 水　系 河　川 市町村
浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

4



右岸１２ｋ、詳細調査中

右岸１０ｋ４、詳細調査中

左岸３ｋ５、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

右岸５ｋ５、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

左岸７ｋ、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

右岸７ｋ４、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

左岸４ｋ５、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

右岸４ｋ８、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

左岸１ｋ８、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

左右岸２ｋ１、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

右岸１ｋ、農地浸水

左岸１ｋ６、詳細調査中

右岸７ｋ１、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

右岸０ｋ５、詳細調査中
家屋浸水は、目視による推定

左岸４ｋ６、農地浸水

右岸３ｋ８、農地浸水

左岸３ｋ５、農地浸水

左岸３ｋ、農地浸水

右岸１６ｋ、農地浸水

右岸０ｋ９、農地浸水

右岸６ｋ５、農地浸水

左岸５ｋ４、農地浸水

右岸５５ｋ５、農地浸水

左岸６５ｋ９、農地浸水

左岸５５ｋ３、農地浸水

左岸５４ｋ９、農地浸水

右岸６４ｋ、道路冠水

右岸５８ｋ５、農地浸水

内水 3.7

外水 87

九　州 大野川 大野川 大分市
宮河内 不明 － －

内水 1.8

九　州 大野川 大野川 大分市
下戸次 不明 － －

内水 3

九　州 大分川 七瀬川 大分市
内種田 ー － －

内水 3.1

九　州 大分川 七瀬川 大分市
木ノ下 3 － －

内水 1.1

九　州 大分川 七瀬川 大分市
内種田 10 － －

内水 3.4

九　州 大分川 七瀬川 大分市
東種田 ー － －

内水 5.1

九　州 大分川 七瀬川 大分市
東種田 7 － －

内水 5.5

九　州 大分川 七瀬川 大分市
東種田 12 － －

内水 2.4

九　州 大分川 大分川 大分市
津守 32 － －

内水 3.6

九　州 大分川 大分川 大分市
元町 10 － －

内水 2.6

九　州 大分川 七瀬川 大分市
田尻 40 － －

外水 0.7

九　州 大分川 大分川 大分市
光吉 45 － －

内水 0.3

九　州 大分川 賀来川 大分市
賀来 10 － －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 深年川 国富町
本庄

－ 内水 2.5

内水 0.1

九　州 大淀川 深年川 国富町
宮本

調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 深年川 国富町
三名

－ 内水 3

内水 10

九　州 大淀川 深年川 国富町
大脇

調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 深年川 国富町

－ 内水 0.2

内水 0.9

九　州 大淀川 深年川 国富町
八幡

調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 深年川 国富町
十日町

－ 内水 調査中

内水 2.1

九　州 大淀川 高崎川 高崎町 調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 大淀川 高崎町
川原

－ 内水 調査中

内水 調査中

九　州 大淀川 大淀川 高崎町 調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 大淀川 高崎町

－ 内水 調査中

内水 調査中

九　州 大淀川 大淀川 高崎町 調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 大淀川 高城町
石山

－ 内水 調査中

内水 調査中

九　州 大淀川 大淀川 高城町 調査中 調査中 －

調査中 調査中 － －九　州 大淀川 大淀川 都城市
高木町
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左岸２Ｋ付近

左岸３Ｋ２付近

右岸４Ｋ５付近

左岸１８Ｋ、久米川合流点無堤部

左岸２ｋ４、道路冠水、詳細調査中

今切川左岸８ｋ６、道路冠水、詳細調査中

７３箇所

堤防計画なし部、左岸道路冠水１００ｍ

右岸１９ｋ８、田畑浸水、詳細調査中

右岸１９ｋ１、田畑浸水、詳細調査中

右岸７ｋ６、畑浸水、詳細調査中

左岸７ｋ１、畑浸水、詳細調査中

家屋浸水、国道56，県道344道路冠水あり、排
水ポンプ車による排水実施、詳細調査中

右岸２２ｋ７、道路冠水あり、詳細調査中

右岸２０ｋ４、畑浸水、詳細調査中

右岸１９ｋ８詳細調査中

左岸８ｋ７、詳細調査中

左岸８ｋ７、詳細調査中

左岸８ｋ７、詳細調査中

左岸８ｋ７、詳細調査中

右岸７ｋ７、詳細調査中

左岸８ｋ７、詳細調査中

内水 0.5ー ー ー ー四　国 那賀川 桑野川 阿南市
横見

ー 外水 5

外水 30

四　国 那賀川 那賀川 阿南市
持井 ー 1 ー

ー 14 ー ー四　国 那賀川 那賀川 阿南市
楠根

ー 外水 92

外水 45

四　国 那賀川 那賀川 阿南市
吉井 1 12 ー

ー 5 ー ー四　国 那賀川 那賀川 阿南市
加茂

ー 外水 8

溢水 20

四　国 那賀川 那賀川 阿南市
深瀬 ー 6 ー

ー ー ー ー四　国 肱　川 肱　川 大洲市
久米

ー 内水 0.2

内水 0.4

四　国 土器川 土器川
丸亀市
飯野町

東
ー ー ー

ー 30 ー ー四　国 土器川 土器川
丸亀市
土器町

西

ー 内水 0.2

溢水 0.3

四　国 土器川 土器川 丸亀市
土居 ー 70 ー

ー ー ー ー四　国 土器川 土器川 満濃町

ー 内水
外水

778.2

外水 調査中

四　国 吉野川 吉野川 池田町
他 116 128 ー

調査中 調査中 ー ー四　国 吉野川 旧吉野
川

北島町
鯛浜

ー 内水 調査中

外水 調査中

四　国 吉野川 旧吉野
川

鳴門市
大津町

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー四　国 吉野川 旧吉野
川

鳴門市
大麻町

ー 外水 0.8

内水 調査中

四　国 吉野川 旧吉野
川

鳴門市
大麻町

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー四　国 吉野川 旧吉野
川

板野町
大寺

ー 内水 調査中

不明 0.5

四　国 吉野川 旧吉野
川

板野町
大寺

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー四　国 吉野川 旧吉野
川

板野町
大寺

ー 外水 0.3

内水 調査中

四　国 吉野川 旧吉野
川

藍住町
東中富

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー四　国 吉野川 旧吉野
川

板野町
西中富

ー 内水 415

内水 5

四　国 渡　川 後川
中筋川 中村市 13 150 ー

内水 2.6

九　州 大野川 乙津川 大分市
松岡 不明 － －

内水 2.8

九　州 大野川 乙津川 大分市
松岡 不明 － －

内水 5.1

九　州 大野川 乙津川 大分市
松岡 不明 － －

内水 8.2

九　州 大野川 乙津川 大分市
松岡 不明 － －

内水 32.3

九　州 大野川 乙津川 大分市
松岡 不明 － －

九　州 大野川 大野川 大分市
宮河内 不明 － －
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左岸７５．２Ｋ、水田浸水

左岸７３．６Ｋ、水田浸水

右岸５３Ｋ、無堤部、道路冠水

左岸７７．８Ｋ、水田浸水

右岸８３．４Ｋ、水田浸水

右岸８２．２Ｋ、水田浸水

右岸１．２Ｋ

右岸１０５．８Ｋ、無堤部、水田浸水

左岸６０．８Ｋ、水田浸水

右岸９７．４ｋ、田畑浸水

右岸０Ｋ２、川裏道路冠水

左岸１２Ｋ、霞堤より浸水

右岸５２Ｋ、堤外施設浸水（ホテル）

２０箇所

右岸１０ｋ２、波瀬川合流点付近で田畑浸
水

左岸９Ｋ８、須留瀬橋付近取り付け道路冠
水

左岸１９Ｋ８、田浸水及び道路冠水

右岸６Ｋ付近

右岸２０Ｋ３付近

左岸１５Ｋ付近

１９箇所

内水 5ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市

ー 内水 1

内水 3

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 ー ー ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市

ー 内水 3

内水 5

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 ー ー ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市

ー 外水 8

内水 2.5

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

二本松
市 ー ー ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市

ー 内水 0.2

外水 0.5

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

二本松
市 ー ー ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市

ー 内水 2

外水 4

東　北 阿武隈川 釈迦堂
川

須賀川
市 ー 13 ー

ー ー ー ー東　北 那賀川 桑野川 阿南市
上荒井

ー 調査中

溢水 調査中

中　部 木曽川 長良川 岐阜市 ー 1 ー

ー ー ー ー中　部 豊　川 豊　川 豊橋市
賀茂町

ー 内水 調査中

内水 調査中

中　部 鈴鹿川 内部川 四日市
市 ー ー ー

ー ー ー ー中　部 鈴鹿川 鈴鹿川 亀山市

ー 内水 調査中

内水 調査中

中　部 雲出川 雲出川 久居市 ー ー ー

ー ー ー ー中　部 雲出川 雲出川 一志町

ー 越水 103.1

越水 2372

近　畿 加古川 加古川
舞鶴市
福知山

市
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー近　畿 由良川 由良川
舞鶴市
福知山

市

ー 越水 調査中

越水 調査中

近　畿 円山川 円山川 豊岡市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー近　畿 円山川 円山川 豊岡市

ー 越水 調査中

外水 4

近　畿 円山川 出石川 出石町 調査中 調査中 ー

ー ー ー ー四　国 那賀川 桑野川 阿南市
上荒井

ー 外水 8

外水 2

四　国 那賀川 桑野川 阿南市
石倉 ー ー ー

ー ー ー ー四　国 那賀川 桑野川 阿南市
会下

ー 外水 2

外水 0.1

四　国 那賀川 桑野川 阿南市
おわた ー ー ー

ー ー ー ー四　国 那賀川 桑野川 阿南市
井関

ー 外水 1四　国 那賀川 桑野川 阿南市
宝田 ー ー ー
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２）河川管理施設等被害

対　　策　　状　　況

杭打ち土のうにより仮復旧実施。

シート張りと土のうにより仮復旧実施。

緊急応急復旧のため、ブロック投入

緊急応急復旧のため、ブロック投入

大型土のうによる仮復旧を準備中。

月の輪工による水防活動実施。

シート張りにより仮復旧実施。

台風２３号による降雨との関係不明、
国道１３６号（兼用道路）通行止め、道路管理者により
クラックへの止水セメント注入予定。
河川管理者は、川側に１ｔ土のう積みとコンクリートブ
ロック投入予定。

緊急応急復旧のため、ブロック投入

緊急応急復旧のため、大型土のう、ブロッ
ク・土砂投入

右岸９８．２Ｋ、道路冠水

右岸９７．４Ｋ

左岸８９Ｋ、道路冠水

左岸１９２．２Ｋ、田畑浸水

右岸８５．４Ｋ、道路冠水、畑浸水

左岸９１．２ｋ

左岸９４．４Ｋ

左岸９４．２Ｋ、水田浸水、道路冠水

右岸８４．８Ｋ、田畑浸水

左岸８８．４Ｋ、市道冠水

北　陸 千曲川 梓　川 豊科町
たつみ原 左岸 ７１ｋ 河岸欠

損 １５０ｍ

左岸 １０３ｋ 河岸欠
損 ７０ｍ北　陸 千曲川 千曲川 上田市

御所

中　部 揖斐川 揖斐川 大垣市 右岸 ３３．９Ｋ 川裏雨
裂 ３箇所

右岸 ４．４Ｋ 堤防法
崩れ ３箇所中　部 揖斐川 杭瀬川 大垣市

中　部 揖斐川 揖斐川 南濃町 左岸 ２６．２Ｋ 堤防法
崩れ 調査中

左岸 ６．１Ｋ 漏水 調査中中　部 揖斐川 杭瀬川 大垣市

近　畿 由良川 由良川
福知山

市
勅使

左岸 ３２．０ｋ 堤防欠
損 ２０ｍ

左岸 １９．８Ｋ 堤防洗
掘 １０ｍ近　畿 円山川 円山川 豊岡市

土渕

近　畿 円山川 円山川 豊岡市 右岸 ９．４Ｋ 堤防欠
損 ４５ｍ

左岸 ５．４Ｋ 破堤 １００ｍ近　畿 円山川 出石川 出石町

近　畿 円山川 円山川 豊岡市 右岸 １３．２Ｋ 破堤 １５０ｍ

右岸 １９．６ｋ 堤防天端
クラック １８０ｍ中　部 狩野川 狩野川 大仁町

左右岸 距離 状　態 数　量

内水 2

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

ー 4 ー ー東　北 最上川 最上川 川西町

ー 内水 0.1

内水 調査中

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 ー ー ー

ー 3 ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市

ー 内水 4.5

内水 5

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市 1 10 ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川

二本松
市

ー 内水 調査中

内水 調査中

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市 ー 1 ー

2 2 ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市

ー 内水 0.3

内水 1

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 ー ー ー

ー ー ー ー東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市

ー 内水 0.5東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 ー ー ー
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・その他、報告事項

１）その他

＜補助河川＞

○被害状況

１）一般被害

左岸、４０

右岸１．６Ｋ

右岸１８ｋ暫定パラペット、詳細調査中
神戸市水管橋落橋

左右岸１．５ｋ

右岸

被　　害　　状　　況

大門橋付近右岸破堤、現在堤防高を越える浸
水
浸水面積は推定による

備　　　　　　　　　考

バスが冠水して立ち往生

バスが冠水して立ち往生

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

緊急応急復旧のため、ブロック投入

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

詳細調査中

破堤 調査中調査中 調査中 ー ー兵庫県 二級河川
三原川 山路川 三原町

志知

ー 破堤 調査中

越水 調査中

兵庫県 二級河川
三原川 大日川 三原町

志知
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー兵庫県 二級河川
三原川 三原川 西淡町

ー 越水 0.3

溢水 10

兵庫県 二級河川
武庫川 武庫川 西宮市

名塩木 81 ー ー

45

兵庫県 二級河川
洲本川 洲本川 洲本市

物部町
調査中 調査中 ー ー

110

兵庫県 加古川 加古川 西脇市
和布町 360 ー ー 越水

170 ー ー 越水兵庫県 加古川 野間川 西脇市
板波町

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)

都道府県 水　系 河　川 市町村

近　畿 由良川 由良川 福知山市 左岸 ー 36 立ち往生

遭難数
（人） 状況

近　畿 由良川 由良川 舞鶴市 左岸 ８ｋ 38 立ち往生

整備局 水　系 河　川 市町村
名

地　　　点 状　　況

左右岸 KP

右岸 ７６．６ｋ 堤防法
片浸食 １４ｍ東　北 阿武隈川 阿武隈川 本宮町

関　東 富士川 富士川 六郷町
岩間 左岸 ５４．３ｋ 護岸崩

壊 １３１ｍ

右岸 ２３．２ｋ 堤防法
崩れ ６０ｍ北　陸 神通川 神通川

大沢野
町

春日

北　陸 庄　川 庄　川 庄川町
金屋 左岸 ２５．８ｋ 護岸欠

損 １５ｍ

左岸 ２５．２ｋ 護岸欠
損 ２０ｍ北　陸 庄　川 庄　川 庄川町

青島

北　陸 千曲川 千曲川 飯山市
蓮 左岸 ３７ｋ 漏水 １箇所

左岸 ５４ｋ 漏水 １箇所北　陸 千曲川 千曲川
小布施

町
吉島

北　陸 千曲川 千曲川 須坂市
相之島 右岸 ５８ｋ 漏水 ２箇所

右岸 １０５ｋ 河岸欠
損 調査中北　陸 千曲川 千曲川 上田市

国分
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右岸、床上浸水あり

道路冠水あり

Ｒ４２９道路冠水で通行止め

左岸

左右岸、詳細調査中

１０Ｋ

漏水 調査中調査中 調査中 ー ー大阪府 淀　川 平野川分
水路

城東区
放出西

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 二級河川
野田川 野田川 加悦町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 二級河川
福井川 福井川 舞鶴市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 二級河川
河辺川 河辺川 舞鶴市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 二級河川
志楽川 志楽川 舞鶴市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 二級河川
高野川 高野川 舞鶴市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 二級河川
大手川 大手川 宮津市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 淀　川 半田川 園部町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 淀　川 犬飼川 亀岡市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 淀　川 雑水川 亀岡市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 淀　川 桂　川 亀岡市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 淀　川 桂　川 京都市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 淀　川 千々川 亀岡市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 淀　川 厚田川 園部町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 牧　川 福知山市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 由良川 法　川 福知山市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 雫原川 福知山市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 由良川 弘法川 福知山市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 大谷川 福知山市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 由良川 田野川 綾部市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 犀　川 綾部市

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 由良川 安場川 綾部市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 高屋川 丹波町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

京都府 由良川 和久川 福知山市
半田

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー京都府 由良川 堺　川 福知山市
畑中

ー 溢水 50

越水 16

和歌山県 新宮川 熊野川 熊野川町
田長

調査中 調査中 ー

ー 175 ー ー兵庫県 二級河川
船場川 船場川 姫路市

ー 破堤 調査中兵庫県 二級河川
三原川 馬乗捨川 三原町

志知
調査中 調査中 ー
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左岸、護岸崩壊

右岸石越橋上流

土のうにより仮復旧

左岸、浸水拡大中

左岸、県道水主三本松線兼用護岸崩壊

右岸、護岸崩壊

左岸、護岸崩壊

左右岸、浸水拡大中

左右岸、浸水拡大中

左岸１５：００～、浸水拡大中

左右岸、浸水拡大中

右岸１３：３０頃越水、浸水拡大中

右岸、浸水拡大中

左右岸、浸水拡大中

左岸、浸水拡大中

内水浸水被害が拡大している模様、詳細
調査中

直轄上流３ｋの付近で確認

左岸１３：３０頃越水、浸水拡大中

豊藤地先

今津地先

右岸、仁田厚地区

ー 溢水 調査中

越水 調査中

徳島県 吉野川 飯尾川 鴨島町
石井町

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 柿ノ木谷
川

市場町
八幡

ー 越水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 黒谷川 板野町
那栗

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 新地川 鳴門市

ー 未確認 調査中

未確認 調査中

香川県 二級河川
金倉川 金倉川 善通寺市

金蔵寺
調査中 調査中 2

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
財田川 財田川 山本町

財田

ー 越水 調査中

未確認 調査中

香川県 二級河川
津田川 津田川 さぬき市

大川町
調査中 調査中 2

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
与田川 与田川 東かがわ

市大内町

ー 越水 調査中

越水 調査中

香川県 二級河川
詰田川 御坊古川 高松市

三条町
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
新川 吉田川 高松市

亀田南町

ー 越水 調査中

越水 調査中

香川県 二級河川
春日川 春日川 高松市

由良町
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
青海川 明神川 坂出市

高屋町

ー 越水 調査中

越水 調査中

香川県 二級河川
大束川 東大束川 綾歌町

栗能
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
大束川 大束川 綾歌町

成願寺

ー 越水 調査中

越水 調査中

香川県 二級河川
綾川 四手川 坂出市

府中町
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
綾川 綾川 綾南町

滝宮

ー 未確認 調査中

越水 調査中

香川県 二級河川
詰田川 御坊川 高松市

田村町
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー香川県 二級河川
本津川 本津川 高松市

鬼無町

ー ー ー 調査中高知県 渡　川 ヤイト川 宿毛市
平田

ー
溢水

調査中

内水 調査中

高知県 渡　川 山田川 中村市 ー
2

ー

ー 5 ー ー高知県 仁淀川 宇治川 伊野町

ー 内水 調査中

内水 調査中

大分県 二級河川
犬丸川 犬丸川 三光村 ー 3 ー

ー 5 ー ー大分県 二級河川
犬丸川 五十石川 中津市

ー 内水 調査中

溢水 調査中

大分県 二級河川
臼杵川 臼杵川 臼杵市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー大分県 五ヶ瀬川 一園川 宇目町

ー 内水 調査中

内水 調査中

大分県 番匠川 岡山川 佐伯市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー大分県 番匠川 門前川 佐伯市

ー 溢水 調査中大分県 番匠川 細川内川 直川村 調査中 調査中 ー
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詳細調査中

１０月２１日１：５５避難勧告発令、７：００解
除
約　３５０人避難

排水ポンプ出動

ー 未確認 調査中

内水 調査中

石川県 柴山潟 加賀市 - 調査中 ー

- 11 ー ー新潟県 関　川 飯田川 上越市
下百百他

ー 内水 調査中

溢水
内水 10

新潟県 二級河川
早川 早　川 糸魚川市

日光寺 - 2 ー

31 210 ー ー富山県 庄　川 和田川 大門町
二口・土合

ー 漏水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 大松川 徳島市
西新浜

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 西大堀川

ー 漏水 調査中

溢水 調査中

徳島県 二級河川
勝浦川 勝浦川 小松島市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 二級河川
立江川 田野川 小松島市

田野町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 二級河川
海部川 相川 海南町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 那賀川 谷内川 相生町

ー 溢水
内水

調査中

溢水 調査中

徳島県 那賀川 那賀川 鳶敷町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 那賀川 岡川 阿南市
柳島町

ー 溢水 調査中

内水 調査中

徳島県 那賀川 畑田川 阿南市 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 二級河川
苅屋川 苅屋川 那賀町

ー 溢水 調査中

溢水
内水

調査中

徳島県 二級河川
くぐい川 くぐい川 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 飯尾川 徳島市
国府町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 二級河川
神田瀬川 共生川 小松島市

共生町
調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 打桶川 徳島市
大原

ー 越水 調査中

溢水
内水

調査中

徳島県 吉野川 鮎喰川 神山町
広野

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 園瀬川 徳島市
上八万町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 吉田谷川 美馬町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 城の谷川 脇町
城の谷

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 明連川 穴吹町
三島

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 神宮入江
川 石井町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 渡内川 徳島市
国府町

調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 江　川 鴨島町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

徳島県 吉野川 学島川 川島町 調査中 調査中 ー

調査中 調査中 ー ー徳島県 吉野川 桑村川 川島町
桑村
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２）河川管理施設等被害

パラペット部から漏水

月の輪工により水防活動完了

未確認

対　　策　　状　　況

左岸

千曲川との合流点及び合流点から３ｋ

Ｒ１５３交差点１００ｍ上流、土のう積み実
施

土のう積み実施

町道通行止め、迂回路確保

道路冠水、詳細調査中

長野県 信濃川 犀　川 信州新
町 ー 漏水 不明

左岸 ー 漏水 ４箇所長野県 信濃川 樽　川
飯山市
木島平

村

香川県 二級河川
金倉川 金倉川 善通寺市

金蔵寺 左岸 ー 護岸崩壊 調査中

左岸 ー 護岸崩壊 調査中香川県 二級河川
財田川 財田川 山本町

財田

香川県 二級河川
津田川 津田川 さぬき市

大川町 右岸 ー 護岸崩壊 調査中

左岸 ー 護岸崩壊 調査中香川県 二級河川
与田川 与田川 東かがわ

市大内町

大分県 二級河川
犬丸川 犬丸川 護岸崩壊 ２０ｍ

護岸崩壊 ２０ｍ大分県 二級河川
津久見川 津久見川

兵庫県 二級河川
三原川 大日川 三原町

志知 左岸 ０．２ｋ 破堤 不明

右岸 ー 越水 不明兵庫県 加古川 野間川 西脇市

地　　　点 被　害　状　況

左右岸 距離 状　態 数　量
都道府県 水　系 河　川 市町村

ー 内水 2

外水 調査中

山形県 最上川 村山市 - ー ー

- 1 ー ー福島県 阿武隈川 安達町
油井

ー 内水 調査中

内水 調査中

福島県 阿武隈川 須賀川市
古屋敷 ー 12 ー

ー 8 ー ー福島県 阿武隈川 郡山市
笹川

ー 内水 調査中

内水 調査中

福島県 阿武隈川 郡山市
笹川 1 ー ー

2 ー ー ー福島県 阿武隈川 須賀川市
前川

ー 溢水 6

溢水 7

埼玉県 荒　川 和田吉野
川

熊谷市
平塚新田 - 4 ー

- ー ー ー群馬県 利根川 新堀川
逆　川 色楽町

ー 溢水 調査中

溢水 調査中

長野県 天竜川 大清水川 伊那市 ー 1 ー

調査中 調査中 ー ー長野県 天竜川 猪の沢川 伊那市

ー 溢水
内水 81

越水
内水

調査中

長野県 信濃川 浅　川 小布施町
豊野町 - 1 ー

- ー ー ー福井県 九頭竜川 江端川 福井市
東大味

ー 越水
内水

調査中

溢水 12

福井県 九頭竜川 河和田川 鯖江市
片山・落井 - 20 ー

- 2 ー ー石川県 二級河川
御祓川 鷹合川 七尾市

細口町
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○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（１０月２２日 １５:００現在）

１）海岸保全施設の被害状況

２）施設背後の被害状況

○ダムの状況（１０月２２日　１５：００現在）

洪水調節終了

洪水調節終了

洪水調節終了

87

173

真野川 真野川 補助 119

99.77 ー

73.55 ー

下降中 91.84 ー

下降中

真野ダム

34.94

福島県 94.66

21.9 127 洪水調節終了

前川ダム 最上川 前川 補助 山形県 8.78 下降中

三春ダム 阿武隈川 大滝根川 直轄 福島県 162.88 下降中 63.88

福島県堀川ダム 阿武隈川 堀川 補助

累計
雨量

洪水調節状況

（％ ） (mm)

最大調節率

（ｍ３/ｓ） （％ ）

洪水調節率

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

■東北

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

中部 三重県 和具地区海
岸

志摩市志摩
町越賀

護岸擁壁崩壊
L=60m － － なし

近畿 和歌山県 美浜海岸
(補助事業中）

御浜町
本脇地区

胸壁転倒
H=0.5m  m,L=20m 2 -

近畿 和歌山県 田辺海岸 田辺市
芳養地区

護岸破損 L=700m
突堤破損2
基,L=40m

3 26
10/20 16:30避難勧告
412人が明洋中学校等に避難
10/20 21:05　解除

近畿 和歌山県 田辺海岸 田辺市
鳥の巣地区

胸壁転倒
H=1m,L=4m － － なし

近畿 和歌山県 白浜海岸
(補助事業中）

白浜町
白浜地区 突堤破損 L=130m 4 1 なし

近畿 和歌山県 白浜海岸 白浜町
江津良地区 護岸洗掘 L=37m － － 調査中

－ 一時、６世帯１５人が避難四国 高知県 菜生
なばえ

海岸
室戸市

室戸岬町

避難状況
床上 床下

整備局名 都道府県名 海岸名 被害箇所

－ 一時、６世帯１５人が避難四国 高知県 菜生
なばえ

海岸
室戸市

室戸岬町

調査中四国 高知県 下山海岸 安芸市

●原因：越波
●人的被害なし
●家屋被害
　・人家3戸＋保育所が
一部損壊
　・非住家７棟全壊
●その他
　・ビニールハウス
1000m2損壊

なし なし

越波等により11戸
損壊（詳細は調査
中）
３名死亡（負傷者４
名）

－

被害状況等
浸水家屋数

堤防被災約30ｍ
（詳細は調査中） －
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124.1 297 洪水調節終了静岡県 1239 下降中 17.91長島ダム 大井川 大井川 直轄

55.26 495.7 358 洪水調節終了

ー 261 洪水調節終了

蓮ダム 櫛田川 蓮川 直轄 三重県 793 下降中

岐阜県 1568 下降中 41.04横山ダム 木曽川 揖斐川 直轄

43.21 ー 187 洪水調節終了

67.4 203 洪水調節終了

矢作ダム 矢作川 矢作川 直轄 愛知県 1436 下降中

愛知県 548 下降中 100.00新豊根ダム 天竜川 大入川 直轄

6.27 0.2 108 洪水調節終了小渋ダム 天竜川 小渋川 直轄 長野県 213 下降中

■中部

94.74 ー 205 洪水調節終了

ー 102 洪水調節終了

大日川ダム 手取川 大日川 補助 石川県 216.16 下降中

石川県 16.12 下降中 92.43小屋ダム 鵜飼川 鵜飼川 補助

39.70 ー 198 洪水調節終了

ー 211 洪水調節終了

我谷ダム 大聖寺川 大聖寺川 補助 石川県 180.81 下降中

石川県 113.91 下降中 93.13内川ダム 犀川 犀川 補助

66.39 ー 110 洪水調節終了

ー 210 洪水調節終了

赤瀬ダム 梯川 梯川 補助 石川県 230.6 下降中

石川県 225.98 下降中 58.63犀川ダム 犀川 犀川 補助

52.49 ー 162 洪水調節終了

ー 121 洪水調節終了

奈良井ダム 信濃川 奈良井 補助 長野県 93.16 下降中

長野県 449.04 下降中 38.18裾花ダム 信濃川 裾花 補助

31.50 ー 227 洪水調節終了

ー 237 洪水調節終了

利賀川ダム 庄川 利賀川 補助 富山県 156.02 下降中

富山県 140.28 下降中 99.72境川ダム 庄川 境川 補助

50.67 ー 181 洪水調節終了

ー 166 洪水調節終了

久婦須川ダム 神通川 久婦須川 補助 富山県 132.3 下降中

富山県 292.82 下降中 70.10室牧ダム 神通川 井田川 補助

96.88 ー 150 洪水調節終了

ー 153 洪水調節終了

城端ダム 小矢部川 山田川 補助 富山県 62.79 下降中

富山県 67.72 下降中 90.31熊野川ダム 神通川 熊野川 補助

32.50 ー 116 洪水調節終了

ー 104 洪水調節終了

白岩川ダム 白岩谷 白岩川 補助 富山県 39.39 下降中

新潟県 10.047 下降中 43.57城川ダム 信濃川 城川 補助

84.53 ー 103 洪水調節終了

ー 65 洪水調節終了

柿崎川ダム 柿崎川 柿崎川 補助 新潟県 21.231 下降中

新潟県 80.14 下降中 90.27破間川ダム 信濃川 破間川 補助

新潟県 105.07 下降中 23.77

ー 86 洪水調節終了

笠堀ダム 信濃川 笠堀川 補助 ー 102 洪水調節終了

182 洪水調節終了

早出川ダム 阿賀野川 早出川 補助 新潟県 134.97 下降中 91.66

洪水調節終了

大町ダム 信濃川 高瀬川 直轄 長野県 262.66 下降中 58.01 43.2

下降中 91.45 253.1 121

82.82 481.1 155 洪水調節終了

三国川ダム 信濃川 三国川 直轄

手取川ダム 手取川 手取川 直轄

洪水調節終了

■北陸

6.0622 ー 237神奈川県 1536.4 下降中

石川県 896.3 下降中

新潟県 129.94

城山ダム 相模川 相模川 補助

47.853 ー 153 洪水調節終了

ー 122 洪水調節終了

塩川ダム 富士川 塩川 補助 山梨県 148.58 下降中

山梨県 100 下降中 87.55荒川ダム 富士川 荒川 補助

153 洪水調節終了

笛吹川 補助 下降中 25.481 ー 115 洪水調節終了

123 洪水調節終了

193 洪水調節終了

高滝ダム 3.2218 ー

広瀬ダム 富士川

ー

ー

養老川 養老川 補助 下降中

下降中 99.908

下降中 81.974

千葉県 113.6

山梨県 146.15

茨城県 64.94

茨城県 19.25

藤井川ダム

竜神ダム 補助

飯田ダム 那珂川 飯田川 補助

洪水調節終了

49.825 ー 180 洪水調節終了

久慈川 竜神川

ー 126

那珂川 藤井川 補助 茨城県 180.27 下降中

洪水調節終了

矢木沢ダム 洪水調節終了

東荒川ダム 洪水調節終了

西荒川ダム 下降中 51.151

157

120

145

那珂川 荒川 補助 栃木県

下降中 86.964 ー

54.74

10.281 0.1

100 22.3

下降中

利根川 下降中

那珂川 補助 栃木県 42.19荒川

荒川 荒川 直轄 埼玉県

利根川 機構 群馬県 247.75

宮ヶ瀬ダム 相模川 中津川 直轄 神奈川県 洪水調節終了

二瀬ダム 221

205 下降中 53.693 3.8 251

■関東
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25.64 ー 262 洪水調節終了

ー 147 洪水調節終了

佐治川ダム 千代川 佐治川 補助 鳥取県 119 下降中

鳥取県 12 下降中 16.94百谷ダム 千代川 天神川 補助

61.33 ー 151 洪水調節終了

66.0 187 洪水調節終了

東郷ダム 橋津川 宇坪谷川 補助 鳥取県 15 下降中

鳥取県 163 下降中 40.12菅沢ダム 日野川 印賀川 直轄

27.39 1.9 130 洪水調節終了

41.2 167 洪水調節終了

八田原ダム 芦田川 芦田川 直轄 広島県 207 下降中

広島県 413 下降中 34.66土師ダム 江の川 江の川 直轄

ー 178 洪水調節終了

■中国

和歌山 46 下降中 80.65広川ダム 広川 広川 補助

6.97 ー 219 洪水調節終了

ー 292 洪水調節終了

椿山ダム 日高川 日高川 補助 和歌山 940 下降中

和歌山 621 下降中 68.23七川ダム 古座川 古座川 補助

84.53 ー 321 洪水調節終了

ー 439 洪水調節終了

成相ダム 三原川 成相川 補助 兵庫県 61 下降中

兵庫県 22 下降中 89.35北富士川 補助

洪水調節終了

牛内ダム 三原川 牛内川 補助 洪水調節終了

ー 336

兵庫県 50 下降中 70.99 ー 353

57.3840 下降中

68.79 ー 351 洪水調節終了補助 兵庫県 46 下降中

66.90 ー 127 洪水調節終了補助 兵庫県 33 下降中

大日ダム 三原川 大日川 補助 兵庫県

北富士ダム 三原川

菅生ダム 夢前川 菅生川

輸鶴羽ダム 三原川 輸鶴羽川

洪水調節終了

下降中 64.44 ー 148 洪水調節終了

ー 167

青野ダム 武庫川 青野川 補助 兵庫県 271

兵庫県 31 下降中 88.07天王ダム 新湊川 天王谷川 補助

64.77 ー 277 洪水調節終了

ー 333 洪水調節終了

生野ダム 市川 市川） 補助 兵庫県 311 下降中

兵庫県 230 下降中 97.61引原ダム 揖保川 引原川 補助

14.01 ー 263 洪水調節終了

ー 290 洪水調節終了

大路ダム 円山川 大路川 補助 兵庫県 16 下降中

兵庫県 7 下降中 45.00三宝ダム 由良川 大谷川 補助

41.17 ー 280 洪水調節終了

ー 236 洪水調節終了

大野ダム 由良川 由良川 補助 京都府 1185 下降中

滋賀県 78 下降中 77.00石田川ダム 淀川 石田川 補助

49.85 ー 234 洪水調節終了

ー 250 洪水調節終了

宇曽川ダム 淀川 宇曽川 補助 滋賀県 43 下降中

福井県 382 下降中 97.44笹生川ダム 九頭竜川 真名川 補助

95.37 ー 175 洪水調節終了

ー 172 洪水調節終了

龍ヶ鼻ダム 九頭竜川 竹田川 補助 福井県 156 下降中

福井県 54 下降中 44.98広野ダム 九頭竜川 日野川 補助

61.55 182.4 205 洪水調節終了

92.6 238 洪水調節終了

一庫ダム 淀川 一庫大路次川 機構 兵庫県 385 下降中

京都府 856 下降中 82.73日吉ダム 淀川 桂川 機構

97.12 18.4 239 洪水調節終了

81.9 291 洪水調節終了

真名川ダム 九頭竜川 真名川 直轄 福井県 543 下降中

福井県 1413 下降中 90.73九頭竜ダム 九頭竜川 九頭竜川 直轄

ー 268 洪水調節終了

■近畿

三重県 424 下降中 40.14君が野ダム 雲出川 八手俣川 補助

53.75 ー 477 洪水調節終了

ー 246 洪水調節終了

宮川ダム 宮川 宮川 補助 三重県 2207 下降中

岐阜県 28 下降中 23.00大ヶ洞ダム 木曽川 大ヶ洞川 補助

41.81 ー 293 洪水調節終了

ー 326 洪水調節終了

阿多岐川ダム 木曽川 手道川 補助 岐阜県 182 下降中

静岡県 50 下降中 48.51奥野ダム 伊東大川 伊東大川 補助

50.41 ー 126 洪水調節終了

ー 230 洪水調節終了

箕輪ダム 天竜川 天竜川 補助 長野県 17 下降中

長野県 118 下降中 24.42横川ダム 天竜川 横川 補助

27.98 ー 160 洪水調節終了

12557.4 183 洪水調節終了

片桐ダム 天竜川 松川 補助 長野県 51 下降中

岐阜県 79 下降中 62.75味噌川ダム 木曽川 味噌川 機構

2.47 0.0 131 洪水調節終了

72.4 221 洪水調節終了

阿木川ダム 木曽川 阿木川 機構 岐阜県 122 下降中

岐阜県 1449 下降中 92.57岩屋ダム 木曽川 馬瀬川 機構

40.06 78.3 123 洪水調節終了小里川ダム 庄内川 小里川 直轄 岐阜県 84 下降中
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ー 102 洪水調節終了香川県 46 下降中 21.16吉田ダム 吉田川 吉田川 補助

74.23 ー 495 洪水調節終了

ー 254 洪水調節終了

門入ダム 津田川 栴檀川 補助 香川県 163 下降中

香川県 68 下降中 65.24田万ダム 綾川 田万川 補助

65.27 ー 501 洪水調節終了

ー 366 洪水調節終了

千足ダム 馬宿川 千足川 補助 香川県 66 下降中

香川県 31 下降中 38.99粟地ダム 安田大川 安田大川 補助

70.23 ー 529 洪水調節終了

ー 217 洪水調節終了

前山ダム 鴨部川 鴨部川 補助 香川県 209 下降中

香川県 87 下降中 19.95殿川ダム 殿川 殿川 補助

78.19 ー 551 洪水調節終了

ー 256 洪水調節終了

大内ダム 与田川 様松川 補助 香川県 140 下降中

香川県 83 下降中 46.89五郷ダム 柞田川 前田川 補助

12.91 ー 525 洪水調節終了

ー 517 洪水調節終了

大川ダム 津田川 津田川 補助 香川県 64 下降中

香川県 301 下降中 40.19五名ダム 湊川 湊川 補助

10.9 ー 298 洪水調節終了

ー - 洪水調節終了

内海ダム 別当川 別当川 補助 香川県 35 下降中

香川県 ー ー ー長柄ダム 綾川 綾川 補助

41.69 ー 390 洪水調節終了

ー 314 洪水調節終了

内場ダム 香東川 内場川 補助 香川県 235 下降中

徳島県 107 下降中 60.10福井ダム 福井川 福井川 補助

40.39 ー 520 洪水調節終了

ー 370 洪水調節終了

正木ダム 勝浦川 勝浦川 補助 徳島県 1310 下降中

徳島県 316 下降中 38.28宮川内ダム 吉野川 宮川内谷川 補助

15.08 ー 484 洪水調節終了

3.0 480 洪水調節終了

長安口ダム 那賀川 那賀川 補助 徳島県 4276 下降中

愛媛県 830 下降中 33.80富郷ダム 吉野川 銅山川 機構

56.71 5.8 405 洪水調節終了

7.8 510 洪水調節終了

早明浦ダム 吉野川 吉野川 機構 高知県 3883 下降中

愛媛県 1521 下降中 14.62新宮ダム 吉野川 銅山川 機構

4.78 7.4 309 洪水調節終了

43.2 427 洪水調節終了

池田ダム 吉野川 吉野川 機構 徳島県 11585 下降中

高知県 247 下降中 78.32中筋川ダム 渡川 中筋川 直轄

30.66 28.7 315 洪水調節終了

83.8 219 洪水調節終了

大渡ダム 仁淀川 仁淀川 直轄 高知県 4542 下降中

愛媛県 691 下降中 47.29野村ダム 肱川 肱川 直轄

13.72 60.0 485 洪水調節終了柳瀬ダム 吉野川 銅山川 直轄 愛媛県 1300 下降中

■四国

93.41 ー 147 洪水調節終了

ー 161 洪水調節終了

佐波川ダム 佐波川 佐波川 補助 山口県 121 下降中

山口県 740 下降中 36.72阿武川ダム 阿武川 阿武川 補助

5.46 ー 128 洪水調節終了

ー 206 洪水調節終了

厚東川ダム 厚東川 厚東川 補助 山口県 426 下降中

山口県 23 下降中 32.92屋代ダム 屋代川 屋代川 補助

4.89 ー 141 洪水調節終了

ー 134 洪水調節終了

椋梨ダム 沼田川 椋梨川 補助 広島県 221 下降中

広島県 76 下降中 21.00御調ダム 芦田川 御調川 補助

49.20 ー 139 洪水調節終了

ー 141 洪水調節終了

千屋ダム 高梁川 高梁川 補助 岡山県 117 下降中

岡山県 265 下降中 13.38河本ダム 高梁川 西川 補助

92.85 ー 206 洪水調節終了

ー 154 洪水調節終了

湯原ダム 旭川 旭川 補助 岡山県 609 下降中

岡山県 20 下降中 4.37鳴滝ダム 旭川 加茂川 補助

13.48 ー 108 洪水調節終了

ー 144 洪水調節終了

旭川ダム 旭川 旭川 補助 岡山県 1303 下降中

岡山県 3 下降中 45.21竹谷ダム 旭川 竹谷川 補助

47.29 ー 145 洪水調節終了

ー 120 洪水調節終了

八塔寺川ダム 吉井川 八塔寺川 補助 岡山県 153 下降中

岡山県 8 下降中 44.01楢井ダム 高梁川 右の谷 補助

46.45 ー 131 洪水調節終了

ー 176 洪水調節終了

高瀬川ダム 高梁川 高瀬川 補助 岡山県 42 下降中

岡山県 45 下降中 73.71津川ダム 吉井川 津川川 補助

19.73 ー 160 洪水調節終了

ー 180 洪水調節終了

御部ダム 三隅川 三隅川 補助 島根県 152 下降中

島根県 317 下降中 37.80八戸ダム 江の川 八戸川 補助
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洪水調節率(％）＝洪水量到達後の貯水量(m3)÷治水容量(m3)×１００

※新宮ダムで10月２０日14時00分からのただし書き操作終了。

※大内ダムで10月２０日12時45分からのただし書き操作を終了。

※五名ダムで10月２０日13時10分からのただし書き操作を終了。

※大川ダムで10月２０日13時40分からのただし書き操作を終了。

※前山ダムで10月２０日14時39分からのただし書き操作を終了。

※宮川内ダムで10月２０日15時07分からのただし書き操作を終了。

※鹿野川ダムで10月２０日15時58分からのただし書き操作を終了。

12.56 ー 295 洪水調節終了

ー 282 洪水調節終了

川辺ダム 万之瀬川 万之瀬川 補助 鹿児島県 85 下降中

宮崎県 79 下降中 25.60長谷ダム 一ツ瀬川 三納川 補助

97.62 ー 372 洪水調節終了

ー 194 洪水調節終了

田代八重ダム 大淀川 綾北川 補助 宮崎県 588 下降中

宮崎県 591 下降中 68.45岩瀬ダム 大淀川 岩瀬川 補助

96.54 ー 253 洪水調節終了

ー 340 洪水調節終了

綾南ダム 大淀川 本庄川 補助 宮崎県 295 下降中

宮崎県 434 下降中 49.55祝子ダム 五ヶ瀬川 祝子川 補助

68.56 ー 490 洪水調節終了

ー 539 洪水調節終了

沖田ダム 沖田川 沖田川 補助 宮崎県 129 下降中

宮崎県 874 下降中 91.30渡川ダム 小丸川 渡川 補助

56.39 ー 413 洪水調節終了

ー 507 洪水調節終了

立花ダム 一ツ瀬川 一ツ瀬川 補助 宮崎県 411 下降中

宮崎県 2,334 下降中 0.00松尾ダム 小丸川 小丸川 補助

40.90 ー 331 洪水調節終了

ー 565 洪水調節終了

瓜田ダム 大淀川 瓜田川 補助 宮崎県 50 下降中

宮崎県 237 下降中 30.93広渡ダム 広渡川 広渡川 補助

15.93 ー 572 洪水調節終了

ー 226 洪水調節終了

黒沢ダム 番匠川 堅田川 補助 大分県 168 下降中

大分県 216 下降中 30.69芹川ダム 大分川 芹川 補助

11.46 ー 275 洪水調節終了

ー 492 洪水調節終了

安岐ダム 安岐川 安岐川 補助 大分県 93 下降中

大分県 14 下降中 10.54野津ダム 大野川 垣河内川 補助

50.91 ー 423 洪水調節終了

ー 371 洪水調節終了

青江ダム 青江川 青江川 補助 大分県 51 下降中

大分県 43 下降中 45.66行入ダム 田深川 横手川 補助

71.56 ー 220 洪水調節終了

ー 485 洪水調節終了

床木ダム 番匠川 床木川 補助 大分県 156 下降中

大分県 1,755 下降中 24.96北川ダム 五ヶ瀬川 北川 補助

50.82 ー 210 洪水調節終了

ー 232 洪水調節終了

油木ダム 今川 今川 補助 福岡県 125 下降中

福岡県 69 下降中 85.86ます渕ダム 紫川 紫川 補助

21.60 ー 150 洪水調節終了

13.6 243 洪水調節終了

南畑ダム 那珂川 那珂川 補助 福岡県 65 下降中

大分県 423 下降中 38.70耶馬渓ダム 山国川 山移川 直轄

ー 227 洪水調節終了

■九州

愛媛県 189 下降中 41.36山財ダム 御代の川 御代の川 補助

28.12 ー 244 洪水調節終了

ー 480 洪水調節終了

須賀川ダム 須賀川 須賀川 補助 愛媛県 97 下降中

愛媛県 947 下降中 29.67黒瀬ダム 加茂川 加茂川 補助

32.38 ー 385 洪水調節終了

ー 496 洪水調節終了

玉川ダム 蒼社川 蒼社川 補助 愛媛県 174 下降中

愛媛県 255 下降中 24.19鹿森ダム 国領川 足谷川 補助

67.09 ー 194 洪水調節終了

ー 265 洪水調節終了

鹿野川ダム 肱川 肱川 補助 愛媛県 1815 下降中

高知県 556 下降中 45.86坂本ダム 松田川 松田川 補助

77.25 ー 247 洪水調節終了

ー 401 洪水調節終了

鎌井谷ダム 香宗川 鎌井谷川 補助 高知県 3 下降中

高知県 788 下降中 49.66鏡ダム 鏡川 鏡川 補助

5.48 ー 321 洪水調節終了

ー 504 洪水調節終了

永瀬ダム 物部川 物部川 補助 高知県 1241 下降中

高知県 551 下降中 45.34桐見ダム 仁淀川 坂折川 補助

2.54 ー 277 洪水調節終了粟井ダム 柞田川 粟井川 補助 香川県 13 下降中
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※殿川ダムで10月２０日16時09分からのただし書き操作を終了。

※鹿森ダムで10月２０日16時43分からのただし書き操作を終了。

※犀川ダムで10月２０日22時21分からのただし書き操作を終了。

１．常陸太田市茅根
　　路面亀裂、拡大中、
通行止、調査（踏査）監
視中

1

茨城県 地すべり 1

福島県 がけ崩れ 4

被害状況等　　※ 避難状況　　※
半壊 一部

損壊

家屋損壊数

死者 行方
不明

負傷者
全壊
流出

都道府県名 発生災害
発生
件数

人的被害

○土砂災害等の被害状況（１０月２２日　１５：００現在）
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山梨県

土石流 1

１．公民館へ避難誘導３
名群馬県 がけ崩れ 1

１．南巨摩郡見延町大
字西島
　　昭和川のトンネル
（砂防施設）出口下流に
ある橋梁
　　位置で倒木が流路を
ふさぎ溢水。

2
１．勢多郡北橘村真壁
　　人的被害無、家屋一
部破損２戸、対応検討
中

１．避難勧告により５３
世帯が避難。

地すべり 1

１．西八代郡六郷町大
字葛籠沢
　　幅15ｍ長さ３ｍ宅地
擁壁被害１戸。シート張
りで保護。

１．知人宅へ自主避難

がけ崩れ 2 1 1

１．韮崎市大字水神一
丁目七里岩
　　倒木により住宅１戸
半壊、被災家屋前の県
道一時通
　　行止め
２．甲府市善光寺町善
光寺Ⅱの２
　　高さ40ｍ幅25ｍ物置
が全壊した模様。普通
河川大円
　　川が埋塞。床下浸水
10戸、果樹園冠水２ha。
崩落箇
　　所の下流で水路掘
削中。（甲府市）

１．住民は自主避難及
び不在で無事
２．19:40避難勧告　３自
治体約２００世帯避難

土石流 3 3 １．３戸２５名避難

地すべり 15 1
１．５戸１９名（16:35：村
が避難勧告）
６．１戸自主避難

１．東筑摩郡四賀村大
字西の入
　　幅10ｍ長さ12ｍ　被
害無し。村の消防団が
警戒中（農政対応予定）
２．東筑摩郡八坂村大
字市ノ瀬
　　幅12ｍ長さ20m 湧水
有り被害なし。
３．北安曇郡行けた町
豊盛
　　人的被害無、土蔵破
損、詳細調査中
４．長野市七二会矢沢
　　人的被害無、詳細調
査中
５．上水内郡信州新町
下川
　　約4m3崩落、人的被
害無、非住課被害１戸
６．東筑摩郡生坂村宇
留賀
　　人的被害無、人家一

１．千曲市佐野
　　一部損壊（人家３戸）長野県
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がけ崩れ 5 1 1

１．１世帯３名付近の公
民館に避難
２．病院宿舎４世帯自主
避難。
３．１世帯４人公民館に
自主避難。
４．１世帯自主避難。

新潟県

土石流 1 新井市で２世帯自主避
難

地すべり 8 1

１．新井市上小沢
　　地すべり崩土により
人家１戸一部損壊
２．糸魚川市越
　　地すべりにより市道
通行止め

１．新井市からの避難指
示により１世帯２人避難

富山県

土石流 10 1

・避難勧告
（舟渡地区の17世帯38
人）
・自主避難
（百瀬谷地区の１世帯、
１人）

地すべり 2

がけ崩れ 3

・自主避難
（中波地区の２世帯、１
０人）
・避難勧告
（舟渡地区の17世帯38
人）
・自主避難

岐阜県

土石流 2 3 0 1 1 13

・高山市西之一色
　　死者２名、全壊１戸、
半壊６戸
・吉城郡国府町
　　死者２名、負傷者１
名、半壊７戸

がけ崩れ 3 4 1

・高山市下林
　　高山短期大学の学
生寮の背後斜面が崩
壊。
　　流出した土砂が浴室
のガラスを割り、ガラス
片で
　　４名が負傷（軽傷、
生命の無事を確認済
み）
・高山市大新町
　　擁壁裏の上部斜面
が崩落し、崩落土砂の
一部が擁壁を超えて流
出
・吉城郡国府町
　　倉庫兼住宅の裏に
ある斜面が崩壊し、土
砂により家屋１軒が流

愛知県 土石流 2

長野県 １．飯田市大字伊賀良
大瀬木
　　詳細調査中。住宅に
土砂が流入。
　　負傷者１人、人家１
戸一部破損
２．木曽郡木曽福島村
御影堂
　　高さ15m幅7mｍ車３
台破損。
３．南佐久郡南牧村大
字海ノ口本村
　　土砂崩落におり倉庫
１棟、車２台埋没。詳細
調査は
　　朝から行う。
４．大町市大字社木舟
　　詳細調査中。市道に
土砂流出（片車線を埋
塞）
５．飯田市今宮町
　　市道1-18号城山線
（２車線）土砂撤去
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三重県 土石流 1

福井県

がけ崩れ 3 1

・小浜市阿納尻(TV報道
箇所)
　がけ崩れで工場倒壊
全焼1棟
・小浜市奈胡
　人家裏庭でがけ崩
れ、人的・物的被害なし
・大飯郡高浜町湯谷
　がけ崩れ発生するも
既設落石防護柵でとま
る、
　人的・物的被害なし

・福井市14,312世帯、武
生市1,169世帯、小浜市
11,669世帯、大野市379
世帯、鯖江市2,706世
帯、あわら市3,602世
帯、美山町、池田町で
避難勧告

・敦賀市2世帯、武生市
3世帯、大野市6世帯、
鯖江市、あわら市、美山
町41世帯、三国町1世
帯、今立町7世帯、池田
町で自主避難

・丹生郡越廼村蒲生土石流 2 0

滋賀県

土石流 1 大津市葛川梅ノ木町 谷出口付近の民家が避
難

がけ崩れ 1

長浜市小一条町
人家裏が小崩落により
側溝を閉塞、山からの
出水が吐けず人家に流
入。

一戸が避難。

京都府

がけ崩れ 13 4 2 2 1

・宮津市滝馬（タキバ）
　　タキバ270番地,全壊
１戸、死者１名
・京丹後市弥栄町霰（ア
ラレ）
　　負傷者１名
・京丹後市弥栄町小田
（コダ）
　　負傷者１名（足骨折）
全壊１戸
・京丹後市久美浜町河
梨
　　家屋一部損壊
・舞鶴市下見谷
　　２名死亡
・舞鶴市滝ヶ宇呂
　　1名死亡

土石流 7 2 4 1 13

・宮津市滝馬（タキバ）
　　タキバ164-1番地
他、死者１名、全壊３
戸、半壊１戸、一部破損
１２戸
・宮津市滝馬（タキバ）
　　タキバ19-2番地、死
者１名、全壊１戸、一部
破損１戸
・福知山市奥榎原　峠
口谷川で土石流
　　土砂は堰堤でとまり
下流人家２戸が浸水

大阪府 がけ崩れ 2
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兵庫県

がけ崩れ 9 4 8 3 1

・朝来郡和田山町寺谷
（テラタニ）
　　負傷者1名（重傷）、
家屋半壊（詳細確認中）
・津名郡一宮町
　　死亡1名　（詳細確認
中）
・津名郡津名町里（サ
ト）里(1)地区
　　死亡1名、家屋全壊
（詳細確認中）
・津名郡津名町生穂（イ
クホ）
　　死亡1名、全壊1戸
（詳細確認中）
・津名郡津名町野田尾
（ノダオ）本村上地区
　　負傷者2名（詳細確
認中）
・出石郡出石町奥山（お
くやま）
　　死亡1名

土石流 1
・朝来郡和田山町竹田
（たけだ）

避難困難となった入所
者を山から離れた部屋
へ誘導。

奈良県 地すべり 2

和歌山県 がけ崩れ 3 0 0 0 0 0 1

島根県 がけ崩れ 2

1

35 0 4 4

広島県 がけ崩れ 2 0

1

1
・尾道市原田町梶山田
3313
　人家一部損壊1戸

山口県 がけ崩れ 1

香川県

土石流 2 2

①さぬき市大川町大字
南川
　死者1名、詳細確認中
②さぬき市大川町大字
田面
　死者1名、詳細確認中

がけ崩れ 2 1
①東かがわ市白鳥
　行方不明１名、詳細確
認中

岡山県

①笠岡市北木島町
   人家１棟が全壊、（詳
細は調査中）
②倉敷市児島田の口
（TV報道箇所）
    人家１棟が半壊、死
者１名（報道情報）、負
傷者１名
③玉野市玉１丁目
　　人家１棟が半壊

1 2がけ崩れ 3

岡山県

・玉野市宇野（宇野7丁
目）（TV報道箇所）
　死者5名、負傷者4名、
全壊4戸、半壊3戸
　詳細確認中

土石流 1
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愛媛県

土石流 1 1
①北宇和郡吉田町知永
（東知永川）
　　半壊1戸

がけ崩れ 3 4 2 1

①宇和島市伊吹町
    死者１名、一部損壊
１戸
②四国中央市新宮町
    死者２名、人家全壊1
戸
③東温市河之内（土屋
地区）
    死者1名、人家全壊1
戸

徳島県

土石流 1 1
・阿波郡阿波町大字芋
場
　　一部破損１戸

がけ崩れ 8 2 2

①美馬郡半田町白石
　　家屋全壊１戸、半壊
１戸
②美馬郡半田町日浦
　　家屋全壊１戸
③阿南市見能林町
　　家屋半壊１戸

高知県 がけ崩れ 1 1 ①長岡郡大豊町
家屋一部損壊１戸

長崎県 がけ崩れ 1
①長崎市宿町大字６０５
番地　宿町(6)地区
　軽自動車が倒木の下
敷きになった

土石流 1

地すべり 1
・別府市大字別府　乙
原地区
　市道に土砂流出（詳細
は調査中）
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※特に人的・物的被害発生箇所について記載している。詳細については確認中であり変わる事もある。

○道路の状況（１０月２２日　１５：００現在）

（１）高速自動車国道

現在の通行止め　　２区間

通行止めの実績　９３区間

上下
開始 解除

大分県

がけ崩れ 13 4 1

宮崎県 がけ崩れ 11 0 7

①東臼杵郡諸塚町　矢
村地区
　倉庫一部破損（１戸）
②東臼杵郡諸塚町大字
家代　滝の下地区
　家屋一部破損（１戸）
③延岡市岡富町　岡富
第３地区
　家屋半壊（１戸）、家屋
一部破損（１戸）
④延岡市　上三輪第１
地区
　家屋一部破損（１戸）
⑤延岡市　天下地区
　家屋一部破損（１戸）
⑥延岡市　小野第１０地
区
　家屋一部破損（１戸）
⑦延岡市　小川第４地
区
　家屋一部破損（１戸）
⑧延岡市　富山地区
　家屋半壊（１戸）

①調査中
②自主避難（４世帯１７
名）
③家屋半壊の住民につ
いては避難済み
④～⑧査中

9

①大分市敷戸新町　敷
戸２町地区
　市営住宅裏斜面崩落
により市営住宅２棟に
土砂流入
  車３台破損
②大野郡犬飼町　桑津
留守地区
 　負傷者4名、現場監督
所半壊（１戸）
③大分市大字神崎　白
木地区
　家屋一部損壊（２戸）
④大分市大字宮崎　北
町地区
　女子寮が一部損壊（１
戸）
⑤大野郡三重町　入北
地区
　一部破損（１戸）
⑥大野郡野津町　迫地
区
　一部破損（１戸）
⑦大野郡野津町　八熊
地区
　一部破損（１戸）
⑧別府市大字亀川　胴
面地区
　一部破損（１戸）

①避難勧告（２３世帯５
１名）
②無し
③自主避難（２世帯）
④自主避難（２６世帯２
６名）
⑤自主避難（１世帯５
名）
⑥無し
⑦無し
⑧自主避難（２世帯３
名）

合  計 163 25

20

1 25 22 27

被害状況等 備考ＩＣ名 延長
（㎞）路線名 ＩＣ名

45
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富山 小松

小松

時刻 日
上下

厚木 富士

上下 10/20 22:30 10/21東京 35

19:30 10/21

10/21

富士 26 上 10/20 19:30

87 上下

富士 26 下 10/20

19:40 10/21清水 82

浜松 39 上下 10/20

豊川 42 上下 10/20

一宮御坂 上下

上下

解除

24 上下 10/20 18:40

伊那

南アルプス

10/21

10 上下 10/20 21:15 10/21

15 上下 10/20 21:00

豊科

麻績

10/21

19 下 10/21 5:45 10/21

23 上 10/20 22:55

22:55 10/21豊科 23麻績

豊科 23 下 10/20

柏崎 41 上下 10/21

上越 74朝日 上下 10/20 21:45 10/21

10/21

85 上下 10/20

朝日 48 上下 10/20 20:00

20:00 10/21

10/2121

20:50

上下 10/20 20:00

10/21

丸岡 64 上下 10/20

加賀 18 上下 10/20

小矢部砺波JCT

福光

福光

20:50

20:00 10/21

11 上下 10/20 20:00

美濃

美濃

10/21

10/20

27 上下 10/20 18:00 10/21

25 上下 10/20

郡上八幡 白鳥

18:50一宮木曽川

17 上下 10/20 18:30

白鳥 41 上下 10/20

豊田JCT 2 上下 10/20 10/20

10/21

10/20

13 上下 10/20 16:00 10/20

18 上下

16:15伊勢道 久居 勢和多気

下 10/20

26 上下 10/20

被害状況等 備考
時刻

厚木 0:30 解除

ＩＣ名 （㎞） 日

解除

清水 1:20 解除10/21

10/20 21:50

解除

浜松 0:00 解除

清水 3:20

上下 10/20

解除

豊川 0:00 解除

18:45 10/20

10/2119:00

名神高速道路

豊田 22:45

10/20関ヶ原

10/20 16:50 10/20岐阜羽島 解除

彦根 23:50 解除

21関ヶ原

須玉 1:30

22:50

35 10/20 21:15 10/21

解除

中部横断道 双葉 1:30 解除

中央道
駒ヶ根 0:40

長野道

解除

更埴 20:45 解除

麻績 17:45

10/21

17:45 解除

麻績 20:45 解除22:55

上 10/20

上信越道 上越JCT 6:1510/21妙高高原 32 上下 10/20 21:45 解除

上越 6:15 解除0:40 10/21

解除

6:15 解除

6:15 解除

解除

解除

丸岡 3:25 解除

加賀 5:20

10/21

東海北陸道

敦賀 2:45

北陸道 5:00

富山

18:40

10/21

5:00 解除

白川郷 9:00 解除32 上下 10/20

22:40 解除

郡上八幡 5:00 解除

飛騨清見 5:00 解除

解除

5:00 解除

伊勢湾岸道

豊田東 22:45

10/20 16:00豊田南

飛島

東海

18:45

23:05 解除

みえ川越 23:05 解除

23:50 解除

三田西 6:30 解除15:15 10/21

10/20

10/20 16:10 10/21三田西 舞鶴東 83 6:30 解除

舞鶴東 小浜西 25 上下 10/20 15:15

上下

10/21 6:30 解除
舞鶴若狭道

吉川JCT 4

東名高速道路

0:30

路線名 ＩＣ名
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10/21 7:00綾部ＪＣＴ 舞鶴西 8 法面損傷 通行止め

舞鶴西 大飯高浜 24 上下 10/21 7:00

上下

10/22 13:30 解除

大飯高浜 小浜西 12

舞鶴若狭道

上下 10/21 7:00

4:00 解除

法面損傷 通行止め

滝野社 美作 80

10/21宝塚 滝野社 43 上下 10/20 16:45

上下 10/20 16:45 10/21

解除

4:00 解除

中国道 10/21 1:45美作 新見 82 下 10/20 15:40

10/20 15:40 10/21美作 院庄 22 4:00 解除

院庄 新見 61 上 10/20 15:40

上

10/21 1:45 解除

10/20 15:40 10/21落合JCT 久世 3 1:45 解除

久世 江府 46 上下 10/20 16:20

上下

10/21 7:50 解除

江府 米子 18

米子道

上下 10/20 16:20 10/21 2:40 解除

浜田道 瑞穂 浜田 32 上下 10/20 16:50 10/21 0:35 解除

10/20 16:10 10/21神戸JCT 備前 109 1:30 解除

備前 笠岡 16 上下 10/20 13:00

上下

10/21 1:53 解除

倉敷JCT 早島 3

山陽道

上下 10/20 13:00 10/21

播磨道 播磨JCT 播磨新宮 13 1:30 解除

1:53 解除

岡山JCT 岡山総社 3

10/21上下 10/20 14:25

上下 10/20 13:00 10/21

解除

1:53 解除

岡山道 10/21 3:45岡山総社 有漢 32 上下 10/20 13:00

10/20 15:40 10/21有漢 北房JCT 8 1:45 解除

鳴門 板野 11 上下 10/20 12:20

上下

10/21 0:15 解除

10/20 12:20 10/21板野 引田 11 1:15 解除

引田 白鳥大内 5 上下 10/20 11:50

上下

10/21 1:40 解除

10/20 11:50 10/21白鳥大内 津田東 21 15:00 解除

高松東 高松中央 5 上下 10/20 11:50

上下

10/21 8:00 解除

高松中央 善通寺 31

高松道

上下 10/20 12:20 10/21

22:15 解除

0:00 解除

川之江JCT 大豊 29

10/20善通寺 川之江JCT 95 上下 10/20 13:40

上下 10/20 13:20 10/20

解除

22:15 解除

高知道
10/20 23:10大豊 南国 29 上下 10/20 14:00

10/20 14:00 10/20南国 高知 29 20:00 解除

高知 須崎東 34 上下 10/20 14:00

上下

10/20 17:40 解除

徳島 藍住 9 上下 10/20 12:20 10/20

解除

22:15 解除

徳島道 10/20 22:15藍住 土成 13 上下 10/20 11:40

10/20 12:20 10/20土成 脇町 73 22:15 解除

脇町 美馬 73 上下 10/20 12:20

上下

10/21 6:30 解除

美馬 川之江東JCT 73
徳島道

上下 10/20 12:20 10/20

解除

22:15 解除

10/20 22:15川之江JCT 三島川之江 3 上下 10/20 13:40

10/20 13:20 10/21三島川之江 新居浜 24 1:30 解除上下
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（２）直轄国道
通行止めの実績　１６１区間

　

新居浜 いよ小松 24 上下 10/20 13:20 10/21 9:00 解除

いよ小松 川内 21 上下 10/20 9:30 10/21

解除

1:30 解除
松山道

10/21 1:30川内 大洲 54 上下 10/20 12:20

10/20大洲北只 西予宇和 16

7:30

上下 10/20 10:45

解除

20:40 解除

九州道

10/20 15:40関門道 下関 門司 9 上下 10/20

10/20 11:00 10/20八代 人吉 39 15:00 解除

八代JCT 人吉 38 上 10/20 11:00

下

10/20 15:00 解除

10/20 12:25 10/20長崎道 佐賀大和 武雄北方 26 17:15 解除

湯布院 大分 39 上下 10/20 11:05

上下

10/20 18:00 解除

速見 日出JCT 3大分道 上下 10/20 11:05 10/20

解除

18:00 解除

10/20 18:00大分 大分米良 8 上下 10/20 5:15

10/20 5:15 10/20大分米良 津久見 27 21:40 解除

宮崎西 西都 17 上下 10/20 7:45

上下

10/20 18:00 解除

清武 宮崎西 8
東九州道

上下 10/20 7:45 10/20

解除

16:00 解除

宮崎道

10/20 16:00清武JCT 清武 2 上下 10/19 21:45

10/19 7:15 10/20高原 都城 20 12:50 解除

都城 宮崎 34 上下 10/19 21:45

上下

10/20 16:00 解除

那覇 屋嘉 34
沖縄道

上下 10/19 6:30 10/20

屋嘉 許田 23 上下 解除

6:40 解除

10/20 8:3510/19 6:30

現在の通行止め　　１０区間

現在の片側通行　　１３区間

整備局名 路線
番号 地点区間名 延長

（㎞）
開始 解除

関東地方整備局

備　考日 時刻 日 時刻
被害状況等

20 東京都 八王子市南浅川町～神奈川県
津久井郡相模湖町千木良 4.8 10/20 19:10 10/21 2:45 解除

20 神奈川県 津久井郡相模湖町与瀬～津久
井郡藤野町吉野 1.5 10/20 19:45 10/21 2:45 解除

1 神奈川県 中郡大磯町東町２丁目～二宮
町二宮 6.0 10/20 22:20 10/21 5:05 解除

357 神奈川県 横浜市鶴見区大黒町～横浜市
中区本牧町 2.8 10/20 22:20 10/21 0:50 解除

19 長野県 大岡村甲 0.1 10/20 17:35 法面崩壊 通行止め

19 長野県 生坂村雲根 0.1 10/20 18:00 10/22 7:00 解除

19 長野県 八坂村 0.1 10/20 18:25 法面崩壊 通行止め

19 長野県 生坂村東広津 0.1 10/20 20:20 法面崩壊 通行止め

19 長野県 信州新町水内 0.1 10/20 21:50 10/21 法面崩壊8:20 片側交互通行
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18 長野県 豊野町大倉～三水村深沢 5.0 10/20 22:15 法面崩壊 通行止め

19 長野県 信州新町水内 0.1 10/20 23:40 10/21 8:20 解除

52 山梨県 南巨摩郡身延町手打沢～南巨
摩郡身延町西島 1.0 10/20 12:50 10/21 8:00 解除

52 山梨県 南巨摩郡身延町波木井～南巨
摩郡身延町身延 2.4 10/20 16:20 10/21 3:15 解除

52 山梨県 南巨摩郡南部町境川～南巨摩
郡南部町越渡 4.8 10/20 16:40 10/21 1:30 解除

52 山梨県 南巨摩郡南部町西行～南巨摩
郡南部町切久保 1.3 10/20 16:40 10/21 1:30 解除

52 山梨県 南巨摩郡南部町中野～南巨摩
郡身延町相又 3.1 10/20 17:20 10/21 1:30 解除

52 山梨県 南巨摩郡中富町西島～南巨摩
郡鰍沢町箱腹 2.4 10/20 17:20 10/21 0:00 解除

52 山梨県 南巨摩郡鰍沢町小柳川～南巨
摩郡鰍沢町明神 1.7 10/20 19:40 10/21 0:00 解除

北陸地方整備局

8 新潟県 柏崎市寿町 0.1 10/20 23:15

関東地方整備局

10/21 2:00 解除

1:30 10/21 7:208 新潟県 西頸城郡青海町大字市振 1.1 解除

8 新潟県 西頸城郡青海町大字市振～西
頸城郡青海町大字市振 4.2 10/21 3:00 10/21 7:20

10/21

解除

8 新潟県 西頸城郡青海町大字外波～西
頸城郡青海町大字市振 5.4 10/21 3:00 10/21 7:20 解除

156 富山県 東砺波郡庄川町小牧 2.5 10/20 21:36 10/21 10:00 解除

470 富山県 小矢部市水島～高岡市五十里 4.5 10/20 20:00 10/21 5:00 解除

41 富山県 婦負郡細入村猪谷～婦負郡細
入村楡原 6.5 10/20 23:00 10/21 6:00

中部地方整備局

解除

8 石川県 加賀市熊坂町庄司谷～加賀市
熊坂町北原 2.0 10/20 23:10 10/21 4:10 解除

19 長野県 木曽郡樽川村 0.1 10/20 22:00 10/21 6:00 解除

52 静岡県 清水市清水宍原～富士郡芝川
町内房 4.9 10/20 16:50 10/21 1:10 解除

52 静岡県 静岡市清水小河内字坂本～清
水市清水宍原 2.5 10/20 17:40 10/21 1:10 解除

138 静岡県 駿東郡小山町須走～駿東郡小
山町須走 4.3 10/20 18:30 10/21 2:40 解除

156 岐阜県 郡上市美並町三戸字瀬上～郡
上市八幡町稲荷 6.3 10/20 17:50 10/21 12:00 解除

156 岐阜県 郡上市八幡町五町～郡上市大
和町神路 3.1 10/20 17:50 10/21 12:00 解除

156 岐阜県 郡上市美並町白山～郡上市美
並町三戸字与十郎田 1.7 10/20 19:10 10/21 12:00 解除

156 岐阜県 郡上市美並町白山 0.1 10/21 12:00 10/22 路肩欠壊6:00 片側交互通行

156 岐阜県 美濃市曽代 3.8 10/21 12:00 舗装損傷 片側交互通行

23 岐阜県 飛騨市神岡町東茂住～飛騨市
神岡町船津 11.8 10/20 20:30 10/21 4:30 解除

23 岐阜県 下呂市金山町中切～下呂市三
原 17.9 10/20 18:20 10/21 7:00 解除

41 岐阜県 下呂市小坂町門坂～大野郡
久々野町無数河 10.6 10/20 21:10 10/21 5:00 解除
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法面崩壊

法面崩壊

近畿地方整備局

41 岐阜県 高山市石浦町～高山市上岡本
町 3.9 10/20 20:30 10/21 3:30 解除

41 岐阜県 飛騨市古川町上町 0.1 10/20 20:40 10/21 6:05 解除

41 岐阜県 高山市下切 0.1 10/20 20:45 10/21 7:05 解除

41 岐阜県 下呂市萩原町中呂 0.1 10/20 21:07 10/21 6:30 解除

41 岐阜県 吉城郡国府町上広瀬 0.1 10/20 21:00 10/21 5:00 解除

41 岐阜県 飛騨市古川町袈裟丸 0.1 10/20 21:30 10/21 7:15 解除

41 岐阜県 大野郡宮村宮峠 0.1 10/20 21:45 10/21 0:30 解除

153 愛知県
東加茂郡足助町大字明川字亀
平～稲武町大字小田木字イナ
バ

7.4 10/20 18:00 10/20 23:20 解除

23 愛知県 西尾市中原 0.5 10/20 18:15 10/20 22:55 解除

42 三重県 北牟婁郡海山町便の山～尾鷲
市坂場 4.6 10/20 15:50 10/20

中部地方整備局

21:00 解除

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 4.9 10/20 17:00 10/20 20:40 解除

8 福井県 あわら市牛ノ谷～あわら市熊坂 2.8 10/20 23:10 10/21 4:10 解除

19:45 10/20 23:058 福井県 あわら市瓜生 0.1 解除

1 滋賀県 大津市大谷町 0.1 10/20 22:20 10/21 0:25

10/20

解除

9 京都府 天田郡夜久野町額田 0.1 10/20 15:30 10/21 8:50 片側交互通行

27 京都府 船井郡丹波町下山～船井郡丹
波町富田 3.3 10/20 16:25 10/21 10:05 片側交互通行

9 京都府 天田郡夜久野町額田～天田郡
夜久野町日置 1.2 10/20 17:45 10/21 3:00 解除

27 京都府 船井郡和知町升谷～船井郡丹
波町下山 3.3 10/20 18:15 10/21 5:42 解除

27 京都府 船井郡丹波町富田 0.1 10/20 17:30 10/21 0:00 解除

27 京都府 舞鶴市真倉 0.4 10/20 22:15 10/22 5:40 道路陥没 片側交互通行

9 京都府 船井郡園部町上木崎町～船井
郡丹波町新水戸 4.0 10/20 15:50 法面崩壊 通行止め

9 京都府 園部町小山東 1.2 10/20 19:45 10/21 3:50 解除

9 京都府 瑞穂町和田 0.1 10/20 21:15 10/20 23:05 解除

2 大阪府 大阪市福島区海老江１丁目 3.3 10/20 18:00 10/20 20:50 解除

9 兵庫県 養父市関宮～美方郡村岡町福
岡 5.7 10/20 20:40 10/21 5:30 解除

29 兵庫県 宍粟郡波賀町赤西～宍粟郡波
賀町戸倉南 10.9 10/20 14:40 土砂流入 通行止め

175 兵庫県 神戸市西区神出町～三木市別
所町小林 3.0 10/20 15:15 10/20 20:30 解除

28 兵庫県 津名郡津名町塩尾～洲本市安
乎町平安浦 1.8 10/20 15:30 法面崩壊 通行止め

28 兵庫県 洲本市炬口～洲本市厚浜 2.0 10/20 15:30 10/21 2:30 法面崩壊 片側交互通行
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中国地方整備局

28 兵庫県 洲本市厚浜～洲本市炬口 2.9 10/20 15:30 法面崩壊 通行止め

2 兵庫県 神戸市中央区新港町～神戸市
中央区東川崎町 1.7 10/20 16:15 10/20 20:05 解除

2 兵庫県 明石市和坂 0.3 10/20 16:35 10/20 18:30 解除

176 兵庫県 西宮市塩瀬町名塩～西宮市生
瀬当田 2.4 10/20 17:00 10/20 23:50 解除

28 兵庫県 津名郡津名町佐野 0.1 10/20 17:50 10/21 10:50 解除

2 兵庫県 尼崎市梶ｹ島 0.1 10/20 18:20 10/20 20:50 解除

175 兵庫県 西脇市高松町～西脇市上戸田 5.0 10/20 20:00 10/21 11:30 解除

175 兵庫県 氷上郡氷上町朝阪～氷上郡氷
上町稲継 6.0 10/20 20:10 10/21 7:50 解除

28 兵庫県 津名郡津名町志筑 0.1 10/20 21:00 10/21 11:30 法面崩壊 片側交互通行

175 兵庫県 多可郡黒田庄町大伏～多可郡
黒田庄町西沢 1.1 10/20 21:50 10/21 0:12 解除

2 兵庫県 神戸市西区井川谷町伊吹 0.1 10/20 16:07 10/20 23:10 解除

2 兵庫県 芦屋市楠町 0.1 10/21 3:00 10/20 5:15 解除

42 和歌山県 日高郡日高町荊木 0.3 10/20 15:10 10/20 17:40 解除

42 和歌山県 海草郡下津町上 0.4 10/20 15:30 10/20 16:30 解除

42 和歌山県 みなべ町南道～みなべ町芝 0.5 10/20 10:00 10/20 15:55 解除

42 和歌山県 印南町西ノ地 0.2 10/20 16:15 10/20 23:45 解除

42 和歌山県 みなべ町堺～みなべ町埴田 0.4 10/20 13:00 10/20 15:55 解除

42 和歌山県 みなべ町芝ま～みなべ町気佐
藤 5.3 10/20 15:55 10/21 5:05 解除

42 和歌山県 古座町西向 0.7 10/20 16:20 10/20 21:15 解除

42 和歌山県 田辺市元町 1.3 10/20 16:35 10/20 23:40 解除

42 和歌山県 西牟婁郡串本町田子～西牟婁
郡串本町和深 1.2 10/20 17:15 10/20 23:20 解除

42 和歌山県 古座町姫 0.3 10/20 17:50 10/20 21:00

近畿地方整備局

解除

42 和歌山県 西牟婁郡すさみ町周参見 0.4 10/20 18:00 10/20 20:35 解除

29 鳥取県 宍粟郡波賀町大字戸倉～八頭
郡若桜町小船字大将軍 7.0 10/20 16:50 （近畿側土砂

流入による規 通行止め

9 鳥取県 東伯郡湯梨浜町長瀬～気高郡
青谷町青谷 15.6 10/20 16:20 10/21 12:00 解除

9 島根県 浜田市治和町 0.1 10/20 13:10 10/20 16:10 解除

2 岡山県 長船町八日市～岡山市吉井 0.5 10/20 14:40 10/20 22:19 解除

2 岡山県 玉野市宇野～玉野市築港 0.5 10/20 15:35 10/20 20:15 解除

53 岡山県 津山市楢 0.1 10/20 17:15 10/20 21:45 解除中国地方整備局
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四国地方整備局

53 岡山県 岡山市津島新野 0.1 10/20 17:25 10/20 22:10 解除

188 山口県 由宇町神東 0.2 10/20 13:30 10/20 18:18 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 10/20 8:00 10/21 8:10 解除

12:30 10/21 8:1032 徳島県 三好郡山城町西宇字島の上～
高知県長岡郡大豊町大字高須 26.3 解除

55 徳島県 阿南市富岡町 0.5 10/20 12:50 10/20 20:10

10/20

解除

192 徳島県 三好郡井川町辻～三好郡井川
町方長谷 0.5 10/20 13:30 10/21 4:00 解除

11 徳島県 鳴門市北灘町大浦 0.1 10/20 14:30 10/22 12:00 土砂流入 片側交互通行

11 徳島県 鳴門市北灘町大浦 0.4 10/20 14:30 10/21 9:00 解除

192 徳島県 美馬郡半田町字松生 1.5 10/20 15:20 10/21 0:00 法面崩壊 片側交互通行

32 徳島県 三好郡池田町白地～三好郡山
城町西宇字島の上 14.5 10/20 16:40 10/21 7:10 解除

55 徳島県 阿南市見能林町字西石仏～阿
南市津乃峰町字長浜 1.3 10/20 16:20 10/20 19:25 解除

11 徳島県 鳴門市北灘町櫛木～鳴門市北
灘町碁ノ浦 12.5 10/20 16:30 10/21 9:00 解除

11 徳島県 鳴門市北灘町 0.1 10/20 14:30 10/20 16:30 解除

11 徳島県 鳴門市北灘町粟田 0.1 10/20 17:50 10/21 9:00 解除

11 徳島県 鳴門市北灘町 0.1 10/20 18:40 10/21 9:00 解除

55 徳島県 徳島市三軒屋町下分 0.2 10/20 23:30 10/21 6:30 解除

11 徳島県 さぬき市志度 0.3 10/20 21:20 10/21 0:00 解除

11 香川県 高松市瓦町一丁目～高松市番
町一丁目 0.4 10/20 11:40 10/21 23:10 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 1.0 10/20 14:15 土砂流入 通行止め

30 香川県 高松市玉藻町～高松市寿町二
丁目 0.5 10/20 13:05 10/21 21:10 解除

11 香川県 東かがわ市松原 0.4 10/20 13:30 10/21 22:30 解除

11 香川県 高松市東山崎町字西原～高松
市六条町 0.2 10/20 18:45 10/21 20:20 解除

11 香川県 さぬき市津田字南上所～さぬき
市津田字南上所 0.2 10/20 18:05 10/21 21:50 解除

11 香川県 三豊郡豊浜町大字和田浜～三
豊郡豊浜町大字和田浜 0.4 10/20 14:30 10/20 18:45 解除

33 愛媛県 上浮穴郡久万高原町柳井川～
上浮穴郡久万高原町中黒岩 7.6 10/20 10:50 10/20 20:20 解除

11 愛媛県 周桑郡丹原町志川～東温市川
内町河ノ内 5.8 10/20 12:00 10/22 13:00 土砂流入 片側交互通行

56 愛媛県 宇和島市和霊元町四丁目～宇
和島市高串 1.8 10/20 12:45 10/20 14:30 解除

196 愛媛県 東予市河原津 0.1 10/20 13:30 10/20 17:00 解除

196 愛媛県 北条市浅海 0.7 10/20 15:00 10/20 17:00 解除
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九州地方整備局

11 愛媛県 北条市浅海 0.7 10/20 15:00 10/20 17:00 解除

33 愛媛県 北条市浅海 0.7 10/20 15:00 10/20 20:20 解除

56 高知県 宿毛市平田町戸内 0.1 10/20 8:40 10/21 8:30 解除

33 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 10/20 9:40 10/20 18:10 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 10/20 10:10 10/20 18:10 解除

55 高知県 室戸市吉良川町 1.1 10/20 10:15 10/21 0:00 解除

55 高知県 室戸市元 1.4 10/20 10:30 10/20 23:30 解除

56 高知県 宿毛市和田 0.1 10/20 11:15 10/21 5:00 事前通行規制 片側交互通行

56 高知県 中村市具同～中村市楠島 2.5 10/20 12:00 10/21 3:00 解除

33 高知県 佐川町加茂 0.2 10/20 13:30 10/20 15:30 解除

55 高知県 安芸郡奈半利町字西分 0.2 10/20 13:30 10/20 21:15 解除

55 高知県 安芸市大山岬 0.2 10/20 13:40 10/20 20:30 解除

55 高知県 安田町安田 2.4 10/20 14:00 10/20 21:00 解除

33 高知県 高岡郡日高村岩目地 1.1 10/20 15:00 10/20 19:15 解除

33 高知県 高岡郡日高村本郷 0.2 10/20 18:00 10/20 21:00 解除

55 高知県 室戸市羽根 0.3 10/20 16:30 10/20 22:20

四国地方整備局

解除

56 高知県 土佐市北地 0.8 10/20 20:10 10/21 0:30 解除

10 福岡県 豊前市八屋 0.9 10/20 10:30 10/20 16:40 解除

10 大分県 別府市浜脇～大分市かんたん 7.2 10/20 8:30 10/20 18:00 解除

10 大分県 宇佐市四日市 0.1 10/20 9:00 10/20 11:45 解除

10 大分県 直川村下直見 0.1 10/20 8:30 10/20 13:45 解除

10 大分県 直川村下直見 0.1 10/20 9:20 10/20 13:45 解除

10 大分県 直川村仁田原 0.1 10/20 9:25 10/20 13:45 解除

10 大分県 弥生町江良 0.1 10/20 10:45 10/20 13:45 解除

10 大分県 弥生町尺間 0.1 10/20 11:50 10/20 16:50 解除

10 大分県 犬飼町久原 0.1 10/20 12:00 10/20 14:30 解除

210 大分県 大分市田尻 0.1 10/20 11:45 10/20 14:00 解除

10 宮崎県 高岡町内山～高城町本八重 1.5 10/20 6:00 10/20 13:00 解除

10 宮崎県 延岡市土々呂～門川町加草 2.6 10/20 6:10 10/20 12:55 解除
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（３）都道府県管理国道

通行止めの実績　４６５区間

　

10 宮崎県 北川町川内名 0.1 10/20 9:12 10/20 20:00 解除

10 宮崎県 北川町曽立 0.1 10/20 8:20 10/20 21:30 解除

10 宮崎県 北川町長井 0.1 10/20 9:30 10/20 土砂流入19:00 片側交互通行

220 宮崎県 宮崎市大字折生迫～宮崎市大
字内海 4.1 10/20 9:50 10/20 13:00 解除

220 鹿児島県 垂水市海潟新道～垂水市牛根
麓 2.6 10/20 5:50 10/20 11:10 解除

220 鹿児島県 垂水市牛根境～垂水市牛根境 1.5 10/20 7:10 10/20 12:00 解除

沖縄総合事務局 58 沖縄県 国頭村宜名真～国頭村伊地 12.8 10/20 9:30

九州地方整備局

10/20 16:40 解除

備考
法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除 計

0 0

現在の通行止め　２７４区間

都道府県名
箇所数

3 3

福島県 0 0 0 9 9

宮城県 0

栃木県 1 0 0

群馬県 0 11 0

2 0

2 3

0 11

1 3

東京都 0 2 0 0 2

埼玉県 0

長野県 1 4 0

神奈川県 1 1 0

1 0

0 5

1 3

3 5

富山県 2 0 0 7 9

新潟県 1

石川県 1 0 0

岐阜県 7 8 6

0 0

7 8

27 48

24 26

愛知県 1 0 0 13 14

静岡県 2

三重県 3 1 3

福井県 2 5 4

0 0

13 20

5 16

7 10

京都府 15 8 5 1 29

滋賀県 3

大阪府 0 0 0

兵庫県 14 1 13

6 0

3 3

10 38

9 15

和歌山県 3 1 0 9 13

奈良県 0

鳥取県 6 0 0

島根県 0 0 0

1 0

7 13

1 1

0 8

広島県 3 2 0 7 12

岡山県 7

山口県 0 0 0

徳島県 6 0 2

5 5

20 28
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（４）都道府県道

通行止めの実績　１，８３９区間

　

0 0 5 7

愛媛県 1 4 1 7 13

香川県 2

高知県 3 3 0

福岡県 4 0 0

0 0

18 24

7 11

4 4

長崎県 0 0 0 3 3

佐賀県 0

熊本県 0 0 0

大分県 5 0 0

0 0

1 1

18 23

16 18

沖縄県 0 0 0 1 1

宮崎県 2

274 465

現在の通行止め　１，１２５区間

計 96 61 34

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 0 0 0

宮城県 0 0 0

0 0

2 2

1 1

1 1

福島県 0 2 1 54 57

山形県 0

茨城県 5 1 8

栃木県 0 1 0

0 0

21 35

2 3

24 24

埼玉県 0 0 0 25 25

群馬県 0

千葉県 3 1 5

東京都 0 0 0

0 0

56 65

9 9

0 1

新潟県 5 2 0 9 16

神奈川県 1

富山県 4 1 0

石川県 2 1 1

13 15

10 15

26 30

2 43

山梨県 2 1 0 3 6

福井県 13

長野県 25 0 7

岐阜県 35 65 44

25 10

6 38

0 144

0 58

愛知県 4 4 0 49 57

静岡県 23

三重県 8 2 1

滋賀県 4 14 2

29 30

33 44

0 20

0 126

大阪府 2 11 7 0 20

京都府 67

兵庫県 111 13 45

奈良県 3 12 0

1 9

67 236

10 25

13 29和歌山県 6
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通行止めの実績　６８区間

現在の通行止め　　１区間

鳥取県 16 6 6 0 28

島根県 25 4 3

岡山県 20 8 6

25 0

0 32

0 34

0 29

山口県 22 6 0 0 28

広島県 4

徳島県 39 0 7

愛媛県 35 3 2

61 24

109 155

65 105

0 104

福岡県 10 0 0 10 20

高知県 19

佐賀県 0 0 0

長崎県 2 4 0

0 0

12 12

0 6

1 1

大分県 43 1 0 55 99

熊本県 0

宮崎県 12 2 0

鹿児島県 1 1 0

0 0

24 38

7 9

8 9

計 572 320 233 714 1839

沖縄県 1

（５）有料道路

管理者名 路線名 地点区間名 延長
（㎞）上下

開始 解除
備考

日 時刻 日 時刻

被害状況等

6:30 10/20
南風原道
路 全線 5 6:40 解除

今治小松
道

いよ小松北～いよ小松
JCT 1 上下 10/20 9:30

上下 10/19

10/21 1:30 解除

12:20 10/21
今治小松
道

今治湯ノ浦～いよ小松
北 12 1:30 解除

日出バイ
パス 全線 9 上下 10/20 10:10

上下 10/20

10/20 18:00 解除

10/20若戸大橋 全線 2 18:00 解除

宇佐別府
道路 全線 23 上下 10/20 11:05

上下 10/20

10/20 18:00 解除

10/20
佐世保道
路 全線 5 16:30 解除

八代日奈
久道路 八代ＪＣＴ～八代南 7 下 10/20 11:00

上下 10/20

10/20 15:00 解除

10/21
高松東道
路 全線 16 8:00 解除

伊勢湾岸
道路 全線 6 上下 10/20 16:00

上下 10/20

10/20 23:05 解除

日本道路
公団一般
有料道路

上下 10/20 18:30油坂峠道
路 全線 11

11:50

11:50

10:20

5:00 解除

京都丹波
道路 千代川～沓掛 16 上下 10/20 17:51

10/21

10/20 22:20 解除

10/20 17:00 10/20
第二神明
道路 月見山～明石西 15 21:10 解除

第二神明
道路 名谷～大蔵谷 5 上下 10/20 17:00 10/21

上下

0:45 解除

第二神明
北線 永井谷JCT～学園南 3 下 10/20 17:00 10/20 21:10 解除
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16:10 10/20安来道路 全線 19 20:55 解除

江津道路 全線 12 上下 10/20 16:50

上下 10/20

10/21 0:30 解除

10/21
東京湾アク
アライン

浮島ＪＣＴ～木更津金
田 15 2:45 解除

アクアライ
ン連絡道 木更津金田～袖ヶ浦 4 上 10/20 21:00

上下 10/20

10/21 2:45 解除

10/21第三京浜 全線 17 3:20 解除

東富士五
湖道路 全線 18 上下 10/20 21:40

上下 10/20

10/21 3:00 解除

10/21
安房峠道
路 全線 6 13:00 解除

西湘バイ
パス 国府津～西湘二宮 6 下 10/20 23:30

上下 10/20

10/21 5:05 解除

日本道路
公団一般
有料道路

下 10/21 0:45西湘バイ
パス 石橋～国府津 7

21:45

22:10

21:00

5:05 解除

西湘バイ
パス 国府津～西湘二宮 6 下 10/21 9:30

10/21

10/21 12:20 解除

10/21湾岸線 浮島JCT～並木 28 0:30 解除

大黒線 大黒JCT～生麦JCT 3 上下 10/20 22:20

上下 10/20

10/21 0:30 解除
首都高速

上下 10/20 22:20川崎線 殿町～浮島JCT 4

22:20

0:30 解除

１１号線 芝浦JCT～有明JCT 4 上下 10/20 22:10

10/21

10/21 0:45 解除

阪神高速
上下 10/20 18:40７号北神戸

線 西宮山口JCT～有馬口 6 3:15 解除

湾岸線 六甲アイランド北～中
島 15 上下 10/20 19:55

10/21

10/21 2:30 解除

10/20 13:00 10/21
神戸淡路
鳴門道 津名一宮～鳴門 45 0:15 解除

神戸淡路
鳴門道 淡路～津名一宮 24 上 10/20 15:25 10/21

上下

23:10 解除

神戸淡路
鳴門道 淡路～津名一宮 24 下 10/20 15:25 通行止め

神戸淡路
鳴門道 神戸西～淡路 20 上下 10/20 17:20 10/21

土砂流入

21:10 解除

0:15 解除

瀬戸中央
道 早島～児島 19

10/20
瀬戸中央
道 児島～坂出 19 上下 10/20 11:20

上下 10/20 13:30 10/20

17:30 解除

21:10 解除

西瀬戸道 大島南～今治 12

10/20西瀬戸道 生口島南～大島北 16 上下 10/20 12:15

上下 10/20 12:15 10/20 17:30 解除

福岡北九州�高速公社
福岡高速１
号線 天神北～福重 9 上下 10/20 10:20

本四公団

10/21 0:30 解除

宮崎県公社
上下 10/20 2:00一ツ葉有

料道路　北 全線 11 13:30 解除

一ツ葉有
料道路　南 全線 5 上下 10/20 1:00

10/20

10/20 12:00 解除

8:55 10/20大分県公社 大分空港
道路 全線 16 17:40 解除

大島大橋
有料道路 全線 2 上下 10/20 6:15

上下 10/20

10/20 14:35 解除

長崎県公社 上下 10/20 8:40平戸大橋
有料道路 全線 1 15:10 解除

生月大橋
有料道路 全線 1 上下 10/20 8:40

10/20

10/20 15:20 解除

静岡県公社
上下 10/20 12:00有料道路

冷川トンネ 全線 3 6:40 解除10/21
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○鉄道の状況（１０月２２日　１５：００現在）

日 時間
事業者名 線　　名 運転中止区間

静岡県公社 村櫛舘山
道路 全線 5 上下 10/20 19:00 10/21 6:40 解除

10/20 10:50 10/20山口県公社 彦島有料
道路 全線 5 16:00 解除

大阪市公社 なみはや
大橋 全線 1 上下 10/20 14:20

上下

10/21 21:30 解除

京都府公社
上下 10/20 14:40綾部宮津

道路
宮津天橋立～舞鶴大
江 11 10:45 解除

綾部宮津
道路 舞鶴大江～綾部ＪＣＴ 22 上下 10/20 15:30

10/21

10/21 10:45 解除

山梨県公社
上下 10/20 15:40富士スバ

ルライン 全線 30 10:05 解除

雁坂トンネ
ル 全線 7 上下 10/20 20:30

10/21

10/21 2:40 解除

15:40 10/20広島県公社 安芸灘大
橋 全線 3 17:50 解除

那須甲子
有料道路 全線 12 上下 10/20 17:00

上下 10/20

10/21 9:30 解除

10/21
磐梯吾妻
道路 全線 28 10:00 解除

磐梯山有
料道路 全線 14 上下 10/20 18:00

上下 10/20

10/21 10:00 解除
福島県公社

上下 10/20 18:00第二磐梯
吾妻道路 全線 12

18:00

10:00 解除

茶臼山高
原道路 全線 14 上下 10/20 17:20

10/21

10/21 9:00 解除

10/20
知多半島
横断道路 全線 4 22:00 解除

衣浦トンネ
ル 全線 2 上下 10/20 18:15

上下 10/20

10/21 6:00 解除

10/21
知多半島
道路 全線 21 2:50 解除

南知多道
路 全線 20 上下 10/20 18:50

上下 10/20

10/21 2:50 解除

運転中止

日 時間

運転再開
主な被害状況等

愛知県公社

上下 10/20 19:45尾張パーク
ウェイ 全線 8

18:50

18:00

4:45 解除

能越自動
車道 全線 14 上下 10/20 20:00

10/21

10/21 5:00 解除

立山有料
道路 桂台～美女平 6 上下 10/21 7:00 10/21 16:00 解除

福井県公社 河野海岸
有料道路 全線 9 上下 10/20 22:00

富山県公社

10/21 11:30 解除

38



○海上交通の状況（１０月２２日　１５：００現在）

１）施設の被害状況

被害状況等事業者名 都道府県名 被害箇所 施設名

12:00 ２１日 16:33 土砂の流出のため高松琴平電気鉄道㈱ 長尾線 水田～長尾 ２０日

5:36 大雨のため

高徳線 志度～池谷 ２０日 11:00 ２２日 5:03 大雨のため

全区間 ２０日 11:00 ２２日

7:00 ２１日 15:10 大雨のため

8:00 ２２日 5:38 大雨のため

5:15 ２２日 5:00 大雨のため

四国旅客鉄道㈱

予讃線
多度津～伊予西条 ２０日

伊予市～宇和島 ２０日

土讃線 琴平～繁藤 ２０日

徳島線

大雨のため

嵯峨野観光鉄道㈱ 嵯峨野観光線 全区間 ２１日 9:28 ２１日 13:28 大雨のため

土砂の流入、倒木等のため

叡山電鉄㈱ 鞍馬線 全区間 ２１日 5:20 ２１日 16:40

宮福線 全区間 ２０日 13:09

河川の増水、土砂の流入等のため
12:59 ２２日 5:44

6:10

北近畿タンゴ鉄道㈱
宮津線

豊岡～丹後神野 ２０日 12:59

丹後神野～西舞鶴 ２０日

中国勝山～那岐 ２０日 13:54 ２２日

２２日 6:10 倒木のため（中国電力からの送電停止）

姫新線
津山～中国勝山 ２０日 12:43 ２１日 5:42

倒木のため（中国電力からの送電停止）

因美線 東津山～那岐 ２０日 13:54

２１日 22:23 土砂の流入のため

芸備線 備後落合～備中神代 ２０日 12:28 ２２日 6:10 倒木のため

三江線 江津～石見川本 ２０日 13:12

２２日 5:46 土砂の流入のため

木次線 宍道～木次 ２１日 8:56 ２１日 21:33 土砂の流入のため

播但線 寺前～和田山 ２０日 13:06

福知山線 新三田～福知山 ２０日 13:02 ２２日 7:02 土砂の流入のため

福知山～東浜 ２０日 13:02

２２日 13:17
土砂の流入のため

２２日 8:34
山陰線

下山～和知 ２０日 13:02

和知～福知山 ２０日 13:02

２１日 6:07 土砂流入等のため

園部～下山 ２０日 13:02 ２２日 8:34

関西線 亀山～柘植 ２０日 13:56

14:00 ２２日 5:49 路盤の流失等のため

8:26 ２２日 5:51 土砂の流出のため

16:26 ２１日 6:18 強風のため

西日本旅客鉄道㈱

高山線 越中八尾～富山 ２０日

舞鶴線 梅迫～真倉 ２１日

小浜線 敦賀～東舞鶴 ２０日

15:30 線路冠水、道床流失等のため長良川鉄道㈱ 越美南線 美濃市～北濃 ２０日

19:30 橋りょう流出のため

22:50
道床の流失のため

（伊那新町～羽場で、列車脱線）

0:22 ２２日 6:10
土砂の流入のため

（日出塩～贄川で、列車脱線）

東海旅客鉄道㈱

中央線 木曽福島～塩尻 ２１日

飯田線 伊那松島～辰野 ２０日

高山線 高山～猪谷 ２０日

13:53 ２１日 21:50 落石のため

２２日 5:13 土砂の流入、河川の増水等のため

22:15 土砂の流入のため
東日本旅客鉄道㈱

水郡線 常陸大宮～安積永盛 ２０日

飯山線 長野～十日町 ２０日

23:05

上信電鉄㈱ 上信線 南蛇井～下仁田 ２０日

39



２）運休状況

・無し

○航空関係（１０月２２日　１５：００現在）

１）空港基本施設・航空保安施設の被害状況

無し

２）定期旅客便の運休状況

無し

・国内線の調査対象は特定本邦航空運送事業者9社及びｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

・国際線の調査対象は関空、成田発着便

○港湾関係（１０月２２日　１５：００現在）

１）港湾施設の被害状況

岸壁上
部工の
一部損
傷

・係留中のロシア船が
接触。
・船舶からの油流出に
ついては、オイルフェン
スを設置済み。

富山県 富山県 伏木富山港 伏木地区

埠頭緑
地部の
一部陥
没

・詳細確認中。

富山県 富山県 伏木富山港 伏木地区

岸壁の一
部破損 ・詳細確認中。

富山県 富山県 伏木富山港 富山地区
ドルフィン
の一部陥
没

・詳細確認中。

富山県 富山県 伏木富山港 富山地区

被害状況 備　考

富山県 富山県 伏木富山港 富山地区
防波堤
の一部
損壊

・練習帆船海王丸が
防波堤に接触、詳細
確認中。

都道府県名 管理者名 港湾名 地区名

脱落ソレイユエキスプレス㈲ 愛媛県 渡橋

損壊

美咲海送㈲ 長崎県 使用船舶 第３８フェリー美咲 擦過傷、凹損等

岩国柱島海運㈱ 山口県 可動橋

海中半没

岩国松山高速㈱ 山口県 可動橋 損壊

広今あきなだ高速㈱ 広島県 浮桟橋

海中半没

斎島汽船㈱ 広島県 浮桟橋 海中半没

山陽商船（株）広島県 浮桟橋

浸水（復旧済）

丹後海陸交通㈱ 京都府 待合所 一の宮港 浸水（復旧済）

丹後海陸交通㈱ 京都府 待合所 天橋立港

丹後海陸交通㈱ 京都府 浮桟橋 宮津港桟橋 海中沈没
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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２２日　１５：００現在）

排水路
止水壁
転倒

・詳細確認中。

事業者名 運休等累計系統数 現在運休等系統数 備 考

和歌山県 和歌山県 和歌山下津港 有田市初島

護岸の
一部損
壊

・詳細確認中。

東京都 東京都 新島港海岸 －
離岸堤
の一部
損壊

・詳細確認中。

東京都 東京都 利島港海岸 －

流木等
による埋
塞

・詳細確認中。

都道府県名 管理者名 港湾名 地区名 被害状況 備　考

宮崎県 宮崎県 細島港 工業港地区

浮桟橋
の水没

・詳細確認中。

大分県 大分県 大分港 大在西地区
防波堤
の一部
被災

・航行船舶への安全
対策として、関係者
に情報提供中。

香川県 香川県 高松港 玉藻地区

防波堤
の一部
損壊

・詳細確認中。

和歌山県 和歌山県 和歌山下津港 雑賀崎
護岸の
一部破
損

・詳細確認中。

東京都 東京都 新島港 －

岸壁の
一部変
位

・詳細確認中。

東京都 東京都 御蔵島港 －
護岸の
一部損
壊

・詳細確認中。

東京都 東京都 利島港 －

岸壁の
一部陥
没

・詳細確認中。

石川県 石川県 七尾港 寿町地区
護岸の
一部陥
没

・詳細確認中。

富山県 富山県 伏木富山港 新湊地区
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○下水道施設の被害状況（10月22日15:00現在）

合 計 449 7

（九州運輸局管内） 111 0

（四国運輸局管内） 86 0

（中国運輸局管内） 66 0

（近畿運輸局管内） 97 3

（中部運輸局管内） 30 0

（北陸信越運輸局管内） 19 0

（関東運輸局管内） 35 4

（東北運輸局管内） 5 0

（北海道運輸局管内） 0 0

大江町
マンホールポンプ 配電盤が浸水して故障（１０箇所以上）

処理場、管渠 周囲からの流入により浸水

園部町
西部浄化センター 浸水、コンセント３カ所及び汚泥引抜ポン

プ損傷

西本梅浄化センター浸水、コンセント３カ所及び水銀灯タイ
マー・安定器損傷

京丹後市
丹後処理区 処理場近傍のMP制御盤浸水。運転不能。

久美浜処理区 ３基制御盤浸水

宮津市 宮津湾流域関連公
共下水道

マンホールポンプ１基浸水し、現在制御不
能

亀岡市 年谷浄化センター マンホールポンプ操作盤が落雷により破
損

舞鶴市

西浄化センター 機器浸水

丸川浄化センター 停電により機能停止

マンホールポンプ １１箇所で異常発生

福知山市

土汚水中継ポンプ場
脱臭ブロアー１台、封水ポンプ１台浸水し
使用不能

蛇ヶ端ポンプ場 汚水送水ポンプ（未稼働分）被災

マンホールポンプ 制御盤が浸水し使用不能（調査中）

京都府

宮津湾流域須津ポ
ンプ場

ポンプ場への不明水量流入
処理場扉破損

桂川上流流域南丹
浄化センター 急速ろ過棟の屋根破損３ｍ2

下水管路が布設されている村道の路肩が
流出(下水管路の被害状況は不明）

岐阜県 大垣市 大垣市公共下水道

周辺で床上下浸水があり、その浸水地域より雨水が
汚水管渠へ流入し、汚水中継ポンプ場の地下1階が
浸水。脱臭装置1台、沈砂掻き上げ装置及び現場操
作盤2基が被災

都道府県名 管理者名 施設名

長野県
豊田村 上今井ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

中条村 下水管渠

被害状況
処理場内に浸水(詳細は不明であるが、配
電盤、マンホールポンプ２基、ホッパー制
御盤等が浸水したと思われる）

京都府

京都府
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○公園施設の被害状況（１０月２２日　１５:００現在）

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況

香川県

東かがわ市 新川・小松原浄化センタ－ 冠水のため機器類損傷（被害額：調査中）

さぬき市 大川西部浄化センター
配電盤浸水のため処理場不能（被害額：
調査中）

さぬき市 田面処理区の管渠 橋が流れた為、橋梁添架の圧送管が切断
（被害額：調査中）

山口県

宇部市 宇部市公共下水道
西武部浄化セン 建物屋根被災

宇部市 宇部市公共下水道
西岐波ポンプ場 機器搬入扉破損

宇部市 宇部市公共下水道
栄川ポンプ場 建物屋根被災

和歌山県 和歌山市 北部処理場 処理場外周の逆Ｔ擁壁の破損

山南町 小川処理区 ・小川第２ポンプ場が浸水し、運転停止

津名町 津名処理区 ・マンホールポンプ１箇所浸水し、自動運
転停止

但東町 但東西処理区 ・処理場浸水

氷上町 氷上東処理区 ・処理場浸水

滝野町 加古川上流処理区 ・マンホールポンプ４箇所浸水し、自動運
転停止

黒田庄町 黒田庄処理区 ・マンホールポンプ３箇所浸水し、自動運
転停止

篠山市 西部処理区 ・道路陥没により汚水管渠破損
　（φ150mm L=55m）

吉川町 吉川処理区 ・マンホールポンプ２箇所浸水し、自動運
転停止

兵庫県

西宮市 武庫川下流処理区
・マンホールポンプ１箇所浸水、汚水管渠
破損（φ150mm L=100m　　φ200mm
L=100）

豊岡市 豊岡処理区 ・処理場浸水、汚水管渠破損（L=100m）

篠山市 西紀北処理区 ・道路陥没により汚水管渠破損
　（φ150mm L=16m）

岩滝町 マンホールポンプ １基浸水し、現在制御不能

大阪府 豊能町 猪名川流域下水道
右岸第一幹線

マンホール及び周辺アスファルト浮き上が
り
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久御山町 栄西公園 倒木１本

兵庫県 国 国営明石海峡公園 植栽花壇の流出、倒木等、園路に土砂流
出、パーゴラ倒壊

長岡京市 複数の公園 倒木

京丹後市 ２つの公園 倒木各９本、遊具の装飾部破損

土砂崩落一箇所、規模について調査中

福知山市 長田野公園 法面崩壊一箇所
(L=40m,W=40m,H=10m,V=5000ｍ3)

京都府

京都府

嵐山公園 冠水により、中之島の広場や左岸側園路
の無舗装部の洗堀、倒木数箇所

嵐山東公園 倒木２箇所、一部冠水　

天橋立公園
他１公園 倒木１９３本

舞鶴市 引き上げ記念公
園

滋賀県
滋賀県

湖岸緑地
赤野井～吉川地区

赤野井３
他５公園

倒木等

大津市 皇子が丘公園
他８公園 倒木等

福井県
福井県 若狭総合公園 多目的休養施設土砂堆積、園路洗掘約

130ｍ､排水路埋塞約80m

武生市 芦山公園 園路路側崩壊 約11m

葛飾区 諏訪野公園
他１公園 倒木２本

長野県 国 国営アルプスあづ
みの公園 ・道路のり面崩壊（未供用区域）

東京都

東京都 上野恩賜公園
他８公園 倒木等

足立区 元淵江公園 倒木２本、ベンチ１基

練馬区 大泉井頭公園 枝折れ

千葉県
千葉県 県立北総花の丘公

園 倒木３本

千葉県 県立富津公園 先端護岸陥没（長さ約５ｍ、幅２ｍ、深さ30～５０ｃｍ）

埼玉県 妻沼町 妻沼町利根川総合
運動公園 ヘドロ堆積、冠水

茨城県

偕楽園事務
所 沢渡川緑地 クヌギ一本倒木

笠間市 笠間芸術の森公園 法片崩れ　L＝５．０m

東京都 東京都 上野恩賜公園
他３公園 倒木等

埼玉県
国 国営武蔵丘陵森林

公園 ・倒木１本

妻沼町 妻沼町利根川総合
運動公園 ヘドロ堆積、冠水

茨城県

国 国営常陸海浜公園 ・園路の陥没　２箇所

偕楽園事務
所 沢渡川緑地 クヌギ一本倒木

笠間市 笠間芸術の森公園 法片崩れ　L＝５．０m
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香川県 土器川河川敷公園 グランド一部の表土流出及び堆積

香川県 〃 園内調整池余水吐が約1.0m破損

香川県 〃 園路損壊　L=30m

香川県 〃 体育館内部全体が雨漏り

香川県 さぬき空港公園 法面崩土による公園内土砂堆積(４箇所)

国 国営讃岐まんのう
公園

・土砂崩れ、土砂流出　数箇所
・観察デッキ木柵の倒伏
・倒木

香川県 県立大川体育館 体育館屋根葺材が剥離

徳島県 羽ノ浦町 前川親水公園 ウッドデッキ流失延長L=約50m、幅W=2.0m

山口県 山口県 維新百年記念公園
（広域公園） 体育館屋根被災

広島県 国 国営備北丘陵公園 ・倒木約３０本

真備町 川辺ふれあい広場 広場、通路浸食

真備町 まきび公園 石灯籠転倒、園路灯転倒、倒木

笠岡市 都市公園３箇所 倒木　 

井原市 都市公園１箇所 倒木　 

玉野市 八浜南公園 土砂崩れ

玉野市 都市公園１箇所 倒木　 

津山市 都市公園数カ所 倒木　 

玉野市 深山公園 法面崩壊

津山市 東部運動公園 フェンス破損L=40m

津山市 鶴山公園 鶴山館屋根破損

倉敷市 瀬戸大橋架橋記念公園法面崩壊

津山市 衆楽園 フェンス破損L=30m

岡山市 高松城趾公園 トイレ屋根破損

岡山市 都市公園１６箇所 倒木　 

岡山市 操山公園 法面崩壊、倒木

岡山市 郡公園 遊具破損

岡山県

岡山県 後楽園
他３公園 倒木　 

岡山市 烏城公園 トイレ屋根破損

岡山市 奥市公園 法面崩壊

奈良県 奈良県 竜田公園 照明灯４基用の分電盤を取り付けた鋼製
ポール（約５ｍ）が根元から倒壊

布引公園 法面崩壊

生田川公園 四阿柱損傷

兵庫県 神戸市

川井公園 防球フェンス折損１本、傾倒数本

都賀川公園 舗装、柵、倉庫破損

有野台周辺緑地 法面崩壊、土砂民家側に流出

北神戸田園スポーツ公園 法面崩壊、土砂道路側に流出

香川県
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○その他都市施設の被害状況（10月22日15:00現在）

・現在のところ被害報告はない。

○官庁施設の被害状況（１０月２１日　６：３０現在）

・京都府および兵庫県の４施設が、床上浸水。詳細については調査中。

○公営住宅等の被害状況（１０月２２日 　１５:００時現在　）
（戸）

　

※高波により海岸堤が壊れ、越波により内部損壊。入居者３名が死亡。

宮崎県 宮崎県 平和台公園 園路路側部の決壊

鳥栖市 朝日山公園他 倒木　２３本

大分県
大分県 スポーツ公園

他１公園 倒木

大分市 富士見ヶ丘南緑地 のり面崩壊

佐賀県

国 国営吉野ヶ里歴史
公園 ・倒木約３０本

佐賀県 森林公園
他１公園 倒木等

佐賀市 多布施川河畔公園
他１公園 倒木　３３本

福岡県
国 国営海の中道海浜

公園 ・倒木約３０本

北九州市 洞北緑地 洞北緑地から樹木が道路歩道上に倒れて
通行支障になっている。

愛媛県 今治市 桜井総合公園 園路斜面崩壊、園路崩壊

香川県 香川県総合運動公
園 管理用通路損壊　約50m

香川県 香東川公園 グランド一部の表土流出及び堆積

香川県 土器川公園 グランド一部の表土流出及び堆積

直　通：　５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　水落

代　表：　５２５３－８１１１　内線３５－８２２

床上浸水 床下浸水全壊 半壊 一部破損

岐阜県 14

静岡県 5

166

12 5

40 47

徳島県 248 282

京都府

香川県 　

愛媛県 　

11※

55 198

　 74

26

小計 0 0 185 355 632

高知県

香川県
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