
１．本省及び地整等の体制について

　７月２５日 １７：００ 注意体制

１７：００ 注意体制 近畿運輸局　 　７月２５日 １０：００ 注意体制

　９：１５ 注意体制 中部運輸局 　７月２６日 　７：００ 注意体制

関東運輸局 　７月２６日 １０：００ 注意体制

２．台風７号の概要（７月２６日１５：５５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。

４．人的被害（７月２６日１６時現在）

・　３名負傷（マスコミ情報）

関東地方整備局

　台風第７号は、２６日１５時には三宅島の南西約１００キロの北緯３３度２５分、東経１３８度５５分にあって、１時
間におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル最大風速は２５メートルで中
心の東側６５０キロ以内と西側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
　この台風は２６日１６時には、三宅島の南南西約７０キロの北緯３３度３５分、東経１３９度０５分にあって、１時間
におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいるものと推定されます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル最大風速は２
５メートルで中心の東側６５０キロ以内と西側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いているもの
と思われます。

災 　害　　情　　報
平成１７年７月２６日１７：３０作成

 国   土   交   通   省

台風７号について（第１報）

国 土 交 通 本 省

　７月２５日中部地方整備局

　７月２６日
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５．所管施設等の状況

○河川の状況（7月２６日１６：００現在）

・国管理河川の出水状況

水系 河川

・被害状況

１）一般被害

＜国管理＞
現在のところ、被害情報なし

＜都道府県管理＞
現在のところ、被害情報なし

２）河川管理施設等被害

＜国管理＞
現在のところ、被害情報なし

＜都道府県管理＞
現在のところ、被害情報なし

・洪水予報の発令状況

・水防警報の発令状況

・水防活動状況（国交省所有排水ポンプ車等の活動状況）

＜国管理＞

現在のところ、活動報告なし

＜都道府県管理＞

現在のところ、活動報告なし

○ダムの状況（７月２６日１６：００現在）

号数 警報種別 発表日時

関東 利根川 小貝川 黒子

整備局 水　系 河　川 基準観測所

1 注意 2005/7/26 14:50関東 荒川 入間川 坂戸

関東

整備局 水　系 河　川 基準観測所 号数 警報種別 発表日時

293 洪水調節終了

整備局 水　系

関東 荒川 高麗川

奥野ダム 伊東大川 伊東大川 補助 静岡県 33 下降中 24.58

293 洪水調節中
■中部

神奈川県 247 下降中 59.5宮ヶ瀬ダム 相模川 中津川 直轄

1 準備 2005/7/26 13:00

関東 利根川 小貝川 三谷 1 準備 2005/7/26 13:00

■関東

関東 荒川 入間川 小ヶ谷 1 待機 2005/7/26 13:30

関東 荒川 高麗川 坂戸 1 待機 2005/7/26 13:00

1 待機 2005/7/26 12:00

関東 荒川 高麗川 坂戸

関東 荒川 都幾川 野本

関東 多摩川 多摩川 田園調布上

最大調節率 累計
洪水調節状況

（ｍ３/ｓ） （ ％ ） (mm)

１）現在、警戒水位を超えている河川 2 2

河　　　　　　　　　　　川

利根川 小貝川

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

1 待機 2005/7/26 14:50

2 出動 2005/7/26 14:00

備　　考

備　　考
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○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（７月２６日１６：００現在）

・現在まで被害情報なし

※詳細については確認中であり変わる事もある。

※情報は県からの情報に基づく。

※特に人的・物的被害発生箇所について記載している。

○主な道路の被害状況（７月２６日　１６：００現在）

■高速自動車国道

　・東名高速道路（下り線／富士ＩＣ～清水ＩＣ）において、２５日０７：００より、高波のため通行止め実施中。

■一般国道（直轄）

　・国道１号、２０号、５２号において、豪雨、高波のため、一部区間で通行止めを実施中。

■有料道路

　・現在、５路線６区間において、豪雨、高波のため、通行止めを実施中。

　　　西湘バイパス　西湘二宮～国府津／下り線　２５日１８：２０～　　

　　　西湘バイパス　国府津～小田原／下り線　２６日０９：５０～　　

　　　伊豆スカイライン　亀石峠～天城高原　２６日０７：００～

　　　富士山有料道路　全線　２６日１０：３０～

　　　箱根新道　全線　２６日１１：４５～

　　　冷川トンネル　全線　２６日１５：００～　

○土砂災害等の被害状況（７月２６日１６：００現在）

都道府県名 発生災害
発生
件数
※

人的被害 家屋損壊数

被害状況等 避難状況
死者

行方
不明

負傷者
全壊
流出

半壊
一部
損壊

静岡県

地すべり 2
①藤枝市滝沢地区
②島田市東川根地区

①地すべりの動きが見れ
れることから７０世帯２８０
名に対し避難勧告発令
②地すべりセンサーが作
動したことから１世帯２名
が自主避難

がけ崩れ 1 ①加茂郡松崎町 ①１世帯２名が自主避難

合　計 3 0 0 0 0 0 0

　　※国道１号の通行止めは、西湘バイパス区間（下り線）の高波による通行止め
　　　 及び箱根新道アクセス区間の通行止め。
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○鉄道（７月２６日１５：３０現在）

○空港（７月２６日１５：３０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

15:30現在

・国内線の調査対象は特定本邦航空運送事業者10社及びｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝﾈｯﾄﾜｰｸ、ｴｱｰｾﾝﾄﾗﾙ

・国際線の調査対象は成田、中部、関空発着便

○海事関係（７月２６日１５：３０現在）

１）施設の被害状況

２）運休状況

西武鉄道
池袋線 高麗～吾野 26

西武秩父線 吾野～西武秩父 26

湖西線 堅田～近江今津 26 8:18

名松線 全線 26 6:05

26 6:56

身延線 西富士宮～鰍沢口 26 5:25

26 5:25

時間 日 時間

東海旅客鉄道

御殿場線 松田～御殿場

参宮線 全線

西日本旅客鉄道

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止 運転再開

主な被害状況等
日

15:20

15:20

箱根登山鉄道 鋼索線 強羅～早雲山間 26 15:00

伊豆箱根鉄道 駒ケ岳鋼索線 全線 26 9:15

伊豆箱根 十国鋼索線 十国登り口～十国峠 26 14:00

二千五年日
本国際博覧

会協会
愛・地球博線 EXPOドーム～北ドーム 26 9:10   

7月26日(火)

会社名 欠航

国内線

全国
ANA（全日空、ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝ､ｴｱｰﾈｸｽﾄ、ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝﾈｯﾄﾜｰｸ、ｴｱｰｾﾝﾄﾗﾙ) 30

SKY(スカイマークエアラインズ) 1

合計 31

国際線

成田
アメリカン航空 1

タイ国際航空 2

中部 無し 0

関西 無し 0

合計 3

なし

事業者名 航路名 運休状況等

東日本ﾌｪﾘｰ㈱ 大洗～苫小牧 一部運休

商船三井ﾌｪﾘｰ㈱ 大洗～苫小牧 全便運休

太平洋ﾌｪﾘｰ㈱ 名古屋～仙台～苫小牧 全便運休

関西汽船㈱ 大阪～別府 一部運休

ﾌﾞﾙｰﾊｲｳｪｲﾗｲﾝ㈱西日本 大阪～志布志 全便運休

東海汽船㈱ 伊豆七島航路 全便運休

ｼｬﾄﾙﾊｲｳｪｲﾗｲﾝ㈱ 久里浜～大分 全便運休
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○港湾関連（７月２６日１５：３０現在）

○高速バス関連（７月２６日１５：３０現在）

○公園、下水道等（７月２６日１６：００現在）

・現在まで被害情報なし

（九州運輸局管内） なし

徳島バス 迂回運行 徳島 東京 1

（四国運輸局管内） なし

1

（中国運輸局管内） なし

西日本ＪＲバス
迂回運行

（国道１号線） 大阪 東京

1

（近畿運輸局管内）

富士急シティーバス(株) 運休 沼津 中部国際空港

折返し運行区間　羽田空港～御殿場間

（中部運輸局管内）  

1

（北陸信越運輸局管内） なし

京浜急行バス㈱ 途中折返し 羽田空港 箱根桃源台

1

折返し運行区間　新宿駅～御殿場間

ジェイアールバス関東 迂回 東京 名古屋 1

ジェイアールバス関東 迂回 東京 静岡

1

折返し運行区間　新宿駅～御殿場間

折返し運行区間　新宿駅～御殿場間

小田急箱根高速バス㈱ 一部折返し 新宿駅 箱根桃源台 1

小田急箱根高速バス㈱ 一部折返し 新宿駅 箱根園

1

折返し運行区間　京都大阪～富士吉田
スバルライン通行止め

小田急箱根高速バス㈱ 一部折返し 新宿駅 箱根小田急山のホテル 1

京王バス東㈱ 運休 新宿駅 富士山五合目

1 スバルライン通行止め

富士急山梨バス 一部運休 京都大阪 富士山五合目 1

富士急山梨バス 一部運休 ＪＲ静岡駅 富士山五合目

（関東運輸局管内）

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

（東北運輸局管内） なし

（北海道運輸局管内） なし

備 考事業者名 運休・迂回 路線区間 系統数

・現在まで被害情報なし
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