
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について  

　９月　５日 ２２：５０ 警戒体制

気　象　庁 　９月　３日 ２１：００ 警戒体制

　９月　６日 １０：００ 注意体制

北海道運輸局 １１：００注意体制

１１：２２ 注意体制 東北運輸局 　８：００注意体制

　６：００ 警戒体制 １１：００警戒体制

１２：２０ 非常体制

２２：５０ 警戒体制 関東運輸局 １７：００注意体制

　６：００ 非常体制

北陸地方整備局 ２１：１５ 注意体制

　５：００ 警戒体制

中部地方整備局 １１：２５ 注意体制 中部運輸局 １４：３０注意体制

１６：３０ 警戒体制

仙台管区気象台 １２：００ 注意体制

１８：００ 警戒体制

東京管区気象台 ２１：００ 注意体制

１２：００ 警戒体制

２．台風第9号の状況（9月7日11時00分現在：気象庁）
・台風第9号は8月29日15時に南鳥島近海で発生し,発達しながら西に進み9月4日には父島の北の海上を進んだ。

・その後進路を北よりに変え、伊豆諸島の西海上を北上し、7日午前2時前に神奈川県小田原市付近に上陸した。

・台風は7日10時現在、福島市付近にあり、毎時３５ｋｍの速さで北北東に進んでいる。

・ 北日本では明日にかけて、大雨となり、河川の氾濫、土砂災害、暴風、高波に警戒が必要。

・台風は今後も東北地方を北上し、明日(8日）には北海道付近へ進む見込み。

・台風の接近に伴い、静岡県石廊崎で6日17時07分に東の風54.6m/s、東京都三宅島で6日21時45分に南南西の風

　50.7m/sを観測した。

・9月4日12時から7日12時までの雨量は、東京都小河内で694ミリ、静岡県湯ヶ島で692ミリを観測している。

３．国土交通省の対応

１)災害対策用ヘリコプター

２)現地映像配信状況

３）災害対策用機械出動状況　（平成１９年９月７日　１２：００現在）

ヘリコプター名 その他

　９月　７日

　９月　７日

　９月　６日

　９月　６日

9/7 静岡県

出動

9/7 東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、群馬県、埼玉県

関東地方整備局 　９月　５日

あおぞら

　９月　６日

　９月　６日

　９月　３日

　９月　７日

　９月　６日

災　害　情　報
平成19年9月7日 14:30作成

国土交通省

台風第９号による大雨・暴風被害状況について（第２報）

国 土 交 通 本 省

東北地方整備局 　９月　６日

国土地理院

まんなか

配信先

配信先 期間
整備局 場所 事象

事象

夜間作業支援

出動先

場所 期間

群馬県高崎市 9/6～

群馬県安中市松井田町 9/6～

所有整備局

関東 衛星通信車 1

関東 照明車 3

機械名 台数

現地状況通信

　９月　６日

　９月　６日

　９月　７日

　９月　７日
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４．人的被害（平成１９年９月７日１０時３０分現在 消防庁調べ）

・避難の状況　（平成１９年９月７日１０時３０分現在）

避難指示　２６５人　（埼玉県深谷市）

避難勧告　２，５３３人　（群馬県吉井町９２３人、山梨県富士河口湖町２００人等）
自主避難　１，６５５人（群馬県６２６人、静岡県３００人等）

５．所管施設等の状況

○河川の状況（９月７日１１時００分現在）

○国管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を越えている河川 水系 河川

Ｋｕ－ＳＡＴ 1 法面崩落地点監視

計

都道府県名

人

8 8

群馬県

1

死者

山梨県

1

埼玉県

宮城県

37 42
8

56

人 人 人

1
1

負傷者 床上
浸水

住家被害

重傷 軽傷
半壊

現在稼働中台数

棟

その
他

床下
浸水

263
14

1 3

291

443

1 30

棟

1 0 1

6

棟

14
30

2

9/6～

全壊

3

棟
1 1

3673 151 294 2

3

東京県

長野県 1

千葉県

その他

群馬県安中市松井田関東地整

機械名
出動台数

（延べ台数）

出動台数のうち

対策本部車 1 1

照明車

排水ポンプ車 10 9

内1台撤収済Ｋｕ－ＳＡＴ

衛星通信車

9/7～神奈川県中郡二宮町1 現地状況通信

関東 照明車 1

群馬県高崎市 9/7～

千葉県野田市 9/6～

千葉県野田市関東 排水ポンプ車 1 内水排除 9/6～

1 内水排除

1 夜間作業支援関東 照明車

関東 排水ポンプ車

関東 排水ポンプ車

関東 照明車 1 排水作業支援

埼玉県比企郡川島町 9/7～

1 内水排除 埼玉県坂戸市 9/7～

埼玉県坂戸市 9/7～

2 内水排除関東 排水ポンプ車

関東 対策本部車

関東 衛星通信車

夜間作業支援

静岡県沼津市 9/6～

1 現地本部支援 神奈川県中郡二宮町 9/7～

栃木県日光市 9/7～

静岡県沼津市 9/6～

中部 排水ポンプ車

中部 照明車 1 夜間作業支援

2 内水排除

中部 排水ポンプ車 1 内水排除

福島県郡山市 9/7～

中部 照明車 1 夜間作業支援

静岡県函南町 9/6～9/7

静岡県藤枝市 9/7

福島県須賀川市 9/7～

東北 排水ポンプ車

東北 排水ポンプ車 1 内水排除

1 内水排除

2 2

計

0

20

1

22

人的被害

2

行方
不明

棟
1

一部
破損

棟

公共
建物

棟

非住家被害

山形県
33

福島県 1 1 2
茨城県

9 2栃木県
2

7 1
15

神奈川県 1 2 6 10 3 9

静岡県 5 12 82 82 1 14

0 0

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川
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２）現在、はん濫危険水位（危険水位）を超えている河川 水系 河川

３）現在、避難判断水位（特別警戒水位）を越えている河川 水系 河川

４）現在、はん濫注意水位（警戒水位）を超えている河川 水系 河川

５）計画高水位を越えたが、現在下回っている河川 水系 河川

６）はん濫危険水位（危険水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

７）避難判断水位（特別警戒水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

８）はん濫注意水位（警戒水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

○都道府県河川の出水状況

１）現在、計画高水位を越えている河川 水系 河川

２）現在、はん濫危険水位（危険水位）を超えている河川 水系 河川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

3 5

関東 多摩川 多摩川

関東 荒川 荒川 高麗川 都幾川

関東 利根川 鏑川

3 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

東北 最上川 最上川上流

関東 相模川 相模川

関東 荒川 入間川

7 11

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

東北 北上川 磐井川

東北 阿武隈川 荒川 阿武隈川

関東 利根川 神流川 桐生川 渡瀬川 小貝川

関東 富士川 笛吹川

関東 荒川 荒川

北陸 信濃川 千曲川

北陸 阿賀野川 阿賀川

0 0

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

2 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 相模川 相模川

中部 狩野川 黄瀬川 狩野川

2 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 利根川 鏑川

中部 狩野川 大場川 来光川

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東地整 富士川 笛吹川

0 0

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

1 1

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

山形県 最上川 乱川
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３）現在、避難判断水位（特別警戒水位）を越えている河川 水系 河川

４）現在、はん濫注意水位（警戒水位）を超えている河川 水系 河川

５）計画高水位を越えたが、現在下回っている河川 水系 河川

６）はん濫危険水位（危険水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

７）避難判断水位（特別警戒水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

８）はん濫注意水位（警戒水位）を超えたが現在下回った河川 水系 河川

7 9

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

山形県 最上川 羽黒川

群馬県 利根川 早川

神奈川県 芦ノ湖 芦ノ湖

山梨県 富士川 間門川

栃木県 利根川 思川 三杉川

岩手県 北上川 砂鉄川

山形県 最上川 乱川 朧気川

17 42

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

黄海川

山形県 最上川 馬見ヶ崎

大川 砂鉄川 千厩川

福島県 阿武隈川 大滝根川 口太川

岩手県 北上川 金流川

福島県 久慈川 川上川 久慈川

福島県 阿賀川 阿賀川 酢川

福島県 請戸（２級） 高瀬川

福島県 鮫川（２級） 鮫川

福島県 夏井川（２級） 好間川 夏井川

群馬県 利根川 三波川 鏑川 雄川 利根川 神流川 桐生川 石田川

山梨県 相模川 相模川

神奈川県 相模川 相模川

長野県 信濃川 千曲川 沢山川 夜間瀬川 蛭川 浅川

栃木県 利根川 新堀川 小貝川 黒川 大芦川 思川 姿川 秋山川

埼玉県 荒川 市野川

茨城県 久慈川 久慈川

茨城県 那珂川 宮川 荒川

千葉県 夷隅川 落合川

2 2
都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

山形県 最上川 羽黒川

福島県 阿武隈川 大滝根川

3 3

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

長野県 信濃川 千曲川

山梨県 相模川 相模川

山梨県 富士川 間門川

0 0

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

10 15

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

静岡 弁財天川 弁財天川

静岡 仁科川 仁科川

静岡 宇久須川 宇久須川

静岡 狩野川 狩野川 黄瀬川 柿沢川 大場川

静岡 瀬戸川

静岡 鮎沢川 鮎沢川

瀬戸川

長野県 信濃川 女鳥羽川
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○被害状況

１）一般被害

＜国管理＞

＜都道府県管理＞

群馬県 利根川 温井川 吾妻川

山梨県 富士川 重川 笛吹川

岩手県 北上川 吸川

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害について河川管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の
浸水家屋数とは異なる。

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

被　　害　　状　　況床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

中部 狩野川 黄瀬川 沼津市 2 内水被害

中部 狩野川 狩野川 沼津市 78 51 内水被害

中部 狩野川 狩野川 伊豆の国市 1 2 内水被害

中部 狩野川 大場川 三島市 2 内水被害

東北 最上川 最上川上流 高畠町 内水 0.2

関東 利根川 鏑川 高崎市 詳細は調査中

東北 最上川 最上川上流 米沢市

溢水

内水 0.3

冠水 0.5

内水 0.2

東北 最上川

東北 最上川 最上川上流 南陽市

最上川上流 高畠町

一般被害箇所 9箇所 81 55 0 0 1ha

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

宮城県 阿武隈川 白石川 白石市 29
群馬県 利根川 鏑川 吉井町 詳細は調査中
群馬県 利根川 鏑川 富岡市 33 詳細は調査中
群馬県 利根川 雄川 下仁田町 18 詳細は調査中

長野県 信濃川 軽井沢町 3

長野県 信濃川 佐久市 3 28

長野県 信濃川 御代田町

2

長野県 信濃川 小諸市

2

8

1

長野県 信濃川

長野県 信濃川 上田市

東御市

静岡県 狩野川 戸沢川 伊豆の国市 2 内水被害
静岡県 狩野川 宗光寺川 伊豆の国市 1 内水被害
静岡県 狩野川 大場川 裾野市 1 20 内水被害
静岡県 狩野川 大場川 三島市 2 内水被害
静岡県 仁科川 仁科川 西伊豆町 1 内水被害
静岡県 狩野川 境川 清水町 3 内水被害

一般被害箇所 16箇所 56 101 0 0 0ha
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２）河川管理施設等被害

＜国管理＞

＜都道府県管理＞

○避難勧告及び避難指示状況
＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

勧告群馬県

群馬県 利根川 雄川 甘楽町

28

勧告 1

白石川 白石市

鏑川 下仁田町利根川

宮城県 阿武隈川 自主 2

状　態
数　量
(約m)

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況
左右岸 KP

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況
左右岸 KP 状　態

数　量
(約m)

宮城県 名取川 坪沼川 仙台市坪沼 左岸 法欠 10
宮城県 阿武隈川 斎川 白石市斎川(1) 右岸 決壊 30
宮城県 阿武隈川 斎川 白石市斎川(2) 左岸 法欠 40
宮城県 阿武隈川 斎川 白石市斎川(3) 右岸 法欠 40
宮城県 阿武隈川 高倉川 角田市高倉 右岸 法欠 40
宮城県 阿武隈川 小田川 角田市小田 左岸 法欠 20 ｼｰﾄ張り

山形県 最上川
村山高瀬

川
山形市 護岸決壊

山形県 最上川 羽黒川 米沢市 右岸 護岸裏抜け 20
山形県 最上川 馬見ヶ崎 山形市 左右岸 河岸決壊 300

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時
備　考

（基準観測
所等）類　型 世帯数 人　数

中部 狩野川 大場川 三島市 勧告 22 71 9/6 19:05
中部 狩野川 黄瀬川 沼津市 勧告 1190 2,500 9/6 19:15
中部 狩野川 大場川 三島市 勧告 9/6 20:18
中部 狩野川 大場川 三島市 勧告 9/6 21:10
中部 狩野川 長泉町 勧告 34 69 9/6 21:18
中部 狩野川 大場川 三島市 勧告 9/6 21:37
中部 狩野川 狩野川 清水町 指示 200 600 9/7 0:20 2:30勧告
中部 狩野川 狩野川 清水町 勧告 2320 9/7 0:20
中部 狩野川 黄瀬川 清水町 勧告 110 330 9/6 21:30
関東 利根川 鏑川 藤岡市 避難勧告 調査中 調査中 09/06 23:30
関東 多摩川 多摩川 世田谷区 避難勧告 627 1,225 09/07 6:20

宮城県 阿武隈川 白石川 白石市 自主 2 6 調査中
山形県 山形市 勧告 20 9/7 10:00
山形県 山形市 勧告 20 9/7 10:20
山形県 山形市 勧告 3 9/7 10:50
山形県 天童市

避難勧告等指示等状況　計 4,559 4,801

自主 11

都道府県 水　系 河　川 市町村

避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

静岡県 八木沢大川 八木沢大川 伊豆市 勧告 41 74 9/6 19:45

静岡県 狩野川 黄瀬川 御殿場市 勧告 10 31 9/6 20:15

静岡県 狩野川 黄瀬川 長泉町 勧告 34 69 9/6 21:27

6 調査中

群馬県 利根川 鏑川 吉井町 勧告 31 87 H19.9.6  22:20

42 H19.9.6  21:20

群馬県 利根川 雄川 甘楽町 勧告 5 13 H19.9.6  22:20

H19.9.7  00:51
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○洪水予報の発令状況

糠野目 2

利根川
烏川

碓氷川
鏑川

東北 最上川 最上川上流

長野県 信濃川 佐久市 自主 49 108

群馬県 利根川

長野県 信濃川 軽井沢町

鏑川 吉井町 124

自主

勧告

長野県 信濃川

群馬県 利根川 鏑川 富岡市 勧告 19 55 H19.9.6  23:40

416 H19.9.7  01:00

長野県 信濃川 佐久市 勧告 15 9/7 1:40

長野県 信濃川 東御市 勧告 1 4 9/7 2:45

御代田町 勧告 3

長野県 信濃川 佐久穂町 避難準備
大日向地区6日22:50
四ッ谷地区6日23:45

46

8長野県 信濃川 御代田町

長野県 信濃川 小諸市 自主 4 6

自主

長野県 信濃川 佐久穂町 自主 28 85

避難勧告等指示等状況　計 403 1,042

備考
（対象観測所等）

東北 阿武隈川 荒川 八木田 1 2007/9/7 5:30

整備局 水　系 河　川

注意

注意1 2007/9/7 6:50

号数 発表日時基準観測所 警報種別

2007/9/7 8:10

東北 最上川

烏川 1 2007/9/5 23:00

最上川上流 糠野目

警戒

はん濫注意情報 高松,岩鼻,山名

関東 利根川
烏川

碓氷川
鏑川

烏川 2 はん濫注意情報 2007/9/6 0:25 高松,岩鼻,山名

関東

関東 利根川
烏川

碓氷川
鏑川

烏川 3 はん濫注意情報 2007/9/6 5:00 高松,岩鼻,山名

関東 利根川
烏川

碓氷川
鏑川

烏川 4 解除 2007/9/6 5:00 高松,岩鼻,山名

関東 利根川
烏川

碓氷川
鏑川

烏川 1 はん濫注意情報 2007/9/6 16:50 高松,岩鼻,山名

関東 利根川
烏川

碓氷川
鏑川

烏川 2 はん濫注意情報 2007/9/6 18:45 高松,岩鼻,山名

北陸 信濃川 千曲川 生田 1 はん濫注意 9/6 22:40

北陸 信濃川 千曲川 杭瀬下 2 はん濫注意 9/7 0:40

北陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下 3 はん濫注意 9/7 2:45

北陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下 4 はん濫注意 9/7 6:40

北陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 5 はん濫注意 9/7 9:40

北陸 阿賀野川 阿賀川 馬越 1 はん濫注意 9/7 6:30

北陸 阿賀野川 阿賀川 宮古 2 はん濫注意 9/7 8:35

9/7 10:40

中部 狩野川 狩野川 徳倉 1 注意

北陸 阿賀野川 阿賀川 3 はん濫注意山科

2 警戒

3 危険

中部 狩野川

中部 狩野川 狩野川 徳倉

狩野川 徳倉

中部 狩野川 狩野川 徳倉 4 危険 2007/9/7 2:00

中部 狩野川 狩野川 徳倉 5 注意 2007/9/7 8:10

中部 狩野川 狩野川 徳倉 6 解除 2007/9/7 10:10
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○水防警報の発令状況

○国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理＞

整備局 水　系 河　川 基準観測所 号数 警報種別 発表日時 備　　考

東北 阿武隈川 荒川 八木田 1 準備 2007/9/7 4:25
東北 阿武隈川 荒川 八木田 2 出動 2007/9/7 5:00
東北 阿武隈川 阿武隈川上流 須賀川 1 準備 2007/9/7 6:10
東北 阿武隈川 阿武隈川上流 二本松 2 準備 2007/9/7 7:40
東北 阿武隈川 阿武隈川上流 阿久津 3 待機 2007/9/7 10:10
東北 阿武隈川 阿武隈川下流 丸森 1 準備 2007/9/7 10:40
東北 最上川 最上川上流 糠野目 1 準備 2007/9/7 5:30
東北 最上川 最上川上流 糠野目 2 出動 2007/9/7 6:00
東北 名取川 広瀬川 名取橋 1 準備 2007/9/7 9:00
東北 北上川 磐井川 釣山 1 準備 2007/9/7 10:10
関東 利根川 利根川 栗橋 1 準備 2007/9/6 12:00
関東 利根川 渡良瀬川 古河 1 準備 2007/9/6 17:20
関東 利根川 烏川 高松 1 準備 2007/9/5 21:30
関東 利根川 烏川 岩鼻 1 準備 2007/9/5 23:30
関東 利根川 鏑川 山名 1 準備 2007/9/5 21:00
関東 利根川 鏑川 山名 2 出動 2007/9/5 23:00
関東 利根川 鏑川 山名 3 待機 2007/9/6 8:00
関東 利根川 鏑川 山名 4 出動 2007/9/6 16:00
関東 荒川 荒川 熊谷 1 準備 2007/9/6 16:10
北陸 信濃川 千曲川 生田 1 準備 9/6 21:10
北陸 信濃川 千曲川 生田 2 出動 9/6 21:55
北陸 信濃川 千曲川 杭瀬下 3 出動 9/7 0:00
北陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下 4 状況 9/7 3:05
北陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 5 準備 9/7 5:50
北陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 6 出動 9/7 7:15
北陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下・立ヶ花 7 状況 9/7 10:20
北陸 阿賀野川 阿賀川 馬越・宮古・山科 1 準備 9/7 5:40
北陸 阿賀野川 阿賀川 馬越・宮古・山科 2 出動 9/7 6:30
北陸 阿賀野川 阿賀川 馬越・宮古・山科 3 出動 9/7 6:30
中部 狩野川 黄瀬川 本宿 1 準備 2007/9/6 16:30
中部 狩野川 黄瀬川 本宿 2 出動 2007/9/6 18:20
中部 狩野川 黄瀬川 本宿 3 解除 2007/9/7 4:50
中部 狩野川 大場川 大場 1 準備 2007/9/6 17:30
中部 狩野川 大場川 大場 2 出動 2007/9/6 18:10
中部 狩野川 大場川 大場 3 解除 2007/9/7 6:00
中部 狩野川 狩野川 黒瀬 1 準備 2007/9/6 17:40
中部 狩野川 狩野川 黒瀬 2 出動 2007/9/6 19:50
中部 狩野川 狩野川 黒瀬 3 解除 2007/9/7 9:20
中部 狩野川 狩野川 徳倉 1 準備 2007/9/6 18:10
中部 狩野川 狩野川 徳倉 2 出動 2007/9/6 19:10
中部 狩野川 狩野川 徳倉 3 解除 2007/9/7 9:50
中部 狩野川 狩野川 蛇ヶ橋 1 準備 2007/9/6 18:10
中部 狩野川 狩野川 蛇ヶ橋 2 出動 2007/9/6 19:50
中部 狩野川 狩野川 蛇ヶ橋 3 解除 2007/9/7 9:20
中部 狩野川 狩野川 千歳橋 1 準備 2007/9/6 18:40
中部 狩野川 狩野川 千歳橋 2 出動 2007/9/6 23:00
中部 狩野川 狩野川 千歳橋 3 解除 2007/9/7 2:50
中部 狩野川 狩野川 大仁 1 準備 2007/9/6 18:50
中部 狩野川 狩野川 大仁 2 解除 2007/9/7 2:50

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

出動数
（台）

稼働
状況

中部 狩野川 大場川 函南町 1 撤収 排水ポンプ車　40m3/min稼働中
中部 沼津市 2 排水中 内水排除
東北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市 左 97.1 1 待機
東北 阿武隈川 阿武隈川 郡山市 左 81.7 1 待機
東北 阿武隈川 阿武隈川上流 郡山市 左 83.4 1 稼動中
東北 阿武隈川 阿武隈川上流 郡山市 右 83.2 1 待機
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○ダム（9月7日12時00分現在）

・6日未明から現在までに、関東地方を中心に国土交通省所管ダムで延べ56ダムが洪水調節を実施。

　（国土交通省管理　延べ16ダム（相模川水系宮ヶ瀬ダムなど）、県管理　延べ36ダム（相模川水系城山ダムなど）

　　水資源機構管理　延べ4ダム（利根川水系浦山ダムなど））
・現在、40ダムで引き続き洪水調節実施中。

○土砂災害警戒情報の発表状況

１）土砂災害警戒情報が発表中の市町村（9月7日11:00現在）　　　　　　 9県93市町村

２）土砂災害警戒情報が発表され（9月5日以降）、現在（9月7日11:00）解除された市町村 7県67市町村

○土砂災害に関わる避難勧告の状況（9月7日11:00現在）

発令日時

7 18 18

49 115

5日23:00

113

府県名 市町村名

岩手県 花巻市、宮古市、岩泉町、釜石市、遠野市、平泉町、奥州市、金ヶ崎町、北上町、西和賀町、一関市、陸前高田

宮城県
石巻市、女川町、気仙沼市、南三陸町、本吉町、登米市、栗原市東部、七ヶ宿町、大和町西部、色麻町、加
美町、大崎市西部、栗原市西部、白石市、蔵王町、川崎町、仙台市西部

秋田県 横手市、湯沢市、東成瀬村

山形県 上山市、尾花沢市、山形市、天童市、東根市、米沢市

福島県
二本松市、福島市、田村市、大玉村、郡山市（湖南町を除く）、会津若松市、郡山市（湖南町）、猪苗代町、楢
葉町、浪江町、葛尾村、西郷村、塙町、鮫川村、平田村、古殿町、小野町、南会津町、下郷町、檜枝岐村、天
栄村（湯本地区）、いわき市、川内村

群馬県
みどり市、高崎市、東吾妻町、草津町、六合村、上野村、嬬恋村、神流町、南牧村、下仁田町、藤岡市、富岡
市、安中市、吉井町、甘楽町、長野原町

山梨県 山梨市、北杜市、丹波山村、笛吹市、富士河口湖町、都留市、甲州市、大月市

長野県 佐久市、軽井沢町

静岡県 東伊豆町、松崎町、沼津市、伊豆の国市、河津町、伊豆市、西伊豆町

府県名 市町村名

宮城県
名取市、岩沼市、仙台市東部、加美町、柴田町、川崎町、仙台市西部、角田市、大河原町、村田町、丸森町、
白石市、蔵王町

福島県 田村市、葛尾村、桑折町、国見町、川俣町、相馬市、飯舘村、浪江町、伊達市

群馬県 藤岡市、嬬恋村

神奈川県
鎌倉市、逗子市、清川村、大井町、松田町、山北町、相模原市西部、小田原市、秦野市、伊勢原市、南足柄
市、真鶴町、湯河原町、箱根町

山梨県
大月市、上野原町、早川町、身延町、南部町、南アルプス市、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢
村、上野原市、道志村、小菅村

長野県 長谷、小海町、川上村、南相木村、北相木村、佐久穂町、東御市、小諸市、御代田町

静岡県 静岡市北部、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、熱海市、函南町

都道府県 市町村 地区
避難の状況

解除日時 備考
類型 対象世帯数 対象人数 避難者数

群馬県 富岡市 宮城地区 勧告

群馬県 富岡市 一ノ宮地区 勧告 6 18 18

群馬県 甘楽町 善慶寺地区 勧告 1 1 1

山梨県 丹波山村 小袖 勧告 5 13 11

山梨県

静岡県 裾野市 峰下地区 勧告 13 34 2

丹波山村 奥秋 勧告

6日21:30

6日14:00

6日14:00

6日19:30

5日22:32

東北 最上川 最上川上流 高畠町 左 198.5 1 稼動中
東北 最上川 最上川上流 堤内に湧水、釜だん設置中
東北 最上川 最上川上流 川西町 左 189.0 1 待機

ポンプ車等水防活動実施箇所　　計 6箇所 9台
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９月６日～７日の土砂災害被害状況

１．     死者 ０名、　行方不明者 ０名、　負傷者 ０名

２．       主な被災箇所と概要
①    福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬　　  人家全壊１戸
②    群馬県富岡市大字宮崎　　  　　　　人家一部破損１戸
③    群馬県富岡市妙義町八切連  　　　　作業所全壊１棟、半壊１棟
④    神奈川県足柄下郡箱根町元箱根　　　窓ガラス２枚破損
⑤　　山梨県北都留郡丹波山村奥秋　　　　人家半壊１戸

３．       土砂災害報告件数  合計　２２箇所（８県）
福 島 県　  　３箇所（がけ崩れ３箇所）
群 馬 県　　　７箇所（がけ崩れ４箇所、土石流３箇所）
宮 城 県　  　４箇所（がけ崩れ４箇所）　　　
神奈川県　　　１箇所（がけ崩れ１箇所）
埼 玉 県　　　３箇所（がけ崩れ２箇所、土石流１箇所）
山 梨 県　　　２箇所（土石流２箇所）
栃 木 県　　　１箇所（がけ崩れ１箇所）
静 岡 県　　　１箇所（がけ崩れ１箇所）

合　計２２箇所（がけ崩れ１６箇所、土石流６箇所）死者０名、負傷者０名、
        家屋全壊１戸、半壊３戸、一部損壊５戸、非住家損壊５戸

○海岸（９月７日１２時００分現在）
１）海岸保全施設の被害状況　　　　

点検中。現在のところ被害報告なし。

１．孤立に係わる通行止め状況

２．高速道路の通行止め状況

静岡県 小山町 小山地区 勧告 4 7 7
避難勧告等状況　計 85 206 170

7日02:20

○土砂災害関係（９月７日　１２時００分現在）

○道路通行止状況等（平成１９年９月７日　１２時００分現在）

①（主）北軽井沢松井田線：道路への土砂流出により、群馬県安中市松井田町坂本地区の２旅館（１１
名）が孤立

９月７日 １０時より現地調査中

②（一）薄小森線：道路への土砂流出により、埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森地区の３７世帯（９９名）
が孤立

９月７日 ６時より復旧作業中

③（一）藤倉吉田線：土砂崩落により、埼玉県秩父郡小鹿野町藤倉地区の約２００世帯が孤立（詳細確認中

９月７日 ６時より復旧作業中

④（一）黒部西川線：路体崩壊、土砂流出により、栃木県日光市湯西川温泉地区の住民、宿泊者等約
1,400人が孤立

９月７日 １０時より復旧作業中

・法面崩壊等による通行止め：3区間
 （神奈川県道路公社　真鶴道路（非常駐車帯崩壊）
   上信越自動車道　松井田妙義IC～碓井軽井沢IC上：法面崩壊、
   一般有料道路　西湘バイパス　西湘二宮IC～早川IC上下：路肩崩壊
   栃木県公社　日塩有料道路：11時30分開放済）
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・降雨による通行止め：14区間(長野、群馬、静岡、神奈川、東京、栃木、福島、山形、宮城、富山)

３．直轄国道の通行止め状況

・降雨による通行止め：１区間(群馬・長野)

４．その他の道路の土砂崩壊等による通行止め状況

○下水道施設の被害状況（9月7日12:00現在）

○公園施設の被害状況（9月7日12:00現在）

国営公園

都市公園

バキューム車により対応
中

計 10区間 44区間

長野県 佐久市 公共下水道管きょ
歩道橋橋台の洗掘、変位により
添加の下水道管きょが破断

対応状況等都道府県名 管理者名 施設名 被害状況等

静岡県 2区間 11区間
長野県 － 3区間
埼玉県 － 8区間
群馬県 2区間 12区間
栃木県 2区間 1区間
福島県 1区間 3区間
山形県 1区間 1区間
宮城県 1区間 5区間
岩手県 1区間 －

・法面崩壊等による通行止め：２区間
   （国道1号西湘BP　大磯東IC～西湘二宮IC（護岸崩壊）
     国道20号　山梨県大月市 (法面土砂崩落　全面通行止め)：13時より中央道上野原IC～大月IC間
                                                          無料措置予定、
     国道18号　群馬県安中市松井田町新堀：12時から片側交互通行により開放済）

都道府県 県管理国道 都道府県道

下水道処理に問題なし

静岡県 伊東市 伊東浄化センター
風浪によりテトラポットが一部沈
下

下水道処理に問題なし

静岡県 熱海市 熱海浄化センター 管理用道路が越波により崩落

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況等

国営武蔵丘陵
森林公園

関東地方整備
局

・臨時閉園
・倒木（渓流広場、花木園、ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ｺｰｽ11.2km付近、疎林広場）
・斜面一部崩壊（北ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ裏側
幅10m高さ10m）

・臨時閉園
・倒木（渓流広場、花木園、ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ11.2km付
近、疎林広場）
・斜面一部崩壊（北ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ裏側　幅10m高さ
10m）→カラーコーンで通行規制済み
・通常巡回コース点検済み
・水景施設被害無し

・ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ閉鎖（清掃終了次第使
用）

施設名

・マツ枝折れ１本、コスモス斜めに傾いている。

国営昭和記念
公園

関東地方整備
局

・ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ閉鎖（１日中見込み）
・ボート閉鎖（午前中見込み）

・花緑文化センター庇天井破損（一部通行規制）
・園内の枝散乱は撤去中
・サイクリングコースは１日清掃作業予定

被害状況等都道府県名 管理者名

国営常陸海浜
公園

関東地方整備
局
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茨城県 茨城県 鹿島灘海浜公園 売店に水が侵入（特に問題なし）

茨城県 茨城県 その他の公園 ６公園で倒木あり（特に問題なし）

群馬県 群馬県 観音山ファミリーパーク 倒木あり（特に問題なし）

群馬県 群馬県 群馬の森公園 倒木あり（特に問題なし）

埼玉県 埼玉県 河川敷の公園（荒川、吉川）で冠水（特に問題なし）

埼玉県 市町村 市町村６公園瀬冠水（今のところ問題なし）、１１公園で倒木

東京都 都立公園全体で３８５本の倒木等あり（区、市町村は、調査中）

神奈川県 神奈川県 相模三川公園 冠水（特に今のところ問題なし）

神奈川県 その他の公園 倒木してる公園あり（特に問題なし）

○公営住宅関係（９月７日　１２時００分現在）

建物の損壊、浸水に関する特段の被害情報なし

○鉄道（９月７日 １１時３０分現在）

・１７事業者４１路線で運休

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止

主な被害状況等
日 時間

東日本旅客鉄道

山形新幹線 福島～新庄 7 始発

東北線

平泉～前沢 7 10:10

藤田～岩沼 7 6:00

松島～一ノ関 7 9:30

常磐線
原ノ町～岩沼 7 9:30

友部～岩間 7 8:08 倒木

青梅線 青梅～奥多摩 6 15:21 倒木6カ所

中央線 高尾～大月 6 19:12

吾妻線 中之条～大前 6 3:35

小海線 小諸～中込 6 8:11

内房線 館山～安房鴨川 7 始発

久留里線 久留里～上総亀山 7 始発

奥羽線 福島～米沢 7 6:00

仙山線 愛子～山形 7 始発

磐越東線 郡山～船引 7 始発

磐越西線 会津若松～郡山 7 始発

陸羽東線 鳴子温泉～新庄 7 9:30

北上線 北上～横手 7 6:40

気仙沼線 前谷地～気仙沼 7 9:30

石巻線 石巻～女川 7 9:30

釜石線 花巻～釜石 7 5:55

山田線
盛岡～宮古 7 6:35

宮古～釜石 7 9:47

大船渡線 盛～一ノ関 7 8:44

岩泉線 茂市～岩泉 7 9:00
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・その他被害

○航空関係（ ９月 ７日１１時３０分現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

◎特段の被害情報なし

２）航空機（定期便）の運休状況（欠航便数）　

９月７日分（８空港で２３２便欠航）

新潟空港 4 4 8

東海旅客鉄道
御殿場線 沼津～松田 6

身延線 西富士宮～鰍沢口 6

11:10

17:00

15:43

20:24

東武鉄道 佐野線

西武鉄道 西武池袋・秩父 高麗～西武秩父 6

館林～佐野 7

箱根登山鉄道
鉄道線 小田原～強羅 7

鋼索線 強羅～早雲山 7

倒木

倒木

始発 南蛇井～下仁田間倒木により停電

始発

始発

5:04

上信電鉄 上信線

真岡鐵道 真岡線 下館～茂木 7

南蛇井～下仁田 7

わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線 大間々～間藤 7 5:39

鹿島臨海鉄道

大洗鹿島線 大洗～鹿島サッカースタジアム 7 6:30

JR鹿島線 鹿島サッカースタジアム～鹿島神宮 7 6:30

鹿島臨港線 鹿島サッカースタジアム～奥野谷浜 7 6:30

小湊鉄道 小湊鉄道線 里見～上総中野 7

始発

筑波観光鉄道 筑波山観光鋼索鉄道線 全線 7

始発

始発

5:19

銚子電鉄 銚子電気鉄道線

阿武隈急行 阿武隈急行線 梁川～槻木 7

全線 7

会津鉄道 会津鉄道線 全線 7

10:17

三陸鉄道 南リアス線 全線 7

始発

10:00

5:21
降雨、倒木、電気線（信号
高圧線２号線）が倒木によ

る切断

津軽鉄道 津軽鉄道線

しなの鉄道 しなの鉄道線 小諸～軽井沢 6

全線 7

21:45頃
走行中、飛来物により車両
の窓ガラスが割れ、乗客３
名が受傷（軽傷）

空港 出発便 到着便 計

東日本旅客鉄道 総武快速線 新小岩～市川 6

羽田空港 50 63 113

成田空港 6 2 8

新千歳空港 9 18 27

仙台空港 34 23 57

福島空港 5 4 9

山形空港 3 3 6

花巻空港 2 2 4
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９月６日分（７空港で２９０便欠航）

※台風の経路を考慮し、影響を受けると想定される空港について調査を実施

○高速バスの運休等の状況（９月７日 １１時３０分現在）

７日１１：３０現在で主に関東・東北圏内を発着する高速バス（全国２２事業者）が運休中。

（内訳　東北3、北陸信越8、関東9、中部1、近畿1）

今後の運行については、今後の台風の進行状況等を考慮した上で判断することとし

ており、現在各事業者に確認中。

○海事関係（9月7日 11時30分現在）

１）施設等の被害状況

特段の被害情報なし

２）長距離フェリー及び外航定期旅客船の運休状況

４事業者で欠航、１事業者でダイヤの乱れあり。

○港湾関係（9月7日 11時30分現在）

１）港湾施設の被害状況

○観光関係（９月７日　１１時３０分現在）

・政府登録ホテル・旅館については現在特段の被害情報なし。（引き続き情報収集中）

○物流関係（ ９月７日　１１時３０分現在）

営業倉庫に関する被害情報なし

問合先：河川局防災課災害対策室　山浦

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

地区名 被害状況 備　考

静岡県 静岡県 特重 清水港 興津第二ふ頭 岸壁の一部被災
１３号、１４号岸壁（-10m、桟橋構造）
の渡版の浮き上がり、飛散（立ち入り
禁止措置）

有村産業（株） 那覇～名古屋～大阪 通常運航 若干の遅れあり

中部空港 2 4

空港 出発便 到着便

羽田空港 83

計

仙台空港 2 3 5

153 236

成田空港 7 11 18

大島空港 8 8 16

八丈島空港 4 4 8

庄内空港 1 0 1

6

事業者名 航路名 運休状況等 備考

東海汽船（株） 伊豆七島航路 全便欠航

商船三井フェリー（株） 大洗～苫小牧 全便欠航

太平洋フェリー（株） 名古屋～仙台～苫小牧 全便欠航

オーシャン東九フェリー（株） 北九州～徳島～東京 一部欠航

マルエーフェリー（株） 東京～那覇 ダイヤの乱れあり 途中避難による

都道府県名 管理者名 港格 港湾名
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