
※　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

6月12日 22：00 警戒体制 （山形県七五三掛地すべり災害対策によるもの）

8月26日 15：00 体制解除

国土地理院 8月10日 10：00 注意体制

8月26日 17：00 体制解除

8月10日  8：10 注意体制 8月10日 10：00 注意体制

8月11日 12：00 体制解除 8月13日 14：00 体制解除

8月10日  9：50 注意体制 8月10日 10：00 注意体制

8月11日 17：30 体制解除 8月21日  9：00 体制解除

8月10日  5：00 注意体制 中国運輸局 8月10日  8：30 注意体制

8月11日 10：40 体制解除 8月17日 13：00 体制解除

8月10日  0：30 注意体制 四国運輸局 8月10日  9：40 注意体制

8月10日 10：20 警戒体制 8月12日 10：00 体制解除

8月12日 17：00 注意体制

8月15日  6：55 体制解除

気象庁 8月 9日 13：00 警戒体制

8月 9日 17：10 注意体制 8月26日 17：30 体制解除

8月10日 19：30 体制解除

東京管区気象台 8月10日 11：30 警戒体制

四国地方整備局 8月 9日  8：10 注意体制 8月11日 18：00 体制解除

8月10日  6：10 警戒体制

8月10日 15：50 注意体制 大阪管区気象台 8月10日  8：30 警戒体制

8月11日  8：30 体制解除 8月11日 10：00 体制解除

九州地方整備局 8月 9日 11：30 注意体制 福岡管区気象台 8月10日 18：30 警戒体制

8月 9日 18：00 体制解除 8月11日 17：00 体制解除

8月10日 20：10 注意体制

8月11日  6：20 体制解除

２．気象状況

・８月８日に日本の南にあった熱帯低気圧は北上しながら９日１５時に台風第９号となり、その後、１０日には紀

伊半島の南へ進んだ後、１１日には東海、関東地方の南を東に進み、日本の東海上へ進んだ。その後、１３日０９

時に日本の東海上で熱帯低気圧に変わり、１４日２１時に温帯低気圧となった。

この熱帯低気圧及び台風の周辺の非常に湿った空気の影響で、九州から東北地方の広い範囲で大雨となった。

（２）大雨の状況

・四国地方では、降り始めからの雨量が750ミリを超えた所がある。　

総雨量（８月８日から１１日まで）

徳島県　那賀町木頭出原　783.5ミリ、　高知県　津野町船戸　466.5ミリ

兵庫県  佐用　　　　　　349.5ミリ、　岡山県　美作市今岡　252.5ミリ

３．政府の対応

○１０日１１：３０情報連絡室設置。２６日１７：００閉鎖。

○１１日政府調査団（団長：防災担当大臣）を兵庫県及び岡山県へ派遣。

　(国土交通省より、河川環境課河川環境保全調整官及び砂防部保全課課長補佐を派遣。)

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

国土交通本省

東北地方整備局 関東運輸局

関東地方整備局 近畿運輸局

災　害　情　報
平成21年10月26日 13:00作成

国土交通省

台風第９号による被害状況等について（第１４報）
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○１１日１９：００災害対策関係省庁連絡会議開催（防災課長、道路防災対策室長、保全課企画専門官出席）

○２２日総理大臣現地（兵庫県）視察

４．国土交通省の対応

○国土地理院では、官邸、内閣府、国土交通本省,近畿地方整備局、兵庫県に災害対策図(電子データ）を提供

・政府調査団に近畿地方測量部長を派遣

・災害概況図を作成し、ＨＰで公開（８月１１日）

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を派遣

１２日～１４日　兵庫県佐用町へ派遣 (被災状況調査班：近畿地整職員８名）

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を派遣

１９日 　岡山県美作市へ派遣 （技術的支援を行うため　本省２名、中国地整２名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を派遣

２０日 　兵庫県佐用町へ派遣 （技術的支援を行うため　本省５名、近畿地整４名)

○災害対策用ヘリコプター（8月18日16:00現在）

○災害対策用機械出動状況　（平成21年10月26日13:00現在）

対策本部車 2 全2台撤収

合計 25

排水ポンプ車 14 全14台撤収

照明車 7 全7台撤収

衛星通信車 1 撤収済

Ku-SAT 1 撤収済

1 8/10～8/11

機械名
出動台数

（延べ台数）
備考

東北地整 阿武隈川：内水排除 福島県郡山市 排水ポンプ車

2 8/10～8/11

東北地整 阿武隈川：内水排除

東北地整 阿武隈川：内水排除 福島県須賀川市 排水ポンプ車

福島県郡山市 排水ポンプ車

1 8/10～8/11

1 8/10～8/11

1 8/10～8/11

関東地整 川口市支援：道路浸水対応 埼玉県川口市 排水ポンプ車

近畿地整 国道９号：路肩崩壊復旧作業支援 兵庫県養父市 照明車

1 8/10～8/12

近畿地整 国道２９号：洗堀復旧作業支援

近畿地整 国道９号：路肩崩壊復旧作業支援 兵庫県養父市 照明車

兵庫県宍粟市 照明車

1 8/11～8/12

1 8/11～8/14

2 8/10～8/11

近畿地整 揖保川：護岸洗堀復旧支援 兵庫県宍粟市 対策本部車

近畿地整 揖保川：護岸洗堀復旧支援 兵庫県宍粟市 照明車

1 8/10～8/12

四国地整 那賀川：内水排除

近畿地整 揖保川：護岸洗堀復旧支援 兵庫県宍粟市 照明車

徳島県阿南市 排水ポンプ車

2 8/10～8/11

1 8/10～8/10

1 8/10～8/10

四国地整 後川：内水排除 高知県四万十市 排水ポンプ車

四国地整 南の谷川：内水排除 高知県吾川郡伊野町 排水ポンプ車

1 8/10～8/10

中国地整 吉井川：内水排除

四国地整 吉野川：内水排除 徳島県吉野川市 排水ポンプ車

岡山県赤磐市 排水ポンプ車

1 8/10～8/10

1 8/10～8/10

1 8/10～8/10

中国地整 吉野川(美作市支援)：内水排除支援 岡山県美作市 照明車

中国地整 吉野川(美作市支援)：内水排除 岡山県美作市 排水ポンプ車

1 8/10～8/11

四国地整 後川：内水排除

近畿地整 国道２９号：洗堀対応 兵庫県宍粟市 対策本部車

高知県四万十市 排水ポンプ車

1 8/11～13

1 8/9～8/9

1 8/9～8/9

四国地整 中筋川：内水排除 高知県宿毛市 排水ポンプ車

近畿地整 揖保川42kp：現地状況通信 兵庫県宍粟市 Ku-SAT

1 8/10～11

整備局名 出動理由

近畿地整 揖保川42kp：現地状況通信 兵庫県宍粟市 衛星通信車

出動先 機械名

愛らんど
8/11　徳島県、高知県、香川県（被災状況調査）

はるかぜ 8/11　大分県（被災状況調査）

台数 期間

8/18　兵庫県（被災状況調査）

8/10　徳島県（被災状況調査）

出動 その他

8/10　兵庫県（被災状況調査）

ヘリコプター名

8/12　兵庫県（被災状況調査）きんき
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５．気象庁の対応

○８月１２日熱帯低気圧・台風第９号による大雨についてのとりまとめ資料を気象庁HPに掲載

○８月１３日被災地域に災害時支援資料の提供を開始

○９月１８日「災害時気象速報　平成２１年台風第９号による８月８日から１１日にかけての大雨」を気象庁HPに掲載

６．海上保安庁の対応

○

７．人的・住家被害　(平成21年9月11日11:30消防庁情報)

（１）人的被害

死者 ２５名

行方不明 ２名

負傷者 ２３名

①死者(２５名)

・長野県 茅野市 ：水路に転落し２２歳女性が死亡

・兵庫県 豊岡市 ：土砂運搬船が転覆し５６歳男性が遺体で発見

朝来市 ：濁流に流され６５歳男性が死亡

佐用町 ：河川敷で水没した車両から５４歳が遺体で発見

：自宅で８６歳女性が水死

：自宅近くで８１歳女性が水死

：濁流に巻き込まれて３名が死亡（４０歳女性、１６歳女性、４歳女児）

：佐用川付近で７２歳男性が遺体で発見

：幕山川付近で２名が遺体で発見（４０歳男性、７歳男児）

：佐用川沿いで３２歳女性が遺体で発見

：円光寺集落で４９歳男性が遺体で発見

：横坂集落で４０歳男性が遺体で発見

：見土路橋で５４歳男性が遺体で発見

：山脇大橋東側で４７歳女性が遺体で発見

：仁位集落で１４歳男性が遺体で発見

：上月三叉路付近で４７歳女性が遺体で発見

：上月地区で４８歳男性が遺体で発見

：仁位集落で１５歳女性が遺体で発見

・岡山県 美作市 ：土砂崩れで民家が倒壊し６８歳女性が死亡

・徳島県 徳島市 ：水路に転落し９歳男児が遺体で発見

：用水路に転落した車両から救助され入院していた６７歳女性が死亡

吉野川市 ：板野郡板野町の旧吉野川で６１歳男性が遺体で発見

②行方不明(２名)

・兵庫県 佐用町 ：２名については状況不明

(２)住家被害

全壊 １７３棟

半壊 ９７４棟

一部損壊 ３１棟

床上浸水 １，１５２棟

床下浸水 ４，４１６棟

103 254 61長野県 1

3 2 14 3

38 117

神奈川県 1

東京都

3 58 186 13

108 771 4

千葉県

埼玉県

3 1 10

12 38 5

群馬県

栃木県

1 14 4

14 27

茨城県

棟 箇所

福島県 1

棟 棟 棟 棟人 人 人 人

床上
浸水

床下
浸水重傷 軽傷

都道府県名

人的被害 住家被害

崖くずれ
死者

行方
不明

負傷者
全壊 半壊

一部
破損

三重県 1

兵庫県豊岡市で土砂運搬船が転覆し、行方不明になっていた男性１名を、１５日（土）しょう戒中の航空機が発見、巡視艇
により揚収したところ、死亡が確認された。
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８．所管施設等の状況

○河川（9月15日15:30時点）

■ 国管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を超えている河川 なし

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川 なし

３）現在、避難判断水位を超えてている河川 なし

４）現在、はん濫注意水位を超えている河川 なし

５）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 なし

６）はん濫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）はん濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■ 被害状況

１）一般被害

＜国管理河川＞

15 173 974 31 1,152 4,416 136計 25 2 8

1 3 18 3

6 15

大分県 8 1

1高知県

2 5 15

1 49

愛媛県 1 1

香川県

11 153 736 18

319 418 9

徳島県 3 1 3

2 5 2岡山県 1 2

1

5 163 4

和歌山県

奈良県

2 335 1,493

1

兵庫県 20 2 3 4 165 972

大阪府

京都府 1 8 101 22

2 2

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

四国 那賀川 那賀川

近畿 揖保川 揖保川

1 2

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近畿 円山川 円山川 出石川

7 10

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

東北 阿武隈川 阿武隈川（上流）

関東 利根川 思川 綾瀬川 鬼怒川

関東 那珂川 那珂川

関東 久慈川 久慈川

中国 吉井川 吉井川

四国 渡川 中筋川 四万十川

四国 吉野川 旧吉野川

※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)

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 須賀川市 0 0 0 0 外水 2.0 （106.0k右岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 本宮市 0 0 0 0 内水 0.4 （60.8k左岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 郡山市 0 0 0 0 内水 1.0 （82.4k右岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 郡山市 0 0 0 0 内水 2.0 （78.0k右岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 郡山市 0 0 0 0 内水 4.0 （99.4k右岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 二本松市 0 0 0 0 内水 3.0 (56.2k左岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 須賀川市 0 0 0 0 内水 3.0 (105.8k右岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 二本松市 0 0 0 0 内水 0.1 (56.0K左岸）

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 二本松市 0 0 0 0 内水 0.1 (57.6K左岸）内水による荒地冠水　A=3.0ha

近畿 円山川 円山川 豊岡市 0 9 0 1 ー ー 内水

近畿 円山川 円山川 豊岡市 2 18 0 17 ー ー 溢水

近畿 円山川 出石川 豊岡市 0 1 0 0 内水 1
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＜都道府県管理河川＞

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 79 178 0 0 外水 108

近畿 揖保川 引原川 宍粟市 1 2 0 0 外水 9

四国 那賀川 那賀川 阿南市 0 2 0 0
溢水
内水

131.0

四国 那賀川 桑野川 阿南市 0 0 0 0
溢水
内水

12.0

四国 那賀川 坂州木頭川 那賀町 5 0 1 0 ー ー 溢水

四国 仁淀川 仁淀川
日高村
いの町
土佐市

0 2 0 0 内水 45.9

四国 渡川 四万十川 四万十市 0 0 0 0 内水 152.0

四国 渡川 後川 四万十市 0 0 0 0 内水 34.5

四国 渡川 中筋川 四万十市 0 0 0 0 内水 60.6

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

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)

栃木県 利根川 田川 宇都宮市 0 0 0 0 溢水 不明 溢水による田んぼの浸水（未改修区間）

長野県 天竜川 新川 諏訪市 62 238 浸水原因は不明

長野県 天竜川 塚間川 岡谷市 0 4 浸水原因は不明

京都府 由良川 福知山市 7 31 （内水・外水複合と思われる）

京都府 野田川 与謝野町 1 60 （内水・外水複合と思われる）

京都府 宮津市 6 （内水と思われる）

京都府 京丹後市 4 （内水と思われる）

兵庫県 加古川 杉原川 多可町 1 浸水原因は不明

兵庫県 千種川 千種川 宍粟市 65 355 16 126 浸水原因は不明

兵庫県 円山川 円山川 養父市 10 35 浸水原因は不明

兵庫県 千種川 千種川 上郡町 41 76 17 浸水原因は不明

兵庫県 千種川
千種川
佐用川

佐用町 155 742 140 780 浸水原因は不明

兵庫県 三原川 三原川 南あわじ市 1 浸水原因は不明

兵庫県 市川 市川 神河町 1 3 浸水原因は不明

兵庫県 円山川 出石川 豊岡市 2 66 19 浸水原因は不明

兵庫県 円山川 円山川 朝来市 61 212 9 31 浸水原因は不明

兵庫県 加古川 加古川 丹波市 2 浸水原因は不明

奈良県 大和川 大和高田市 4 152 内水

奈良県 大和川 広陵町 1 3 内水

奈良県 大和川 香芝市 1 内水

奈良県 大和川 斑鳩町 1 内水

奈良県 大和川 田原本町 5 内水

岡山県 吉井川 吉野川 美作市 109 309 越水 70 外水

岡山県 吉井川 山家川 美作市 349 185 1 越水 60 外水

徳島県 吉野川 園瀬川 徳島市 1 5 0 0 内水

徳島県 吉野川 新町川 徳島市 0 1 0 0 内水

徳島県 神田瀬川 神田瀬川 小松島市 4 7 0 0 内水

徳島県 神田瀬川 芝生川 小松島市 1 23 0 0 内水

徳島県 立江川 田野川 小松島市 0 1 0 0 内水

徳島県 立江川 天王谷川 小松島市 0 2 0 0 内水

徳島県 吉野川 飯尾川
石井町

吉野川市
10 209 0 0

内水
(石井町：床下4戸）
（吉野川市：床上10戸、床下205戸）

徳島県 吉野川 江川 吉野川市 0 5 0 0 内水

徳島県 吉野川 三谷川 吉野川市 0 9 0 0 内水

徳島県 吉野川 桑村川 吉野川市 3 18 0 0 内水

徳島県 吉野川 学島川 吉野川市 3 24 0 0 内水

徳島県 吉野川 ほたる川 吉野川市 3 5 0 0 内水

徳島県 吉野川 川田川 吉野川市 0 3 0 0 内水
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上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

２）河川管理施設等被害

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

徳島県 吉野川 岩谷川 吉野川市 31 25 0 0 内水

徳島県 吉野川 住吉谷川 吉野川市 0 5 0 0 内水

徳島県 吉野川 風呂ノ谷川 吉野川市 1 3 0 0 内水

徳島県 吉野川 大藤谷川 吉野川市 3 11 0 0 内水

徳島県 吉野川 船戸谷川 吉野川市 1 4 0 0 内水

徳島県 吉野川 明連川 美馬市 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 馬木谷川 美馬市 0 3 0 0 内水

徳島県 吉野川 九頭宇谷川 阿波市 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 宮の内谷川 阿波市 0 3 0 0 内水

徳島県 吉野川 鶯谷川 阿波市 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 五明谷川 阿波市 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 芝生川 阿波市 0 2 0 0 内水

徳島県 吉野川 願成寺谷川 阿波市 0 2 0 0 内水

徳島県 吉野川 日開谷川 阿波市 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 渡内川 石井町 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 神宮入江川 石井町 0 5 0 0 内水

徳島県 吉野川 鮎喰川 神山町 14 22 0 0 溢水

徳島県 那賀川 宮ヶ谷川 那賀町 26 5 0 0 内水

徳島県 那賀川 那賀川 那賀町 5 2 0 0 溢水

徳島県 吉野川 前川 藍住町 0 1 0 0 内水

徳島県 牟岐川 牟岐川 牟岐町 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 園瀬川 佐那河内村 0 1 0 0 内水

徳島県 吉野川 嵯峨川 佐那河内村 0 1 0 0 内水

整備局 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)

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 左岸 42.0 堤防洗掘等 80m 大型土のう、根固めブロック設置。対策完了。

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 左岸 40.6 洗掘 30m 大型土のう、根固めブロック設置。対策完了。

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 左岸 39.8 洗掘 60m 大型土のう、根固めブロック設置。対策完了。

近畿 揖保川 引原川 宍粟市 左岸 45.2 洗掘 63m 根固めブロック設置。対策完了。

四国 吉野川 旧吉野川 鳴門市 左岸 14k5 法崩れ 5m

10日9時40分に鳴門藍住大橋(14k8付近)左岸
の旧堤で雨水による法崩れ。(幅5m×高さ
30cm)堤内外での被害はなし。ブルーシートと
土嚢による応急復旧を完了。

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左岸 3k2 漏水 １箇所 月輪工法完了

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左岸 3k6 漏水 １箇所 月輪工法完了

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左岸 4k6 漏水 １箇所 月輪工法完了

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左岸 4k8 漏水 １箇所 月輪工法完了

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左岸 5k8 漏水 １箇所 月輪工法完了

四国 那賀川 那賀川 阿南市 右岸 14k 漏水 １箇所 月輪工法完了

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

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)

群馬県 利根川 八瀬川 太田市 左岸 － 護岸崩落 26.5m 堀込河道：天端道路（市道）通行止め

岡山県 吉井川 吉野川 美作市 左岸 7k付近 護岸崩落 159m

流水や背後地等への悪影響および二次災害の
恐れがないため、当面の応急的な対策は実施
していない。本復旧については工法等を検討
中。

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。
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■ 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＞

■ 洪水予報の発令状況

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況（対象人数等）

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 勧告 1,300 4,000 8月10日0時45分 8月10日7時00分

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 勧告 1,600 6,000 8月10日1時15分 8月10日7時00分

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 勧告 1,800 6,000 8月10日2時00分 8月10日7時00分

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 勧告 600 1,900 8月10日8時50分 8月10日12時40分

四国 吉野川 吉野川 吉野川市 勧告 1,800 － － 8月10日17時00分

四国 那賀川 那賀川 那賀町 勧告 11 20 8月10日7時50分 8月11日8時30分

四国 那賀川 那賀川 阿南市 勧告 540 1,742 8月10日8時55分 8月10日15時10分

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

都道府県 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況（対象人数等）

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

長野県 天竜川 新川 諏訪市 勧告 619 99 8月8日21時40分 8月9日8時22分

兵庫県 千種川
千種川

佐用町 勧告 7,000 20,000 8月9日21時30分 8月10日4時32分 全域
佐用川

兵庫県 千種川 千種川 上郡町 勧告 6,000 17,000 8月9日22時00分 8月10日3時30分 全域

兵庫県 千種川 千種川 上郡町 指示 121 332 8月10日0時55分 8月10日5時30分 赤松地区

兵庫県 千種川 千種川 宍粟市 勧告 4,837 16,291 8月10日2時00分 8月10日7時00分

兵庫県 円山川 円山川 豊岡市 指示 10 30 8月10日2時49分 8月10日10時45分 日高町

兵庫県 円山川 円山川 豊岡市 勧告 1,265 3,489 8月10日3時10分 8月10日10時45分

兵庫県 円山川 円山川 朝来市 勧告 2,346 6,676 8月10日1時15分 8月10日15時30分

兵庫県 円山川 円山川 養父市 指示 485 1,353 8月10日2時00分・40分 8月10日10時00分

兵庫県 千種川 千種川 赤穂市 勧告 118 8月9日23時05分 8月10日5時00分

兵庫県 千種川 千種川 赤穂市 勧告 292 8月10日00時05分 8月10日5時00分

京都府 野田川 野田川 与謝野町 勧告 15 30 8月10日2時50分 8月10日4時30分

岡山県 吉井川 吉野川 美作市 勧告 4 40 8月9日22時30分 8月10日12時00分

徳島県 吉野川 鮎喰川 神山町 勧告 63 209 8月10日7時16分 8月10日15時30分

徳島県 吉野川 川田川 吉野川市 勧告 1,442 4,011 8月10日6時50分 8月10日17時00分

徳島県 吉野川 飯尾川 吉野川市 勧告 303 847 8月10日7時15分 8月10日17時00分

徳島県 吉野川 吉野川 阿波市 勧告 13,046 41,076 8月10日5時45分 8月10日13時40分

徳島県 那賀川 那賀川 那賀町 指示 54 111 8月10日8時00分 8月10日11時45分

香川県 湊川 湊川 東かがわ市 勧告 13,867 35,463 8月10日8時15分 8月10日13時00分

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

整備局 水　系 河　川 基準観測所 号数 警報種別 発表日時
備考

（対象観測所等）

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

須賀川 1 はん濫注意情報 8月10日11時50分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

二本松 2 はん濫注意情報 8月10日13時10分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

阿久津 3 はん濫注意情報 8月10日14時20分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

本宮 4 はん濫注意情報 8月10日16時25分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

阿久津
本宮

5 解除 8月11日0時25分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

須賀川
二本松

6 解除 8月11日4時30分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 1 はん濫注意情報 8月10日18時55分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 2 解除 8月11日09時25分

関東 那珂川 那珂川 水府橋 1 はん濫注意情報 8月10日17時50分

関東 利根川 思川 乙女 1 はん濫注意情報 8月10日17時55分 渡良瀬川下流

関東 利根川 思川 乙女 2 解除 8月11日0時55分 渡良瀬川下流

近畿 円山川 円山川 立野 2 解除 8月10日11時30分

近畿 円山川 出石川 弘原 1 はん濫注意 8月10日1時15分

近畿 揖保川 揖保川下流 龍野 4 解除 8月10日7時15分

7 / 18



■ 水防警報の発令状況

近畿 円山川 出石川 弘原 4 解除 8月10日7時00分

近畿 揖保川 揖保川上流 山崎第二 2 解除 8月10日6時35分

近畿 円山川 出石川 弘原 3 はん濫注意 8月10日5時40分

近畿 揖保川 揖保川下流 龍野 3 はん濫警戒 8月10日4時55分

近畿 揖保川 揖保川下流 龍野 2 はん濫危険 8月10日2時45分

近畿 揖保川 揖保川下流 龍野 1 はん濫警戒 8月10日1時50分

近畿 揖保川 揖保川上流 山崎第二 1 はん濫注意 8月10日1時20分

近畿 円山川 出石川 弘原 2 はん濫警戒 8月10日1時45分

近畿 円山川 円山川 立野 1 はん濫注意 8月10日3時30分

中国 吉井川 吉井川 津瀬 1 はん濫注意 8月10日0時40分

中国 吉井川 吉井川 津瀬 2 解除 8月10日6時30分

四国 渡川 四万十川 具同 2 解除 8月10日16時00分

四国 那賀川 那賀川 古庄 3 解除 8月10日14時30分

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

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
阿武隈川
（上流）

須賀川 1 準備 8月10日8時42分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

阿久津
二本松

2 準備 8月10日9時35分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

須賀川 3 出動 8月10日10時19分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

本宮 4 準備 8月10日11時10分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

二本松 5 出動 8月10日11時34分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

阿久津 6 出動 8月10日13時35分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（上流）

須賀川
阿久津
本宮

二本松

7 解除 8月10日21時05分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

丸森 1 準備 8月10日15時07分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

荒浜 2 準備 8月10日17時06分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

江尻 3 準備 8月10日19時08分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

笠松 4 準備 8月10日21時07分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

荒浜 5 解除 8月10日22時08分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

丸森 6 解除 8月1１日3時00分

東北 阿武隈川
阿武隈川
（下流）

江尻
笠松

7 解除 8月1１日5時08分

関東 久慈川 久慈川 富岡 1 準備 8月10日17時40分

関東 久慈川 久慈川 富岡 2 解除 8月11日09時30分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 1 準備 8月10日13時40分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 2 出動 8月10日18時00分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 3 準備 8月11日01時40分

関東 久慈川 久慈川 榊橋 4 解除 8月11日09時30分

関東 久慈川 山田川 常井橋 1 準備 8月10日10時00分

関東 久慈川 山田川 常井橋 2 解除 8月11日09時30分

関東 久慈川 里川 機初 1 準備 8月10日16時00分

関東 久慈川 里川 機初 2 解除 8月11日09時30分

関東 那珂川 那珂川 小口 1 準備 8月10日11時00分

関東 那珂川 那珂川 小口 2 解除 8月11日10時10分

関東 那珂川
那珂川
藤井川

野口 1 準備 8月10日15時00分

関東 那珂川
那珂川
藤井川

野口 2 解除 8月11日10時00分
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関東 那珂川
那珂川
桜川

涸沼川
水府橋 1 準備 8月10日15時00分

関東 那珂川
那珂川
桜川

涸沼川
水府橋 2 出動 8月10日16時40分

関東 那珂川
那珂川
桜川

涸沼川
水府橋 3 準備 8月11日6時50分

関東 利根川 利根川 栗橋 1 準備 8月10日19時00分

関東 利根川 利根川 栗橋 2 解除 8月11日7時00分

関東 利根川 利根川 芽吹橋 1 準備 8月11日2時00分

関東 利根川 利根川 取手 1 準備 8月11日6時10分

関東 利根川
利根川

横利根川
横利根 1 準備 8月11日7時20分

関東 利根川 思川 乙女 1 出動 8月10日17時00分

関東 利根川 思川 乙女 2 解除 8月11日0時00分

関東 利根川 渡良瀬川 古河 1 準備 8月10日18時00分

関東 利根川 渡良瀬川 古河 2 解除 8月11日7時00分

関東 利根川
鬼怒川

田川放水路
石井(右) 1 準備 8月10日10時00分

関東 利根川
鬼怒川

田川放水路
石井(右) 2 解除 8月10日13時00分

関東 利根川 鬼怒川 川島 1 準備 8月10日14時00分

関東 利根川 鬼怒川 川島 2 出動 8月10日16時10分

関東 利根川 鬼怒川 川島 3 待機 8月10日22時30分

関東 利根川 鬼怒川 川島 4 解除 8月11日05時40分

関東 利根川 鬼怒川 鬼怒川水海道 1 準備 8月10日21時30分

関東 利根川 鬼怒川 鬼怒川水海道 2 解除 8月11日10時20分

関東 利根川 小貝川 三谷 1 準備 8月10日15時00分

関東 利根川 小貝川 三谷 2 解除 8月10日18時30分

関東 利根川
小貝川
大谷川

黒子 1 準備 8月10日15時00分

関東 利根川
小貝川
大谷川

黒子 2 解除 8月11日05時30分

関東 利根川
利根川
長門川

須賀 1 準備 8月11日08時00分

近畿 揖保川 揖保川 龍野 3 解除 8月10日14時00分

近畿 揖保川 揖保川 龍野 2 出動 8月10日1時15分

近畿 揖保川 揖保川 龍野 1 待機 8月10日1時10分

近畿 揖保川 林田川 誉 3 解除 8月10日14時00分

近畿 揖保川 林田川 誉 2 準備 8月10日3時10分

近畿 揖保川 林田川 誉 1 待機 8月10日1時50分

近畿 円山川 円山川 立野 3 解除 8月10日12時00分

近畿 円山川 円山川 立野 2 出動 8月10日1時50分

近畿 円山川 円山川 立野 1 待機 8月10日1時20分

近畿 円山川 奈佐川 宮井 2 解除 8月10日6時00分

近畿 円山川 奈佐川 宮井 1 待機 8月9日23時54分

近畿 円山川 出石川 弘原 3 解除 8月10日9時35分

近畿 円山川 出石川 弘原 2 出動 8月10日0時20分

近畿 円山川 出石川 弘原 1 待機 8月9日23時40分

中国 吉井川 金剛川 尺所 1 待機 8月9日20時20分

中国 吉井川 吉井川 津瀬 1 待機 8月9日22時30分

中国 吉井川 金剛川 尺所 2 解除 8月9日23時20分

中国 千代川 千代川 用瀬 1 準備 8月10日0時20分

中国 吉井川 吉井川 津瀬 2 準備 8月10日0時30分

中国 千代川 千代川 袋河原 1 準備 8月10日1時10分

中国 吉井川 吉井川 御休 1 準備 8月10日3時00分

中国 吉井川 吉井川 御休 2 解除 8月10日8時20分

中国 吉井川 吉井川 津瀬 3 解除 8月10日10時00分

中国 千代川 千代川 袋河原 2 解除 8月10日10時20分

中国 千代川 千代川 用瀬 2 解除 8月10日11時40分

四国 渡川 中筋川 磯ノ川 5 解除 8月10日14時00分
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○ダム（8月21日15:00現在）

・9日からの一連の降雨で、四国、中国、近畿、関東、東北地方で国土交通省所管ダムで34ダムが洪水調節を実施。

国土交通省管理　5ダム

（那賀川水系長安口ダム、肱川水系鹿野川ダム、渡川水系中筋川ダム、阿武隈川水系三春ダムなど）

水資源機構管理　1ダム　（吉野川水系早明浦ダム）

県管理　28ダム（勝浦川水系正木ダムなど）

・那賀川水系長安口ダム（直轄）でただし書き操作を実施。（8月10日7:00開始、9:00終了）

・10日夕方で全てのダムが洪水調節を終了している。

○土砂災害警戒情報の発表状況（８月11日16:30時点）

８月７日以降に土砂災害警戒情報が発表された市町村 １６県１１５単位

東京都 北区　板橋区　大島町

愛知県 南知多町

京都府

3

千葉県 千葉市　成田市　佐倉市　習志野市　八千代市　四街道市　印西市　印旛村　本埜村 9

1

静岡県 沼津市　伊東市　伊豆市　伊豆の国市　東伊豆町 5

15

兵庫県 姫路市　豊岡市　養父市　丹波市　朝来市　宍粟市　神河町　佐用町 8

福知山市夜久野町　福知山市大江町　福知山市旧福知山市域　舞鶴市　綾部市　宮津市　京丹後市久美浜
町　京丹後市網野町　京丹後市弥栄町　京丹後市峰山町　京丹後市大宮町　伊根町　与謝野町旧加悦町
与謝野町旧野田川町　与謝野町旧岩滝町

3

鳥取県 若桜町　智頭町 2

岡山県 美作市　勝央町　奈義町

香川県 高松市　観音寺市　さぬき市　東かがわ市　三豊市　土庄町　小豆島町　三木町 8

愛媛県 宇和島市　大洲市　四国中央市　西予市　久万高原町　内子町　松野町　内子町　松野町　鬼北町　愛南町

3

11

27

大分県 佐伯市　竹田市　豊後大野市

徳島県

徳島市　鳴門市　小松島市　阿南市　吉野川市鴨島町　吉野川市川島町　吉野川市美郷　吉野川山川町　阿
波市土成町　阿波市市場町　阿波市阿波町　美馬市木屋平　美馬市脇町　美馬市美馬町　美馬市穴吹町
三好市三野町　三好市池田町　三好市山城　三好市井川町　三好市東祖谷　三好市西祖谷山村　勝浦町
上勝町　佐那河内村　石井町　神山町　那賀町鷲敷地域

発表単位数

高知県 宿毛市　土佐清水市　香美市　東洋町　北川村　馬路村　梼原町　津野町　四万十町　大月町 10

県名 発表単位名（市町村（地域））

四国 渡川 後川 秋田 4 解除 8月10日10時30分

四国 渡川 四万十川 具同 3 解除 8月10日15時40分

四国 那賀川 那賀川 古庄 4 解除 8月10日16時40分

四国 那賀川 桑野川 大原 3 解除 8月10日12時40分

四国 吉野川 旧吉野川 大寺橋 4 解除 8月10日21時16分

四国 吉野川 吉野川 池田 3 解除 8月10日19時00分

四国 吉野川 吉野川 岩津 3 解除 8月10日19時00分

四国 吉野川 吉野川 中央橋 2 解除 8月10日19時00分

四国 吉野川 吉野川 第十 3 解除 8月10日19時00分

四国 土器川 土器川 祓川橋 2 解除 8月10日14時00分

四国 肱川 肱川 大洲第二 2 解除 8月10日6時00分

上記は速報値であり、詳細は確認中です。各情報は今後変更となる場合があります。

2 解除 8月10日10時30分四国 仁淀川 仁淀川 伊野
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○土砂災害に関わる避難勧告等の状況（10月26日13:00時点）

発令日時避難者数
（ 大）

解除日時 備考

阿波市市場町
大字日開谷、大
俣、上喜来、尾
開、切幡、大影
地区

避難準備情報

市町村 地区

避難の状況
類型

（避難準備情
報

避難勧告
避難指示）

対象世帯数
都道府県

8/10
4:50

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

- -
避難勧告に

移行

対象人数

徳島県 阿波市

避難勧告に
移行

徳島県 阿波市 - -

阿波市土成町
大字秋月、水
田、浦ノ池、宮
川内、高尾地区

避難準備情報

8/9
16:08

8/10
4:50

8/10
6:00

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 上板町 上板町全地区 避難準備情報 4,600 13,000 2人

8/10
4:20

8/10
17:00

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 美馬市 美馬市全域 避難準備情報 - -
21世帯
28人

8/10
5:45

8/10
17:00

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 阿波市
阿波市阿波町
の山間部全域

避難準備情報 - -
避難勧告に

移行

8/10
5:45

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 阿波市

阿波市市場町
大影地区、日開
谷地区、犬墓地
区、大俣地区、
上喜来地区、切
幡地区、山野上
地区、香美地
区、大野島地
区、伊月地区及
び各周辺

避難勧告 - -

8/10
5:45

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 阿波市

阿波市阿波町
中川原地区、東
川原地区、南川
原地区、十善地
地区、善地地
区、中ノ坪地
区、芋場谷地
区、梅の木原地
区及び各周辺

避難勧告 - - 13人

8/10
7:15

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 阿波市

阿波市土成町
水田地区、秋月
地区、浦の池地
区、高尾、吉田
地区、成当地
区、宮川内地区
及び各周辺

避難勧告 - -

8/10
7:40

8/10
13:40

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 吉野川市
吉野川市川島
町山田全地区 避難勧告 303 847 ４世帯７人

8/10
17:00

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

徳島県 吉野川市
吉野川市美郷
字峠 避難勧告 22 68 0

8/10
17:00

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

福島県 いわき市　棚倉町　塙町　鮫川村　石川町　平田村　古殿町　小野町 8

合計 115

群馬県 みなかみ町 1

茨城県 北茨城市 1
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○土砂災害　（10月26日　13:00現在）

１．土石流等

栃木県　　     　1件［日光市1、人的被害無し、人家被害無し］

長野県　　     　9件［諏訪市6、茅野市1、松本市1、辰野町1、人的被害無し、人家一部損壊1］

茅野市：人家一部損壊１

静岡県　　     　1件［裾野市1、人的被害無し、人家被害無し］

兵庫県　　      13件［朝来市5、宍粟市1、神河町1、佐用町6、人的被害無し、人家一部損壊5］

朝来市：人家一部損壊4

佐用町：人家一部損壊１

岡山県　　     　2件［美作市2、人的被害無し、人家被害無し］

徳島県　　     　3件［阿波市2、美馬市1、人的被害無し、人家被害無し］

計　　           29件［人的被害無し、人家一部損壊6］

２．地すべり

長野県　     　13件［中条村9、信州新町1、長野市1、小川村2、人的被害無し、人家一部損壊4］

中条村：人家一部損壊4

徳島県　     　　6件［阿波市1、美馬市1、東みよし町1、神山町2、つるぎ町1、人的被害無し、人家一部損壊1］

神山町：人家一部損壊1

計　　     　     19件［人的被害無し、人家一部損壊5］

３.がけ崩れ

福島県　 　    10件［いわき市9、南相馬市1、人的被害無し、人家一部損壊1］

いわき市：一部損壊1

茨城県　 　    3件［日立市1、常陸大宮市2、人的被害無し、人家一部損壊1］

常陸大宮市：人家一部損壊１

栃木県　 　    　1件［日光市1、人的被害無し、人家一部損壊］

群馬県　 　    　1件［吾妻市1、人的被害無し、人家被害無し］

千葉県　 　    　2件［富津市1、鋸南町1、人的被害無し、人家被害無し］

神奈川県　 　   2件［鎌倉市1、逗子市1、人的被害無し、人家被害無し］

長野県　 　    　1件［中野市1、人的被害無し、人家被害無し］

新潟県　 　    　1件［新潟市1、人的被害無し、人家被害無し］

三重県　 　    　1件［南伊勢町1、人的被害無し、人家被害無し］

兵庫県 朝来市
朝来市旧朝来
町全域 避難勧告 2,346 6,676 300

8/10
1:15

8/10
7:40

8/10
0:40

徳島県 吉野川市
吉野川市美郷
字刷石 避難勧告 13 36 0

8/10
0:40

8/10
17:00

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

京都府 京丹後市

峰山町（長岡、
菅、荒山、内
記、17区、18
区、丹波、矢
田、二箇、五
箇、久次、鱒留）

避難勧告 454 1,314

奥大野１世帯１人
森本１世帯２人
三坂１世帯１人

五十河１世帯２人

8/10
0:40

8/10
5:30

土砂災害の危
険性が高まっ
ているため

京都府 京丹後市

大宮町（上常
吉、下常吉、谷
内、善王寺、口
大野、奥大野、
三重、森本、三
坂、明田、周
枳、河辺、五十
河、延利、新
宮、久住）

避難勧告 616 2,025 0

8/10
0:40

8/10
5:30

土砂災害の危
険性が高まっ
ているため

京都府 京丹後市 網野町（切畑） 避難勧告 26 59
海水浴・キャンプ
客４世帯１６人の

自主避難

8/10
2:15

8/10
5:30

土砂災害の危
険性が高まっ
ているため

京都府 京丹後市

弥栄町（小原、
吉沢、芋野、等
楽寺、堀越、中
山、中津、田
中、野中、吉
野、霰、須川、
来見谷、大谷、
味土野）

避難勧告 213 574 0

8/10
8:15

8/10
5:30

土砂災害の危
険性が高まっ
ているため

京都府 京丹後市
久美浜町（市
野々、布袋野、
尉ヶ畑、奥山）

避難勧告 107 346 布袋野１世帯２人
8/10
5:30

土砂災害の危
険性が高まっ
ているため

香川県
東かがわ

市
全域 避難勧告 13,867 35,463

102世帯
147人

8/10
15:30

土砂災害警戒
情報の発表を
うけて

8/10
13:00
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兵庫県　 　    　36件［朝来市7、宍粟市2、豊岡市1、佐用町26、人的被害無し、人家半壊1、一部損壊26］

朝来市：人家一部損壊2

佐用町：人家半壊１、一部損壊24

和歌山県　    　1件［田辺市1、人的被害無し、人家被害無し］

島根県　 　    　2件［大田市2、人的被害無し、人家被害無し］

岡山県　 　    　7件［美作市7、死者1名、負傷者3名、人家全壊4、一部損壊5］

美作市：死者1名、負傷者3名、人家全壊4、一部損壊5　

徳島県　　　    15件［阿波市2、神山町5、海陽町5、吉野川市1、つるぎ町1、小松島市1、負傷者1、人家半壊1、一部損壊1］

吉野川市：負傷者1名、人家半壊1

小松島市：人家一部損壊1

香川県　 　    　3件［高松市1、東かがわ市1、さぬき市1、人的被害無し、人家一部損壊3］

高松市：人家一部損壊１

東かがわ市：人家一部損壊１

さぬき市：人家一部損壊１

愛媛県　　　     6件［伊予市1、西予市2、大洲市1、松野町2、人的被害無し、人家半壊1、一部損壊2］

西予市：人家半壊1、一部損壊1

大洲市：人家一部損壊1

高知県　　     　3件［土佐市1、土佐清水市1、四万十市1、人的被害無し、一部損壊1］

土佐市：人家一部損壊1

大分県　 　    　12件［竹田市10、豊後大野市2、人的被害無し、人家半壊1、一部損壊2］

竹田市：人家半壊1、一部損壊1

豊後大野市：人家一部損壊１

計　　     　    107件［死者1名、負傷者4名、人家全壊4、半壊4、一部損壊42］

４．合計

計19県　　　155件［死者1名、負傷者4名、人家全壊4、半壊4、一部損壊53］

○道路（10月26日　13時00分現在）

１．道路被害等による人的被害状況

　被害情報なし

　孤立集落なし

３．高速道路、直轄国道の通行止め状況

通行止めなし

（２）直轄国道

通行止めなし

・県管理国道

　通行止めなし

・都道府県道

６区間で通行止め

（一）後山上石井
線

兵庫県佐用町上石井 崩土
8/10  18時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（主）一宮生野線
兵庫県宍粟市一宮町福地～神河町

川上
路肩崩壊、崩土

8/10  2時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：福知渓谷休養センター（宿泊
施設）に26名が取り残されている状況
→11日　12時現在　全員避難完了
→9月1日　16時00分　神河町域のみ規制
解除

２．孤立集落に係わる通行止め状況

（１）高速道路

４．その他の道路の通行止め状況

路線名 区間名 被災状況 備考
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○鉄道関係（10月26日13:00現在）

（一）草木高光線 広島県神石高原町 法面崩落
8/9  9時00分～　全面通行止め
→　10/14　17時00分　規制解除

（一）馬形美作線 岡山県美作市田殿 路肩崩落
8/13  16時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）市場佐用線 岡山県美作市鷺巣～同市五名 崩土
8/9  21時25分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）下庄佐用線 岡山県美作市宮本 法面崩落
8/10　5時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）大井南島線 徳島県阿南市加茂町 路肩崩壊

8/10　 9時30分～　全面通行止め
（14日10時00分～歩行者通行可）
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（運転再開済）

（運転再開済）

事業者名 線　　名 運転休止区間
運転休止

土砂流出
（運転再開済）

奥羽線

勝田駅～富岡駅 10 7:28

いわき駅～川前駅

ＪＲ東日本

10 7:31

五能線 岩館駅～深浦駅 10 5:40 （運転再開済）

常磐線

時刻

磐越東線

日

13:38 （運転再開済）

（運転再開済）

主な被害状況等

総武線 佐倉駅～成東駅 10 8:49

白沢駅～碇ヶ関駅 10

成田線 成田駅～安食駅 10 9:17

（運転再開済）

内房線 君津駅～館山駅 10 15:32 （運転再開済）

久留里線 木更津駅～上総亀山駅 10 8:04

東武鉄道 鬼怒川線 下今市駅～鬼怒川温泉駅 10 8:07
新高徳駅～小佐越駅間　道床
流出
（運転再開済）

わたらせ渓谷鉄道 わたらせ渓谷線
大間々駅～水沼駅 10 10:00 （運転再開済）

水沼駅～間藤駅 10 9:00 （運転再開済）

立山黒部貫光 鋼索線 立山駅～美女平駅 10 6:40 （運転再開済）

ＪＲ東海 紀勢線 高茶屋駅～徳和駅 11 4:24 （運転再開済）

ＪＲ西日本

山陰線 上川口駅～梁瀬駅 10 始発
下夜久野駅～上夜久野駅間
道床流出
（運転再開済）

播但線 寺前駅～和田山駅

姫新線 佐用駅～美作江見駅 9 19:16

10 始発

①新井駅～青倉駅間　新井庄
境踏切付近道床流出
②青倉駅～竹田駅間　岩倉川
橋りょう付近土砂流入
（運転再開済）

①上月駅～播磨徳久駅間　道
床流出・土砂流入
②美作土居駅～勝間田駅間
で６カ所土砂流出
（運転再開済）

因美線 鳥取駅～智頭駅 10 始発
因幡社駅～智頭駅間で線路
脇の河川護岸の一部流出
（運転再開済）
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○自動車交通関係（10月26日13:00現在）

バスの運行中止状況等

九州産交バス ・小倉～熊本（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）
長崎県交通局 ・長崎～北九州線（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）
祐徳バス（株） ・武内・若木線 赤穂山トンネル （通常運行再開済み）

ジェイアール九州 ・飯塚線 新飯塚～宮田 （通常運行再開済み）
西鉄グループ ・小倉～長崎線（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）

小松島市 全系統 全区間 （通常運行再開済み）

徳島市 全系統 全区間 （通常運行再開済み）

徳島バス阿南（株） 橘線（橘西～徳島駅） 全区間 （通常運行再開済み）
徳島バス南部（株） 丹生谷線（徳島駅～和無田） 小浜～和無田 （通常運行再開済み）

四国交通(株)
祖谷線（池田ＢＴ～かずら橋～久保） 出合～かずら橋～久保 （通常運行再開済み）
一宇線（貞光駅前～つづろお 木綿麻橋～つづろお堂 （通常運行再開済み）

大川自動車（株） 高松駅～徳島駅線 全区間 （通常運行再開済み）
鳴門市企業局 大麻線(鳴門駅～板野駅) 全区間 （通常運行再開済み）
徳島バス（株） 全系統 全区間 （通常運行再開済み）
竜串見残観光観 益野～清水線 全区間 （通常運行再開済み）

㈲嶺北観光自動
車

長沢～寺川線 越浦門バス停付近 （通常運行再開済み）
田井～大川・日の浦・黒丸線 田井～大川～高藪 （通常運行再開済み）

日本交通 鳥取・米子～京都 中国自動車道 （通常運行再開済み）
日本交通 鳥取・倉吉～大阪 中国自動車道 （通常運行再開済み）

ブルーライン交通 西市～美祢 楢原 （通常運行再開済み）
防長交通㈱ 旭ヶ丘団地線 久米～西光寺 （通常運行再開済み）

中国JRバス
山口大学～防府駅 下鯖山～防府駅 （通常運行再開済み）
秋吉～山口

大田中央～中尾口 R435通行止めにより迂回運行
山口～美祢

サンデン交通
下関駅～大泊 俵山温泉～大泊 （通常運行再開済み）
長門市内線 湯本温泉～俵山温泉 （通常運行再開済み）
下関～宇部空港 （通常運行再開済み）

中鉄北部バス 勝山～蒜山他２系統 湯原バス停迂回 （通常運行再開済み）
京阪バス㈱ 京都～高松 （通常運行再開済み）

西日本ＪＲバス
大阪～高松・丸亀・観音寺 高松自動車道 （通常運行再開済み）
神戸～高松・丸亀・観音寺 高松自動車道 （通常運行再開済み）
京都～高松 高松自動車道 （通常運行再開済み）

阪急観光バス㈱ 大阪～長崎 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）
阪急バス 大阪～高松 （通常運行再開済み）
阪神バス 大阪・神戸～今治 （通常運行再開済み）

神姫バス㈱ 京都～津山 （通常運行再開済み）
神戸フェリーバス 神戸～高松・国分寺 志度 （通常運行再開済み）
㈱神戸山陽バス 三宮～阿波池田 県道１２号迂回 （通常運行再開済み）
関西空港交通 関西空港～高松・丸亀 高松自動車道 （通常運行再開済み）

南海バス 難波～高松・国分寺 鳴門～志度 （通常運行再開済み）
全但バス 湯村温泉～大阪 豊岡～城崎 （通常運行再開済み）

日交シティバス 大阪・神戸～鳥取 佐用IC下り閉鎖 （通常運行再開済み）
日本交通㈱ 大阪・神戸～鳥取 佐用IC下り閉鎖 （通常運行再開済み）
事業者名 系　　統 運行中止区間 主な被害状況等

智頭急行 智頭線 平福駅～大原駅 9 19:38

①石井駅～平福駅間　擁壁に
損傷
②平福駅～宮本武蔵駅間で３
カ所土砂流入
③久崎駅　信号機器室浸水
（運転再開済）

北近畿タンゴ鉄道 宮津線 豊岡駅　～　野田川駅 10 始発
丹後大宮駅～野田川駅　道床
流出
（運転再開済）

ＪＲ四国

予土線 窪川駅～江川崎駅 10 始発 （運転再開済）

高徳線 徳島駅～志度駅 10 7:32 （運転再開済）

10 始発 （運転再開済）

（運転再開済）

徳島線 全線 10 始発 （運転再開済）

鳴門線 全線 10 7:32

（運転再開済）牟岐線 全線 10 8:23

土讃線 伊野駅～窪川駅
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○自動車整備工場の被災状況（9月15日15:30現在）

・関野自動車（有）が、床上浸水のため休止（8/11復旧）
・梅本自動車工業（株）加悦出張所が、床上浸水のため休止（8/11復旧）

・（有）森本モータースが、床上浸水のため休止(9/14整備事業の一部復旧)

・（株）横山自動車整備工場が、床上浸水のため休止(9/14復旧)

・（有）ホンダ販売清水が、床上浸水のため休止(9/14復旧)

・(株)小林モータースが、床上浸水のため休止(8/18復旧)

・双庸自動車整備共業組合が、床上浸水のため休止(9/14復旧)

・（有）丸林自動車が、床上浸水のため休止(9/14復旧)

・イエローハット山崎店が、床上浸水のため休止(9/14復旧)

・（有）トヨヒメ自動車工業が、床上浸水のため休止(8/17復旧)

・アップルオート（有）が、床上浸水のため休止(9/14復旧)
・（有）光陽サービスが、床上浸水のため休止(9/14復旧)

○緊急物資輸送関係（トラック）（10月26日13:00現在）

○航空関係（8月18日16:00現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

空港の施設等被害無し

２）航空機（定期便）の運休状況

○港湾関係（8月18日16:00現在）

港湾施設の被害状況

○海事関係（8月18日16:00現在）

１）施設等の被害状況

被害情報なし

２）海運事業者の運休状況

・兵庫県トラック協会は兵庫県災害対策本部との緊急物資輸送協定に基づき日用品・食料品等の輸送を継続実施した。

被害状況

東京～父島

東海汽船

東京～大島～神津島 大島～神津島

熱海～大島 熱海～大島

通常運航

伊豆諸島開発

八丈島～青ヶ島 八丈島～青ヶ島 通常運航

父島～母島 父島～母島 通常運航

小笠原海運 東京～父島

通常運航

神新汽船 神津島～下田 神津島～下田 通常運航

在来船
  通常運航
ジェットフォイル船
　通常運航

三宅島～八丈島 通常運航

事業者名 航　　　　路 航行中止区間 主な運休状況等

兵庫県 兵庫県 地方 家島港

高知県 高知県 重要 須崎港

撤去作業は完了家島地区 流木等による泊地埋そく

浜町地区
船溜まり付近に、河川流
出物（流木等）
A=10,000m2(250m3)

撤去作業は完了

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 備　考地区名

８月１２日から通常運行

16 / 18



○住宅関係（9月15日15:30時点）

被災者支援について

・これでまで把握してる公営住宅等の提供可能な空家は以下のとおり。

県営 市町村営 合計

岡山県

・被災者の入居決定状況は、美作市（市町村営住宅）で1戸

佐用町

○下水道施設の被害状況（10月26日13:00現在）

・兵庫県が佐用町の下水道管きょの詳細調査を実施（8月10日～14日）

・日本下水道事業団が佐用町久崎浄化センター、上月浄化センターの詳細調査を実施（8月10日～13日）

・神戸市が佐用町の下水道管きょの詳細調査を実施（8月12日～14日）

○公園施設の被害状況（10月26日13:00現在）

法面の崩壊
バリケードによる立
入禁止措置済み。

香川県 さぬき市 さぬき市
志度中央ス
ポーツ公園

グランド表土流出 本復旧中

兵庫県 赤穂市

香川県 高松市 香川県 香東川公園

赤穂市
千種川河川敷
緑地

運動場表土流出、流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

運動場表土流出、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
流出、土砂・流木堆積

バリケードによる立
入禁止措置済み。

兵庫県 たつの市 たつの市 せせらぎ公園

兵庫県 たつの市 たつの市 きらめき公園

流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

兵庫県 たつの市

兵庫県 たつの市 たつの市
新宮リバー
パーク

たつの市
揖保川水辺プ
ラザ

運動場表土流出、流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

運動場表土流出、土砂・流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

流木堆積
バリケードによる立
入禁止措置済み。

兵庫県 たつの市 たつの市 千鳥ヶ浜公園

・８月１４日から２７日まで佐用町が町役場内に住宅の建替えや修繕等に対する技術的相談等に応じるための住宅相談窓
口を設置。相談件数は、１１７件。

・８月２８日から９月１０日まで兵庫県が佐用町、朝来市、宍粟市に住宅の建替えや修繕等に対する技術的相談等に応じる
ための住宅相談窓口を設置。相談件数は、１５８件。

－

入居日 ９月６日 ９月１１日 ９月１５日 －

完成日 ９月５日 ９月１０日 ９月１４日

着工日 ８月１９日 ８月２２日 －

－

建設戸数 １３戸 １１戸 １８戸 ４２戸

地区名 上月地区 上月地区 久崎地区

第１期 第２期 計

要請日 ８月１３日 ８月１３日 －

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

埼玉県
芝中継ポンプ
場

0 6戸 6戸

・兵庫県から（社）プレハブ建築協会に対する応急仮設住宅の建設要請については、以下のとおり。

ポンプ場が浸水し、ポンプが一時停
止

応急復旧済み、汚水
の中継に支障なし

千葉県 千葉市 千葉市
下水道計画区
域

下水道マンホール周辺の舗装隆起
１箇所

本復旧済み

埼玉県 川口市

兵庫県 佐用町 佐用町
久崎浄化セン
ター

兵庫県 佐用町 佐用町
上月浄化セン
ター

佐用町
下水道計画区
域

浄化センターが浸水、汚泥の返送ポ
ンプが停止

水処理機能に支障な
し

浄化センターが浸水、電気系統が浸
水し処理機能が停止

応急復旧済み、水処
理機能に支障なし

マンホールポンプの停止５箇所
応急復旧済み、流下
機能に支障なし

岡山県 美作市 美作市
土居浄化セン
ター

浄化センターが浸水、脱臭設備･脱
臭送風機損傷

応急復旧済み、水処
理機能に支障なし

兵庫県 佐用町

被害状況等 対応状況等

兵庫県 たつの市 たつの市 祇園公園

都道府県 所在地名 管理者 施設名

17 / 18



○宅地の被害状況（9月3日10:00現在）

現在特段の被害情報なし。

○観光関係（8月10日11:30現在）

登録ホテル・旅館については特段の被害情報なし。

○物流関係（8月11日16:30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　伊藤

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１
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