
※　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８日 １６：３０ 注意体制

１７：３０ 警戒体制

　８：００ 注意体制 東北運輸局 １０月９日 １５：００ 注意体制

１８：００ 警戒体制 中部運輸局　 １０月９日 　８：３０ 注意体制

　９：１０ 注意体制 １０月１０日 １２：００ 体制解除

１７：４５ 近畿運輸局 １０月８日 ２１：５０ 注意体制

１６：３０ 注意体制 １０月１０日 体制解除

　５：００ 四国運輸局 １０月８日 １６：００ 注意体制

　４：００ １０月９日 １３：３０ 体制解除

１３：３０ 警戒体制

１０：００ 注意体制

１３：３０

１７：３０

１３：３０

　２：００

１７：００ 注意体制

１６：３０ 体制解除

１７：００

１１：００

１４：４５

１７：００

２３：４０

　８：１５

１０月　９日 体制解除

体制解除

中国地方整備局

警戒体制

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

国 土 交 通 本 省

１０月　９日

四国地方整備局 １０月　８日 注意体制

災　　害　　情　　報
平成１６年１０月１１日１８：００作成

 国   土   交   通   省

台風第２２号について（第４報：最終報）

東北地方整備局

１０月　９日

１０月　８日

１０月　８日

１０月　９日

近畿地方整備局

関東地方整備局

中部地方整備局 １０月　８日

１０月１０日 体制解除

警戒体制

１０月　９日

１０月１０日

１０月　９日北陸地方整備局

体制解除

１０月１０日

体制解除

１０月１０日 体制解除

１０月　９日 注意体制

警戒体制

注意体制

注意体制
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２．台風２２号の概要（１０月１０日　１４：００現在：気象庁抜粋）

３．国土交通省の対応

○排水ポンプ車、照明車、衛星通信車の派遣を実施。

○国土交通省として被害情報の収集・把握を行った。
○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１０日７：００～ ）

４．人的被害（１０月１１日１７：３０　消防庁調べ）

　１０月４日１２時にフィリピンの東で発生した台風２２号は、日本の南海上を北上しながら非常に強い勢力に発
達し、８日には速度を増しながら南大東島の東を北北東へ進み、９日１６時頃強い勢力を維持したまま静岡県伊
豆半島に上陸した。その後、関東地方を通過して９日夜には鹿島灘へ抜け、１０日０９時に三陸沖で温帯低気圧
に変わった。
　この台風と前線の影響により、東海地方から関東地方南部にかけて、各地で３００ミリを超える大雨となった。ま
た、台風の中心付近の比較的狭い範囲で猛烈な風が観測された。

半 一部
壊 壊 破損

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害
死 行　方 負 傷 者 床上 床下 公共 その
者 不明者 重傷 軽傷 浸水 浸水 建物 他

全

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

埼玉県
千葉県 1 1

115 1501

2福島県 1
茨城県 1 5 19 9 126 2
栃木県 1
群馬県 1 5

3 15 37 176 852
東京都 5 18 274 2

神奈川県 1 4 15

1

68 30 103

長野県
1

1
山梨県

31 10 17

11

静岡県 4 1 2 900 279 809
愛知県 59
三重県 1 9

76271,032

沖縄県 2
合計 6 2 11 67 12 18 2,391

新潟県 1
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５．所管施設等の状況

○河川の状況（１０月１１日　１８：００現在）

・河川の出水状況

水系 河川

水系 河川

水系 河川

水系 河川

○洪水予警報の発令状況

荒川
利根川

６）警戒水位を超えたが現在下回った河川 18 37

関　東 利根川 中　川

河　　　　　　　　　　　川整備局 水　系

河　　　　　　　　　　　川

３）現在、警戒水位を超えている河川 1 2

４）計画高水位を超えたが現在下回った河川

2 情　報 2004/10/9 4:57中　部 庄内川 庄内川 土　岐
1 注意報 2004/10/9 3:45中　部 庄内川 庄内川 土　岐

号数 警報種別 発表日時 備　　考整備局 水　系 河　川 基準観測所

東　北 最上川 最上川
東　北 阿武隈川 阿武隈川
北　陸 信濃川 千曲川 犀　川
関　東 那珂川 那珂川
関　東 相模川 相模川
関　東 多摩川 多摩川
関　東 鶴見川 早淵川 矢上川 谷本川 鶴見川

高麗川 入間川

関　東 富士川 富士川 笛吹川

関　東 荒　川 小畔川 都幾川

中　部 矢作川 矢作川
中　部 大井川 大井川
中　部 安倍川 安倍川
中　部 天竜川 天竜川
中　部 庄内川 庄内川

来光川中　部 狩野川 黄瀬川 大場川

櫛田川 佐奈川
中　部 菊　川 菊　川 牛淵川

河　　　　　　　　　　　川整備局 水　系
中　部

中　部 狩野川 狩野川
整備局 水　系

５）危険水位を超えたが現在下回った河川 2

関　東 利根川

2

な　し

なし

２）現在、危険水位を超えている河川

１）現在、計画高水位を超えている河川

なし

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川
関東 利根川 霞ヶ浦 （横ばい） 北浦 （上昇中）

綾瀬川 新方川 思川 巴波川 小貝川 渡良瀬川 中川
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2 情　報 2004/10/9 5:55北　陸 信濃川 千曲川 杭瀬下
1 注意報 2004/10/9 3:55北　陸 信濃川 千曲川 生　田
2 解　除 2004/10/10 19:50関　東 利根川 小貝川 水海道
1 注意報 2004/10/10 9:50関　東 利根川 小貝川 水海道
1 注意報 2004/10/10 14:55関　東 利根川 利根川 権利根
3 解　除 2004/10/10 15:40関　東 利根川 利根川 栗　橋
2 情　報 2004/10/10 7:50関　東 利根川 利根川 栗　橋
1 注意報 2004/10/10 0:05関　東 利根川 利根川 栗　橋
2 解　除 2004/10/10 11:30関　東 那珂川 那珂川 水府橋
1 注意報 2004/10/9 18:00関　東 那珂川 那珂川 水府橋
4 解　除 2004/10/10 0:45関　東 多摩川 多摩川 田園調布
3 注意報 2004/10/9 21:50関　東 多摩川 多摩川 田園調布
2 警　報 2004/10/9 20:00関　東 多摩川 多摩川 田園調布
1 注意報 2004/10/9 17:50関　東 多摩川 多摩川 田園調布
4 解　除 2004/10/10 0:20関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
3 注意報 2004/10/9 23:15関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
2 警　報 2004/10/9 18:25関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
1 注意報 2004/10/9 16:44関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
3 解　除 2004/10/10 13:40関　東 荒　川 荒　川 治水橋
2 情　報 2004/10/10 5:45関　東 荒　川 荒　川 治水橋
1 注意報 2004/10/9 15:50関　東 荒　川 荒　川 治水橋
3 解　除 2004/10/9 23:15関　東 富士川 富士川 清水端
2 情　報 2004/10/9 15:15関　東 富士川 富士川 清水端
1 注意報 2004/10/9 4:10関　東 富士川 富士川 清水端
3 解　除 2004/10/9 20:05関　東 富士川 笛吹川 石　和
2 情　報 2004/10/9 15:15関　東 富士川 笛吹川 石　和
1 注意報 2004/10/9 2:20関　東 富士川 笛吹川 石　和
2 解　除 2004/10/9 21:40中　部 豊　川 豊川及び豊川放水路 放水路第１
1 注意報 2004/10/9 16:40中　部 豊　川 豊川及び豊川放水路 放水路第１
4 解　除 2004/10/10 0:30中　部 矢作川 矢作川 米　津
3 情　報 2004/10/9 19:40中　部 矢作川 矢作川 米　津
2 情　報 2004/10/9 16:10中　部 矢作川 矢作川 米　津
1 注意報 2004/10/9 14:50中　部 矢作川 矢作川 岩　津
4 解　除 2004/10/10 2:25中　部 大井川 大井川 細　島
3 情　報 2004/10/9 15:50中　部 大井川 大井川 細　島
2 情　報 2004/10/9 12:10中　部 大井川 大井川 細　島
1 注意報 2004/10/9 8:20中　部 大井川 大井川 細　島
6 解　除 2004/10/10 0:30中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
5 注意報 2004/10/9 22:40中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
4 情　報 2004/10/9 20:30中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
3 情　報 2004/10/9 16:45中　部 狩野川 狩野川 大　仁
2 警　報 2004/10/9 11:40中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
1 注意報 2004/10/9 8:00中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
5 解　除 2004/10/9 18:05中　部 菊　川 菊　川 加　茂
4 情　報 2004/10/9 15:15中　部 菊　川 菊　川 加　茂
3 情　報 2004/10/9 12:10中　部 菊　川 菊　川 加　茂
2 情　報 2004/10/9 8:40中　部 菊　川 菊　川 加　茂
1 警　報 2004/10/9 5:45中　部 菊　川 菊　川 加　茂
5 解　除 2004/10/9 21:15中　部 安倍川 安倍川 手　越
4 情　報 2004/10/9 15:40中　部 安倍川 安倍川 手　越
3 情　報 2004/10/9 11:50中　部 安倍川 安倍川 手　越
2 情　報 2004/10/9 6:30中　部 安倍川 安倍川 手　越
1 注意報 2004/10/9 2:30中　部 安倍川 安倍川 手　越
3 解　除 2004/10/9 19:42中　部 庄内川 庄内川 土　岐
2 情　報 2004/10/9 17:58中　部 庄内川 庄内川 土　岐
1 注意報 2004/10/9 13:58中　部 庄内川 庄内川 土　岐
3 解　除 2004/10/9 10:55中　部 庄内川 庄内川 土　岐
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○水防警報の発令状況

東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川 1 注意報 2004/10/9 7:40
北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 10 解　除 2004/10/10 8:55

4 解除 2004/10/10 0:30中　部 狩野川 狩野川 黒　瀬
3 出動 2004/10/9 19:00中　部 狩野川 狩野川 黒　瀬
2 情報 2004/10/9 10:00中　部 狩野川 狩野川 黒　瀬
1 準備 2004/10/9 7:00中　部 狩野川 狩野川 黒　瀬
7 解除 2004/10/9 19:30中　部 菊　川 菊　川 堂　山
6 情報 2004/10/9 15:50中　部 菊　川 菊　川 堂　山
5 情報 2004/10/9 14:20中　部 菊　川 菊　川 堂　山
4 情報 2004/10/9 11:20中　部 菊　川 菊　川 堂　山
3 情報 2004/10/9 9:25中　部 菊　川 菊　川 堂　山
2 出動 2004/10/9 5:20中　部 菊　川 菊　川 堂　山
1 準備 2004/10/9 5:00中　部 菊　川 菊　川 堂　山
5 情報 2004/10/9 17:40中　部 菊　川 菊　川 加　茂
4 情報 2004/10/9 15:20中　部 菊　川 菊　川 加　茂
3 情報 2004/10/9 11:00中　部 菊　川 菊　川 加　茂
2 情報 2004/10/9 8:00中　部 菊　川 菊　川 加　茂
1 準備 2004/10/9 4:50中　部 菊　川 菊　川 加　茂
6 情報 2004/10/9 18:00中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
5 情報 2004/10/9 14:20中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
4 情報 2004/10/9 11:10中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
3 情報 2004/10/9 7:30中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
2 出動 2004/10/9 6:20中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
1 準備 2004/10/9 5:24中　部 菊　川 菊　川 嶺　田
6 解除 2004/10/9 22:50中　部 天竜川 天竜川 北　殿
5 情報 2004/10/9 19:00中　部 天竜川 天竜川 北　殿
4 情報 2004/10/9 16:00中　部 天竜川 天竜川 北　殿
3 情報 2004/10/9 12:00中　部 天竜川 天竜川 北　殿
2 情報 2004/10/9 8:00中　部 天竜川 天竜川 北　殿
1 準備 2004/10/9 4:20中　部 天竜川 天竜川 北　殿
6 解除 2004/10/9 22:40中　部 天竜川 天竜川 伊那冨
5 情報 2004/10/9 19:00中　部 天竜川 天竜川 伊那冨
4 情報 2004/10/9 16:00中　部 天竜川 天竜川 伊那冨
3 情報 2004/10/9 13:00中　部 天竜川 天竜川 伊那冨
2 情報 2004/10/9 9:00中　部 天竜川 天竜川 伊那冨
1 準備 2004/10/9 6:00中　部 天竜川 天竜川 伊那冨

号数 警報種別 発表日時 備　　考整備局 水　系 河　川 基準観測所

3 解　除 2004/10/10 7:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸　森
2 情　報 2004/10/10 0:50東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸　森
1 注意報 2004/10/9 20:50東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸　森
6 解　除 2004/10/10 9:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
5 情　報 2004/10/10 1:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
4 情　報 2004/10/9 21:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
3 情　報 2004/10/9 17:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
2 情　報 2004/10/9 12:45東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川

9 情　報 2004/10/10 6:55北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花
8 情　報 2004/10/9 23:55北　陸 信濃川 千曲川 生　田
7 情　報 2004/10/9 20:55北　陸 信濃川 千曲川 生　田
6 情　報 2004/10/9 17:59北　陸 信濃川 千曲川 生　田
5 情　報 2004/10/9 14:59北　陸 信濃川 千曲川 生　田
4 注意報 2004/10/9 11:55北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花
3 情　報 2004/10/9 8:55北　陸 信濃川 千曲川 生　田
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6 解除 2004/10/10 7:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 阿久津・本宮

5 出動 2004/10/9 9:40東　北 阿武隈川 阿武隈川 二本松
4 準備 2004/10/9 9:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 本　宮
3 出動 2004/10/9 7:40東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
2 準備 2004/10/9 7:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 阿久津・二本松

1 準備 2004/10/9 5:40東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
2 解除 2004/10/10 0:30中　部 矢作川 矢作川 米　津
1 準備 2004/10/9 15:10中　部 矢作川 矢作川 米　津
2 解除 2004/10/9 20:10中　部 矢作川 矢作川 岩　津
1 準備 2004/10/9 14:50中　部 矢作川 矢作川 岩　津
2 解除 2004/10/9 22:00中　部 矢作川 矢作川 岡　崎
1 準備 2004/10/9 14:20中　部 矢作川 矢作川 岡　崎
5 解除 2004/10/9 21:10中　部 安倍川 安倍川 手　越
4 情報 2004/10/9 19:40中　部 安倍川 安倍川 手　越
3 情報 2004/10/9 12:00中　部 安倍川 安倍川 手　越
2 情報 2004/10/9 8:50中　部 安倍川 安倍川 手　越
1 準備 2004/10/9 4:40中　部 安倍川 安倍川 手　越
2 解除 2004/10/9 8:45中　部 庄内川 庄内川 枇杷島
1 準備 2004/10/9 3:40中　部 庄内川 庄内川 枇杷島
2 情報 2004/10/9 16:40中　部 庄内川 庄内川 土　岐
1 準備 2004/10/9 14:30中　部 庄内川 庄内川 土　岐
3 解除 2004/10/9 5:34中　部 庄内川 庄内川 土　岐
2 情報 2004/10/9 4:28中　部 庄内川 庄内川 土　岐
1 準備 2004/10/9 2:40中　部 庄内川 庄内川 土　岐
1 準備 2004/10/9 1:50中　部 庄内川 矢田川 瀬　古
3 解除 2004/10/9 4:42中　部 庄内川 八田川 春日井
2 情報 2004/10/9 3:10中　部 庄内川 八田川 春日井
1 準備 2004/10/9 1:50中　部 庄内川 八田川 春日井
3 解除 2004/10/9 3:05中　部 櫛田川 佐奈川 西山橋
2 情報 2004/10/9 1:35中　部 櫛田川 佐奈川 西山橋
1 準備 2004/10/8 22:05中　部 櫛田川 佐奈川 西山橋
4 解除 2004/10/10 1:55中　部 大井川 大井川 細　島
3 情報 2004/10/9 19:40中　部 大井川 大井川 細　島
2 情報 2004/10/9 12:00中　部 大井川 大井川 細　島
1 準備 2004/10/9 8:10中　部 大井川 大井川 細　島
4 解除 2004/10/10 0:30中　部 狩野川 来光川 蛇ヶ橋
3 出動 2004/10/9 17:30中　部 狩野川 来光川 蛇ヶ橋
2 情報 2004/10/9 15:10中　部 狩野川 来光川 蛇ヶ橋
1 準備 2004/10/9 9:40中　部 狩野川 来光川 蛇ヶ橋
3 解除 2004/10/9 22:50中　部 狩野川 大場川 大　場
2 情報 2004/10/9 10:00中　部 狩野川 大場川 大　場
1 準備 2004/10/9 7:30中　部 狩野川 大場川 大　場
3 解除 2004/10/9 22:50中　部 狩野川 黄瀬川 本　宿
2 情報 2004/10/9 10:00中　部 狩野川 黄瀬川 本　宿
1 準備 2004/10/9 7:00中　部 狩野川 黄瀬川 本　宿
3 解除 2004/10/9 22:50中　部 狩野川 狩野川 千歳橋
2 出動 2004/10/9 17:00中　部 狩野川 狩野川 千歳橋
1 準備 2004/10/9 16:50中　部 狩野川 狩野川 千歳橋
3 解除 2004/10/9 22:50中　部 狩野川 狩野川 大　仁
2 出動 2004/10/9 16:50中　部 狩野川 狩野川 大　仁
1 準備 2004/10/9 16:30中　部 狩野川 狩野川 大　仁
3 解除 2004/10/10 0:30中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
2 情報 2004/10/9 15:10中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
1 準備 2004/10/9 8:20中　部 狩野川 狩野川 徳　倉
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2 出動 2004/10/10 5:00関　東 利根川 小貝川 上　郷
1 準備 2004/10/9 18:00関　東 利根川 小貝川 上　郷
3 解除 2004/10/10 9:00関　東 利根川 小貝川 黒　子
2 出動 2004/10/9 20:00関　東 利根川 小貝川 黒　子
1 準備 2004/10/9 6:30関　東 利根川 小貝川 黒　子
3 解除 2004/10/10 1:00関　東 利根川 小貝川 三　谷
2 出動 2004/10/9 6:00関　東 利根川 小貝川 三　谷
1 準備 2004/10/9 4:30関　東 利根川 小貝川 三　谷
2 準備 2004/10/10 4:30関　東 利根川 鬼怒川 鬼怒水海道
1 準備 2004/10/10 4:30関　東 利根川 鬼怒川 鬼怒水海道
1 準備 2004/10/10 0:30関　東 利根川 鬼怒川 川島
2 解除 2004/10/10 7:00関　東 利根川 綾瀬川 谷古宇
1 待機 2004/10/10 0:00関　東 利根川 綾瀬川 谷古宇
1 準備 2004/10/9 19:00関　東 利根川 中　川 高　砂
1 準備 2004/10/9 14:00関　東 利根川 中　川 吉　川
1 準備 2004/10/9 19:00関　東 利根川 江戸川 松　戸
1 待機 2004/10/9 15:00関　東 利根川 横利根川 新横利根
4 情報 2004/10/10 13:00関　東 利根川 北　浦 白　浜
3 指示 2004/10/10 12:00関　東 利根川 北　浦 白　浜
2 出動 2004/10/9 22:10関　東 利根川 北　浦 白　浜
1 準備 2004/10/9 15:00関　東 利根川 北　浦 白　浜
3 情報 2004/10/10 8:30関　東 利根川 霞ヶ浦 出　島
2 出動 2004/10/9 22:10関　東 利根川 霞ヶ浦 出　島
1 準備 2004/10/9 15:00関　東 利根川 霞ヶ浦 出　島
3 解除 2004/10/10 9:30関　東 利根川 巴波川 中　里
2 出動 2004/10/9 18:40関　東 利根川 巴波川 中　里
1 準備 2004/10/9 3:30関　東 利根川 巴波川 中　里
3 解除 2004/10/10 13:20関　東 利根川 思　川 乙　女
2 出動 2004/10/9 21:20関　東 利根川 思　川 乙　女
1 準備 2004/10/9 6:00関　東 利根川 思　川 乙　女
4 解除 2004/10/10 19:00関　東 利根川 渡良瀬川 古　河
3 情報 2004/10/9 21:15関　東 利根川 渡良瀬川 古　河
2 出動 2004/10/9 15:45関　東 利根川 渡良瀬川 古　河
1 準備 2004/10/9 10:00関　東 利根川 渡良瀬川 古　河
1 待機 2004/10/9 15:30関　東 利根川 利根川 横利根
1 待機 2004/10/9 18:00関　東 利根川 利根川 須　賀
1 待機 2004/10/9 21:00関　東 利根川 利根川 押　付
1 待機 2004/10/9 18:30関　東 利根川 利根川 取　手
2 解除 2004/10/10 15:40関　東 利根川 利根川 芽吹橋
1 準備 2004/10/9 15:00関　東 利根川 利根川 芽吹橋
3 解除 2004/10/10 15:20関　東 利根川 利根川 栗　橋
2 解除 2004/10/9 23:20関　東 利根川 利根川 栗　橋
1 準備 2004/10/9 9:00関　東 利根川 利根川 栗　橋
2 解除 2004/10/10 3:10関　東 利根川 利根川 川　俣
1 準備 2004/10/9 23:00関　東 利根川 利根川 川　俣
7 江尻・岩沼・荒浜 2004/10/10 7:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸森・笠松
6 解除 2004/10/10 7:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸森・笠松
5 出動 2004/10/9 23:00東　北 阿武隈川 阿武隈川 江　尻
4 準備 2004/10/9 20:30東　北 阿武隈川 阿武隈川 岩沼・荒浜
3 出動 2004/10/9 20:30東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸　森
2 準備 2004/10/9 15:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 笠松・江尻
1 準備 2004/10/9 13:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 丸　森
8 解除 2004/10/10 10:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 二本松
7 解除 2004/10/10 8:10東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川
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1 準備 2004/10/9 3:20関　東 富士川 富士川 清水端
2 準備 2004/10/9 17:30関　東 那珂川 那珂川 水府橋
1 待機 2004/10/9 15:30関　東 那珂川 那珂川 水府橋
4 解除 2004/10/10 3:40関　東 相模川 相模川 神川橋
3 待機 2004/10/10 0:10関　東 相模川 相模川 神川橋
2 出動 2004/10/9 17:50関　東 相模川 相模川 神川橋
1 待機 2004/10/9 3:45関　東 相模川 相模川 神川橋
2 解除 2004/10/9 22:10関　東 鶴見川 鶴見川 末吉橋
1 待機 2004/10/9 18:00関　東 鶴見川 鶴見川 末吉橋
3 解除 2004/10/9 22:10関　東 鶴見川 鶴見川 網島
2 出動 2004/10/9 18:00関　東 鶴見川 鶴見川 網島
1 待機 2004/10/9 17:25関　東 鶴見川 鶴見川 網島
6 解除 2004/10/9 22:10関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
5 情報 2004/10/9 19:35関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
4 指示 2004/10/9 17:50関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
3 出動 2004/10/9 16:40関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
2 準備 2004/10/9 1:50関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
1 待機 2004/10/9 1:10関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋
2 解除 2004/10/9 19:45関　東 多摩川 浅川 浅川橋
1 準備 2004/10/9 16:30関　東 多摩川 浅川 浅川橋
5 待機 2004/10/10 11:30関　東 多摩川 多摩川 田園調布
4 待機 2004/10/10 1:10関　東 多摩川 多摩川 田園調布
3 情報 2004/10/9 19:00関　東 多摩川 多摩川 田園調布
2 準備 2004/10/9 2:10関　東 多摩川 多摩川 田園調布
1 待機 2004/10/9 1:20関　東 多摩川 多摩川 田園調布
3 解除 2004/10/9 22:10関　東 多摩川 多摩川 石原
2 準備 2004/10/9 18:00関　東 多摩川 多摩川 石原
1 待機 2004/10/9 17:30関　東 多摩川 多摩川 石原
3 解除 2004/10/10 2:00関　東 荒　川 高麗川 坂　戸
2 出動 2004/10/9 6:00関　東 荒　川 高麗川 坂　戸
1 待機 2004/10/9 5:30関　東 荒　川 高麗川 坂　戸
3 解除 2004/10/10 0:00関　東 荒　川 都幾川 野　本
2 出動 2004/10/9 20:00関　東 荒　川 都幾川 野　本
1 待機 2004/10/9 5:30関　東 荒　川 都幾川 野　本
2 解除 2004/10/9 20:00関　東 荒　川 小畔川 八幡橋
1 待機 2004/10/9 2:30関　東 荒　川 小畔川 八幡橋
2 解除 2004/10/10 6:00関　東 荒　川 入間川 菅間
1 出動 2004/10/9 20:00関　東 荒　川 入間川 菅間
3 解除 2004/10/9 21:10関　東 荒　川 入間川 小ヶ谷
2 出動 2004/10/9 20:00関　東 荒　川 入間川 小ヶ谷
1 待機 2004/10/9 5:05関　東 荒　川 入間川 小ヶ谷
2 解除 2004/10/9 23:30関　東 荒　川 荒　川 岩淵水門上
1 準備 2004/10/9 16:10関　東 荒　川 荒　川 岩淵水門上
2 解除 2004/10/10 10:00関　東 荒　川 荒　川 熊谷
1 待機 2004/10/9 19:00関　東 荒　川 荒　川 熊谷
3 解除 2004/10/10 13:00関　東 荒　川 荒　川 治水橋
2 出動 2004/10/9 15:00関　東 荒　川 荒　川 治水橋
1 待機 2004/10/9 10:30関　東 荒　川 荒　川 治水橋
2 解除 2004/10/9 22:00関　東 利根川 坂　川 大谷口新田
1 出動 2004/10/9 19:00関　東 利根川 坂　川 大谷口新田
3 解除 2004/10/10 19:00関　東 利根川 坂　川 大谷口新田
2 出動 2004/10/10 9:00関　東 利根川 小貝川 小貝川水海道

1 準備 2004/10/9 21:00関　東 利根川 小貝川 小貝川水海道

3 出動 2004/10/10 13:00関　東 利根川 小貝川 上　郷
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＜直轄河川＞
○被害状況

１）一般被害

右岸１０５．８ｋ、無堤部2.0

内水 0.1 左岸６０．８ｋ

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市 － － －

－ － － －東　北 阿武隈川 阿武隈
川

二本松
市

－ 内水 0.5 左岸８１．７ｋ、排水ポンプ車稼働あり

外水 0.25 右岸６４．６ｋ、道路冠水

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 郡山市 － － －

田畑等浸水
被　　害　　状　　況

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 白沢村 － － － －

熊倉 3 解除 2004/10/9 22:25

準備 2004/10/9 14:10
出動 2004/10/9 15:25

信濃川 犀川 熊倉 1

2004/10/9 16:25
北　陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下 9 解除 2004/10/10 5:25

7 出動 2004/10/9 12:40北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花
6 準備 2004/10/9 11:15北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花
5 状況 2004/10/9 7:40北　陸 信濃川 千曲川 生田・杭瀬下

4 出動 2004/10/9 5:40北　陸 信濃川 千曲川 杭瀬下

－ 外水

内水 0.01 右岸１．２ｋ、排水ポンプ車稼動あり－ 1 － －東　北 阿武隈川 釈迦堂
川

須賀川
市

原因 面積
(約ha)

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

浸水家屋数 家屋損壊数
整備局 水　系 河　川 市町村 半壊

(戸)

熊倉 2北　陸 信濃川 犀川
北　陸 信濃川 犀川

立ヶ花 10北　陸 信濃川 千曲川 解除 2004/10/10 8:05
北　陸

生田・杭瀬下・立ヶ花 8 状況北　陸 信濃川 千曲川

3 準備 2004/10/9 4:30北　陸 信濃川 千曲川 杭瀬下
2 出動 2004/10/9 4:10北　陸 信濃川 千曲川 生　田
1 準備 2004/10/9 3:30北　陸 信濃川 千曲川 生　田
4 準備 2004/10/10 7:30北　陸 信濃川 信濃川 十日町
3 出動 2004/10/9 21:30北　陸 信濃川 信濃川 十日町
2 状況 2004/10/9 20:30北　陸 信濃川 信濃川 十日町
1 準備 2004/10/9 17:30北　陸 信濃川 信濃川 十日町
5 解除 2004/10/9 22:10関　東 富士川 笛吹川 桃林橋
4 情報 2004/10/9 16:40関　東 富士川 笛吹川 桃林橋
3 情報 2004/10/9 11:00関　東 富士川 笛吹川 桃林橋
2 出動 2004/10/9 4:50関　東 富士川 笛吹川 桃林橋
1 準備 2004/10/9 3:20関　東 富士川 笛吹川 桃林橋
6 解除 2004/10/9 20:40関　東 富士川 笛吹川 石　和
5 情報 2004/10/9 16:40関　東 富士川 笛吹川 石　和
4 情報 2004/10/9 11:00関　東 富士川 笛吹川 石　和
3 出動 2004/10/9 4:30関　東 富士川 笛吹川 石　和
2 準備 2004/10/9 0:30関　東 富士川 笛吹川 石　和
1 待機 2004/10/9 0:10関　東 富士川 笛吹川 石　和
5 解除 2004/10/9 20:15関　東 富士川 富士川 松　岡
4 情報 2004/10/9 16:25関　東 富士川 富士川 松　岡
3 情報 2004/10/9 11:00関　東 富士川 富士川 松　岡
2 出動 2004/10/9 6:10関　東 富士川 富士川 松　岡
1 準備 2004/10/9 5:40関　東 富士川 富士川 松　岡
5 解除 2004/10/10 4:40関　東 富士川 富士川 清水端
4 情報 2004/10/9 16:25関　東 富士川 富士川 清水端
3 情報 2004/10/9 11:00関　東 富士川 富士川 清水端
2 出動 2004/10/9 4:30関　東 富士川 富士川 清水端
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２）河川管理施設等被害：今のところ情報なし

○水防活動状況

水防団等活動状況

越辺川・高麗川合流部が無堤のため、葛
川周辺浸水

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況

－ － 外水 10.3
越辺川・
高麗川
（葛川）

坂戸市 ー ー

－ 内水 調査中
７：５１　２７名勧告により避難済み
１４：１２～排水ポンプ車稼動あり

－ 内水 調査中
６：４５　１５名勧告により避難済み、排水機
場４／６台不調
１０：４０～排水ポンプ車稼働あり

外水 0.8 右岸４．６ｋ、無堤部
避難勧告により避難済み

中　部 菊　川 黒沢川 小笠町
岳洋 1 13 －

内水 0.6

中　部 狩野川 白滝川 沼津市
大岡 － 7 － －

－ － － －

－ － － － 内水 0.1

川崎市１６：４０～川崎市
幸区 ー 4 待機関　東 多摩川 多摩川 田園調布

２２：００開始、約３０ｍ

関　東 多摩川 多摩川 石原 狛江市
元和泉 ー 3 巡視 狛江市１８：００～２２：１０

右岸 ３１ｋ 20 土のう
積み関　東 利根川 中　川 越谷市

中島

排水ポンプ車稼動中１８：５０～２２：４０

東　北 阿武隈川 阿武隈川 本宮町
仁井田

左岸 ７１．４ｋ ー 排水 排水ポンプ車稼動中１８：５０～２２：００

左岸 ８８．４ｋ ー 排水東　北 阿武隈川 阿武隈川 郡山市

排水ポンプ車稼動中１０：４０～（１０日）２：
００

東　北 阿武隈川 釈迦堂川 須賀川市 右岸 １．２ｋ 10 排水 水防団の水中ポンプ稼働中１０：４０～

右岸 １．２ｋ ー 排水東　北 阿武隈川 釈迦堂川 須賀川市

水防団の水中ポンプ稼働中１６：４０～

東　北 阿武隈川 阿武隈川 郡山市 左岸 ８１．７ｋ ー 排水 排水ポンプ車稼働中７：４０～（１０日）４：２
０

右岸 ９５．８ｋ 2 排水東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市

水防団の水中ポンプ稼働中１６：０５～

東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市 右岸 ９７．０ｋ 5 排水 水防団の水中ポンプ稼働中１６：４２～

右岸 ９７．７ｋ 4 排水東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市

排水ポンプ車準備中

東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市 右岸 ９７．４ｋ 10 排水 水防団の水中ポンプ稼働中１６：２０～

左岸 ー ー 排水中　部 菊　川 江　川 静岡県
小笠町

中　部 菊　川 黒沢川 静岡県
小笠町

左岸 ー ー 排水 排水ポンプ車稼働中１０：４０～

大東町 ー ー 待機中　部 菊　川 菊　川 嶺　田

１１分団

中　部 菊　川 菊　川 嶺　田 小笠町 ー 60 巡視 ２分団

菊川町 － 240 巡視中　部 菊　川 菊　川 嶺　田

地　　　点 水防団等出動状況
整備局 水　系 河　川 基準

観測所 左右岸 KP 出動数
（人）

稼働
状況

左右岸 距離 状　態 数　量

ー ー －中　部 菊　川 江　川 小笠町
南ﾆｭｰﾀｳﾝ

関　東 荒　川

右岸９７．４ｋ、水中ポンプ稼働あり

東　北 阿武隈川 阿武隈
川 本宮町 左岸７１．４ｋ、水中ポンプ稼働あり

東　北 阿武隈川 阿武隈
川

須賀川
市

10



○その他、報告事項
１）避難等の状況

２）その他

＜補助河川＞
○被害状況

１）一般被害
浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
原因 面積

(約ha)
半壊
(戸)

河川氾濫を警戒し、自主避難

整備局 水　系 河　川 市町村
名 状　　　　　況　　　　　等

東　北 阿武隈川 阿武隈川 玉川村
蒜生

河川氾濫を警戒し、自主避難

東　北 阿武隈川 阿武隈川 二本松市
高田 ー ー 7 2 河川氾濫を警戒し、自主避難

ー － 3 1東　北 阿武隈川 阿武隈川 須賀川市
古屋敷

地　　　点 避難状況
備　　　　　　　　　考

左右岸 KP 避難数
（人） 世帯数

整備局 水　系 河　川 市町村
名

北　陸 信濃川 信濃川 十日町 中里村
宮中 ー 3 巡視

十日町市 ー 5 巡視

排水ポンプ準備

北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 排水ポンプ準備、清水川樋門中野市 ー 8

北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 中野市
田土 ー 3 巡視

中野市
新野 ー 7 巡視北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花

北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花 中野市
牛出 ー 5 巡視

内水 調査中10 19 ー ー静岡県 二級河川
坂口谷川 坂口谷川

棒原町
細江

ー 内水 調査中静岡県 二級河川
湯日川 湯日川

吉田町
住吉 ー 53 ー

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

都道府県 水　系 河　川 市町村

放水路への転落により１人行方不明関　東 利根川 江戸川
放水路

市川市
行徳

ー ー 4 1

ポンプ運転、広井川樋門

北　陸 信濃川 信濃川 十日町

中野市 ー 8 排水北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花

排水ポンプ準備、大俣樋管

中野市 ー 不明 排水 ポンプ車待機、宮沢川樋門

中野市

北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花

ー 5 排水北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花

排水

中野市
立ヶ花 ー 5 排水北　陸 信濃川 千曲川 立ヶ花

２０：００～ポンプ排水による内水排除

関　東 荒　川 荒　川 治水橋 さいたま市 ー 15 巡視 巡視中

川崎市
鹿飼 ー 10 排水関　東 荒　川 入間川 菅間

川崎市１８：００～２２：１０

関　東 相模川 相模川 神川橋 相模管内 ー 13 巡視 平塚市、茅ヶ崎市、寒川町
１７：５０～３：４０（１０日）

川崎市
幸区 ー 24 巡視関　東 鶴見川 鶴見川 綱島

関　東 鶴見川 鶴見川 亀の子橋 横浜市
川向 ー 2 巡視 都筑区１６：１０～２２：１０
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ー 2 調査中

調査中

愛知県 二級河川
今堀川 今堀川

渥美町
八王子 ー ー 内水

ー 内水ー 17愛知県 二級河川
佐奈川 寒川

小坂井町
宿　他

ー 内水 調査中

内水 調査中

愛知県 二級河川
豊川

豊川放水
路

小坂井町
平井　他 ー 2 ー

ー 5 ー ー愛知県 二級河川
天白川 天白川

渥美町
中山

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 二級河川
巴川

巴川・
丸子川他 静岡市 ー 15 ー

ー 10 ー ー静岡県 二級河川
太田川 ? 僧川

福田町
福田

－ 内水 調査中

内水 調査中

静岡県
二級河川
西浦河内

川

西浦
河内川 沼津市 19 21 －

1 13 ー ー静岡県 菊川 牛渕川 小笠町

－ 内水 調査中

不明 調査中

静岡県 伊豆市 ー ー －

2 ー － －静岡県 狩野川 山田川 大仁町
小室

－ 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 谷戸川 大仁町
神島 20 ー －

10 2 － －静岡県 狩野川 深沢川 大仁町
中島

－ 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 谷戸川 大仁町
守木 ー 18 －

33 60 － －静岡県 狩野川 宗光時
川

大仁町
宗光時

－ 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 普通河
川

伊豆長岡
町

大野
7 29 －

50 71 － －静岡県 狩野川 戸沢川
伊豆長岡

町
長岡

－ 内水 調査中

溢水 調査中

静岡県 狩野川 戸沢川
伊豆長岡

町
小坂

56 25 －

15 17 － －静岡県 狩野川 韮山古
川

菲山町
中条

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 洞川
菲山町
四日町 2 8 ー

ー 21 ー ー静岡県 狩野川 柿沢川 函南町
畑毛

－ 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 柿沢川 函南町
原木

ー 1 －

2 1 － －静岡県 狩野川 用水路 函南町
日守

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 大場川
三島市
御園 ー 1 ー

ー 18 ー ー静岡県 狩野川 大平江川
沼津市
大平

ー 溢水 調査中

内水 調査中

静岡県 狩野川 白滝川
沼津市
大岡 ー 7 ー

2 1 ー ー静岡県 富士川 高橋川
沼津市
東原

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 富士川 高橋川
沼津市
青野 20 10 ー

ー 1 ー ー静岡県 富士川 沼川
沼津市
西添町

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 富士川 沼川
沼津市
大諏訪 ー 1 ー

ー 9 ー ー静岡県 富士川 沼川
沼津市

原

ー 内水 調査中

内水 調査中

静岡県 二級河川
志太田中川

泉川
大井川町

飯淵 ー 4 ー

1 4 ー ー静岡県 二級河川
太田川 沖之川

袋井市
国本

ー 内水 調査中静岡県 二級河川
太田川 法多沢川

袋井市
小川町 ー 1 ー
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２）河川管理施設等被害

護岸上部に店舗１棟傾斜
シート張り,監視中右岸 ー 護岸損

壊 ５０ｍ

大型土のう積み（応急対策完了１５時）
避難勧告　１４７世帯

愛知県 矢作川 占部川 岡崎市
野畑町 １２日に応急復旧検討

左岸 １．５ｋ 護岸欠
損 ５０ｍ愛知県 二級河川

梅田川 内張川 豊橋市
駒形町

対　　策　　状　　況
左右岸 距離 状　態 数　量

地　　　点 被　害　状　況

2 ー

都道府県 水　系 河　川 市町村

ー ー

越水 調査中

越水 調査中

越水 調査中

ー ー ー ー

ー ー ー ー

100

ー ー ー

20～50 ー ー 越水

ー

越水 調査中
左右岸１２．０３ｋ　国道４６３号冠水
土のう積み実施

越水 0.2 土のう積み実施

左岸　Ｌ＝５０ｍ
水田浸水越水 調査中

ー

ー ー ー ー

0.3 沼橋下流右岸１２．２ｋ　Ｌ＝１０００ｍ（水田
等）

埼玉県 利根川 姫宮落川
宮代町
山崎 ー ー ー ー

２世帯３名自主避難

埼玉県 利根川 綾瀬川
岩槻市
横根

ー ー ー ー 越水

ー ー 越水 調査中

ー ー

千葉県 二級河川
丸山川 円山川

丸山町
丸本郷 ー ー

ー ー

老人ホーム１戸
民家２戸孤立

民家６１戸孤立

ー ー

ー 3

ー 1

２０ｍ ９日中に応急復旧完了予定

三重県 櫛田川 櫛田川 勢和村
古江

愛知県 音羽川 音羽川 豊川市
国府町

－ ー

福田１０号橋

松山橋

河岸欠
損 ２０ｍ

－ ー 河岸欠
損

神奈川県 二級河川
引地川 蓼　川 綾瀬市

神奈川県 二級河川
引地川 引地川 大和市

一ツ橋

神奈川県 二級河川
境川 柏尾川

横浜市
栄区 金井遊水地下流

神奈川県 相模川 小出川 寒川町

茨城県 利根川 女沼川
総和町
水海

埼玉県 荒　川 鴻沼川 さいたま市
大宮区

越水 1.0 笠原小学校上下流左右岸２．８ｋ　Ｌ＝１０
０ｍ

埼玉県 荒　川 不老川
入間市
下藤沢 ー ー ー

ー 越水 調査中 市道路冠水通行止め

越水 調査中 土のう積みで対応。

千葉県 準用河川
久保田川 久保田川

袖ヶ浦市
久保田 ー ー ー

ー ー千葉県 二級河川
一宮川 一宮川

一宮町
宮原

ー 越水 調査中 道路冠水通行止め

越水 調査中 土のう積、ポンプ排水で対応。

千葉県 二級河川
高崎川 高崎川

佐倉市
表町 ー ー ー

越水 2.75 河川沿い田畑浸水

千葉県 利根川 春木川
市川市
東国分 ー ー

ー ー ー ー千葉県 二級河川
作田川 作田川

山武町
日向

ー 越水 調査中 道路冠水通行止め

越水 調査中

千葉県 二級河川
夷隅川 夷隅川

夷隅町
正立寺 ー

ー ー千葉県 二級河川
夷隅川 夷隅川

勝浦市
松野

ー 越水 調査中 道路冠水通行止め

越水 調査中 道路冠水通行止め

千葉県 二級河川
夷隅川 久保川

大多喜町
久保 ー ー ー

ー ー千葉県 二級河川
夷隅川 夷隅川

大多喜町
西部田

ー 内水 調査中

内水 調査中

三重県 宮川 瀬田川
伊勢市
船江 ー 1 ー

ー ー愛知県 二級河川
大田川 渡内川

東海市
荒尾町

ー 内水 調査中

内水 調査中

愛知県 矢作川 広田川
幸田町
菱池 ー 1 ー

ー ー愛知県 二級河川
今池川 今池川

田原市
野田町

ー 内水 調査中

内水 調査中

愛知県 二級河川
音羽川 白川

豊川市
市田町 ー 3 ー

愛知県 二級河川
新堀川 新堀川

渥美町
伊川津 ー 1 ー ー
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○その他、報告事項
１）避難等の状況

２）その他

○ダムの状況（１０月１０日　７：００現在）

相模川 相模川

浦山ダム 荒川 浦山川

増水した河川に転落し、１人行方不明

静岡県 二級河川 賀茂村

静岡県 二級河川
新野川 横舟川 御前崎市

河川氾濫を警戒し避難勧告により避難

都道府県 水　系 河　川 市町村
名 状　　　　　況　　　　　等

ー ー 4 2岩手県 二級河川
熊野川 熊野川 釜石市

唐丹町

地　　　点 避難状況
備　　　　　　　　　　考

左右岸 KP 避難数
（人） 世帯数

都道府県 水　系 河　川 市町村
名

不明（被害はない模様）

右岸 ー 護岸崩
落 ９ｍ 大型土のう積み（応急対策１１日予定）

左岸 ー 堤防漏
水 ５０ｍ茨城県 利根川 宮戸川 境町

横塚

茨城県 利根川 女沼川 総和町
水海 左岸 ー 堤防漏

水 ５０ｍ 不明（水田浸水）

増水した河川に流された模様、１人死亡

千葉県 二級河川
夷隅川 落合川 御宿町 増水した河川に流された模様、１人死亡

長野県 信濃川 犀　川 長野市
安庭

大磯町
国府本神奈川県 二級河

川 不動川

人家７戸自主避難、地すべりにより建物全壊２戸
国道１９号通行止め、河道の閉塞はない模様

84 洪水調節終了

西荒川ダム 那珂川 荒川 補助 栃木県 37 下降中 37.2

156 洪水調節終了

広瀬ダム 富士川 笛吹川 補助 山梨県 90 下降中 10.7

225 洪水調節終了

矢那川ダム 矢那川 田高川 補助 千葉県 21 下降中 39.0

239 洪水調節終了

片倉ダム 小櫃川 笹川 補助 千葉県 192 下降中 54.6

千葉県 554 下降中 22.8高滝ダム 養老川 養老川 補助

洪水調節終了千葉県 513 下降中

補助

補助 33.2 239

下降中 11.0 100

亀山ダム 小櫃川 小櫃川

宮ヶ瀬ダム

藤井川

竜神ダム

飯田ダム 那珂川 飯田川

直轄

■関東

茨城県 6

中津川相模川

久慈川 竜神川

藤井川ダム 那珂川

洪水調節終了

補助

補助 83

南川ダム 鳴瀬川 吉田川 補助

洪水調節終了

樽水ダム 名取川 増田川 補助 宮城 15 下降中

前川ダム 最上川 前川 補助

72.8 172 洪水調節終了

109 洪水調節終了

57.4 160 洪水調節終了

真野ダム 真野川 真野川 補助

堀川ダム 阿武隈川 堀川 補助

三春ダム 阿武隈川 大滝根川 直轄

■東北

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

（ｍ３/ｓ）

城山ダム 補助 神奈川県 1669

流入状況

最大調節率

二瀬ダム 荒川 荒川 直轄

192埼玉県 88 下降中 99.2

181 洪水調節終了埼玉県 221 下降中 8.0

洪水調節終了

下降中 9.9 278 洪水調節終了

37

洪水調節終了

48.2

（％ ）

累計
雨量

洪水調節状況

(mm)

福島県 123 下降中

福島県 27 下降中

福島県 119 下降中

山形 6 下降中 99.7 67
35.7 116 洪水調節終了

宮城 27 下降中 99.3 101 洪水調節終了

神奈川県 258 下降中 61.4 159 洪水調節終了

28.3 104 洪水調節終了

茨城県 38 下降中 59.6 洪水調節終了

茨城県 70 下降中

機構
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○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（１０月１０日　７：００現在）

・現在のところ被害なし

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 全壊
流出 半壊 一部

損壊

福島県 がけ崩れ 2

行方
不明

負傷者

茨城県 がけ崩れ 5 1

１．行方郡麻生町大字
冨田
　　TV報道箇所、一部
損壊1戸
２．土浦市大字下高津２
丁目
　　擁壁倒壊、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

１．1世帯6人避難勧告
２．自主避難依頼
３．４世帯８人避難

群馬県 地すべり 1 １．安中市　　市道150m
に亀裂 ２世帯８人自主避難

千葉県 がけ崩れ 5

東京都 がけ崩れ 1

神奈川県

土石流 2

がけ崩れ 29 1 4

・鎌倉市大字台町1717
    区域外、男性１名死
亡
・鎌倉市笛田1987-1笛
田地区
　　土砂の一部が家屋
に流入・人家一戸一部
破損
・鎌倉市片瀬目白山3-
20片瀬目白山地区
　　土砂の一部が家屋
に流入・人家一戸一部
破損
・鎌倉市雪ノ下2-6-1雪
ノ下２丁目地区
　　土砂の一部が家屋
に流入・人家一戸一部
破損
・鎌倉市関谷４０１
　土砂の一部が家屋に
流入、人家一戸一部破
損

165 洪水調節終了

下降中

■中部

長島ダム 大井川 大井川 直轄

小里川ダム 庄内川 小里川 直轄

136長野県 19 下降中 21.5

静岡県 82 下降中 67.9

144 洪水調節終了

洪水調節終了

岐阜県 80

松川

479 下降中

42.5

16.6

－ 洪水調節終了

静岡県 928 下降中 335 洪水調節終了2.9

補助

長野県

補助伊東大川

○土砂災害等の被害状況（１０月１１日１８時００分現在）

牧尾ダム

奥野ダム 伊東大川

片桐ダム 天竜川

木曽川 王滝川 機構
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合計

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

○主な道路の被害状況（１０月１１日　１８：００現在）

（１）高速自動車国道

a

山梨県 がけ崩れ 7 1 2

・南巨摩郡身延町大字
手打沢
　　住家1戸全壊。
・西八代郡市川大門町
大字山家（居屋敷地区）
　　倉庫1戸全壊
・西八代郡市川大門町
大字大鳥居（池尻地区）
　　一部損壊1戸
・富士吉田市神暮地町
大字白糸町（白糸町の3地
区）

　　　一部損壊1戸

・(居屋敷地区）1名自主
避難
・（池尻地区）12世帯44
人避難勧告、
　　　　　　　　　3世帯9人
避難指示
・（白糸町）2名自主避難

長野県

地すべり 4 2 1
・長野市大字安庭（安庭
地区）
　　国道19号通行止、全
壊2戸

（安庭地区）７世帯自主
避難
　　　　　　　　料金所職
員避難

がけ崩れ 4
・長野市松代町大字豊
栄
　　斜面崩壊

・１世帯７人が自主避難

静岡県

土石流 4

がけ崩れ 13 1 3 1 1

・伊豆市上船原
　　午後4時30分頃高さ
100m,幅30mにわたって
崩壊し、民家の離れを
直撃、全壊2戸、住民１
名が生き埋めとなり、救
出されたが、10日0時21
分に亡くなった。
・熱海市　桃山町
　　裏山が崩れ、別荘の
１階部分を押しつぶし
た。（全壊）
・榛原郡榛原町新戸裏
山の崩壊により住宅1戸
が全壊、非住家が半
壊。

・伊豆市上船原
　　家族と隣家の２世帯
７名が自主避難中。
・熱海市桃山町
　　９日21時10分勧告に
より、管理人など
　　３名避難する。（現在
も避難中）
・榛原郡榛原町新戸
1世帯1名が隣の家に自
主避難中。

愛知県 がけ崩れ 2

三重県 がけ崩れ 4

83 2 0 0 6 1 9

開始 解除

通行止めの実績　１５区間
現在の通行止め　　０区間

路線名 ＩＣ名 ＩＣ名 延長
（㎞）上下 備考

日 時刻

10/10 1:30

被害状況等

解除

北関東道 茨木町東 10/10 5:15 解除7 上 10/9

東名 厚木 10/9 20:2035 上下 10/9 17:00 解除

22:10茨木町西

東京

30 上下 10/9 19:00常磐富岡常磐道 いわき四倉

日 時刻
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（２）直轄国道
通行止めの実績　　２５区間

　

富士 10/9 22:0087 下厚木

10/9 22:00

解除

解除

解除26 上 10/9 10/9 23:55

解除

清水 10/9 22:25 解除

富士 10/9 22:00

清水 静岡 14 上下 10/9 15:40 10/9 19:25 解除

静岡 吉田 24 上下 10/9 15:10 10/9 19:25 解除

16:05 10/9吉田 袋井 34 解除

館山道 市原 姉崎袖ヶ浦 10 下 10/9 17:35

上下 10/9

10/9 17:50 解除

10/9木更津南 君津 4

下 10/9 16:30

上下 10/9 15:00

東関東道 佐倉 富里 10 10/10 5:15 解除

松山道 新居浜 いよ西条 9 16:45 解除

20:30 解除

18:40

上下 10/7 19:35 10/9

16:40

10/9 16:40

10/9 16:40

10/9 15:40

10/9 16:40

現在の通行止め　　　２区間
路線
番号 地点区間名 延長

（㎞） 被害状況等日 時刻 日 時刻
開始 解除整備局名

関東地方整備局

茨城県

127 千葉県

20

246 東京都

20

東京都

東茨城郡大洗町 0.1

4 埼玉県 越谷市南萩島 0.1

51

備　考

10/9 20:08 10/9 23:20 解除

安房郡富浦町南無谷～房郡富
山町小浦 2.7

127

10/9

10/9

千葉県 安房郡鋸南町元名～富津市金
谷 1.5 10/9

八王子市南浅川町～神奈川県
津久井郡藤野町吉野 4.8 10/9

10/10

10/9

10/9

4:35 10/10

15:40

4:28

5:35

7:15

10:00

10:00

1:30

1 神奈川県 茅ヶ崎市南湖 0.1

解除

解除

解除

1 神奈川県 藤沢市藤沢 0.1

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

解除

10/9 10/9 13:40

26 上下

解除

神奈川県 中郡大磯町東町～中郡二宮町 6.0

渋谷ガード下 0.1 10/9 17:36 10/9 18:15

52 山梨県

3:50

10/9 17:30

10/9 17:35

10/9 19:001

20:25

20:25

2:00

7:00

10/9

10/9

10/10

土砂流出

解除

解除

通行止め

南巨摩郡南部町境川～南巨摩
郡南部町越渡 4.8 10/9

南巨摩郡身延町手打沢～南巨
摩郡身延町西島 1.0 10/9

20:404:30 10/952 山梨県 解除

富士

38 上御殿場

大井松田

23 上大井松田厚木

御殿場

解除

解除
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（３）都道府県管理国道

通行止めの実績　１４２区間
　

計

52

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

山梨県 10/9 4:00 10/9南巨摩郡南部町中野～南巨摩
郡南部町相又 3.1 20:40

10/9 5:30 10/9 20:40 解除

解除

52 山梨県 南巨摩郡身延町波木井～南巨
摩郡身延町古屋敷 2.4 10/9 4:55 10/11 6:00

10/9 4:10 10/9 20:4052 山梨県 南巨摩郡中富町西島～南巨摩
郡鰍沢町箱原 2.4

10/9 18:0019 長野県 長野市信更町安庭 0.1 道路陥没

解除

解除

解除

中部地方整備局

52 静岡県

1 静岡県

1 静岡県

138 静岡県

10/9

52 静岡県 静岡市清水小河内～静岡市清
水宍原 2.5 10/9

静岡市清水宍原～富士郡芝川
町内房 4.9

9:00 10/9 20:00

10/9 10/9 19:50

榛原郡金谷町大字番生寺～掛
川市日坂字新田裏 6.0 10/9 13:30 10/9 19:00

藤枝市潮～藤枝市原 3.7

10/9 23:20

10/9 20:00

通行止め

解除

駿東郡小山町須走 10/94.3

13:50

5:30

解除

解除

解除

55 高知県

2.0近畿地方整備局 24 奈良県 奈良市法華寺町

室戸市元 1.4四国地方整備局

中国地方整備局 191 山口県 10/9

10/9

15:00

解除

3:20 10/10 10:00 解除（上り線1/2車線規制）

19:50 10/10

解除

現在の通行止め　　１６区間（約１１％）

10/9 14:45 10/9 17:00

大津郡三隅町三角上～萩市三
見 8.7 8:15

事前通行規制 路面冠水 解除 計

宮城県 0 0

岩手県 0 0 0

都道府県名
箇所数

備考
法面崩落等

1 1

0 2

5 5

群馬県 0

福島県 0 0 0

99

4

23

2

埼玉県 0 0 0

0 0

4

0 0

19千葉県 2 1 1

2

神奈川県 0 0 0 7 7

2東京都 0

山梨県 0 0 0

7 8

長野県 0 0 0

9 9

7 7

33 41

岐阜県 0

静岡県 4 4 0

1 0

愛知県 1 0 0

3 3

三重県 2 0 0

10 11

7 9

1 1

奈良県 0

和歌山県 0 0 0

0 0

9 6 1 126 142
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（４）都道府県道　

通行止めの実績　４８７区間
　

通行止めの実績　３５区間
現在の通行止め　　２区間

1

3

1

現在の通行止め　２７８区間（約５７％）

3

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

宮城県 0 0 0

山形県 0 0 0

40

4 11茨城県

42福島県 1 1 0

0 0 7

神奈川県 0 0 0 42 42

1栃木県 1 0

9 35

2

山梨県 1 0 0 6 7

0

長野県 7 19 0

東京都

35

0 59

埼玉県 0 2 312

千葉県 17 10 32

12 12

愛知県 5 2 1 58 66

0 0

0 0 53

0

岐阜県 3 50

三重県 1 3 5 0 9

静岡県 42 35 29 0 106

0 2 3奈良県 1 0

福井県 0 0

（５）有料道路

1

計 79 122 77 209 487

0 1

管理者名 路線名 地点区間名 延長
（㎞）上下

開始 解除

日 時刻 日 時刻
被害状況等

ＪＨ一有 千葉東金道
路 東金～松尾横芝 16 上下 10/9 6:45 10/9

10/10 9:00

23:30 解除

解除

全線

富津館山道
路 鋸山富山～富浦 8 上下 10/9 7:30

箱根新道 14 上下 10/9 7:10 10/10 10:30 解除

上下 10/9 14:00 10/10 4:30 解除東富士五湖
道路 全線 18

藤枝バイパス 全線 3 上下 10/9 13:50 10/9

小田原厚木
道路 厚木西～小田原東 24 上下 10/9 14:50

19:50

10/10

解除

解除

8:15 解除

小田原厚木
道路 小田原西～小田原東 7 上下 10/9 16:20 10/10

5:00 解除

8:15 解除

西湘バイパス 全線 14 上下 10/9 16:25 10/10

掛川バイパス 全線 2 上下 10/9 16:05 10/9 19:00

真鶴道路 全線 11 上下 10/9 16:05 1:40 解除

横浜横須賀
道路 10/9 16:45 10/9 21:45 解除

10/10

新保土ヶ谷～朝比奈 29 上下
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○鉄道の状況（１０月１０日　１５：００現在）

解除横浜横須賀
道路 朝比奈～佐原 29 10/10上下 10/9 16:45 0:20

東京湾アクア
ライン

浮島ＪＣＴ～木更津金
田 15 上下 10/9 17:30 10/9 21:00

解除10/9東京湾アクア
ライン連絡道 袖ヶ浦～木更津金田 4 下

解除

17:30 10/9 21:00

第３京浜 全線 17 解除上下 10/9 17:30 10/9 22:15

10/9 17:55 10/9横浜新道 全線 11 上 20:45 解除

上下 10/9

20:45横浜新道 全線 11 下 10/9 17:55 10/9 解除

17:15 10/9 20:10 解除首都高速 １１号台場線 芝浦ＪＣＴ～有明ＪＣＴ

湾岸線 並木～浮島ＪＣＴ 解除上下 10/9 17:11 10/9 20:20

解除大黒線 本牧ＪＣＴ～狩場ＪＣＴ 10/9 17:11 10/10 0:00

川崎線 10/9 17:11 10/9 20:20 解除

葛西ＪＣＴ～堀切JCT 内外

浮島ＪＣＴ～殿町 上下

上下

解除中央環状線 10/9 18:00 10/9 20:00

大宮線
美女木ＪＣＴ～与野ＪＣ
Ｔ 上下 10/9 18:10 10/9 19:10 解除

王子線 江北ＪＣＴ～板橋ＪＣＴ 内 10/9 18:30 10/9 19:30 解除

通行止め上下 10/9 6:15静岡県公
社

冷川トンネル 全線 3

解除

接続する県道の被災

愛知県公
社

茶臼山高原
道路 全線 14 上下 10/9 8:25 10/10 8:00

知多半島横
断道路 全線 4 上下 10/9 10:00 10/9 18:20 解除

10/9 21:00 解除上下 10/9 15:15猿投グリーン
ロード 中山～力石 4

7:00 解除福島県公
社

那須甲子有
料道路 全線 12 上下 10/9 14:00 10/10

磐梯吾妻有
料道路 全線 29

解除

上下 10/9 14:00 10/10 7:00 解除

磐梯山有料
道路 全線 14 上下 10/9 18:00 10/10 7:00

解除第二磐梯吾
妻有料道路 全線 12 上下 10/9 18:00 10/10 7:00

10/9 22:20 解除3 上下 10/9 17:45

三浦縦貫道
路 全線 5

神奈川県
公社

本町山中有
料道路 全線

上下 10/9 17:45 10/9 22:20 解除

18:00長野県公
社

白馬長野有
料道路 全線 2 上下 10/9 通行止め道路陥没

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 時間 日 時間

東日本旅客鉄道㈱ 鹿島線 香取～鹿島サッカースタジアム 9日 0:00 10日 6:03 降雨、暴風のため

成田線
成田～我孫子 9日

成田～銚子 9日

0:00 10日 始発 降雨、暴風のため

0:00 10日 始発 降雨、暴風のため
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総武本線 佐倉～銚子 9日 0:00 10日 始発 降雨、暴風のため

外房線 千葉～上総一ノ宮 9日 0:00 9日 20:29 降雨、暴風のため

外房線 上総一ノ宮～安房鴨川 9日 1:00 10日 始発 降雨、暴風のため

内房線 蘇我～君津 9日 17:20 9日 20:20 降雨、暴風のため

内房線 木更津～安房鴨川 9日 0:00 10日 始発 降雨、暴風のため

久留里線 木更津～上総亀山 9日 0:00 10日 16:00予定 降雨、暴風のため

京葉線 東京～蘇我 9日 17:06 9日 20:28 降雨、暴風のため

10日 0:46

総武快速線 東京～千葉 9日 18:30

河川増水のため

9日 20:11 降雨、暴風のため

東京～新宿 9日 18:03

15:42
9日

土砂崩壊のため

中央線
立川～日野 9日 17:31 9日 23:28

23:55
降雨、暴風のため

上野原～四方津 9日 18:30 土砂崩壊のため

高尾～上野原 9日

京浜東北線
大宮～蒲田 9日

蒲田～桜木町 9日

17:44 9日 19:42 降雨、暴風のため

17:44 9日 21:10 降雨、暴風のため

武蔵野線 全線 9日 17:36 9日 19:29 倒木のため

日光線 全線 9日 19:32 9日 23:47 倒木のため

埼京線 全線 9日 18:28 9日 20:17 線路冠水のため

青梅線
御獄～古里 9日

青梅～御獄 9日

17:22
9日 23:37

降雨、暴風のため

17:42 降雨、暴風のため

五日市線 熊川～東秋留 9日 18:37 9日 19:52 架線に飛来物支障のため

横浜線 八王子みなみ野～相原 9日 18:20 9日 20:45 土砂崩壊のため

東海道線 東京～熱海 9日 16:15 10日 0:00 降雨、暴風のため

横須賀線 大船～逗子 9日 16:37 9日 23:15 降雨、暴風のため

相模線 全線 9日 16:55 9日 22:50 降雨、暴風のため

南武支線 全線 9日 17:04 9日 20:15 降雨、暴風のため

藤代～佐貫
9日

9日

17:04 9日 18:05 降雨、暴風のため

19:04 9日 21:22 降雨、暴風のため

常磐線
佐貫～荒川沖 9日

高萩～磯原 9日

20:04 9日 21:22 降雨、暴風のため

18:04 9日 22:36 降雨、暴風のため

磯原～勿来 9日 19:04 9日 22:36 降雨、暴風のため

石岡～岩間 9日 20:04 9日 21:32 降雨、暴風のため
鶴見線

（海芝浦支 全線 9日 14:58 9日 20:20 降雨、暴風のため

上越線 渋川～敷島 9日 1:33 9日 4:38 倒木のため

吾妻線 長野原草津口～大前 9日 15:48 9日 20:09 降雨、暴風のため

小海線 甲斐大泉～清里 9日 15:39 9日 16:37 倒木のため

飯山線 替佐～上今井 9日

伊東線 熱海～伊東 9日

15:31 10日 始発 土砂流入

12:46 10日 7:14 降雨、暴風のため

わたらせ渓谷鉄道㈱ わたらせ渓谷線 大間々～間藤 9日 始発 10日 始発 降雨のため

静岡～掛川 9日

東海道新幹線 新富士～掛川 9日

紀勢線 紀伊長島～船津 29

始発 9日 6:06 降雨、暴風のため

台風21号の影響による橋りょう流出のため

13:47 9日 20:57 降雨、暴風のため

11:54
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東海旅客鉄道㈱

9日 21:32 降雨、暴風のため

東海道線

三島　～　原 9 3:19 10日 調査中 降雨、暴風のため

新富士～静岡

10日

9日 23:06

調査中 降雨、暴風のため

興津　～　由比 9 3:19 10日 調査中 降雨、暴風のため

掛川　～　熱海 9 16:08

金谷　～　菊川 9 3:56 9日

7:30 降雨、暴風のため

焼津　～　藤枝 9 4:18 9日

7:45 降雨、暴風のため

7:30 降雨、暴風のため

15:55 降雨、暴風のため

藤枝　～　島田 9

岡崎　～　幸田 9 13:50 9日

4:35 9日

名松線 松阪～伊勢奥津 9日 9:55 9日 19:29 降雨、暴風のため

山北～足柄 9日 7:03 9日 19:40 降雨、暴風のため

御殿場線
足柄～御殿場 9日 12:26 降雨、暴風のため

松田～山北 9日 15:40 9日 19:40 降雨、暴風のため

9日 15:40

9日 19:40

降雨、暴風のため

身延線

西富士～芝川 9日 8:11 10日 調査中 降雨、暴風のため

沼津～下土狩

10日

9日 19:40

調査中 降雨、暴風のため

十島～内船 9日 13:20 10日 16:40予定 土砂崩壊（列車脱線あり）

芝川～十島 9日 13:20

降雨、暴風のため

波高島～甲斐常葉 9日 14:05 10日 調査中 降雨、暴風のため

内船～波高島 9日 13:20

15:43 10日

調査中10日

調査中 降雨、暴風のため

飯田線 伊那小沢～平岡 9日 13:46 9日 18:30 降雨、暴風のため

甲斐常葉～甲斐岩間 9日

紀勢線 船津～新宮 9日 9:38 9日 15:36 降雨、暴風のため

小田原線 新宿～海老名 9日 17:30 9日 19:10 降雨、暴風のため

海老名～小田原 9日 17:30 9日 18:30 倒木のため

小田急電鉄㈱ 江ノ島線 相模大野～長後 9日 17:30 9日 18:55 降雨、暴風のため

長後～藤沢 9日 17:30 10日 始発 河川増水、道床流出のため

藤沢～江ノ島 9日 17:30 9日 18:55 降雨、暴風のため

浅草～北千住 9日 15:30 9日 20:15 降雨、暴風のため

伊勢崎線 北千住～南栗橋 9日 18:10 １０日 始発 線路冠水のため

南栗橋～赤城・葛生 9日 17:00 １０日 始発 降雨、暴風のため

東武鉄道㈱ 日光線 東武動物公園～東武日光・鬼怒川温泉 9日 15:00 10日 始発 降雨、暴風のため

野田線
大宮～柏

9日
柏～船橋

15:30
10日 始発 降雨、暴風のため

9日 19:15 降雨、暴風のため

亀戸線 曳舟～亀戸 9日 18:35 9日 19:26 線路冠水のため

本線
西谷～上星川 9日

相模鉄道㈱ 全線 9日

6:15 9日 6:35 法面崩壊のため

17:35 9日 18:10 降雨、暴風のため

いずみ野線 全線 9日 17:35 9日 18:10 降雨、暴風のため

小湊鉄道㈱ 小湊鉄道線
上総牛久～上総中野 9日

五位～上総中野 9日

始発 11日 始発予定 土砂崩壊のため

16:39 11日 始発予定 線路冠水のため

いすみ鉄道㈱ いすみ線 大原～上総中野 9日 始発 11日 始発予定 線路冠水、道床流出のため

大洗～新鉾田 9日

鹿島大野～鹿島サッカースタジアム 9日

3:20 9日 12:22 降雨のため

3:30 10日 5:08 降雨のため
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鹿島臨海鉄道㈱

大洗鹿島線 大洗～新鉾田 9日

新鉾田～大洋 9日

16:10 10日 4:30 降雨のため

17:57 10日 4:51 降雨のため

大洗～水戸 9日 18:10 9日

鹿島臨港線
鹿島サッカースタジアム～奥野谷浜 9日 3:30

鹿島サッカースタジアム～神栖 10日 10日 8:10

23:02 降雨のため

9日 12:15 強風のため

伊豆箱根鉄道㈱

駒ケ岳鋼索線 全区間 9日

十国峠鋼索線 9日

大雄山線 小田原～大雄山 9日

全区間 12:00 10日

路肩流出のため

12:00 頂上駅ホーム屋根トタン破損のため

0:12

9:15 降雨のため

16:13 9日 18:12 降雨、暴風のため

駿豆線
三島　～　修善寺 9日 15:30 9日 21:09 降雨、暴風のため

伊豆長岡～修善寺 9日 15:30 築堤崩壊、道床流出等

銚子電気鉄道㈱ 銚子電鉄線 銚子～外川 9日 16:46 10日 始発 降雨、暴風のため

大山観光電鉄㈱ 大山鋼索線 追分～下社 9日 16:00 10日 始発 降雨、暴風のため

日立電鉄㈱ 日立電鉄線 全線 9日 16:30 10日 6:16 降雨、暴風のため

鹿島鉄道㈱ 鹿島鉄道線
常陸小川～鉾田 9日

石岡～小川 9日

16:08 10日 始発 降雨、暴風のため

17:00 10日 始発 降雨、暴風のため

箱根登山鉄道㈱
鉄道線

小田原～箱根湯本 9日

箱根湯本～強羅 9日

鋼索線 全線 9日

15:00 10日 始発 降雨、暴風のため

15:00 10日 7:00 降雨、暴風のため

15:35 10日 始発 降雨、暴風のため

泉岳寺～横浜 9日 17:35 9日 18:20 降雨、暴風のため

本線 横浜～上大岡 9日 17:35 10日 14:17 土砂崩壊のため

京浜急行電鉄㈱ 上大岡～浦賀 9日 17:35 9日 18:15 降雨、暴風のため

久里浜線
堀之内～久里浜 9日

久里浜～三崎口 9日

17:00 9日 18:15 降雨、暴風のため

17:00 9日 19:10 降雨、暴風のため

湘南モノレール㈱ 江の島線 大船～江の島 9日 16:54 10日 始発 降雨、暴風のため

東西線
中野～東陽町 9日

東陽町～西船橋 9日

17:03 9日 17:08 降雨、暴風のため

17:03 9日 19:00 降雨、暴風のため

荻窪～銀座 9日 17:51 9日 17:59 河川増水のため

東京地下鉄㈱ 丸ノ内線 銀座～茗荷谷 9日 17:51 9日 19:52 河川増水のため

茗荷谷～池袋 9日 17:51 9日 17:59 河川増水のため

南北線
赤羽岩淵～市ヶ谷 9日

市ヶ谷～目黒 9日

18:23 9日 19:00 線路冠水のため

18:23 9日 20:01 線路冠水のため

関東鉄道㈱
常総線

取手～水海道 9日

水海道～下妻 9日

下妻～下館 9日

竜ヶ崎線 竜ヶ崎～佐貫

16:59 9日 21:46 降雨、暴風のため

降雨、暴風のため

17:12 9日 20:57 降雨、暴風のため

17:26 9日 20:51

17:12 9日 21:53

降雨、暴風のため

富士急行㈱ 富士急行線 全線 9日 17:30 9日 22:03 降雨、暴風のため

9日

真岡鉄道㈱ 真岡線 下館～茂木 9日 17:12 10日 始発 降雨、暴風のため

横浜市交通局 １号線 上大岡～立場 9日 17:28 9日 19:50 停電のため

江ノ島電鉄㈱ 江ノ島電鉄線
江ノ電藤沢～稲村ヶ崎 9日

稲村ヶ崎～鎌倉 9日

16:50 10日 始発 倒木、道床流出、土砂流入、踏切装置冠水

16:50 10日 19:00予定 倒木、道床流出、土砂流入、踏切装置冠水

新京成電鉄㈱ 新京成線
松戸～八柱 9日 18:37 10日 始発 道床流出のため
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○海上交通の状況（１０月１１日　１８：００現在）

１）施設の被害状況

２）運休状況

○航空関係（１０月１１日　１８：００現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

空港・航空保安施設共に被害はない。

２）航空機（定期旅客便）の運休状況

運休なし

新京成電鉄㈱ 新京成線
八柱～京成津田沼 9日 18:37 9日 19:03 道床流出のため

伊豆急行㈱ 伊豆急行線 伊東　～　伊豆急下田 9日 14:36 10日 6:44 降雨のため

岳南鉄道㈱ 岳南鉄道線 吉原　～　岳南江尾 9日 15:50 9日 19:04 強風のため

静岡鉄道㈱ 静岡清水線 新静岡　～　新清水 9日 16:00 9日 16:30 降雨のため

大井川鐵道㈱
本線 金谷　～　千頭 9日

井川線 千頭　～　井川 9日

始発 9日 18:45 降雨のため

始発 9日 6:30 降雨のため

明知鉄道㈱ 明知線 恵那　～　明智 9日 14:42 9日 16:59 降雨のため

西日本旅客鉄道㈱ 三江線 江津～浜原 10日 始発 土砂崩壊のため

被害状況等

なし

事業者名 都道府県名 被害箇所 施設名

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 一部運休

10月11日(月)
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○港湾関係（１０月１１日　１８：００現在）

１）港湾施設の被害状況

２）港湾局所管海岸保全施設の被害状況

３）その他

特になし

○高速バスの運休状況（１０月１１日　１８：００現在）

都道府県名 管理者名 港湾名 備　考

静岡県 静岡県 御前崎港 女岩地区

岸壁（-
14m）背
後荷さば
き地の舗
装及び
ガード
レールの
一部破
損

御前崎地区

地区名 被害状況

臨港道
路３号線
路肩の
一部被
災（被災
延長Ｌ＝
２９ｍ）

都道府県名 管理者名 港湾名 地区名 被害状況 備　考

静岡県 静岡県 御前崎港

突堤の
一部被
災（被災
延長Ｌ＝
２０ｍ）

事業者名 運休等累計系統数 現在運休等系統数 備 考

静岡県 静岡県 伊東港 川奈地区

（北海道運輸局管内） 0 0

（東北運輸局管内） 1 0

（関東運輸局管内） 24 0

（北陸信越運輸局管内） 5 0

（中部運輸局管内） 14 0

（近畿運輸局管内） 22 0

（中国運輸局管内） 1 0

（四国運輸局管内） 7 0

（九州運輸局管内） 0 0

合 計 74 0
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○下水道施設の被害状況（１０月１１日１８：００現在）

○公園施設の被害状況（１０月１１日１８：００現在）

調査中

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

現在まで、下水道施設の被害に係る情報は入っていないものの、引き続き調査中。
なお、新赤坂幹線工事（東京都）における行方不明者については、捜索活動を継続中。
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