
１．本省及び地整等の体制について

６月１９日 １６：１２ 注意体制
１８：２０ 警戒体制

６月２０日 １２：２９ 注意体制
６月２１日 　４：３５ 警戒体制
６月２２日 　５：００ 注意体制

１６：１２ １６：００ 注意体制
１８：２０ 警戒体制 １７：００ 体制解除
１２：２９ 　４：３０ 注意体制
１２：２９ 体制解除 １４：１５ 体制解除
１５：１０ １７：００注意体制
　４：３５ 警戒体制
　９：１５ 注意体制
１１：３０ 体制解除

６月２０日 ２２：００ 注意体制
６月２１日 　６：０５ 警戒体制
６月２１日 １７：１０ 体制解除
６月２１日 　７：００ 注意体制

１６：００ 体制解除
６月２１日 　９：３０ 注意体制

１４：４５ 警戒体制
２２：１５注意体制

６月２１日 　９：００ 注意体制
　９：３０ 警戒体制
１３：３０ 非常体制
１６：００ 警戒体制

６月２２日 　５：００ 注意体制
６月２１日 １１：４０注意体制
６月２１日 １８：００ 注意体制
６月２１日 ２２：３０ 体制解除
６月２２日 　０：５０ 注意体制
６月２１日 ２１：３０注意体制

６月２１日

関東地方整備局

東 北 運 輸 局

東北地方整備局

災　　害　　情　　報
平成１６年６月２２日　１０：００作成

 国   土   交   通   省

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

台風６号による被害について【第３報】

注意体制沖縄総合事務局

九州地方整備局

６月１９日

６月２０日

６月２０日

国 土 交 通 本 省

６月２０日四 国 運 輸 局

近畿地方整備局

注意体制

中国地方整備局

北陸地方整備局

中部地方整備局

北 海 道 開 発 局

中 国 運 輸 局

６月２１日

四国地方整備局

注意体制

６月２１日
６月２１日
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２．台風６号の概要（　８：３０現在：気象庁）

３．政府の対応

○内閣府情報対策室を設置（６月２１日９：５５）

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。
○洪水予警報及び水防警報の発令

５．人的被害（消防庁調　６月２１日　１７：００現在）

６．所管施設等の状況

○河川（６月２２日　　８：３０現在）

○洪水予警報の発令状況

鹿児島県
1熊本県

11高知県 1
1愛媛県

12 3香川県 1
1徳島県 1 4

3

和歌山県 1 4
京都府 1
滋賀県 4
三重県 1

1 6

岡山県

整備局 水　系 河　川

1

基準観測所
中部 櫛田川 櫛田川

愛知県

2

25計

2 解除 2004/6/21 23:15
1

備　　考

92 2 7

岐阜県 6
静岡県 2

1

台風６号は、今日（２２日）３時に、津軽海峡の西で温帯低気圧に変わった。この低気圧と前線の影響で、北海
道の太平洋側では昼前まで大雨に警戒が必要である。また、北海道の日本海側では昼前にかけて引き続き大
しけとなるほか、低気圧から離れた関東沿岸でも高いうねりが残っているため、高波に警戒が必要である。

棟 棟 棟 棟
浸水 建物 他

人 人 人 人 棟 棟 棟
壊 壊 破損 浸水者 不明者 重傷 軽傷

床上 床下 公共 その
非住家被害

半 一部
人　的　被　害 住　　家　　被　　害

都道府県名
死 行　方      負 傷 者全

号数 警報種別 発表日時
両郡 1 注意報 2004/6/21 13:12

雲出川 雲出川 大仰
中部 櫛田川 櫛田川 両郡

注意報 2004/6/21 13:40
中部 雲出川 雲出川 大仰 2 注意解除 2004/6/21 15:47
中部

中部 安倍川 安倍川 手越 1 注意報 2004/6/21 13:40
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○水防警報の発令状況

洪水情報 2004/6/21 22:50木曽川 長良川 忠節 2
中部 木曽川 長良川 忠節 1 注意報 2004/6/21 20:05
中部

2 情報 2004/6/21 15:10中部 櫛田川 櫛田川 両郡
1 準備 2004/6/21 14:40中部 櫛田川 櫛田川 両郡
5 解除 2004/6/21 16:05中部 櫛田川 佐奈川 西山橋
4 情報 2004/6/21 14:45中部 櫛田川 佐奈川 西山橋
3 情報 2004/6/21 13:20中部 櫛田川 佐奈川 西山橋
2 出動 2004/6/21 12:05中部 櫛田川 佐奈川 西山橋
1 準備 2004/6/21 11:40中部 櫛田川 佐奈川 西山橋
3 解除 2004/6/21 19:45近畿 新宮川 熊野川 成川
2 出動 2004/6/21 16:15近畿 新宮川 熊野川 成川
1 準備 2004/6/21 13:30近畿 新宮川 熊野川 成川
2 出動 2004/6/21 12:20近畿 新宮川 相野谷川 高岡
1 準備 2004/6/21 11:50近畿 新宮川 相野谷川 高岡
2 解除 2004/6/21 13:00四国 吉野川 旧吉野川 大寺橋
1 準備 2004/6/21 9:55四国 吉野川 旧吉野川 大寺橋
2 解除 2004/6/21 16:20四国 仁淀川 仁淀川 伊野
1 情報 2004/6/21 13:40四国 仁淀川 仁淀川 伊野
1 待機・準備 2004/6/21 9:10四国 仁淀川 仁淀川 伊野
3 情報 2004/6/21 16:50四国 那賀川 那賀川 古庄
3 解除 2004/6/21 16:50四国 那賀川 那賀川 古庄
2 情報 2004/6/21 11:40四国 那賀川 那賀川 古庄
2 出動 2004/6/21 11:40四国 那賀川 那賀川 古庄
1 情報 2004/6/21 8:10四国 那賀川 那賀川 古庄
1 準備 2004/6/21 8:10四国 那賀川 那賀川 古庄
3 解除 2004/6/21 13:00四国 渡川 中筋川 磯ノ川
1 情報 2004/6/21 7:00四国 渡川 中筋川 磯ノ川
2 準備 2004/6/21 7:00四国 渡川 中筋川 磯ノ川
1 待機 2004/6/21 5:30四国 渡川 中筋川 磯ノ川
1 待機 2004/6/21 4:00九州 番匠川 番匠川 小川橋
2 出動 2004/6/21 4:20九州 番匠川 久留須 間庭橋
1 待機 2004/6/21 4:00九州 番匠川 久留須 間庭橋
2 準備 2004/6/21 5:30九州 番匠川 番匠川 番匠橋
1 待機 2004/6/21 5:10九州 番匠川 番匠川 番匠橋

号数 警報種別 発表日時整備局 水　系 河　川 基準観測所

5 解除 2004/6/22 4:35中部 木曽川 揖斐川 万石
4 情報 2004/6/22 2:55中部 木曽川 揖斐川 万石
3 洪水情報 2004/6/21 21:50中部 木曽川 揖斐川 万石
2 洪水情報 2004/6/21 18:50中部 木曽川 揖斐川 万石
1 注意報 2004/6/21 16:50中部 木曽川 揖斐川 万石
4 解除 2004/6/21 23:45中部 豊川 豊川 石田
3 洪水情報 2004/6/21 21:40

備　　考

巡視

中部 安倍川 安倍川 手越 2 洪水情報 2004/6/21 19:50
中部 安倍川 安倍川 手越 3 解除 2004/6/22 0:30
近畿 新宮川 熊野川 成川 1 注意報 2004/6/21 15:30
近畿 新宮川 熊野川 成川 2 注意解除 2004/6/21 20:30
中部 宮川 宮川 岩出 1 注意報 2004/6/21 15:47
中部 宮川 宮川 岩出
中部 豊川 豊川 石田

石田

2 注意解除 2004/6/21 21:10
1 注意報 2004/6/21 15:00
2 洪水情報 2004/6/21 19:10

中部 豊川 豊川 石田
中部 豊川 豊川
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東北 北上川 磐井川 釣山 3 解除 2004/6/22 5:40
東北 北上川 磐井川 釣山 2 出動 2004/6/22 1:15
東北 北上川 磐井川 釣山

4 解除 2004/6/22 0:45
1 準備 2004/6/22 0:40

中部 安倍川 安倍川 手越

2004/6/21 18:17
中部 安倍川 安倍川 手越 3 情報 2004/6/21 21:40
中部 安倍川 安倍川 手越
中部 安倍川 安倍川 手越

2 解除 2004/6/21 22:40
1 準備 2004/6/21 16:42
2 出動

中部 豊川 豊川 豊橋

2004/6/21 21:10
中部 豊川 豊川 豊橋 1 準備 2004/6/21 18:30
中部 豊川 豊川 当古
中部 豊川 豊川 当古

1 準備 2004/6/21 18:00
2 出動 2004/6/21 18:30
3 解除

中部 豊川 豊川 当古

2004/6/21 21:10
中部 豊川 豊川 放水路第一 4 解除 2004/6/21 22:10
中部 豊川 豊川 放水路第一
中部 豊川 豊川 放水路第一

1 準備 2004/6/21 17:10
2 出動 2004/6/21 17:50
3 情報

中部 豊川 豊川 放水路第一

2004/6/21 16:20
中部 豊川 豊川 石田 3 解除 2004/6/21 20:00
中部 豊川 豊川 石田
中部 豊川 豊川 石田

2 解除 2004/6/21 20:25
1 準備 2004/6/21 16:00
2 出動

中部 宮川 宮川 岩出
中部 宮川 宮川 岩出
中部 木曽川 長良川 忠節

2 情報 2004/6/21 21:10
3 解除 2004/6/22 0:00
1 準備

中部 木曽川 長良川 忠節
1 準備 2004/6/21 19:30中部 木曽川 長良川 忠節
3 解除 2004/6/22 4:35中部 木曽川 揖斐川 今尾
2 情報 2004/6/22 0:35中部 木曽川 揖斐川 今尾
1 準備 2004/6/21 22:05中部 木曽川 揖斐川 今尾
4 解除 2004/6/22 1:40中部 木曽川 揖斐川 万石
3 情報 2004/6/21 21:10中部 木曽川 揖斐川 万石
2 出動 2004/6/21 19:40中部 木曽川 揖斐川 万石
1 準備 2004/6/21 18:50中部 木曽川 揖斐川 万石
4 解除 2004/6/21 22:00中部 木曽川 揖斐川 岡島
3 情報 2004/6/21 19:50中部 木曽川 揖斐川 岡島
2 出動 2004/6/21 17:30中部 木曽川 揖斐川 岡島
1 準備 2004/6/21 16:50中部 木曽川 揖斐川 岡島
4 解除 2004/6/21 23:00中部 木曽川 根尾川 山口
3 情報 2004/6/21 19:50中部 木曽川 根尾川 山口
2 出動 2004/6/21 17:20中部 木曽川 根尾川 山口
1 準備 2004/6/21 16:40中部 木曽川 根尾川 山口
4 解除 2004/6/22 1:30中部 木曽川 牧田川 烏江
3 情報 2004/6/21 19:50中部 木曽川 牧田川 烏江
2 出動 2004/6/21 17:10中部 木曽川 牧田川 烏江
1 準備 2004/6/21 15:50中部 木曽川 牧田川 烏江
2 情報 2004/6/21 12:50中部 雲出川 中村川 島田橋
1 準備 2004/6/21 14:40中部 雲出川 中村川 島田橋
3 解除 2004/6/21 17:55中部 雲出川 波瀬川 下川原橋
2 出動 2004/6/21 12:36中部 雲出川 波瀬川 下川原橋
1 準備 2004/6/21 12:23中部 雲出川 波瀬川 下川原橋
2 解除 2004/6/21 20:05中部 櫛田川 櫛田川 櫛田橋
1 準備 2004/6/21 16:40中部 櫛田川 櫛田川 櫛田橋
3 解除 2004/6/21 22:54中部 櫛田川 櫛田川 両郡

2004/6/21 15:30

4



○河川の出水状況
１）現在、警戒水位を超えている河川

な　　し

２）　計画高水位を超えたが現在は下回った河川

３）　危険水位を超えた河川

な　　し

水系 河川

東北 北上川 砂鉄川 （下降中）
東北 北上川 磐井川 （下降中）

近畿地方整備局管内　３県９水系１０河川　　１７：００現在
（滋賀県：淀川水系愛知川、奈良県紀ノ川水系丹生川、和歌山県広川水系広川、日高川水系日高川、切
目川水系切目川、日置川水系日置川、富田川水系富田川、古座川水系古座川、新宮川水系熊野川・大塔
川）

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

補助河川　

中部地方整備局管内７水系８河川　１４：００現在
（三重県：熊野川水系那智川、櫛田川水系櫛田川、三渡川水系百々川、、尾呂志川水系尾呂志　川、志
原川水系志原川・生田川、加茂川水系鳥羽河内川、宮川水系大内山川）

四国地方整備局管内７水系１３河川　１７：００現在（警戒水位を下回った河川含む、１７：００警戒
水位を超えた河川は勝浦川のみ）
（徳島県：海部川水系海部川、勝浦川水系勝浦川、吉野川河水系園瀬川・鮎喰川・正法寺川・貞光川、
愛媛県：中山川水系鞍瀬川、高知県渡川水系北川・樺原川・四万十川、奈半利川水系奈半利川仁淀川水
系柳瀬川・坂折川、奈半利水系奈半利川）

中部 木曽川 揖斐川 （下降中）
中部 木曽川 長良川 （下降中）
中部 安倍川 安倍川 （下降中）
近畿 新宮川 相野谷川 （下降中）
中部 宮川 宮川 （下降中）
中部 木曽川 根尾川 （下降中）
近畿 新宮川 熊野川 （下降中）
北陸 姫川 姫川 （下降中）
中部 雲出川 雲出川 （下降中）

（下降中）中部 雲出川 波瀬川
中部 木曽川 牧田川 （下降中）

中部 豊川 豊川 （下降中）
中部 豊川 豊川放水路 （下降中）

中部 櫛田川 櫛田川 （下降中）
中部 櫛田川 佐奈川 （下降中）
四国 那賀川 那賀川 （下降中）
四国 渡川 四万十川 （下降中）
四国 渡川 中筋川 （下降中）

（下降中）

九州

九州 小丸川 小丸川

整備局 水　系

九州 番匠川 番匠川 （下降中）

23
河　　　　　　　　　　　川

番匠川 久留須川 （下降中）

近畿 新宮川 相野谷川 （下降中） 14：00～22：00

４）警戒水位を超えたが現在下回った河川 13
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＜直轄河川＞

○被害状況

１）河川管理施設等被害

２）一般被害

○水防活動状況

無堤

田畑等浸水

近畿 新宮川 相野谷川
紀宝町、
鵜殿村、
新宮市

－ － － －

近畿 紀ノ川 紀ノ川 和歌山
市 左岸 3.2Km 路肩損

傷

半壊
(戸) 原因

L=3.0m
幅0.5m

左岸 16.4Km 溢水 15：30
最大　4四国 那賀川 那賀川

阿南市
深瀬地

区

地　　　点 被　害　状　況
対　　策　　状　　況

状　態 数　量
(約ｈa)

整備局 水　系 河　川 市町村

無堤部人的被害無し、住宅無し
17：30水位低下解消右岸 14.0Km 溢水 15：30

最大50四国 那賀川

左右岸
一関市
狐禅寺
～山目

15 巡視東北 北上川 磐井川 一関市

中部 木曽川 揖斐川 大垣市等 左右岸 27k～
44k 23 巡視

左右岸
新城市

豊島、川
田

19 巡視中部 豊川 豊川 新城市

中部 木曽川 牧田川 養老町 左右岸
養老町
沢田～
大巻

10
監視及
び出動
準備

右岸
大野町
稲富～
下磯

19 巡視中部 木曽川 根尾川 大野町

中部 木曽川 根尾川 本巣市等 左岸
本巣市
山口～
七崎

15 巡視

左右岸 14～
17.5Km

巡視、自
主避難
誘導

近畿 新宮川 相野谷川 紀宝町等

中部 櫛田川 佐奈川 多気町 右岸 3.8Km 2 巡視

左右岸 古庄～
河口 40

40人巡
視85人
待機

四国 那賀川 那賀川 阿南市

左右岸 KP 出動数
（人）

稼働
状況

地　　　点 水防団等出動状況
水防団等活動状況整備局 水　系 河　川 市町村

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

四国 那賀川 那賀川
阿南市
加茂谷
地区

右岸 17.0Km 溢水 15：30
最大30

那賀川
阿南市
吉井地

区

左右岸 距離

無堤部人的被害無し、住宅無し
17：30水位低下解消

無堤部人的被害無し、住宅無し
17：30水位低下解消

被　　害　　状　　況

兼用道路管理者と協議中、堤防機能支障
なし、シート張り及び夜間標識設置中

浸水地区等の巡視（11：40～）

被害なし
自主避難（紀宝町５名・浅里地区２世帯４
名、新宮市男性２名女性５名）

16：30現在
紀宝町　5名、鵜殿町、新宮市　0名

巡視（13：07～14：00）

巡視（16:45～22:00）

巡視（14:30～22:00）

巡視（17:15～）、巡視（18:28～）

監視及び出動準備（17:00～23:00）

巡視（22:00～0:00）

巡視（16:00～23:00）
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○その他、報告事項

避難勧告発令状況等

＜補助河川＞

○被害状況

１）河川管理施設等被害　１７：００現在

近畿地方整備局管内：２府５県では、今のところ被害の報告なし

２）一般被害　１７：００現在

近畿地方整備局管内：２府５県では、今のところ浸水や被害の情報なし

○水防活動状況　１７：００現在（以下以外の府県は、なし報告）

○その他、報告事項

特に無し

○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（６月２２日 ８：３０現在）

１）海岸保全施設の被害状況

和歌山県 有田川 有田川 金屋町

都道府県 水　系 河　川 市町村
地　　　点 水防団等出動状況

水防団等活動状況

世帯数
（世帯）

人数
（人）

左右岸 約
53.0Km 450 1,300

左右岸

中部 木曽川 長良川 岐阜市

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 避難等状況

左右岸 KP

和歌山県 古座川 古座川
古座町、
古座川

町

和歌山県 日置川 日置川 日置川
町

和歌山県 富田川 富田川
上富田

町、白浜
町

和歌山県 新宮川 熊野川
熊野川

町、本宮
町

滋賀県 淀川 愛知川 御幸橋
地点

滋賀県 淀川 愛知川 紅葉橋
地点

KP 出動数
（人）

稼働
状況

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

中部 静岡県 富士海岸 蒲原町
No.91付近

避難状況
床上 床下

消波堤沈下 － － －

避難勧告発令（19：43）～解除（21：40）

水防団等活動状況

17：00（出動）～

16：20（出動）～17：00（解除）

13：３0（出動）～

12：40（出動）～

14：30（準備）～

13：50（出動）～

14：10（待機）～
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２）施設背後の通行規制状況

○道路局（２２日８時３０分現在）

道路の通行規制状況
・高速自動車国道

通行規制　０箇所

・直轄国道
　 通行規制　０箇所

・都道府県管理国道
通行規制中　３９箇所

・都道府県道
通行規制中　１６２箇所

時刻

10:30

整備局名 都道府県名 地点名 延長
（㎞）

開始 解除
規制原因

日

四国 高知県
県道春野赤丘線
（高知市桂浜交差点～
　春野町仁淀川河口大

7 高知海岸（直轄）の越波による

日 時刻

21 7:00 21

都道府県名
箇所数

法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除 計

1

岩手県 1

福井県 1

6

岐阜県 3 4

静岡県 6

愛知県 1 6 7

3 10

10

1

備考

三重県 1 3

滋賀県 1 3

1 5

4

奈良県 8 8

和歌山県 1 4 5

2 12 17徳島県 3

愛媛県 2 2

高知県 7 7

宮崎県 3 3

42 81

都道府県名

計 11 27 1

計法面崩落等 事前通行規制 路面冠水 解除

11

5

北海道 1 10

神奈川県 5

長野県 3 10

30 44

群馬県 1

13

1 2

8 32

愛知県 2

岐阜県 7 16 1

12

三重県 3 3 11 17

8



・有料道路
通行規制　０箇所

○鉄道の状況（６月２２日０８：３０現在）

～

16

静岡県 3 22 1 26

3

奈良県 1

福井県 3

15

広島県

20 30

愛媛県 1

1 1

5 6

31

徳島県 1

高知県 9 17 5

1 8

大分県

2 2

宮崎県 1

1 1

8 9

87 249

鹿児島県

計 30 117 15

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

九州旅客鉄道
日豊線

田 野 ～ 山 之 口 20

津 久 見 ～ 日 代 20

延 岡 ～ 宮 崎 21

日南線 全 線

15:37 20 17:58 雨量警報鳴動のため

台風接近による運転見合わせ

18:46 20 19:02 雨量警報鳴動のため

始 発 21 7:02

始 発 21 8:06

台風接近による運転見合わせ

高千穂鉄道 高千穂線 全 線 21 始 発 21 10:05
台風接近による
運転見合わせ

倒竹１３３本、倒木１３本

21

四国旅客鉄道

予讃線 伊 予 市 ～ 宇 和 島 21

本四備讃線 全 線 21

予土線 全 線 21

始 発 21 12:31

始 発 21 13:52

始 発 21 14:16

高徳線 高 松 ～ 引 田 21 始 発 21 15:13

鳴門線 全 線 21 始 発

徳島線 全 線 21 始 発

牟岐線 全 線 21 始 発

土讃線 琴 平 ～ 窪 川 21 始 発 21 14:01

高松琴平電気鉄道（株）

琴平線 全 線 21 始 発 21 13:30

長尾線 全 線 21 始 発 21 13:30

志度線 全 線 21 始 発 21 13:30

土佐くろしお鉄道

中村線 全 線 21 始 発 21 13:54

宿毛線 全 線 21 始 発 21 13:54

阿佐線 全 線 21 始 発 21 12:50

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 全 線 21 始 発 21 13:01

土佐電気鉄道（株） 路面電車 全 線 21 始発 21 10:30

8:58 21 9:07山陽線 新倉敷 金光 下り路線に倒木。運転士が取
り除き運転再開21
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亀山 柘植

小浜線

西日本旅客鉄道（株）

関西線
拓殖 新堂

山陰線 太田市 波根 21 14:52 21 15:56 強風のため

21 18:35

21 11:05 21 18:35

大雨のため

紀勢線 新宮 和歌山 21 11:05 21 17:30

21 12:46

敦賀 十村 21 14:07 21 17:02 強風のため
阪堺電気軌道 上町線 全 線 21 11:48 21 15:36

東海旅客鉄道

名松線
松阪 伊勢奥津 21 12:20 21 21:33

家城

紀勢線

鵜殿 新宮 21 10:09 21 18:44

伊勢奥津

三野瀬 21 11:00

20:4521 7:56 21

21 22:21

亀山 新宮 21 12:20 21 22:21

紀伊長島

東海道線

岐阜 大垣 21

南荒尾 柏原 21

13:13 21 17:02

垂井 関ヶ原 21 13:13 21 17:02 大雨のため

大垣 穂積 21 13:35 21 17:02

13:13 21 17:02

近江長岡 米原 21 11:32 21 11:49

東海道新幹線

岐阜羽島 米原
21

21

名古屋 新大阪 21

豊橋 三河安城

11:30 21 11:38 風規制

11:47 21 12:15 風規制

12:25 21 20:00 風規制及び架線切断（米原～京都）

21 13:20 21 16:10

参宮線
伊勢市 二見浦 21 11:16 21 21:00

多気 鳥羽 21 12:20 21 21:00

飯田線
豊橋 小坂井 21 12:29 21 15:45

豊川 天竜峡 21 15:18 21 22:04

中央線

定光寺 高蔵寺 21 13:28 21 16:00

名古屋 千種 21 16:20 21 16:56

中津川 恵那 21 16:25

武豊線 大府 武豊 21

下油井 21

21 16:56

14:11 21 16:05

17:38

身延線

西富士宮 芝川 21 16:21 21 18:34

高山線 上麻生

21 16:40

15:30 21

21 18:34

身延 甲斐大島 21 15:38 21 20:53

芝川 十島

名古屋鉄道

名古屋本線 伊那 豊橋

揖斐線 忠節 黒野

蒲郡線 吉良吉田 蒲郡

21 12:30 21 14:20

知多新線 富貴 内海 21

13:15 21 18:00

強風のため

13:11 21 17:40 強風による倒木

強風のため

モノレール線 犬山遊園 動物前 21 13:45 21 17:00

21

21 15:10 21 20:23

西尾線 新安城 吉良吉田 21 15:10 21 15:15

美濃町線 微明町 関 21 14:00 21 17:38

岐阜市内線 新岐阜 忠節 21 14:00 21 17:42

内部・八王子線 近畿四日市 内部・西日野 21 12:03 21 16:00

名古屋線 近畿名古屋 伊勢中川 21 13:37 21 16:41 大雨のため

山田線 伊勢中川 宇治山田 21 13:37 21 17:05

鳥羽線 宇治山田 鳥羽 21 13:37 21 17:05

～

10



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

○海上交通の状況（６月２２日０８：３０現在）

１）施設の被害状況

被害状況等

なし

事業者名 都道府県名 被害箇所 施設名

近畿日本鉄道
志度線 鳥羽 賢島 21 13:37 21 17:05

大阪線 伊勢中川 青山町 21 12:27 21 17:05

伊賀線 伊賀上野 伊賀神戸 21 13:37 21 17:05

鈴鹿線 伊勢若松 平田町 21 13:37 21 16:03

湯の山線 近鉄四日市 湯の山温泉 21 13:37 21 16:36

養老線 桑名 揖斐 21 13:37 21 17:05

名古屋市交通局 東山線 星ヶ丘 藤が丘 21 14:14 21 15:42

三岐鉄道

北勢線

西桑名 北大社

北大社 楚原

楚原 阿下喜

三岐線
富田

21 11:50 21 17:28

19:36

21 11:50 21 18:30

21

21 11:50 21

16:44

野尻 西藤原 21 13:10 21 17:35

西藤原 21 13:10

伊勢鉄道 伊勢線 河原田 津 21 11:30 21 16:20

長良川鉄道 越美北線 美濃太田 北濃 21 13:00 21 18:11

樽見鉄道 樽見線 大垣 樽見 21 13:50 21 16:34 倒木のため

豊橋鉄道 渥美線 高師 三河田原 21 14:04 21 15:00 倒木のため

東海交通事業 城北線 勝川 枇杷島 21 15:00 21 16:17 強風のため

22 6:30
大井川鉄道

井川線 千頭 井川 倒木のため

樽見線 金谷 千頭 21 15:20 21 17:42

21 15:00

湘南モノレール 江ノ島線 大船 湘南江の島 21 17:02 21 18:30

大山観光電鉄 鋼索線 追分 下社 21 16:22 未定

西武鉄道
西武秩父線 芦ヶ久保 正丸 21 17:30 21 20:30

新宿線 狭山市 本川越 21 17:45 21 18:50

東日本旅客鉄道

中央線 韮崎 芽野 21 16:33 21 19:28

東北本線 有壁 山ノ目 21 22:06 22 1:08

大船渡線 一関 盛 21 21:57 21 路盤流出（２２日１２時頃復旧予定）

釜石線 小佐野 釜石 21 23:12 22 4:34

山田線 鵜住居 釜石 22 0:12 22 5:34

仙石線
陸前富山 東名 21 21:54 21 22:26

野蒜 陸前小野 21 21:47 21 22:19

羽越本線 小砂川 上浜 21 20:22 21 22:46

東北本線 小牛田 田尻 21 22:09 21 22:41

石巻線 湧谷 鹿又 21 21:20 22 0:15

盤越東線 郡山 舞木 21 21:21 21 21:53

気仙沼線 前谷地 豊里 21

三陸鉄道 南リアス線 盛 釜石 21 22:23 22 6:00

21:20 22 1:06
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２）運休状況

○航空関係（６月２２日　０８：３０現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

２）航空機（定期便）の運休状況

国内線

全国

合計

無し

6月22日(火)

会社名 欠航

成田 無し

合計 5

国際線

関空

CPA(ｷｬｾｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 1

ARR(ｱｼｱﾅ) 2

CES(中国東方航空) 2

SNA(ｽｶｲﾈｯﾄｱｼﾞｱ航空) 1

合計 195

JEX(ｼﾞｬﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ) 4

SKY(ｽｶｲﾏｰｸｴｱﾗｲﾝｽﾞ) 2

全国 ANA(全日空) 72

JTA(日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空) 2

国内線

JAL(日本航空) 114

6月21日(月)

会社名 欠航

施設名 被害状況等

北大東空港 場周フェンス３ヶ所（８０ｍ）倒壊、仮補修済み

変則ダイヤ運航中

ブルーハイウェイライン西日本 大阪～志布志 運休中

大阪高知特急フェリー あしずり～高知～大阪 運休中

ダイヤモンドフェリー 大分～松山～今治～神戸

一部遅延

事業者名 航路名 運休状況等

東日本フェリー 苫小牧～大洗 一部遅延

名門大洋フェリー 大阪～門司 一部遅延

関西汽船 大阪・神戸～松山～別府 一部遅延

太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧
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国内線の調査対象は特定本邦航空運送事業者9社

国際線の調査対象は関空、成田発着便

○港湾関係（６月２２日　０８：３０現在）

　 現在のところ、被害の情報は入っていない。

○高速バスの運休状況（６月２２日０８時３０分現在）

平常運航

○ダムの状況（６月２２日　８時００分現在）

合計

関空 無し

成田 無し

国際線

大分県

宮崎県

都道府県名

※128 洪水調節終了

※190 洪水調節終了

阿多岐ダム 木曽川 牛道川 補助 岐阜県 65 下降中 33.77

※414 洪水調節終了

君ヶ野ダム 雲出川 八手俣川 補助 三重県 236 下降中 17.46

※123 洪水調節終了

宮川ダム 宮川 宮川 補助 三重県 1,232 下降中 91.13

※211 洪水調節終了

岩屋ダム 木曽川 馬瀬川 機構 岐阜県 550 下降中 81.83

※155 洪水調節終了

新豊根ダム 天竜川 大入川 直轄 愛知県 602 下降中 100

※319 洪水調節終了

矢作ダム 矢作川 矢作川 直轄 愛知県 1,106 下降中 81.36

※ 74 洪水調節終了

蓮ダム 櫛田川 蓮川 直轄 三重県 528 下降中 33.58

※206 洪水調節終了

広野ダム 九頭竜川 日野川 補助 福井県 43 下降中 50.99

※300 洪水調節終了

椿山ダム 日高川 日高川 補助 和歌山県 1,009 下降中 16.96

※153 洪水調節終了

七川ダム 古座川 古座川 補助 和歌山県 725 下降中 90.97

※197 洪水調節終了

笹生川ダム 九頭竜川 真名川 補助 福井県 229 下降中 95.82

※ 89 洪水調節終了

九頭竜ダム 九頭竜川 九頭竜川 直轄 福井県 697 下降中 82.22

※208 洪水調節終了

永瀬ダム 物部川 物部川 補助 高知県 562 下降中 14.22

※428 洪水調節終了

鹿森ダム 国領川 足谷川 補助 愛媛県 107 下降中 5.79

※420 洪水調節終了

正木ダム 勝浦川 勝浦川 補助 徳島県 928 下降中 29.8

※326 洪水調節終了

長安口ダム那賀川 那賀川 補助 徳島県 3,548 下降中 15.7

※178 洪水調節終了

早明浦ダム吉野川 吉野川 機構 高知県 1,548 下降中 63.41

※221 洪水調節終了

中筋川ダム渡川 中筋川 直轄 高知県 78 下降中 80.43

※212 洪水調節終了

大渡ダム 仁淀川 仁淀川 直轄 高知県 2,317 下降中 5.83

561 下降中 95.54北川ダム 五ヶ瀬川 北川 補助

38.51 ※327 洪水調節終了

※422 洪水調節終了

祝子ダム 五ヶ瀬川 祝子川 補助 宮崎県 356 下降中

※303 洪水調節終了

渡川ダム 小丸川 渡川 補助 宮崎県 395 下降中 47.5

1,248 下降中 20.98松尾ダム 小丸川 小丸川 補助

洪水調節状況

（ｍ３/ｓ） （％ ） (mm)

現在までの最大流入量

流入状況

最大調節率
累計
雨量

ダ ム 名 水 系 名 河 川 名 区 分
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・　３ダムで洪水調節を実施中

○土砂災害等の被害状況（６月２２日０８時３０分現在）

土石流 三重県 調査中

がけ崩れ 大分県 なし

がけ崩れ 高知県

がけ崩れ 岐阜県

がけ崩れ 和歌山県

がけ崩れ 愛媛県

地すべり 愛媛県

計

滋賀県土石流

1

1

発生災害 都道府県名 発生
件数

人的被害 家屋損壊数
被害状況等

半壊 一部
損壊

避難状況
死者 行方

不明
負傷者 全壊

6/21 14時12分163
世帯・551人に避難
勧告発令　同日
17:15解除

下降中 74.21

77 洪水調節中

1

岩手県 2

青森県 75

秋田県 49

なし

1 1 1 自主避難1世帯1人
土砂流出により河
道が埋塞。下流国
道３６７号通行止
め。詳細は調査

中。

なし

78.48

※ 89 洪水調節終了下降中 96.99

なし

1 1 なし

1 なし

なし なし

1 1
裏山が崩れ、サッ
シ損壊

自主避難１世帯２
人

2

9 1 3

88 洪水調節中

※102 洪水調節終了

秋田県 50 上昇中早口ダム 米代川 早口川 補助

綾里川ダム 綾里川 綾里川 補助

川内ダム 川内川 川内川 補助

123 洪水調節中

下降中 76.25岩見ダム 雄別川 三内川 補助

※ 80 洪水調節終了

荻形ダム 米代川 小阿仁川 補助 秋田県 102 下降中 85.77

※ 94 洪水調節終了

花山ダム 北上川 迫川 補助 宮城県 241 下降中 96.23

※ 64 洪水調節終了

荒砥沢ダム 米代川 迫川 補助 宮城県 57 下降中 98.57

※141 洪水調節終了

皆瀬ダム 雄別川 皆瀬川 補助 秋田県 295 下降中 80.44

※ 66 洪水調節終了

川治ダム 利根川 鬼怒川 直轄 栃木県 401 下降中 99.21

※252 洪水調節終了

広瀬ダム 富士川 笛吹川 補助 山梨県 123 下降中 57.72

※ 87 洪水調節終了

宮ヶ瀬ダム 相模川 中津川 直轄 神奈川県 405 下降中 75.58

片桐ダム 天竜川 松川 補助 長野県 38 下降中 39.34

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

14


