
１．本省及び地方支分部局の体制について

　８月１５日 １６：００ 注意体制
　３：１５ 警戒体制

　４：００ 注意体制
１４：００ 注意体制 東北運輸局 １０：００ 注意体制
１７：３０ 注意体制
１３：００ 注意体制
１８：３０ 警戒体制 九州運輸局 １２：００ 注意体制

２．大雨の概要（８月１８日 16時00分現在：気象庁）
○概況
　　台風第10号は18日15時現在、島原市付近を西北西にゆっくり進んでいる。
　中心付近の最大風速は23メートル。降り始め（16日19時）からの総雨量は宮崎県で500ミリを超えている。
　また、今朝以降長崎県、宮崎県、鹿児島県で1時間50ミリの非常に激しい雨が観測されている。
　西日本の太平洋沿岸の波の高さは、高いところで6メートル。

○今後の予想と防災にかかる警戒事項
　・台風はゆっくりした速度で北に進み、明日昼には山口県の北西沖に進む見込み。
　　その後、日本海西部を北に進む見込み。
　・九州、四国地方では、明日にかけて大雨のおそれ。
　・土砂災害、低地の浸水、河川の増水・はん濫に警戒。

【雨】明日18時までの予想24時間雨量
　四国地方太平洋側：400ミリ　四国瀬戸内海側：300ミリ　九州・山口県：250ミリ
　中国地方、東海地方(三重県)、近畿南部：150ミリ
　この間に予想される1時間最大雨量：50～60ミリ
【風】明日夕方までの九州・山口県で予想される最大風速は、陸上で15～20m/s、海上で18～23m/sの見込み。
【波】明日朝まで西日本の太平洋側及び東シナ海沿岸では、波の高さが6m程度のしけが続く見込み。

　・北海道では前線の影響により昨日からの総雨量が150ミリを超えているところがある。
　　明日18時までの24時間に200ミリ、1時間最大雨量50～60ミリの大雨が予想される。

○気象庁の対応状況 
　・台風第10号に関する全般気象情報を13日から発表中
　・気象庁本庁警戒体制（16日15時～）
　・各地の気象台及び本庁では警報、気象情報等を発表して警戒を呼びかけている。
　・警報発表状況一覧表　（平成18年08月18日15時20分現在）

大雨警報 洪水警報 暴風警報 波浪警報
上川、留萌支庁 ◎ ◎ - -
網走支庁 ◎ ◎ - -
釧路、根室、十勝支庁 ◎ ◎ - -
胆振、日高支庁 ◎ ◎ - -
石狩、空知、後志支庁 ◎ ◎ - -
渡島、檜山支庁 ◎ ◎ - -
青森県 ◎ ◎ - -
秋田県 ◎ ◎ - -
岩手県 ◎ ◎ - -
山口県 - - ◎ ◎
愛媛県 ◎ ◎ - ◎
高知県 ◎ ◎ - -
山口県 - - ◎ ◎
福岡県 ◎ ◎ ◎ ◎

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

災　害　情　報
平成18年8月18日　18:00作成
国土交通省

平成18年台風10号等による大雨について（第1報）

国 土 交 通 本 省
　８月１８日

北海道開発局 ８月１８日

四国地方整備局 ８月１８日

東北地方整備局 ８月１８日
中国地方整備局 ８月１８日

九州地方整備局 ７月２５日 ８月１７日

８月１８日



佐賀県 ◎ ◎ ◎ ◎
長崎県 ◎ ◎ ◎ ◎
熊本県 ◎ ◎ ◎ ◎
大分県 ◎ ◎ ◎ ◎
宮崎県 ◎ ◎ - -
鹿児島県 ◎ ◎ - -

３．政府の対応
８月１７日１８時、内閣府情報対策室を設置

４．国土交通省の対応
1)災害対策用ヘリコプター
待機中

2)災害対策用機械

４．人的被害等
・調査中

５．所管施設等の状況

○河川の状況（８月１８日１６時００分現在）
○国管理河川の出水状況

水系 河川

１）現在、はん濫危険水位（危険水位）を超えている河川 なし

２）現在、避難判断水位（特別警戒水位）を超えている河川 なし

河　　　　　　　　　　　川整備局 水　系

３）現在、はん濫注意水位（警戒水位）を超えている河川 2 2

北海道 渚滑川 渚滑川

四国 渡川 中筋川

合計 33 1

排水ポンプ車 33 1

機械名 出動台数
出動台数のうち

その他
現在稼働中台数

神居第３樋門：旭川市 8/18～ 旭川市 稼働中１台北海道開発局 排水ポンプ車 2 内水排除

作業完了

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 遠賀川：飯塚市 8/18～ 待機中

祝子川：延岡市 8/18九州地整 排水ポンプ車 2 内水排除

作業完了

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 大淀川：都城市高城町 8/16～18 作業完了

作業完了

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 堅田川：佐伯市 8/18

番匠川：佐伯市 8/18九州地整 排水ポンプ車 4 内水排除

待機中

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 馬入川：大分市 8/18～ 待機中

光吉谷川：大分市 8/18～九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

待機中

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 北鼻川：大分市 8/17～ 待機中

宮谷川：大分市 8/17～九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

待機中

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 鴨園川：大分市 8/17～ 待機中

川内川：えびの市 8/17～九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

待機中

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 川内川：川内市 8/16～ 待機中

前目川：菱刈町 8/16～九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

川内川：湧水町 8/16～ 待機中九州地整 排水ポンプ車 3 内水排除

羽月川：菱刈町 8/16～ 待機中九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

羽月川：大口市 8/16～ 待機中九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除

九州地整 排水ポンプ車 2 内水排除 桶寄川：湧水町 8/16～ 鹿児島県 待機中

作業完了

九州地整 排水ポンプ車 1 内水排除 小丸川：高鍋町 8/16 作業完了

大淀川：都城市 8/16九州地整 排水ポンプ車 2 内水排除

作業完了

九州地整 排水ポンプ車 2 内水排除 大淀川：宮崎市 8/16 作業完了

大淀川支川：高岡町 8/16九州地整 排水ポンプ車 2 内水排除

出動先
応援（要請） その他

場所 期間
所有整備局 機械名 台数 事象



水系 河川

水系 河川

○被害状況

１）一般被害

＜直轄＞

＜補助＞

調査中8/18発生

４）はん濫危険水位（危険水位）を超えたが現在下回った河川 なし

上富良野
町

1 調査中

５）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 1 3

北海道 調査中 調査中

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州 番匠川 久留須川 堅田川 井崎川

6 7

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

大淀川 大淀川

６）はん濫注意水位（警戒水位）を超えたが現在下回った河川

九州 番匠川 番匠川

九州

九州 大分川 大分川 七瀬川

九州 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川

九州 小丸川 小丸川

九州 山国川 山国川

調査中調査中8/18発生

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水
被　　害　　状　　況

（内水：河川に排水できずにはん濫した水）床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)

整備局 水　系 河　川 市町村

九州 番匠川 久留須川 佐伯市 内水 調査中道路冠水（内水・右岸3k700-4k400付近）

九州 番匠川 久留須川 佐伯市 内水 調査中道路冠水160m（内水・左岸0k000-0k200付近）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 内水 調査中道路冠水（内水・右岸6k400付近）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 内水 調査中道路冠水（右岸7k600-8k000付近）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 内水 調査中田畑浸水（右岸8k800付近）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 内水 調査中田畑浸水（右岸2k800-3k200付近）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 内水 調査中右岸6k600-7k400付近

九州 番匠川 堅田川 佐伯市 内水 調査中田畑浸水（左岸1k600付近）

九州 番匠川 堅田川 佐伯市 内水 調査中右岸2k425付近

九州 大分川 七瀬川 大分市 内水 0.5ha 解消：田畑浸水（左岸5k400付近）

九州 大分川 七瀬川 大分市 内水 0.75ha解消：田畑浸水（右岸5k000付近）

九州 大分川 賀来川 大分市 （外水）調査中道路冠水（左岸1k600付近）

九州 大野川 大野川 大分市 内水 24ha 解消：田畑浸水（右岸7k400～8k400付近）

九州 大分川 七瀬川 大分市 内水 0.75ha田畑浸水（左岸5k100付近）

四国 渡川 中筋川 四万十市 内水 28
内水による浸水被害
水田のみ浸水、稲刈りは概ね終了している。

北海道 調査中 調査中 美瑛町 1

5 調査中調査中8/18発生

調査中調査中8/18発生

北海道 調査中 調査中 東川町

2北海道 調査中 調査中 当麻町

北海道 調査中 調査中 富良野市 1 調査中調査中8/18発生

都道府県 水　系 河　川 市町村 被　　害　　状　　況床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水



２）河川管理施設等被害
＜直轄＞ （　1水系　1河川　1カ所）

＜補助＞ 　1水系　1河川　1カ所）

○避難勧告及び避難指示状況

○水防活動状況

＜直轄＞

＜補助＞

○その他、報告事項

○ダム（8月18日16時00分現在）

・8月18日未明から現在までに、北海道、四国、九州管内の国土交通省所管ダムで延べ23ダムが

　洪水調節を実施。

　（国土交通省管理　延べ7ダム（山国川水系耶馬渓ダムなど）、県管理　延べ16ダム（五ヶ瀬川水系

　祝子ダムなど）で実施。

北海道 石狩川 倉沼川 旭川市 右岸 4.1 河岸欠壊 10 土のう積み

状　態
数　量
(約m)

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点

左右岸 KP

8/18発生

被　害　状　況

対　　策　　状　　況

1 調査中調査中北海道 調査中 調査中 むかわ町

四国 渡川 中筋川 四万十市 内水 41
内水による浸水被害
水田のみ浸水、稲刈りは概ね終了している。

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)

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 左 20k
小川橋
CCTV不通 １カ所 原因不明、小川橋より下流50mの県道崩壊

整備局 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

九州 塩見川 塩見川 日向市 避難準備 27 50
平成18年08月18日

 01:50
平成18年08月18日

 06:15

九州 大野川 大野川 大分市 避難勧告 43 117
平成18年08月18日

 08：44
平成18年08月18日

 13:40

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

北海道
石狩川 石狩川 旭川市 左岸 153 1 待機 排水ポンプ車30m3/min、神居第４樋門

北海道
石狩川 忠別川 旭川市 左岸 0.6 1

7:10～
8:45

排水ポンプ車30m3/min、神居第３樋門

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

都道府県 水　系 河　川 市町村

ー ー福岡 祓川 祓川 犀川町

ー 土嚢積み準備

出動数
（台）

稼働
状況

倉沼川 旭川市

土嚢積み準備中

福岡 今川 犀川 みやこ町 ー

河岸欠壊箇所に土のう積みＬ＝約１０ｍ右岸 4.1北海道 石狩川



○土砂災害等の発生状況（８月１８日16時00分現在）

○ 高速道路(8月18日16時00分現在)：計２区間
・連続雨量による事前通行規制区間：２区間
　　大分道（別府ＩＣ～湯布院ＩＣ）
　　大分道（日出ＪＣＴ～速見ＩＣ）

○ 有料道路(8月18日16時00分現在)：計３区間
・連続雨量による事前通行規制区間：３区間
　　琴丘能代道路（琴丘森岳IC～能代南IC、東日本高速㈱）
　　日出バイパス（速見ＩＣ～日出ＩＣ、西日本高速㈱）
　　宇佐別府道路（大分農業文化公園ＩＣ～速見ＩＣ、西日本高速㈱）

○ 直轄国道(8月18日16時00分現在)：計２区間
・連続雨量による事前通行規制区間：２区間
　　国道３３号（高知県仁淀川村森山～愛媛県久万高原町中津）
　　国道５７号（長崎県雲仙市南木指～雲仙）

○ 都道府県管理道路(補助国道、都道府県道、8月18日16時00分現在
・法面崩落等による全面通行止め区間：
・路面冠水等による全面通行止め区間：
・連続雨量等による事前通行規制区間：

○ 道路災害における人的被害
・なし

○ その他
・(主)緒方高千穂線（大分・宮崎県境）で法面崩落等が2箇所発生し全面通行止(8/18 8:30)。
　１地区（大分県豊後大野市尾平鉱山地区）11世帯19人が孤立。明日復旧の見込み。

○鉄道（８月１８日 16時00分現在）

9:40 降雨のため九州旅客鉄道 日田彦山線 田川後藤寺～夜明 18

0:05 降雨のため

14:10 降雨のため
四国旅客鉄道

予土線 窪川～近永 18

予土線 近永～宇和島 18

降雨のため

奥羽線 森岳～早口 18 14:11 降雨のため

五能線 東能代～岩館 18 14:23

降雨のため

18 14:43 降雨のため

14:43

田沢湖線 赤渕～田沢湖
東日本旅客鉄道

秋田新幹線 盛岡～大曲 18

運転再開
主な被害状況等

日 時間 日 時間
事業者名 線　　名 運転中止区間

運転中止

17区間 14区間 6区間 52区間

3区間 5区間 6区間
－ －

計 4区間 区間
宮崎県 3区間 8区間 － －
大分県 － － 1区間

1区間 － －
熊本県 － － － 2区間 － 1区間
佐賀県 － － 1区間

－ － 3区間
高知県 1区間 － 8区間 － 1区間 20区間
愛媛県 － － 1区間

－ － 20区間
徳島県 － － 6区間 － － 2区間
北海道 － － －

都道府県道
法面崩落等 路面冠水等 事前通行規制

18区間
6区間
69区間

都道府県 補助国道
法面崩落等 路面冠水等 事前通行規制

　・がけ崩れ　２件
　　　宮崎県児湯郡木城町　人的被害ナシ　家屋一部破損　１戸
　　　大分県大分市上詰　　 人的被害ナシ　家屋一部損壊　１戸

○道路通行止状況等（平成１８年８月１８日１６時００分現在）

計93区間



○海上交通の状況（８月１８日 16時00分現在）
１）施設の被害状況
なし

２）運休状況

○航空関係（８月１８日 16時00分現在）
１）空港・航空保安施設の被害状況
なし

２）航空機（定期便）の運休状況
１１空港（福岡・北九州・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・出雲・佐賀・福江・天草）
出発７２便、到着７１便　計１４３便欠航

○港湾関係（８月１８日 15時30分現在）
・宮崎県及び鹿児島県の国有港湾施設について目視点検の結果被害なし
・その他、現在のところ被害の情報なし

○高速バスの運休・迂回等の状況（８月１８日  16時00分現在）

○下水道施設の被害状況（８月１８日16:00現在）

特段の被害情報なし

○観光関係（８月１８日 16時00分現在）
特段の被害情報なし

問合先：河川局防災課災害対策室　大島
代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２
直　通：　０３－５２５３－８４６１

4 福岡 別府 迂回

迂回
東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

九州

西日本鉄道株式会社他 2 福岡 大分 迂回

西日本鉄道株式会社他

秋北バス㈱ 仙台 大館

迂回
八戸道『安代ＪＣＴ～浄法寺ＩＣ』間大
雨の為、国道４号へ迂回

盛岡 大館 迂回
東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

迂回
東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

八戸道『安代ＪＣＴ～浄法寺ＩＣ』間大
雨の為、国道４号へ迂回

迂回
東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

迂回
東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

迂回

岩手県北自動車㈱、
岩手県交通㈱、
秋北バス㈱

1

岩手県北自動車㈱、
南部バス㈱

1 盛岡 八戸

迂回

岩手県北自動車㈱、
ジェイアールバス東北㈱、
弘南バス㈱、秋北バス㈱

1 盛岡 青森

岩手県北自動車㈱、
ジェイアールバス東北㈱、

弘南バス㈱
1 盛岡 弘前

宮城交通㈱、
ジェイアールバス東北㈱

1 仙台 八戸

宮城交通㈱、
ジェイアールバス東北㈱、

弘南バス㈱
1 仙台 弘前

東北道『松尾八幡平ＩＣ～安代ＩＣ』間
大雨の為、国道２８２号へ迂回

仙台 青森

東北

秋田中央交通㈱、
秋北バス㈱

1 能代 秋田 迂回
秋田道　『能代南ＩＣ～琴丘森岳ＩＣ』
間大雨の為通行止により、国道７号
へ迂回

宮城交通㈱、
ジェイアールバス東北㈱、

弘南バス㈱
1

備考

JR九州高速船（株） 博多～釜山 １８日全便欠航

事業者名 航路名 運休状況等

系統数 区間路線 運休・迂回 備　　考運輸局管内 事業者名


