
平成30年７月豪雨の概要

参考資料１

平成30年11月27日
平成30年７月豪雨による水害・土砂災害からの

避難に関するワーキンググループ第2回

平成30年12月
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の在り方について

（報告）【参考資料】



「平成30年7月豪雨」の気象概要
○ 台風第7号から変わった温帯低気圧が、７月５日には本州付近に停滞していた梅雨前線と一体化した。
○ 梅雨前線は、暖かく湿った空気が継続して流れ込んだ影響で、活動が非常に活発となった。
この状態が、7月5日頃から8日頃まで続いたため、西日本から東海地方を中心に記録的な大雨となった。

7月5日 7月6日 7月7日

7月5日9時 7月6日9時 7月7日9時
■天気図

■日降水量（解析雨量）

単位：ミリ

7月8日

7月8日9時
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平成30年7月豪雨の雨量の状況
■6月28日から7月8日までの総降水量（アメダス）と
その期間での降水量平年比 ■6月28日から7月8日までに観測された最大48時間雨量（アメダス）

■6月28日から7月8日までに観測された最大72時間雨量（アメダス）

■全国のアメダス地点（比較可能な966地点）で観測された降水量の総和
（1982年1月上旬から2018年7月上旬における各旬の値の度数分布）

観測史上１位を更新した地点数：125地点
７月としての１位を更新した地点数：239地点

観測史上１位を更新した地点数：123地点
７月としての１位を更新した地点数：264地点降水量の総和（mm）

回数
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平成30年７月豪雨による被害状況
○前線や台風第７号の影響により、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、１府10県に特別警報が発表
されるとともに、各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、１府13県で200名を超える死者・行方不明者が発生す
るなど甚大な被害が発生。

○電気、水道等のライフラインの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラにも甚大な被害が発生。

・人的被害（10/9時点）

死者224名、行方不明者8名

・家屋被害（10/9時点）

全壊6,695棟、床上浸水8,640棟

・避難所避難者数
最大 約4.2万人（7/7時点）

⇒10/9時点で370人

・電力
最大 約8万戸停電（7/7時点）

⇒ 7/13復旧※２

・上水道
総断水戸数 263,593戸
⇒ 岡山県内：7/26断水解消※３

広島県内：8/9断水解消※３

愛媛県内：8/13断水解消※３

・鉄道
最大 32事業者115路線運転休止（7/7 5:00時点）

⇒ 10/9時点で4事業者6路線運休中

・高速道路
最大 17路線19区間被災による通行止め（7/8

5:00時点）

⇒9/27までに全ての通行止め解除

浸水被害
（岡山県倉敷市真備町）

鉄道の被害
（広島県東広島市 ＪＲ山陽線）

道路の被害
（広島県安芸郡坂町 広島呉道路）

浄水場の被害
（愛媛県宇和島市 吉田浄水場）

※１ 平成30年7月豪雨による被害状況等について（内閣府）資料より作成
※２ 住民が居住する地域
※３ 豪雨により大きな被害が発生し、住民が避難している地域で、地域の復興に合わせて水道も復旧・整備する予定の地域（愛媛県松山市10戸、西予市32戸）を除く。

被害状況等※１
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平成30年７月豪雨による被害の特徴
○平成30年７月豪雨は、近年、発生した水害・土砂災害としては、死者・行方不明者数が極めて多いことが特徴

（一つの災害で死者・行方不明者が200人を超えたのは「昭和57年７月豪雨と台風10号」※以来となる。）。

主な水害・土砂災害（死者及び行方不明者数）

枕崎台風(S20)：3,756人

伊勢湾台風(S34)：5,098人

カスリーン台風(S22)：1,930人

洞爺丸台風(S29)：1,761人

狩野川台風(S33)：1,269人

諫早台風(S32)：722人

（昭和20
年）

（昭和25
年）

（昭和30
年）

（昭和35
年）

（昭和40
年）

（昭和45
年）

（昭和50
年）

（昭和55
年）

（昭和60
年）

（平成2年） （平成7年） （平成12
年）

（平成17
年）

（平成22
年）

（平成27
年）

昭和47年7月豪雨(S47)
447人

昭和57年7月豪雨と台風10号（S57）
439人

平成30年
7月豪雨
（H30）
232人

死者及び
行方不明者数

前線、台風17、18、19号(H3)
86人 台風23号、前線(H16)

98人

台風15号(H23)：20人

台風12号(H23)：98人

平成24年7月九州北部豪雨(H24)
33人

平成26年8月豪雨(H26)
91人

平成27年9月関東・
東北豪雨(H27)

14人

平成29年7月
九州北部豪雨（H29）

43人

台風第7号、第11号、
第9号、第10号及び

前線による大雨・暴
雨（H28）

29人

昭和58年7月豪雨(S57)
117人

台風26号(H25)：43人

台風7、11号(H5)
93人

国土交通省「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会」第一回資料をもとに内閣府にて作成（平成30年7月豪雨の死者・行方不明者数は10月9日時点） 4



人的被害(死者・行方不明者)の状況【愛媛県】人的被害(死者・行方不明者)の状況【広島県】

人的被害(死者・行方不明者)の状況【全国】

平成30年７月豪雨による人的被害の状況

死者数 109人

行方不明者数 5人

広島県

死者数 61人

行方不明者数 3人

岡山県

死者数 29人

愛媛県

死者数 23人

行方不明者数 2人

広島市

死者数 25人

呉市

行政区 死者 行方
不明者

(人) (人)
広島市 23 2
呉市 25 0
竹原市 4 0
三原市 8 0
尾道市 2 0
福山市 2 0
府中市 2 0
東広島市 12 1
安芸高田
市 2 1
海田町 1 0
熊野町 12 0
坂町 16 1
合計 109 5

死者数 6人

西予市

死者数 12人
宇和島市

行政区 死者 行方
不明者

(人) (人)
岐阜県 1 0
滋賀県 1 0
京都府 5 0
兵庫県 2 0
奈良県 1 0
岡山県 61 3
広島県 109 5
山口県 3 0
愛媛県 29 0
高知県 3 0
福岡県 4 0
佐賀県 2 0
宮崎県 1 0
鹿児島県 2 0
合計 224 8

行政区 死者 行方
不明者

(人) (人)
松山市 4 0
今治市 2 0
宇和島市 12 0
大洲市 4 0
西予市 6 0
鬼北町 1 0
合計 29 0

5※内閣府HP公表資料「平成30年７月豪雨による被害状況等について（平成30年10月9日17:00現在）」をもとに内閣府にて作成

死者数 52人
倉敷市

行政区 死者 行 方
不明者

(人) (人)
倉敷市 52 0
井原市 2 0
総社市 4 0
笠岡市 3 0
高梁市 0 1
新見市 0 1
鏡野町 0 1
合計 61 3

人的被害(死者・行方不明者)の状況【岡山県】
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平成30年７月豪雨による人的被害の特徴

３県の原因別死者数 ３県の年齢別死者数

○被害の大きかった愛媛県、岡山県、広島県での原因別死者数をみると、広島県では土砂災害による死
者数が、岡山県では水害による死者数の占める割合が多かった。

○上記３県の死者数のうち、６０代以上の割合が約７割であった。

人人

3県からの提供データをもとに内閣府にて作成 6



平成30年7月豪雨による堤防の決壊等の状況

国土交通省「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会」第一回資料より引用
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●決壊箇所一覧

H30.9.5 12:00時点 計３７箇所

No 整備局 水　系 河　川 市町村 箇所数

ア 中国 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

倉敷市
くらしきし

1

イ 中国 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

倉敷市
くらしきし

1

No 県 水　系 河　川 市町村 箇所数

1 島根 江
ごう

の川
かわ

八戸
やと

川
がわ

江津市
ごうつし

1

2 岡山 旭川
あさひがわ

旭川
あさひがわ

岡山市
おかやまし

1

3 岡山 旭川
あさひがわ

砂川
すながわ

岡山市
おかやまし

1

4 岡山 高梁川
たかはしがわ

高梁川
たかはしがわ

総社市
そうじゃし

2

5 岡山 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

矢掛町
やかげちょう

3

6 岡山 高梁川
たかはしがわ

末政
すえまさ

川
がわ

倉敷市
くらしきし

3

7 岡山 高梁川
たかはしがわ

高馬
たかま

川
がわ

倉敷市
くらしきし

2

8 岡山 高梁川
たかはしがわ

真
ま

谷
だに

川
がわ

倉敷市
くらしきし

1

9 岡山 高梁川
たかはしがわ

岩倉
いわくら

川
がわ

井原
いばら

市
し

1

10 岡山 高梁川
たかはしがわ

尾坂
おさか

川
がわ

笠岡
かさおか

市
し

1

11 岡山 芦田
あしだ

川
がわ

高
たか

屋
や

川
がわ

井原市
いばらし

1

12 広島 芦田
あしだ

川
がわ

芦田
あしだ

川
がわ

世羅町
せらちょう

1

13 広島 芦田
あしだ

川
がわ

吉野
よしの

川
がわ

福山市
ふくやまし

1

14 広島 本郷
ほんごう

川
がわ

本郷
ほんごう

川
がわ

福山
ふくやま

市
し

1

15 広島 沼田
ぬた

川
がわ

入野
にゅうの

川
がわ

東広島
ひがしひろしま

市
し

1

16 広島 沼田
ぬた

川
がわ

菅
すげ

川
がわ

三原市
みはらし

3

17 広島 沼田
ぬた

川
がわ

天井
てんじょう

川
がわ

三原市
みはらし

1

18 広島 沼田
ぬた

川
がわ

仏通寺
ぶっつうじ

川
がわ

三原市
みはらし

1

19 広島 沼田
ぬた

川
がわ

梨
なし

和
わ

川
がわ

三原市
みはらし

1

20 広島 沼田
ぬた

川
がわ

三次
みつぎ

川
がわ

三原市
みはらし

1

21 広島 賀茂川
かもがわ

賀茂川
かもがわ

竹原
たけはら

市
し

1

22 広島 野呂
のろ

川
がわ

中畑
なかはた

川
がわ

呉市
くれし

3

23 広島 黒瀬
くろせ

川
がわ

笹野
ささの

川
がわ

東広島
ひがしひろしま

市
し

1

24 山口 島田
しまた

川
がわ

島田
しまた

川
がわ

周南市
しゅうなんし

1

25 福岡 筑後
ちくご

川
がわ

大刀洗
たちあらい

川
がわ

大刀洗町
たちあらいまち

1

10

都道府県管理河川（３５箇所）

国管理河川（２箇所）

4

○ 国管理の高梁川水系小田川では２箇所で決壊。
○ 都道府県管理河川では、豪雨となった広島県16箇所、岡山県16箇所など、

35箇所で決壊。
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フォーム

																																																												災　害　情　報

																																																												平成30年7月21日16:00現在

																																																												国土交通省 クニ



		平成３０年西日本の大雨と台風第７号等による被害状況について（第37報）

		※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。



		３．国土交通省の対応

				○緊急速報メール(プッシュ型配信) 

				・7/3 石狩川水系及び留萌川水系の沿川4市5町でのべ7回実施

				(北海道深川市､留萌市､旭川市､滝川市､妹背牛町､秩父別町､沼田町､雨竜町､北竜町)

				・7/5 淀川水系桂川(京都市、大阪府島本町)で1回実施 しまもと

				・7/6～７ 由良川水系、淀川水系、加古川水系、揖保川水系、江の川水系、吉井川水系、旭川水系、高梁川水系、芦田川水系、 ゆらがわ すいけい よどがわ すいけい かこがわ すいけい いぼがわ すいけい ごう かわ すいけい よしいがわ すいけい あさひかわ すいけい たかはしがわ すいけい あしだがわ すいけい

				吉野川水系、肱川水系、物部川水系、遠賀川水系、山国川水系、筑後川水系、松浦川水系、六角川水系、菊池川水系、球摩川水系、 よしのがわ すいけい ひじ がわ すいけい おんががわ すいけい やまくにがわ すいけい ちくごがわ すいけい

				で46回実施

				○国管理河川のホットライン実施状況

						・留萌川水系（留萌市）																						2				回 かい

						・石狩川水系（深川市など）																						12				回 かい

						・神通川水系（富山市など） ジンツウガワ トヤマ シ																						4				回 かい

						・梯川水系（小松市など） カケハシ コマツ																						4				回 かい

						・狩野川水系（清水町など） カノガワ キヨミズチョウ																						2				回 かい

						・木曽川水系（美濃加茂市など） キソガワ スイケイ ミノカモ シ																						13				回 かい

						・由良川水系（福知山市など） ゆら がわ すいけい ふくちやま し																						34				回 かい

						・淀川水系（京都市など） よどがわ すいけい きょうとし																						16				回 かい

						・大和川水系（大和郡山市など） だいわ がわ すいけい やまとこおりやま し																						9				回 かい

						・円山川水系（豊岡市など） まるやま がわ すいけい とよおか し																						29				回 かい

						・加古川水系（加東市など） かこがわ すいけい かとう し																						29				回 かい

						・揖保川水系（たつの市など） いぼ がわ すいけい し																						21				回 かい

						・北川水系（小浜市など） きたがわ すいけい おばま し ふるいち																						2				回 かい

						・千代川水系（鳥取市など） せんだい がわ すいけい とっとり し																						10				回 かい

						・天神川水系（三朝町など） てんじん がわ すいけい さん あさ ちょう																						6				回 かい

						・日野川水系（米子市など） ひの がわ すいけい よなごし																						2				回 かい

						・斐伊川水系（出雲市など） ひいかわ すいけい いずも し																						3				回 かい

						・江の川水系（三次市など） ごう かわ すいけい みよし し																						17				回 かい

						・高津川水系（益田市） たかつ がわ すいけい ますだ し																						1				回 かい

						・吉井川水系（和気町など） よしい かわ すいけい わきちょう																						3				回 かい

						・旭川水系（岡山市など） あさひ がわ すいけい おかやま し																						4				回 かい

						・高梁川水系（総社市など） たかはし がわ すいけい そうじゃし																						9				回 かい

						・芦田川水系（府中市など） あしだ がわ すいけい ふちゅう し																						7				回 かい

						・太田川水系（安佐北区など） おおた かわ すいけい あさきたく																						36				回 かい

						・吉野川水系（三好市など） ヨシノ ガワ スイケイ ミヨシ シ																						2				回 かい

						・那賀川水系（阿南市） ナカガワ ガワ スイケイ アナン シ																						2				回 かい

						・土器川水系（高松市など） ドキ ガワ スイケイ タカマツ シ トイチ																						1				回 かい

						・重信川水系（松山市など） シゲノブ ガワ スイケイ マツヤマ シ																						3				回 かい

						・肱川水系 （大洲市など） ヒジカワ スイケイ オオズ シ トイチ																						13				回 かい

						・物部川水系（香南市など） モノノベ ガワ スイケイ コウナンシ																						8				回 かい

						・仁淀川水系（土佐市など） ニヨド ガワ スイケイ トサ シ																						5				回 かい

						・渡川水系（四万十市） ワタリガワ スイケイ シマント シ																						4				回 かい

						・遠賀川水系（飯塚市など） いいづか																						65				回 かい

						・山国川水系（中津市など） やまぐに がわ すいけい なかつ し																						6				回 かい

						・筑後川水系（久留米市など） ちくごがわ くるめ し																						28				回 かい

						・矢部川水系（柳川市など） やべ がわ すいけい やながわ し きゅういち																						4				回 かい

						・松浦川水系（武雄市など） まつうら たけお																						14				回 かい

						・六角川水系（武雄市など） ロッカク ガワ タケオ シ																						25				回 かい

						・嘉瀬川水系（佐賀市など） かせ さが																						9				回 かい

						・菊池川水系（玉名市など） きくち がわ すいけい たまな し																						13				回 かい

						・球磨川水系（人吉市など） くまがわ すいけい ひとよし し																						11				回 かい

								計 けい		488				回 かい

				○水防団による水防活動の実施状況 スイボウ ダン スイボウ カツドウ ジッシ ジョウキョウ

						<国管理河川> クニ カンリ カセン

						・27水系の83団体が水防活動を実施　※他水系を含めて確認・集計中 スイ ケイ ダンタイ スイボウ カツドウ ジッシ ホカ スイケイ フク カクニン シュウケイ チュウ

						　（留萌川水系、石狩川水系、木曽川水系、由良川水系、淀川水系、大和川水系、円山川水系、加古川水系、揖保川水系、 ルモイ ガワ スイケイ イシカリ ガワ スイケイ

						   北川水系、千代川水系、天神川水系、斐伊川水系、吉井川水系、旭川水系、高梁川水系、芦田川水系、佐波川水系、 ヨシイ ガワ スイケイ アサヒガワ スイケイ タカハシ ガワ スイケイ サバカワ スイケイ

						 　吉野川水系、那賀川水系、重信川水系、肱川水系、物部川水系、渡川水系、山国川水系、菊池川水系、球磨川水系）

						<都道府県管理河川> トドウフケン カンリ カセン

						・93団体が水防活動を実施　※確認・集計中 ダンタイ スイボウ カツドウ ジッシ カクニン シュウケイ チュウ



		８．所管施設等の状況 ショカン シセツ トウ ジョウキョウ

		○河川（7月21日16:00現在） ガツ ニチ ゲンザイ

				＜国管理河川＞ クニ カンリ カセン

				１）一般被害 イッパン ヒガイ

				22水系45河川201箇所　浸水家屋数（床上・床下　合計約7,000戸）※浸水家屋数は一部都道府県管理分と重複 すいけい かせん かしょ しんすい かおく すう ゆかうえ ゆかした ごうけい やく こ しんすい かおく すう いちぶ とどうふけん かんり ぶん ちょうふく

				整備局 セイビキョク						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						地　　　点 チ テン												浸水家屋数 シンスイ カオク スウ												家屋損壊数 カオク ソンカイ スウ												田畑等浸水 タハタナド シンスイ								被害状況 ヒガイ ジョウキョウ

																												左右岸 サユウ キシ						KP						原因 ゲンイン				床上
(約戸) ユカウエ ヤク コ				床下
(約戸) ユカシタ ヤク				原因 ゲンイン				全壊
(約戸) ゼンカイ ヤク				半壊
(約戸) ハンカイ ヤク				原因 ゲンイン				面積
(約ha) メンセキ ヤク

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						0.2						内水								20																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						11.2						内水																								内水				4.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						12.0						内水								3																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						12.2																														内水				8.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						14.4																														内水				1.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						22.8																														内水				0.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						23.2																														内水				0.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						右						23.6																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						左						24.8																														溢水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						月形町 つきがたちょう						右						56.0																														内水				21																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり かわ						石狩川 いしかり かわ						月形町 つきがたちょう						右						66.6																														内水				9.1																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						深川市 ふかがわし						左右 サユウ						130.5～135.5						溢水								3																溢水				50																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわし						左右 サユウ						135～137.5						溢水								1																溢水				21																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわし						左右 サユウ						147.2～154.7																														内水				2.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						産化美唄川 さん か びばい がわ						美唄市 びばいし						左						7.5																														内水				1.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						雨竜川 うりゅう がわ						沼田町 ぬまたちょう						右						29.4～31.0																														溢水				32																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						雨竜川 うりゅう がわ						深川市 ふかがわし						左						32.0～35.0																														溢水				8.9																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						オサラッペ川 がわ						鷹栖町 たかすちょう						左右 サユウ						0.4～2.6																														内水				2.1																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						牛朱別川 う しゅべつ がわ						旭川市 あさひかわし						右						4.2						内水								9																内水				1.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						美瑛川 びえい がわ						美瑛町 びえい ちょう						右						15																														内水				0.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						5.3																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						6.6																														内水				1.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						8.4																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						10.5																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						11.4																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						右						11.5																														内水				1.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						12.6																														内水				1.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						13.0																														内水				1.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						右						13.4																														内水				0.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						17.1																														内水				1.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						18.6																														内水				8.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						右						18.8																														内水				1.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						20.0																														内水				7.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						右						21.2																														内水				1.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						21.4																														内水				1.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						53.0																																						堤外地の浸水 てい がいち しんすい														河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						2.7						溢水+内水								1																溢水+内水				15																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						5.2						内水 ないすい				1																				内水				1.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						5.9						溢水+内水				1																				溢水+内水				20																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						左						6.6						溢水+内水				1																				溢水+内水				38																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						7.0																														溢水+内水				6.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						左						8.6						内水 ないすい				1				1																溢水+内水				10																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						9.2						溢水+内水				1																				溢水+内水				35																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						左						10.8						内水				14				7																内水				9.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右						13.0～16.0						溢水+内水				2				4																溢水+内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						左						13.8						溢水+内水								4																溢水+内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						21.6						内水				14				10																内水				11																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						22.0						内水 ないすい				2				1																溢水+内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						25.2						内水				19				2																内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						25.8						内水				25				11																内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						26.1						内水				10				1																内水				20																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						27.8						内水				1				18																内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						28.4						溢水+内水								1																溢水+内水				30																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						30.0						溢水+内水				4				4																溢水+内水				10																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						31.0						溢水+内水								1																溢水+内水				50																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						31.8																														内水				10																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						32.2						内水				1				7																内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						33.2						内水				10				7																内水				30																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						35.0						内水				2				3																内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						34.1						内水				3				1																内水				28																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						35.1						内水				1				3																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						36.0						内水				33				470																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						38.2						内水				18				36																内水				25																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						40.4																														溢水+内水				25																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						左						39.0～42.0																														溢水+内水				180																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						右						43.0						内水								4																内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 きんき						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						左						18.2																														溢水				0.1																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						三郷町 さんごうちょう						右						28.6～28.8																														内水				0.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						斑鳩町 いかるがちょう						右						30.5～31.8																														内水				24																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						安堵町 あんどちょう						右						33.0～34.4																														内水				60																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						川西町 かわにしちょう						左						34.2～34.7																														内水				10																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						曽我川 そが かわ						川西町 かわにしちょう						右						0.2～0.4																														内水				3.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						右						2.0～2.3																														内水				3.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						右						3.9～4.4																														内水				9.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						左						4.8～5.2																														内水				15																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						右						5.0						内水								15																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						左 ひだり						5.4						溢水+内水				1				9																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						左 ひだり						18.8						内水								13																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						右 みぎ						23.4						溢水+内水				4				2																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						円山川 まるやまがわ						出石川 いずし がわ						豊岡市 とよおかし						左 ひだり						2.0																														内水				90																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 きんき						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						右						32.6～33.3						溢水				3				5																溢水				12																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						左						35.3						溢水								1																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						左						35.2～36.2																														溢水				13																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						右						36.2						溢水								1																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだいがわ						鳥取市 とっとりし						左						15.7						内水								6																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						江津市 ごうつし						右						15.1～16.5						内水 ないすい				77				19																																				浸水家屋数の詳細は調査中 しんすい かおく すう しょうさい ちょうさちゅう		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						右						158.8																														内水				調査中 ちょうさちゅう																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						152.8～153.0						内水																																														河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						153.3～154.6						内水				2				3																内水				12																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						155.2～156.2						内水																								内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						157.2～157.8																														内水				0.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						167.4																														内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						167.8																														内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						168.1～168.3																														内水				0.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						馬洗川 ば せんがわ						三次市 みよしし						右						4.0～5.0						内水				36				51																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						西城川 さいじょう がわ						三次市 みよしし						左						0.3																																																				河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						西城川 さいじょう がわ						三次市 みよしし						左						1.3																														内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						3.2						越水																								越水				6.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						左						3.4						決壊 けっかい				4,100																				決壊				1,100				浸水家屋数は国・県含む しんすい かおく すう くに けん ふく														河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						左						6.4						決壊 けっかい																								決壊																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						4.0						越水																								越水				8.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						7.0						越水																								越水				8.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						右						9.4～11.4						内水								8																内水				200																4086		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						右 みぎ						16.0～16.4						内水								3																内水				14																87		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						右 みぎ						16.5～17.4						内水																								内水				4.0																93		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						右						17.2～18.6						内水																								内水				14																283		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						右						21.6～22.0						内水								1																内水				34																278		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						府中市 ふちゅうし						左 ひだり						23.9						内水																								内水				12																278		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						府中市 ふちゅうし						左 ひだり						24.4						内水																								内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						高屋川 たかやがわ						福山市 ふくやまし						右 みぎ						3.2						内水								5																内水				19																421		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						高屋川 たかやがわ						福山市 ふくやまし						左 ひだり						3.8～6.0						内水								48																内水				126																1797		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		欄外数値ははん濫区域内世帯数。浸水戸数は福山市公式 らんがい すうち らん くいきない せたいすう しんすい こすう ふくやまし こうしき

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						高屋川 たかやがわ						福山市 ふくやまし						左 ひだり						7.6						内水																								内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささがわ						広島市 ひろしま し						左						2.1						内水				260				16																内水				21																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささがわ						広島市 ひろしま し						右						2.8						溢水				13																				溢水				4.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささがわ						広島市 ひろしま し						右						4.0						越水								6																越水				0.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						左						6.0						溢水				17				1																溢水				2.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						右						6.8						内水				3																				内水				0.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						右						7.6						内水				6																				内水				0.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左						3.0～13.6						越水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																越水+内水				132																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						右						3.0～13.6						越水+内水				184				56																越水+内水				162																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左						13.6～19.0						越水+内水				451				82																越水+内水				103																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						右						13.6～19.0						越水+内水				923				379																越水				490																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						香南市 こうなんし						左						3.8																														越水				11																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 か み し						左						8.8																														溢水				14																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						直方市 のお がた  し						左						17.0																														内水				0.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						直方市 のお がた  し						右						18.0						内水				3																				内水				4.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						小竹町 こたけまち						右 みぎ						22.6						内水				12				33																																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						小竹町 こたけまち						左						24.0																														内水				55																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						飯塚市 いいづかし						右 う						25.2																														内水				13																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						飯塚市 いいづかし						左						29.4						内水				400																				内水				150																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						犬鳴川 いぬなき がわ						直方市 のお がた  し						左						2.4						内水				3				1																内水				8.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん がわ						直方市 のおがたし						左						2.0																														内水				4.9																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん がわ						直方市 のおがたし						右						3.2						内水				8				14																内水				38																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						穂波川 ほなみ がわ						飯塚市 いいづかし						左						2.6						内水				2				2																内水				11																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						中津市 なかつし						右 みぎ						16.4						内水								1																内水				0.9																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						宝満川 ほうまんがわ						鳥栖市・小郡市 とすし おごおりし						右 みぎ												内水								15																内水				278																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						宝満川 ほうまんがわ						久留米市・鳥栖市・小郡市 くるめし とすし おごおりし						左																																				内水				431																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						巨瀬川 こせがわ						久留米市 くるめし						右 みぎ												内外水 ないがい すい				4				8																内外水 ないがい すい				309																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						巨瀬川 こせがわ						久留米市 くるめし						左												内外水 ないがい すい				55				153																内外水 ないがい すい				482																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						小石原川 こいしはら がわ						朝倉市・大刀洗町・久留米市 あさくらし たちあらいまち くるめし						右 みぎ																																				内水				51																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						小石原川 こいしはら がわ						朝倉市・大刀洗町・久留米市 あさくらし たちあらいまち くるめし						左												内外水 ないがい すい				2				17																内外水 ないがい すい				88																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						佐田川 さた がわ						朝倉市・大刀洗町 あさくらし たちあらいまち						右 みぎ																																				内外水 ないがい すい				4.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご かわ						佐田川 さた がわ						朝倉市・大刀洗町 あさくらし たちあらいまち						左												内水								1																内外水 ないがい すい				102																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						左						14.4						内水																								内水				30																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						左						15.8						内水																								内水				14																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						左						17.6						内水																								内水				23																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						左						20.6						内水																								内水				18																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						左						22.0						内水																								内水				7.1																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						左						25.4						内水				1				9																内水				105																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						右						28.0																														内水				0.02																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						小城市 おぎし						右						7.0						内水																								内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						小城市 おぎし						左						7.4						内水				5				21																内水				7.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						小城市 おぎし						左						10.8						内水																								内水				68																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						右						10.8						内水																								内水				4.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						右						12.2						内水																								内水				3.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						13.0						内水																								内水				13																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						右						13.4						内水																								内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						13.6						内水																								内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						14.0						内水																								内水				6.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						右						14.0						内水																								内水				2.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						右						14.7						内水																								内水				0.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						14.8						内水																								内水				7.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						15.8						内水								7																内水				22																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						16.5						内水																								内水				0.8																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						16.6						内水																								内水				0.9																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし						左						18.4						内水																								内水				0.8																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						武雄川 たけお がわ						武雄市 たけおし						右						0.4						内水																								内水				40																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかくがわ						武雄川 たけお がわ						武雄市 たけおし						左						1.0						内水				9				46																内水				100																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						唐津市 からつし						左						13.8						内水																								内水				2.8																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						唐津市 からつし						右						15.1						内水																								内水				6.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						唐津市 からつし						左						15.2						内水																								内水				2.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						唐津市 からつし						左						16.0						内水				3				4																内水				20																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						唐津市 からつし						右						16.8						内水																								内水				9.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						左						16.8						内水																								内水				3.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						左						22.2						内水																								内水				36																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						右						23.6						内水																								内水				8.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						左						24.6						内水																								内水				9.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						左						27.0						内水																								内水				8.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						松浦川 まつうらがわ						伊万里市 いまりし						右						31.2						内水																								内水				7.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						徳須恵川 とくすえがわ						唐津市 からつ し						右						5.8						内水																								内水				6.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						徳須恵川 とくすえがわ						唐津市 からつ し						右						6.8						内水																								内水				1.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						徳須恵川 とくすえがわ						伊万里市 いまりし						左						12.5						内水																								内水				1.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						徳須恵川 とくすえがわ						伊万里市 いまりし						右						13.9						内水																								内水				4.0																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						厳木川 きゅうらぎ かわ						唐津市 からつし						左						5.0						内水								22																内水				0.5																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						玉名市 たまな し						右						13.0																														内水				15																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						玉名市 たまな し						右						15.8																														内水				3.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						和水町 なごみまち						右						20.8																														内水				0.3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						和水町 なごみまち						右						21.6																														内水				6.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						和水町 なごみまち						右						23.2																														内水				3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						和水町 なごみまち						左						25.2																														内水				5.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						26.9																														内水				0.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						30.0																														内水				7.7																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						左						33.0																														内水				3																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						33.3																														内水				3.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						37.1																														内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						38.8																														内水				2.6																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						山鹿市 やまが し						右						39.3																														内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						繁根木川 はねぎ がわ						玉名市 たまなし						右						2.2																														内水																						河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						岩野川 いわの がわ						山鹿市 やまが し						左						1.0																														内水				0.9																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						岩野川 いわの がわ						山鹿市 やまが し						左						1.6																														内水				0.4																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						岩野川 いわの がわ						山鹿市 やまが し						左						1.7						内水								1																 				 																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						岩野川 いわの がわ						山鹿市 やまが し						左						2.4																														内水				1.2																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ						岩野川 いわの がわ						山鹿市 やまが し						右						3.2																														内水				0.8																		河川一般被害状況国管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ



				２）河川管理施設等被害

				34水系53河川145箇所 すいけい かせん かしょ

				整備局 セイビ キョク						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						地　　　点 チ テン												被　害　状　況 ヒ ガイ ジョウ イワン												対　　策　　状　　況 タイ サク ジョウ イワン																																「その他」の内容 タ ナイヨウ

																												左右岸 サユウ キシ						KP						状　態 ジョウ タイ						数　量
（約） カズ リョウ ヤク

				北海道 ホッカイドウ						常呂川 ところ がわ						常呂川 ところ がわ						北見市 きたみ し						左						15.6						河岸侵食						200m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						新十津川町 しんとつかわ ちょう						右						82.5						護岸損壊						185m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						妹背牛町 もせうし ちょう						右						108.0						護岸損壊						500m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						深川市 ふかがわ し						左						122.0						護岸損壊						60m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわ し						左右 ひだり みぎ						149.0～157.5						その他						4,000m3						塵芥処理（流木）、応急対策完了 じんかい しょり りゅうぼく おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						愛別町 あいべつちょう						左右 ひだり みぎ						180.5～188.6						その他						12,000m3						塵芥処理（流木）、応急対策完了 じんかい しょり りゅうぼく おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						愛別町 あいべつちょう						左						184.0						洗掘 セン クツ						140m						河岸侵食（L=130m程度）
緊急復旧（根固めブロック）完了 カガン シンショク キンキュウ フッキュウ ネガタ カンリョウ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						雨竜川 うりゅう かわ						沼田町 ぬまた ちょう						左						19.7						護岸損壊						120m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						雨竜川 うりゅう かわ						沼田町 ぬまた ちょう						右						20.8						護岸損壊						250m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						忠別川 ちゅうべつ がわ						東川町 ひがしかわちょう						右						25.3						洗掘 セン クツ						70m						河岸侵食（L=60m程度）緊急復旧完了 カガン シンショク キンキュウ フッキュウ カンリョウ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				北海道 ほっかいどう						石狩川 いしかり がわ						美瑛川 びえい かわ						旭川市・美瑛町 あさひかわ し びえいちょう						左右 ひだり みぎ						0.2～20.4						その他						3,000m3						塵芥処理（流木）、応急対策完了 じんかい しょり りゅうぼく おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						尻別川 しりべつ がわ						蘭越町 らんこし ちょう						右						11.7						その他						240m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北陸 ほくりく						信濃川 しなのがわ						犀川 さいがわ						松本市 まつもとし						右						69.0						その他						200m						根固工流出　応急対策実施中 ねがた こう りゅうしゅつ おうきゅう たいさく じっし ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北陸 ほくりく						信濃川 しなのがわ						犀川 さいがわ						松本市 まつもとし						右						76.3						その他						160m						根固工、蛇籠流出 応急対策実施中 ねがた こう じゃかご りゅうしゅつ たいさく じっし ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北陸 ほくりく						信濃川 しなのがわ						犀川 さいがわ						松本市 まつもとし						右						80.1						洗掘						40m						河岸侵食 応急対策実施中 かがん しんしょく たいさく じっし ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北陸 ほくりく						神通川 じんづうがわ						神通川 じんづうがわ						富山市 とやまし						左						9.2						洗掘						600m						河岸侵食　応急対策完了 かがん しんしょく おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北陸 ほくりく						神通川 じんづうがわ						神通川 じんづうがわ						富山市 とやま し						左						22.4						洗掘						100m						堤防欠損　緊急復旧完了 ていぼう けっそん きんきゅう ふっきゅう かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				北陸 ほくりく						庄川 しょうがわ						庄川 しょうがわ						砺波市 となみし						右						21.0						その他												護岸欠損　応急対策実施中 ごがん けっそん おうきゅう たいさく じっし ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				北陸 ほくりく						手取川 てどりがわ						手取川 てどりがわ						川北町 かわきたまち						右						6.4						その他												ふとんかご流失　応急対策完了 りゅうしつ おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				北陸 ほくりく						梯川 かけはしがわ						梯川 かけはしがわ						小松市 こまつし						左						10.0						漏水						1						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						天竜川 てんりゅうがわ						天竜川 てんりゅうがわ						磐田市 いわたし						左						3.4						護岸損壊												応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						可児市、美濃加茂市、羽島市 かにし みのかもし はしま し						左右 さゆう						25.0～66.8						その他						13,000m3						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						扶桑町 ふそうちょう						左						53.8~54.2						その他						300m						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						桑名市 くわなし						左						6.4						その他						1						水質自動監視装置施設流出　応急対策完了 すいしつ じどう かんし そうち しせつ りゅうしゅつ おうきゅう たいさく かんりょう																																概要版カウントしない がいよう ばん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						左右 さゆう						40.0～54.6						その他						7,000m3						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						40.4						護岸損壊						20m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						左						41.0						堤体漏水						1						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						46.8						堤体漏水、基盤漏水 ていたい ろうすい						2						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						47.0						堤体漏水、基盤漏水 ていたい ろうすい						2						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						左						47.8～48.0						基盤漏水						2						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						48.0						河岸侵食						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						49.0						基盤漏水						2						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						岐阜市 ぎふし						右						55.4						護岸損壊						300m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						伊自良川 いじら がわ						岐阜市 ぎふし						左						4.0						護岸損壊						30m						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						揖斐川 いびがわ						本巣市、大野町、輪之内町、大垣市 もとすし おおのちょう わのうち ちょう おおがきし						左右 さゆう						31.9～38.2						その他						4,000m3						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中部 ちゅうぶ						木曽川 きそがわ						杭瀬川 くいせ がわ						大垣市、養老町 おおがきし ようろうちょう						左右 さゆう						2.4～3.4						その他						1,000m3						応急対策完了																																流木・塵芥堆積 りゅうぼく じんかい たいせき		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右 みぎ						7.3						河岸侵食						86m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						右 みぎ						9.8						護岸損壊						48m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左 ひだり						21.3						堤防洗掘						25m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左						34.9						基盤漏水						1						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左						39.1						堤防法崩れ・すべり						60m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						綾部市 あやべし						左 ひだり						52.9						護岸損壊						15m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						伊丹市 いたみし						右 みぎ						6.5～6.7						護岸損壊						140m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						左						0.8～1.0						河岸洗堀 かがん せんくつ						80m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						左						16.8～17.2						護岸損壊						80m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						右						11.6～15.6						河岸洗堀 かがん せんくつ						150m						応急対策完了（100m、50m） おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						堺市 さかいし						左						7.2～7.4						堤防法崩れ・すべり						140m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						大和川 やまとがわ						佐保川 さ ほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						右						2.2～2.3						堤防法崩れ・すべり						120m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						大和川 やまとがわ						佐保川 さ ほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						右						4.2～7.4						護岸損壊						25m						応急対策完了(15m、10m）																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						左						14.6～14.9						河岸洗堀 かがん せんくつ						300m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						左						16.0						基盤漏水						140m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						右						16.4～16.6						河岸洗堀 かがん せんくつ						200m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						右						19.2						基盤漏水						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						奈佐川 なさ がわ						豊岡市 とよおかし						右						2.4						堤体漏水						20m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						右						32.4～32.6						護岸損壊						40m						応急対策完了（30m、10m） おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						右						6.2～10.2						護岸損壊						370m						応急対策完了(240m、130m） おうきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						左						13.2						護岸損壊						16m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						右						21.6						河岸侵食						250m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						右						31.0						堤防洗掘						700m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						右						35.8						護岸損壊						280m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						左						36.4						護岸損壊						70m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						右						38.8						河岸侵食						75m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						右						43.8						護岸損壊						80m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						左						44.1						護岸損壊						200m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				近畿 きんき						揖保川 いぼがわ						引原川 ひきはら がわ						宍粟市 しそうし						左						45.0						護岸損壊						200m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだいがわ						鳥取市 とっとりし						右						8.8						護岸損壊						40m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						斐伊川 ひいかわ						斐伊川 ひいかわ						出雲市 いずもし						左右 さゆう						23.3						その他						40m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						美郷町 みさとちょう						左右 さゆう						46.1～46.9						その他						1,000m						応急対策完了																																両岸　光ケーブル切断 りょうがん ひかり せつだん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						美郷町 みさとちょう						左						46.5～69.2						根固流出 ね かた りゅうしゅつ						150m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						江津市 ごうつし						右						46.5						漏水 ろうすい						230m						応急対策完了																																土嚢設置 どのう せっち		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						邑南町 おおなんちょう						左						114.8～115.3						その他 た						92m						応急対策完了（58m、34m） おうきゅう たいさく かんりょう																																小段浸食		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						左						141.6～141.7						護岸損壊						95m						応急対策完了																																ブルーシート		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						左						145.5～145.6						護岸損壊						50m						応急対策完了																																ブルーシート		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						馬洗川 ば せんがわ						三次市 みよしし						左						1.6～2.4						護岸損壊						1,000m						応急対策完了																																ブルーシート（軽微） けいび		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						上下川 じょうげ かわ						三次市 みよしし						右						11.3～11.5						護岸損壊						117m						応急対策完了																																ブルーシート		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしいがわ						吉井川 よしいがわ						岡山市 おかやまし						右						8.4～21.8						基盤漏水 きばん ろうすい						910m						応急対策完了（170m、220m、320m、120m、80m） おうきゅう たいさく かんりょう																																川裏　噴砂跡		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						旭川 あさひがわ						旭川 あさひがわ						岡山市 おかやまし						右						17.1						その他						30m						応急対策完了																																川裏　法崩れ		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはしがわ						倉敷市 くらしきし						右						2.6						護岸損壊						20m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはしがわ						総社市 そうじゃし						左						14.2～17.2						基盤漏水						1,100m						応急対策完了（230m、900m） おうきゅう たいさく かんりょう																																堤防裏 ていぼう うら		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはしがわ						倉敷市 くらしきし						右						14.6						護岸損壊						80m						応急対策完了																																堤防裏 ていぼう うら		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						0.6						法崩れ						30m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						2.6～4.2						その他						6						応急対策完了（6樋門） おうきゅう たいさく かんりょう ひ もん																																内外水位計は損・量水盤で対応 ないがい すいいけい そん りょう すいばん たいおう		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右						2.8～3.8						法崩れ						200m						応急対策完了																																堤防裏 ていぼう うら		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						左						3.4						決壊						100m						緊急対策実施中
（荒締切工完了、二重締切工実施中） きんきゅう たいさく あら しめきり こう かんりょう にじゅう し き こう じっしちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						左 ヒダリ						4.2						法崩れ						80m						応急対策実施中 おうきゅう たいさく じっしちゅう																																法崩れ・堤防欠損 のり くず ていぼう けっそん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						右 ミギ						4.2～4.4						法崩れ						100m						応急対策完了（16ｍ、15ｍ、70ｍ） おうきゅう たいさく かんりょう																																法崩れ・堤防欠損 のり くず ていぼう けっそん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし						左						6.4						決壊						50m						緊急対策完了
（荒締切工完了、二重締切工完了） きんきゅう たいさく かんりょう かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						左						17.0						護岸損壊						20m						応急対策完了																																護岸崩落 ごがん ほうらく		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし						左						20.2						その他						147m						応急対策完了																																川裏　噴砂跡		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						左						11.5						その他						1						応急対策完了																																排水機場ポンプ軸受け破損・代替えポンプ設置 はいすいき じょう じくう はそん だいが せっち		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						右 みぎ						33.8						護岸損壊						20m						応急対策完了																																山付け、土のう やまづ ど		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						右						4.2						その他						30m						緊急対策完了 きんきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						右						5.5						その他						50m						緊急対策完了 きんきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						左 ひだり						6.3						河岸侵食						100m						応急対策完了																																土嚢＋ブルーシート どのう		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						右						9.5						護岸損壊						100m						応急対策完了																																山付け、土のう やまづ ど		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						根谷川 ねのたに かわ						広島市 ひろしまし						右						4.2						その他						30m						緊急対策完了 きんきゅう たいさく かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						藍住町 あいずみちょう						左 ひだり						11.4～11.6						その他						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						徳島市 とくしまし						右						13.9～14.2						その他						290m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						阿波市 あわ し						左 ひだり						28.8～29.3						その他						110m						応急対策中（資材手配中）　高水敷洗掘 ちゅう しざい てはい ちゅう たいちゅう こうすいじき せんくつ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						阿波市 あわ し						左 ひだり						35.8						護岸損壊						100m						応急対策中（資材手配中） おうきゅう たいさく ちゅう しざい てはい なか																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						美馬市 みま し						右						47.8～48.0						その他						190m						応急対策完了　高水敷洗掘 かんりょう こうすい しき せんくつ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						三好市 みよし し						左 ひだり						59.8～60.1						その他						300m						応急対策完了　根固流出 かんりょう ねがた りゅうしゅつ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしのがわ						三好市 みよし し						右						73.6～73.8						護岸損壊						110m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						那賀川 なかがわ						阿南市 あなんし						右						3.2～5.8						その他						650ｍ						応急対策完了、根固流出（350m、300m）																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						那賀川 なかがわ						阿南市 あなんし						右						13.7						その他						300m						応急対策完了、根固流出																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						重信川 しげのぶ かわ						重信川 しげのぶ かわ						砥部町 とべちょう						左 ひだり						7.8						河岸侵食						100m						応急対策中（対策工施工中） おうきゅう たいさく ちゅう たいさく おうたい こう せこうちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						6.8						堤防法崩れ・すべり						50m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						10.4～10.5						護岸損壊						120m						応急対策中（資材手配中） おうきゅう たいさく ちゅう しざい てはい ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						18.2						その他						150m						応急対策完了  法面クラック のりめん																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						18.2						その他						20m						応急対策完了、床止め洗掘 とこ ど せんくつ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						18.6						その他						100m						応急対策完了、特殊堤変状 とくしゅ てい へんじょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						左 ひだり						19.0～19.5						護岸損壊						230ｍ						応急対策中（資材手配中）（100m、130m） おうきゅう たいさく ちゅう ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						右						19.1						その他						20m						応急対策中（資材手配中）、河岸変状 ちゅう しざい てはい ちゅう かがん へんじょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ																														その他						9						通信設備障害																																概要版カウントしない がいよう ばん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						肱川 ひじかわ																														その他						4						機械設備故障																																概要版カウントしない がいよう ばん		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						南国市 なんごく し						右						0.0						河岸侵食						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						南国市 なんごく し						右						2.0～4.4						堤体漏水						480m						応急対策完了（150m、330m）																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香南市 こうなんし						左 ひだり						2.4						河岸侵食						150m						応急対策中（資材手配中） おうきゅう たいさく ちゅう しざい てはい ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香南市 こうなんし						左 ひだり						3.2						その他						90m						応急対策中（護岸根固流出、資材手配中） おうきゅう たいさく ちゅう しざい てはい ちゅう しゅちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香南市 こうなんし						左 ひだり						5.1						その他						70m						応急対策中（資材手配中）　根固流出 おうきゅう たいさく ちゅう しざい てはい ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香南市 こうなんし						左 ひだり						5.6						その他						1						応急対策完了  水制根固流出 すいせい ねがた りゅうしゅつ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						右						5.9～6.4						護岸損壊						450m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						右						6.4～6.7						その他						325m						応急対策中（資材手配中）　根固流出 チュウ シザイ テハイ ナカ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						右						6.9～7.4						その他						500m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						右						7.6～7.8						河岸侵食						130m						応急対策中（資材手配中） ちゅう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						左 さ						7.6～7.8						その他						240m						応急対策中（資材手配中）　根固流出 チュウ																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ かわ						物部川 ものべ かわ						香美市 かみ し						右						8.4～8.9						堤体漏水						500m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさんがわ						大任町 おうとうまち						右						21.4						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						70m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさんがわ						添田町 そえだ まち						左 さ						23.3						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						95m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						佐賀江川 さが えがわ						大川市 おおかわし						左 さ						1.2						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						小石原川 こいしわら がわ						久留米市 くるめし						右						1.0						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						小石原川 こいしわら がわ						大刀洗町 たちあらいまち						左 さ						1.6						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						60m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						小石原川 こいしわら がわ						久留米市 くるめし						右						1.6						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						160m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						小石原川 こいしわら がわ						大刀洗町 たちあらいまち						左 さ						2.2						河岸浸食 カガン シンショク						20m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						小石原川 こいしわら がわ						大刀洗町 たちあらいまち						左 さ						3.4						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						60m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						佐田川 さた かわ						朝倉市 あさくらし						左 さ						1.3						川裏漏水 カワ ウラ ロウスイ						200m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						佐田川 さた かわ						朝倉市 あさくらし						左 さ						2.2						川裏漏水 カワ ウラ ロウスイ						400m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						矢部川 やべがわ						矢部川 やべがわ						みやま市 し						左 さ						12.2						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						60m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						矢部川 やべがわ						矢部川 やべがわ						みやま市 し						左 さ						15.6						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						300m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						嘉瀬川 かせがわ						嘉瀬川 かせがわ						小城市 おぎし						右						7.8						川裏漏水 かわうら ろうすい						150m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうら かわ						徳須恵川 とくすえ がわ						唐津市 からつし						左 さ						6.9						その他						90m						緊急復旧完了 きんきゅう ふっきゅう かんりょう																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ		緊急 きんきゅう		完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						厳木川 きゅうらぎ がわ						唐津市 からつし						右						4.7						河岸浸食 カガン シンショク						70m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						厳木川 きゅうらぎ がわ						唐津市 からつし						右						5.1						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						厳木川 きゅうらぎ がわ						唐津市 からつし						右						5.1						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						100m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう

				九州 きゅうしゅう						松浦川 まつうらがわ						厳木川 きゅうらぎ がわ						唐津市 からつし						左 さ						7.3						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						20m						応急対策完了																																		河川施設被害状況国管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ クニ カンリ				完了 かんりょう



				＜都道府県管理河川＞ トドウフケン カンリ カセン

				１）一般被害 イッパン ヒガイ

				68水系222河川　浸水家屋数（床上・床下　合計約21,000戸）※浸水家屋数は一部国管理分と重複 すいけい かせん ゆかうえ ゆかした ごうけい やく こ くに

				都道府県 トドウフケン						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						浸水家屋数 シンスイ カオク スウ												家屋損壊数 カオク ソンカイ スウ												田畑等浸水 タハタナド シンスイ								被　　害　　状　　況 ヒ ガイ ジョウ イワン																								備考 ビコウ

																												原因 ゲンイン				床上
(約戸) ユカウエ ヤク コ				床下
(約戸) ユカシタ ヤク				原因 ゲンイン				全壊
(約戸) ゼンカイ ヤク				半壊
(約戸) ハンカイ ヤク				原因 ゲンイン				面積
(約ha) メンセキ ヤク

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし																														溢水				22																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						十二線川 じゅうにせん がわ						留萌市 るもいし																														溢水				7.5																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						タルマップ川 がわ						留萌市 るもいし																														溢水				91																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						ペーパン川 がわ						旭川市 あさひかわし						溢水								5																溢水				36																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						雨紛川 うぶんがわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				2.8																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						ポン牛朱別川 うしゅべつがわ						当麻町 とうまちょう																														溢水				3.5																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						西八号川 にしはちごうがわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				1.7																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						倉沼川 くら ぬま がわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				1.7																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						牛朱別川 うし ゅべつ がわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				3.2																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						十五号川 じゅうご ごう がわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				0.5																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						江丹別川 えたんべつがわ						旭川市 あさひかわし																														溢水				3.3																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石渡川 いしわたりがわ 　　						当麻町 とうまちょう																														溢水				1.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						八千代川 やちよ がわ						東神楽町 ひがしかぐらちょう																														溢水				3.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						真布川 まっぷ がわ						沼田町 ぬまたちょう																														溢水				30																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						屈狩志内川 くっかりしないがわ						深川市 ふかがわ し																														溢水				40																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						美葉牛川 び ば うし がわ						北竜町 ほくりゅうちょう																														溢水				2.2																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						留辺志部川 る べ し べかわ						上川町 かみかわ ちょう																														溢水				1.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石田川 いしだ がわ						沼田町 ぬまた ちょう																														溢水				0.2																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかりがわ						安足間川 あん たろ ま がわ						上川町 かみかわ ちょう																														溢水				2.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかりがわ						蘭留川 らんる がわ						比布町 ぴっぷ ちょう																														溢水				6.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつ がわ						俱登山川 く と さん がわ						倶知安町 くっちゃんちょう																														溢水				20																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						小平蘂川 おびら しべ がわ						ポン沖内沢川 おきない さわ がわ						小平町 おびらちょう																														溢水				0.4																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						古丹別川 こ たんべつ がわ						三毛別川 さんけ べつ がわ						苫前町 とままえ ちょう																														溢水				7.5																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						佐呂間別川 さろまべつ がわ						小野の沢川 おののさわ がわ						佐呂間町 さろまちょう																														溢水				0.1																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ						堀株川 ほり かっぷ がわ						ヤエニシベ川 がわ						共和町 きょうわちょう																														溢水				0.1																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				北海道 ホッカイドウ																		旭川市 あさひかわし						溢水+内水				7				85																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				神奈川 カナガワ						相模川 さがみがわ						永池川 なが いけ がわ						海老名市 えびな し																														溢水 いっすい				0.1																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				石川 イシカワ																		加賀市 かがし						内水								5																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						天竜川 てんりゅう かわ						阿多古川 あ た ご かわ						浜松市 はままつ し						内水								2																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						都田川 みやこだ かわ						宇利山川 う り やま かわ						浜松市 はままつ し						内水								4																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						飛騨川 ひだ がわ						白川町 しらかわ ちょう						溢水								1																調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						白川 しら がわ						白川町 しらかわ ちょう						溢水				2				4																調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						津保川 つ ぼ がわ						関市 せき し						溢水				356				482				溢水				3				3				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						津保川 つ ぼ がわ						富加町 とみ か ちょう						溢水								2																調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						犀川 さいかわ						綾部市 あやべし						越水				30				60																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						弘法川 こうぼうがわ						福知山市 ふくちやまし						溢水+内水																																																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						亀岡市 かめおかし																														溢水+内水				92																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						高野川 たかの かわ						高野川 たかの かわ						舞鶴市 まいづるし						溢水+内水				147				230																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						竹野川 たけの かわ						竹野川 たけの かわ						京丹後市 きょうたんごし						調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						竹野川 たけの かわ						小西川 こにし かわ						京丹後市 きょうたんごし						調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						佐濃谷川 さ の たに かわ						佐濃谷川 さ の たに かわ						京丹後市 きょうたんごし						調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ひょうご						加古川 かこがわ						美嚢川 みのう がわ						神戸市 こうべし																														越水				0.2																												河道閉塞 かどう へいそく		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ひょうご						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						猪名川町 いながわちょう																														越水				20																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ひょうご						加古川 かこがわ						吉馬川 よしま かわ						加東市 かとうし						内水				1																																																						河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ひょうご						加古川 かこがわ						油谷川 あぶらたに がわ						加東市 かとうし						内水				1																																																						河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ひょうご						揖保川 いぼがわ						蟠洞川 ばん どう かわ						姫路市 ひめじし						内水								20																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				和歌山 わかやま						亀の川 かめ かわ						大坪川 おおつぼ がわ						海南市 かいなんし						溢水+内水				1				16																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ						千代川 せんだいがわ						清水川 しみずかわ						鳥取市 とっとりし						溢水								13																																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ						塩見川 しおみ かわ						塩見川 しおみ かわ						鳥取市 とっとりし						溢水				1																																																				田畑浸水なし でんばた しんすい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ						塩見川 しおみ かわ						江川 えがわ						鳥取市 とっとりし						溢水								3																																																田畑浸水なし でんばた しんすい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ						塩見川 しおみ かわ						塩見川、江川 しおみ かわ えがわ						鳥取市 とっとりし						溢水				1				3																溢水				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						八戸川 やと がわ						江津市 ごうつし						越水				20				10																越水				50																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						田津谷川 た ず たにがわ						江津市 ごうつし						溢水				10				5																溢水				10																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						都治川 つ ち がわ						江津市 ごうつし						溢水				1				5																溢水				40																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						濁　川 にごり がわ						川本町 かわもと まち						溢水				12																				溢水				10																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						矢谷川 や たに がわ						川本町 かわもと まち						溢水				38				4																溢水				15																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						君谷川 きみ たにがわ						美郷町 みさとちょう						溢水				4																				溢水				10																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						旭川 あさひかわ						岡山市 おかやまし						決壊				32				16				決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				37																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						砂川 すながわ						岡山市 おかやまし						決壊				1,569				661				決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				750																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはしがわ						総社市 そうじゃし						決壊				69				2				決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				33																												調査中（人が数名流されたとの情報あり）		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはしがわ						総社市 そうじゃし						溢水 いっすい				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				溢水 いっすい				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				溢水				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						矢掛町 やかげちょう						決壊				200				400				決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				130																												江良地区、東川面地区 えら ちく ひがし かわ めん ちく		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						末政川 すえまさ がわ						倉敷市 くらしきし						決壊				4,100								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				調査中 ちょうさちゅう				浸水家屋数は国・県含む シンスイ カオク カズ クニ ケン フク																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						高馬川 たか ま がわ						倉敷市 くらしきし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						真谷川 ま だに がわ						倉敷市 くらしきし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						尾坂川 おさか がわ						笠岡市 かさおかし						決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				200																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						岩倉川 いわくら がわ						井原市 いばらし																														決壊				2.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						芦田川 あしだ がわ						高屋川 たか や がわ						井原市 いばら し						決壊								2																決壊				0.4																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						四十貫川 しじっかん がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						本村川 ほんむら がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						西城川 さいじょう がわ						庄原市 しょうばら し						越水				10								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						国兼川 くにかね がわ						三次市 みよしし						越水				5								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						国兼川 くにかね がわ						庄原市 しょうばらし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						本村川 ほんむら がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						宮野川 みやの がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						戸島川 としま がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						房後川 ふさ ご がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						庄谷川 しょうや がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						上下川 じょうげ がわ						府中市 ふちゅうし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						芋面川 いも づら がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						今出原川 いま で はら がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						板木川 いた き がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						飯田川 いいだ がわ						三次市 みよしし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						油川 あぶら がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						成羽川 なりわ がわ						庄原市 しょうばら し						越水				50								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						父賀川 ちち が がわ						神石高原町 じんせきこうげんちょう																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだ がわ						神石高原町 じんせきこうげんちょう																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						阿下川 あげ がわ						神石高原町 じんせきこうげんちょう																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						高尾川 たかお がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						高梁川 たかはしがわ						矢川 や がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						芦田川 あしだ がわ						世羅町 せらちょう						決壊				5以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						吉野川 よしの がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						福川 ふくがわ						福山市 ふくやまし						越水				352				1,500				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						六間川 ろっけん がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						天王前川 てんのう まえがわ						福山市 ふくやまし						越水				5				48				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						久田谷川 くだ たに かわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						加屋川 かや がわ						福山市 ふくやまし						越水								10				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						金名川 かん な がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						見谷川 みたに がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						戸手川 と で がわ						福山市 ふくやまし						越水								10				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						向永谷川 むかいながたに がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						今岡川 いまおか がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						市原川 いち はら がわ						福山市 ふくやまし						越水								10				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						神谷川 かや がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						藤尾川 ふじお がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						百谷川 もも たに がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						父尾川 ちち お がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						服部川 はっとり がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						堀町川 ほりまち がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						有地川 ある じ がわ						福山市 ふくやまし														5				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						泉川 いずみがわ						三原市 みはらし						越水				5以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						瀬戸川 せとがわ						福山市 ふくやまし						越水				90								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						河手川 こう てがわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						加茂川 かもがわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						御調川 みつぎ がわ						府中市 ふちゅうし						越水				80								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						宇根川 うね がわ						府中市 ふちゅうし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						府中大川 ふちゅう おおかわ						広島市 ひろしまし						越水				100								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						矢口川 やぐち がわ						広島市 ひろしまし						越水				180								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						越水				80								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						湯坂川 ゆ さかがわ						広島市 ひろしまし						越水				20								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						見坂川 み さかがわ						広島市 ひろしまし						越水				3								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						奥迫川 おく さこ がわ						広島市 ひろしまし						越水				40								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						麻下川 ま げ がわ						広島市 ひろしまし						越水				1								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						榎川 えのき がわ						府中町 ふちゅうちょう						溢水				300								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				10																												土石流被害 どせきりゅう ひがい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						東川 ひがしかわ						東広島市 ひがしひろしまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						大土川 おおつち がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						有坂川 ありさか がわ						安芸高田市 あき たかた し																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						小瀬川 おぜがわ						玖島川 くしま がわ						大竹市 おおたけ し						越水				5以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						手城川 て しろ がわ						手城川 て しろ がわ						福山市 ふくやまし						越水				1,800								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						山南川 ざん な がわ						横倉川 よこくら がわ						福山市 ふくやまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						羽原川 はばら がわ						羽原川 はばら がわ						福山市 ふくやまし						越水								20				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						羽原川 はばら がわ						鍋田川 なべた がわ						福山市 ふくやまし						越水								20				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						本郷川 ほんごう がわ						本郷川 ほんごう がわ						福山市 ふくやまし						決壊				5								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						西野川 にしのがわ						西野川 にしのがわ						三原市 みはらし						越水				200以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						沼田川 ぬた がわ						三原市 みはらし						越水				2,200								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				700																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						菅川 すげ がわ						三原市 みはらし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						天井川 てんじょう がわ						三原市 みはらし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						仏通寺川 ぶっつうじ がわ						三原市 みはらし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						梨和川 なし わ がわ						三原市 みはらし						決壊												調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						三次川 みつぎ がわ						三原市 みはらし						決壊				50以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						平坂川 ひらさか がわ						三原市 みはらし						越水				5以下 イカ								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						入野川 にゅうの がわ						東広島市 ひがしひろしまし																														決壊				50以下 いか																												家屋損壊なし かおく そんかい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						桑井川 くわい がわ						東広島市 ひがしひろしまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						賀茂川 かもがわ						賀茂川 かもがわ						竹原市 たけはら し														10																越水				50以下 いか																												家屋損壊なし かおく そんかい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						賀茂川 かもがわ						葛子川 かつら こ がわ						竹原市 たけはら し																		越水				50以下 いか								越水				50以下 いか																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						三津大川 みつ お がわ						三津大川 みつ お がわ						東広島市 ひがし ひろしまし						溢水								5				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						野呂川 のろ がわ						野呂川 のろ がわ						呉市 くれし						越水				150								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						野呂川 のろ がわ						中畑川 なかはた がわ						呉市 くれし						決壊				350								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						黒瀬川 くろせ がわ						笹野川 ささの がわ						東広島市 ひがしひろしまし																														越水				50以下 いか																												家屋損壊なし かおく そんかい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						黒瀬川 くろせ がわ						黒瀬川 くろせ がわ						東広島市 ひがしひろしまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						黒瀬川 くろせ がわ						猿田川 さるた がわ						東広島市 ひがしひろしまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						黒瀬川 くろせ がわ						深堂川 ふか どう がわ						東広島市 ひがしひろしまし																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						二河川 にこう がわ						二河川 にこう がわ						呉市 くれし						越水								10以下 イカ				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						総頭川 そう ず がわ						総頭川 そう ず がわ						坂町 さか ちょう						越水				350								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																												土石流被害 どせきりゅう ひがい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						尾崎川 おざき がわ						尾崎川 おざき がわ						海田町 かいたちょう																		調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						瀬野川 せのがわ						瀬野川 せのがわ						広島市 ひろしまし						越水				120								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						瀬野川 せのがわ						畑賀川 はた か がわ						広島市 ひろしまし						越水				120								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																												砂防河川と重複。土石流被害 さぼう かせん ちょうふく どせきりゅう ひがい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						瀬野川 せのがわ						三迫川 み さこ がわ						海田町 かいたちょう						越水				30								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						矢野川 やの がわ						矢野川 やの がわ						広島市 ひろしまし						溢水				1,600								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				調査中				調査中 ちょうさちゅう																												土石流被害 どせきりゅう ひがい		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 やまぐち						島田川 しまた がわ						末石川 すえいし かわ						岩国市 いわくにし						溢水 いっすい				4								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				溢水				20																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 やまぐち						島田川 しまた がわ						島田川 しまた がわ						光市～周南市 ひかりし しゅうなんし						決壊				32				41				調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				決壊				230																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 やまぐち						島田川 しまた がわ						島田川 しまた がわ						光市 ひかりし						越水				260								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				越水				40																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						島田川 しまた がわ						東川 ひがしかわ						岩国市 いわくにし						溢水				7								調査中				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				溢水				19																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						吉野川 よしのがわ						白川谷川 しらかわ たにがわ						三好市 みよし し						洗掘 センクツ								1				洗掘 センクツ								1																																				空き家屋基礎流出、倉庫流出、人的被害無し あ かおく きそ りゅうしゅつ そうこ りゅうしゅつ じんてき ひがい な		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						吉野川 よしのがわ						仏子谷川 ぶっし たにがわ						三好市 みよし し						埋塞 マイソク				1								溢水 イッスイ								1												地すべりによる崩壊土砂が流下し河道を埋塞。流水により住宅基礎が一部流出。応急本工事として河道掘削実施中 じ ほうかい どしゃ りゅうか かどう まいそく りゅうすい じゅうたく きそ いちぶ りゅうしゅつ おうきゅう ほんこうじ かどう くっさく じっしちゅう

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						溢水				220				32				溢水				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				溢水				調査中 ちょうさちゅう				速報値 ソクホウチ																								無堤部（霞堤）より浸水
3名死亡、水難事故1名（行方不明　流されているとの情報有り）
※速報値 ム ツツミ ブ カスミ ツツミ シンスイ メイ シボウ スイナン ジコ メイ ユクエ フメイ ナガ ジョウホウ ア ソクホウチ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						肱川 ひじ かわ						西予市 せいよし						越水				570				80				越水				調査中 ちょうさちゅう				調査中 ちょうさちゅう				越水				調査中 ちょうさちゅう				速報値 ソクホウチ																								調査中　5名死亡　※速報値 チョウサチュウ メイ シボウ ソクホウチ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						カラ杉川 すぎ かわ						西予市 せいよし						越水				1																				越水				調査中 ちょうさちゅう				河道埋塞により越水して浸水
応急対策実施（土砂撤去）により澪筋を確保 カドウ ウ フサ エッスイ シンスイ オウキュウ タイサク ジッシ ドシャ テッキョ ミオ スジ カクホ																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						中山川 なかやま がわ						内子町 うちこちょう						溢水				1																																																						河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						麓川 ふもと がわ						内子町 うちこちょう						溢水				2																												県道冠水 けんどう かんすい																								県道冠水 ケンドウ カンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり かわ						広見川 ひろみ かわ						松野町、鬼北町 まつの ちょう きほくちょう						越水				95				78																越水				調査中 ちょうさちゅう																												一部堤防から越水して浸水 イチブ テイボウ コ ミズ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり かわ						三間川 みま かわ						宇和島市 うわじまし																														溢水				0.5																												河川埋塞により溢水して浸水 カセン マイ ソク イツ スイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり かわ						面谷川 おも たに かわ						宇和島市 うわじまし						溢水				2																				溢水				調査中 ちょうさちゅう																												河川埋塞により溢水して浸水 カセン ウ フサ イッスイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり かわ						芥川 あくた がわ						宇和島市 うわじまし						溢水				1																																																				河川埋塞により溢水 カセン ウ フサ イッスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり かわ						大宿川 おお じゅく かわ						鬼北町 きほくちょう																														越水				1.5																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						井口本川 いの くち ほん かわ						井口本川 いのくち ほんかわ						今治市 いまばり し																														溢水				0.2				斜面で土石流が発生し、河川が埋塞。家屋等の被災は無し。 シャメン ドセキリュウ ハッセイ カセン マイ トリデ カオク トウ ヒサイ ナ																								斜面で土石流が発生し、河川が埋塞 シャメン ドセキリュウ ハッセイ カセン マイ トリデ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						戸板川 といた がわ						戸板川 といた がわ						今治市 いまばり し						溢水				6				4																溢水				調査中 ちょうさちゅう																												斜面で土石流が発生し、河川が埋塞 シャメン ドセキリュウ ハッセイ カセン マイ トリデ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						立間川 たちま かわ						河内川 かわち かわ						宇和島市 うわじまし						内水 ないすい				37																				内水 ないすい				調査中 ちょうさちゅう																												内水による浸水 ナイスイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						来村川 くの むら かわ						内平川 うち ひら かわ						宇和島市 うわじまし						溢水				調査中 チョウサチュウ				調査中 チョウサチュウ				溢水				調査中 チョウサチュウ				調査中 チョウサチュウ				溢水				調査中 チョウサチュウ				一部護岸から溢水して浸水 イチブ ゴガン イッスイ シンスイ																								一部護岸から溢水して浸水 イチブ ゴガン イッスイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						惣川 そう がわ						惣川 そう がわ						愛南町 あいなんちょう						越水 えっすい				9				7																越水 えっすい				調査中 チョウサチュウ				速報値 ソクホウチ																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						惣川 そう がわ						赤木川 あかぎ かわ						愛南町 あいなんちょう						越水				2				2																越水				調査中 チョウサチュウ				速報値 ソクホウチ																								一部護岸から越水して浸水 イチブ ゴガン エッスイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						松田川 まつだ がわ						篠川 ささ かわ						愛南町 あいなんちょう						越水								2																越水				調査中 チョウサチュウ				速報値 ソクホウチ																								一部護岸から越水して浸水 イチブ ゴガン エッスイ シンスイ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						松田川 まつだ がわ						増田川 ますだ がわ						愛南町 あいなんちょう						溢水 いっすい				2																				溢水				調査中 チョウサチュウ				速報値 ソクホウチ																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						松田川 まつだ がわ						小山川 こやま かわ						愛南町 あいなんちょう																														溢水				調査中 チョウサチュウ				速報値 ソクホウチ																								流出土砂により河川が埋塞 リュウシュツ ドシャ カセン ウ フサ		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						安芸川 あきがわ						安芸川 あきがわ						安芸市 あきし						溢水				35				10																溢水				調査中 ちょうさちゅう																												左岸7k25　浸水解消 さがん しんすい かいしょう		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						夜須川 やす かわ						夜須川 やす かわ						香南市 こうなんし						越水 えっすい				2				8																越水 えっすい				調査中 ちょうさちゅう																												浸水解消 しんすい かいしょう		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						松田川 まつだ かわ						松田川 まつだ かわ						宿毛市 すくも し						内水				96				478				内水				3				2				内水				調査中 ちょうさちゅう																												浸水解消 しんすい かいしょう		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						西川 にしがわ						鞍手町 くらてまち																														溢水				9.9																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						川端川 かわばた がわ						直方市 のおがたし																														溢水				18																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						福地川 ふくち がわ						直方市 のおがたし						越水				10				17																越水				30																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						中元寺川 ちゅう がん じ がわ						川崎町 かわさき まち																														溢水				0.03																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						安宅川 あたか がわ						川崎町 かわさき まち																														溢水				3.8																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						庄内川 しょうない がわ						飯塚市 いいづかし																														越水				197																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宇田貫川 うだ ぬき がわ						久留米市 くるめし						調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																調査中				調査中																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山ノ井川 やま い がわ						大木町 おおきまち						越水				80				350				調査中 ちょうさ ちゅう												越水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						金丸川 かなまる がわ						久留米市 くるめし						溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						池町川 いけまち がわ						久留米市 くるめし						溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宝満川 ほうまん がわ						小郡市 おごおりし						調査中 ちょうさ ちゅう																								越水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						築地川 ち ぢ がわ						小郡市 おごおりし						調査中				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																越水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						高原川 たかはら がわ						小郡市 おごおり し																														溢水				7.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						口無川 くち なし がわ						小郡市 おごおり し						溢水																								溢水																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						下弓削川 しも ゆげ がわ						久留米市 くるめし						溢水+内水																								越水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						大刀洗川 たちあらい がわ						大刀洗町 たちあらいまち						越水				1				54																越水				804																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						小池川 こいけ がわ						久留米市 くるめし						調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																調査中				調査中																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						寺川 てら かわ						大刀洗町 たちあらいまち						調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																調査中				調査中																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						江川 え がわ						久留米市 くるめし						溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																溢水+内水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						巨瀬川 こせ がわ						久留米市 くるめし						調査中 ちょうさ ちゅう																								越水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						不動川 ふどう がわ						久留米市 くるめし						調査中																								調査中																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						藤町川 ふじ まち がわ						久留米市 くるめし						調査中																								調査中																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						三光川 さんこう がわ						久留米市 くるめし						調査中																								調査中																																		河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山曽谷川 やま そ だに がわ						うきは市 し						調査中 ちょうさ ちゅう																								越水 ｴｯｽｲ				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						陣屋川 じんや がわ						大刀洗町 たちあらい まち						越水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう												越水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						池田川 いけだ がわ						久留米市 くるめし						調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																調査中				調査中																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						小石原川 こいしわら がわ						朝倉市 あさくら し						越水								6																越水				8.4																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						桂川 かつらがわ						朝倉市 あさくら し																														越水				8.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						新立川 しん たて がわ						朝倉市 あさくら し																														溢水				2.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 やべ がわ						大倉谷川 おお くら たに かわ						八女市 やめし						溢水				3				16																溢水				11																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						城井川 きい がわ						小山田川 おやまだ がわ						築上町 ちくじょうまち						溢水								1																溢水				1.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						相割川 あい わり がわ						相割川 あい わり がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						溢水				調査中 ちょうさ ちゅう				調査中 ちょうさ ちゅう																溢水				調査中 ちょうさ ちゅう																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						東谷川 ひがしたに がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし																														溢水				0.1																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						合馬川 おおま がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし																														溢水				0.3																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						板櫃川 いた びつ かわ						板櫃川 いた びつ かわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						溢水								30																溢水				3.9																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢矧川 やはぎ がわ						矢矧川 やはぎ がわ						岡垣町 おかがきまち																														溢水				16																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						汐入川 しおいり がわ						野間川 のま がわ						岡垣町 おかがきまち																														越水				60																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						汐入川 しおいり がわ						篠間川 しの ま がわ						岡垣町 おかがきまち																														越水				36																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						釣川 つり かわ						山田川 やまだ がわ						宗像市 むなかたし						溢水								1																溢水				68																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						御笠川 みかさがわ						高尾川 たかお がわ						筑紫野市 ちくしのし						越水				24				19																越水				4.0																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ																		飯塚市 いいづかし																														内水				100				水路排水不良による内水 すいろ はいすい ふりょう ない すい																										河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						松浦川 まつうら がわ						松浦川 まつうら がわ						武雄市 たけおし																														越水				15																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						玉島川 たましま がわ						牟田川 むた がわ						唐津市 からつし																														溢水				20																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				長崎 ながさき						本明川 ほんみょう かわ						小ヶ倉川 こがくら がわ						諫早市 いさはや し																														溢水				5.6																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				長崎 ながさき						本明川 ほんみょうがわ						有明川 ありあけ がわ						諫早市 いさはやし																														溢水 いっすい				35																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				長崎 ながさき						本明川 ほんみょうがわ						有明川 ありあけ がわ						雲仙市 うんぜんし																														溢水				18																														河川一般被害状況都道府県管理 カセン イッパン ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ



				２）河川管理施設等被害

				105水系350河川 すいけい かせん

				都道府県 トドウフケン						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						被　害　状　況 ヒ ガイ ジョウ イワン												対策状況 タイサク ジョウキョウ																												進捗 シンチョク																「その他」の内容 タ ナイヨウ

																												状　態 ジョウ タイ						件数 けんすう

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						辺別川 べ べつ がわ						旭川市 あさひかわし						堤防洗掘						1						緊急復旧完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福井 ふくい						九頭竜川 くずりゅう がわ						永平寺川 えいへいじ がわ						永平寺町 えいへいじちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																												右岸L=50m　7/12応急復旧大型土のう設置着手																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福井 ふくい						九頭竜川 くずりゅう がわ						羽生川 はにゅう がわ						福井市 ふくいし						護岸損壊						1						応急対策完了 オウキュウ タイサク カンリョウ																												右岸L=15m 大型土のう設置完了 うがん おおがた ど せっち かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福井 ふくい						九頭竜川 くずりゅう がわ						一乗谷川 いちじょう たに がわ						福井市 ふくいし						護岸損壊						1						応急対策完了																												7/13応急対策大型土のう設置着手																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福井 ふくい						九頭竜川 くずりゅう がわ						鞍谷川 くらたに がわ						越前市 えちぜんし						護岸損壊						1						応急対策完了																												大型土のう設置																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福井 ふくい						九頭竜川 くずりゅう がわ						河和田川 かわだ がわ						鯖江市 さばえし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						神通川 じんつう かわ						宮川 みやかわ						飛騨市 ひだし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						神通川 じんつうがわ						苔川 すのり がわ						高山市 たかやまし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						神通川 じんつうがわ						瓜巣川 うり す がわ						高山市 たかやまし						護岸損壊						1						応急対策完了 かんりょう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						神通川 じんつうがわ						殿川 との がわ						飛騨市 ひだ し						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						和良川 わら がわ						郡上市 ぐじょう し						護岸損壊						1						応急対策中 オウキュウ タイサク チュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						吉田川 よしだ がわ						郡上市 ぐじょうし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						安曇川 あどがわ						大津市 おおつし						護岸損壊						1						応急対策完了																												L=20m、護岸兼用の市道を通行止め ごがん けんよう しどう つうこう ど																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						草野川 くさの がわ						長浜市 ながはまし						堤防法崩れ・すべり						1						応急対策完了																												L=5～6m、応急仮復旧（大型土のう設置）完了 おうきゅう かり ふっきゅう おおがた ど せっち かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						大川 おおかわ						長浜市 ながはまし						河岸侵食						1						応急対策完了																												応急対策として通行止め済み、袋詰玉石設置 おうきゅう たいさく つうこう ど ず ふくろ づ たまいし せっち																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						和田打川 わだ うち かわ						高島市 たかしまし						河岸侵食						1						応急対策完了																												L=30m、W=0.5m　管理用通路バリケードで通行止め かんりよう つうろ つうこう ど																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						石田川 いしだ がわ						高島市 たかしまし						護岸損壊						1						応急対策完了																												バリケード設置済み せっち ず																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						姉川 あねがわ						長浜市 ながはまし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				滋賀 しが						淀川 よどがわ						知内川 ち ない がわ						高島市 たかしまし						護岸損壊						1						応急対策完了																												バリケード設置済み せっち ず																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						谷河川 たにごがわ						福知山市 ふくちやまし						河道閉塞 かどう へいそく						1						応急対策中																												河道閉塞が発生し、天然ダムが発生
7/10　TEC-FORCE現地調査
7/11 簡易水位計設置
7/12 監視カメラ、ワイヤーセンサー設置
7/16 下流側に大型土のう設置
7/17 下流側に護床ブロック設置
7/18 伸縮計設置 かどう へいそく はっせい てんねん はっせい げんち ちょうさ かんい すいいけい せっち かんし せっち しんしゅくけい せっち																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						犀川 さいかわ						綾部市 あやべし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約90m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						牧川 まき がわ						福知山市 ふくちやまし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約40m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆらがわ						佐々木川 ささき がわ						福知山市 ふくちやまし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約180m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						鴨川 かもがわ						京都市 きょうとし						護岸損壊						1						応急対策完了																												被災延長L=40m　大型土のう製作・設置中 ひさい えんちょう おおがた ど せいさく せっち ちゅう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						大路次川 おおろじがわ						亀岡市 かめおかし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						応急対策中																												L=約30m　応急対策準備中 やく おうきゅう たいさく じゅんび																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						亀岡市 かめおかし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約120m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						竹野川 たけの がわ						竹野川 たけの がわ						京丹後市 きょうたんごし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約80m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						竹野川 たけの がわ						鱒留川 ますどめ がわ						京丹後市 きょうたんごし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						経過監視 けいか かんし																												L=約100m やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大阪 おおさか						淀川 よどがわ						一庫・大路次川 ひとくら おおろ じ がわ						能勢町 のせちょう						護岸損壊						1						応急対策中																												L=約100m 対策検討中 やく たいさく けんとう ちゅう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大阪 おおさか						淀川 よどがわ						一庫・大路次川 ひとくら おおろ じ がわ						能勢町 のせちょう						護岸損壊						1						応急対策中																												左岸：L=約70m,右岸：約20m さがん やく うがん やく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						由良川 ゆらがわ						市の貝川 いち かい かわ						丹波市 たんばし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						緊急復旧中																												撤去作業中 てっきょ さぎょうちゅう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						道谷川 どう たにかわ						宍粟市 しそうし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						緊急復旧中																												撤去作業中 てっきょ さぎょうちゅう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						水谷川 みずたに かわ						宍粟市 しそうし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						緊急復旧中																												撤去作業中 てっきょ さぎょうちゅう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						千代川 せんだい かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						9						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						千代川 せんだい かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						40						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						湖山川 こやま がわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						袋川 ふくろ かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						天神川 てんじん かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						上地川 わじ かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						大石川 おお いし かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						大路川 おおろ がわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						砂見川 すな み かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						有富川 ありどめ かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						八東川 はっとう かわ						八頭町 やずちょう						護岸損壊						9						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						八東川 はっとう かわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						8						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						私都川 きさいち がわ						八頭町 やずちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						大江川 おおえ かわ						八頭町 やずちょう						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						見槻川 み づき がわ						八頭町 やずちょう						護岸損壊						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						来見野川 くる み の がわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						つく米川 よね かわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						糸白見川 いと しろみ がわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						根安川 ね やす かわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						吉川川 よしかわ かわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						5						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						加地川 かぢ がわ						若桜町 わかさ ちょう						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						小河内川 おごうち かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						赤波川 あが なみ かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						11						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						赤波川 あが なみ かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						6						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						佐治川 さじ がわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						安蔵川 あぞう かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						土師川 はじ かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						21						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						新見川 にいみ かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						波多川 はた がわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						北股川 きたまた かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						7						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						八河谷川 や こう だに かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						5						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						綾木谷川 あやき だに がわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						千代川 せんだい かわ						横瀬川 よこせ かわ						智頭町 ちづちょう						護岸損壊						5						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						天神川 てんじん かわ						天神川 てんじん かわ						三朝町 みささちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						日野川 ひのがわ						板井原川 いたい ばら かわ						日南町 にちなんちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						日野川 ひのがわ						石見川 いわみ かわ						日南町 にちなんちょう						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						日野川 ひのがわ						九塚川 く づか かわ						日南町 にちなんちょう						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						陸上川 くがみ かわ						陸上川 くがみ かわ						岩美町 いわみちょう						護岸損壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						蒲生川 がもう かわ						蒲生川 がもう かわ						岩美町 いわみちょう						護岸損壊						8						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						塩見川 しおみ かわ						塩見川 しおみ かわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						塩見川 しおみ かわ						蔵見川 くらみかわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						河内川 こうち かわ						水谷川 みず たにかわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				鳥取 とっとり						浜村川 はまむら がわ						勝谷川 かつ たにかわ						鳥取市 とっとりし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						八戸川 やと がわ						江津市 ごうつし						堤体漏水						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						八戸川 やと がわ						江津市 ごうつし						決壊						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				島根 しまね						江の川 ごう かわ						矢谷川 や たに がわ						川本町 かわもと まち						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						吉井川 よしい がわ						和気町 わけちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						吉井川 よしい がわ						鏡野町 かがみのちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						干田川 ほし た がわ						岡山市 おかやまし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						加茂川 かもがわ						津山市 つやまし						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						吉野川 よしの かわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						6						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						吉野川 よしの かわ						西粟倉村 にしあわくらそん						護岸損壊						5						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						梶並川 かじなみ がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						3						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						滝川 たきがわ						勝央町 しょうおうちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						粟井川 あわい がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						馬桑川 まぐわ がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						東谷川 ひがしだに がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						宮本川 みやもと がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						後山川 うしろやま がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						後山川 うしろやま がわ						美作市 みまさかし						堤防法崩れ ていぼう のり くずれ						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						塩谷川 しおたに がわ						美作市 みまさかし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						宮川 みやがわ						津山市 つやまし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						久米川 くめがわ						津山市 つやまし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						吉井川 よしい がわ						宮部川 みやべ がわ						津山市 つやまし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						旭川 あさひがわ						岡山市 おかやまし						決壊 けっかい						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						旭川 あさひがわ						岡山市 おかやまし						護岸崩壊 ごがん ほうかい						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						旭川 あさひがわ						真庭市 まにわ し						護岸崩壊 ごがん ほうかい						6						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						砂川 すながわ						岡山市 おかやまし						決壊 けっかい						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						砂川 すながわ						赤磐市 あかいわし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						秋芳川 あきよし がわ						岡山市 おかやまし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						宇甘川 うかい がわ						岡山市 おかやまし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						湯山川 ゆやま がわ						吉備中央町 きび ちゅうおうちょう						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						新庄川 しんじょう がわ						新庄村 しんじょう そん						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						誕生寺川 たんじょうじ がわ						久米南町 くめなん ちょう						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						大瀬毘川 おおせ び がわ						美咲町 みさきちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						曽保谷川 そ ぼ だに かわ						美咲町 みさきちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						備中川 びっちゅう がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						西河内川 にしごうち がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						関川 せきがわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						中津井川 なかつい がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						当摩川 とうま がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						目木川 めき がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						3						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						目木川 めき がわ						鏡野町 かがみのちょう						堤防法崩れ ていぼう のり くずれ						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						余ノ川 よの かわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						白賀川 しらが がわ						真庭市 まにわ し						堤防法崩れ ていぼう のり くずれ						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						釘貫川 くぎぬき がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						鉄山川 かな やま がわ						真庭市 まにわ し						護岸損壊						4						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						高梁川 たかはし がわ						総社市 そうじゃし						堤防洗掘						2						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						矢掛町 やかけちょう						決壊 けっかい						3						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						矢掛町 やかげ ちょう						護岸損壊						2						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						矢掛町 やかげ ちょう						その他 た						1						応急対策中 ちゅう																												排水機場 はいすいき じょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						井原市 いばらし						護岸損壊						6						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						末政川 すえまさ がわ						倉敷市 くらしきし						決壊 けっかい						3						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						高馬川 たかま がわ						倉敷市 くらしきし						決壊						2						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						真谷川 ま だに がわ						倉敷市 くらしきし						決壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						真谷川 ま だに がわ						倉敷市 くらしきし						護岸損壊						3						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						美山川 みやま がわ						矢掛町 やかげ ちょう						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						星田川 ほしだ がわ						矢掛町 やかげ ちょう						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						宇角川 うずみ がわ						矢掛町 やかげ ちょう						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						尾坂川 おさか がわ						笠岡市 かさおか し						決壊						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						岩倉川 いわくら がわ						井原市 いばら し						決壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						新本川 しんぽん がわ						総社市 そうじゃし						護岸損壊						5						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						高梁川 たかはしがわ						影谷川 かげ たに がわ						総社市 そうじゃし						護岸損壊						1						応急対策中 ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				岡山 おかやま						芦田川 あしだ がわ						高屋川 たか や がわ						井原市 いばらし						決壊						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						江の川 ごう かわ						今出原川 いま で はら がわ						三次市 みよしし						護岸損壊						11						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						吉野川 よしの がわ						福山市 ふくやまし						決壊						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						芦田川 あしだ がわ						芦田川 あしだ がわ						世羅町 せらちょう						決壊						1						応急対策中 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						吉山川 よしやま がわ						広島市 ひろしまし						護岸損壊						1						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						榎川 えのき がわ						府中町 ふちゅうちょう						護岸損壊						2						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						柴木川 しばき がわ						北広島町 きたひろしまちょう						護岸損壊						1						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						本郷川 ほんごう がわ						本郷川 ほんごう がわ						福山市 ふくやま し						決壊						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						入野川 にゅうの がわ						東広島市 ひがしひろしま し						決壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						菅川 すげ がわ						三原市 みはらし						決壊						3						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						天井川 てんじょう がわ						三原市 みはらし						決壊						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						仏通寺川 ぶっつうじ がわ						三原市 みはらし						決壊						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						梨和川 なし わ がわ						三原市 みはらし						決壊						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						三次川 みつぎ がわ						三原市 みはらし						決壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						賀茂川 かもがわ						賀茂川 かもがわ						竹原市 たけはら し						決壊						1						応急対策中 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						野呂川 のろ がわ						中畑川 なかはた がわ						呉市 くれし						決壊						3						応急対策完了 おうきゅう たいさく																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						黒瀬川 くろせ がわ						笹野川 ささの がわ						東広島市 ひがしひろしま し						決壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				広島 ひろしま						瀬野川 せのがわ						瀬野川 せのがわ						広島市 ひろしまし						護岸損壊						5						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 やまぐち						島田川 しまた がわ						島田川 しまた がわ						周南市 しゅうなんし						決壊						1						緊急復旧中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						島田川 しまた がわ						東川 ひがしかわ						岩国市 いわくにし						護岸損壊 ごがん そんかい						1						緊急復旧中 きんきゅう ふっきゅう ちゅう																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						吉野川 よしのがわ						園瀬川 そのせがわ						徳島市 とくしま し						護岸沈下 ゴガン チンカ						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						吉野川 よしのがわ						学島川 がく しまかわ						吉野川市 よしのがわ し						天端亀裂 テンバ キレツ						1						応急対策完了																												立入禁止措置済み たちいり きんし そち ず																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						吉野川 よしのがわ						白川谷川 しらかわ だに がわ						三好市 みよしし						護岸損傷 ゴガン ソンショウ						1						応急対策完了																												県道通行止め済み けんどう つうこう ど ず																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				徳島 トクシマ						冨ノ谷川 とみ たに かわ						冨ノ谷川 とみ たに かわ						板野町 いたの ちょう						天端亀裂 テンバ キレツ						1						応急対策完了																												立入禁止措置済み たちいり きんし そち ず																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				香川 カガワ						大束川 だい そく かわ						大束川 だい そく かわ						丸亀市 まるがめし						護岸損壊 ゴガン ソンカイ						1						水位低下後、欠損部に土のうを設置。応急対策中 すいい ていか ご けっそん ぶ ど せっち おうきゅう たいさく ちゅう																												20日17:00完了予定 にち かんりょう よてい																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				香川 カガワ						金倉川 かなくら かわ						金倉川 かなくら かわ						丸亀市 まるがめ し						堤防洗掘 テイボウ センクツ						1						大型土のう、ブルーシートにて応急対策済み。 オオガタ ド オウキュウ タイサク ズ																												7日18:00完了 にち かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				香川 カガワ						金倉川 かなくら かわ						金倉川 かなくら かわ						まんのう町 ちょう						堤防洗掘 テイボウ センクツ						1						応急対策完了 おうきゅう たいさく かんりょう																												15日17:00完了 にち かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				香川 カガワ						財田川 さいた がわ						財田川 さいた がわ						三豊市 みとよ し						堤防洗掘 テイボウ センクツ						1						欠損部に栗石を投入後、河側にﾌﾞﾛｯｸを設置し、応急対策済み けっそん ぶ くり いし とうにゅう ご かわ がわ せっち おうきゅう たいさく ず																												8日00:00完了 にち かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						重信川 しげのぶ がわ						堀越川 ほりこし がわ						松山市 まつやまし						堤防被災 テイボウ ヒサイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						重信川 しげのぶ がわ						伊台川 い だい がわ						松山市 まつやまし						護岸崩落 ゴガン ホウラク						1						支障物件（倉庫等）撤去完了。現在応急対策に向けた準備中 シショウ ブッケン ソウコ トウ テッキョ カンリョウ ゲンザイ オウキュウ タイサク ム ジュンビチュウ																												倉庫撤去完了（7/17) そうこ てっきょ かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						重信川 しげのぶ がわ						川付川 かわ つけ がわ						松山市 まつやまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						西予市 せいよ し						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						麓川 ふもと がわ						内子町 うち こ ちょう						護岸背後流出 ゴガン ハイゴ リュウシュツ						1						大規模災害協定で土のう設置済み ダイキボ サイガイ キョウテイ ド セッチ ズ																												7/11完了 かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						久米川 くめがわ						大洲市 おおずし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						応急本工事にて土砂と流木を撤去中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ リュウボク テッキョ チュウ																												14日から着手																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						中山川 なかやま がわ						大洲市 おおずし						護岸崩壊 ゴガン						1						応急仮工事（土のう）を実施中 オウキュウ カリコウジ ド ジッシチュウ																												7/24完了予定 かんりょう よてい																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						瀬戸川 せとがわ						西予市 せいよ し						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						大和川 やまとがわ						大洲市 おおずし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						カラ杉川 すぎ かわ						西予市 せいよし						河道埋塞 カドウ ウ フサ						1						応急本工事にて一部土砂撤去実施済み オウキュウ ホンコウジ イチブ ドシャ テッキョ ジッシ ズ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						仁淀川 によど がわ						久万川 くま がわ						久万高原町 くまこうげんちょう						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						仁淀川 によど がわ						有枝川 あり えだがわ						久万高原町 くまこうげんちょう						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						内平ヶ谷川 うちひらがだにがわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						三間川 みま がわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急仮工事（土のう）を準備中 オウキュウ カリコウジ ド ジュンビチュウ																												7月末完了予定 がつまつ かんりょう よてい																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						三間川 みま かわ						鬼北町 きほくちょう						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						告森川 つげもりがわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						面谷川 おも だに がわ						宇和島市 うわじまし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						応急本工事にて土砂撤去の準備中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ テッキョ ジュンビ チュウ																												7月末完了予定 がつまつ かんりょう よてい																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたりがわ						大宿川 おおじゅくがわ						鬼北町 きほくちょう						堤防被災 テイボウ ヒサイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						渡川 わたり がわ						芥川 あくた がわ						宇和島市 うわじまし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						応急本工事にて土砂撤去の準備中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ テッキョ ジュンビ チュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						菊間川 きくま かわ						菊間川 きくま かわ						今治市 いまばりし						護岸崩落 ゴガン ホウラク						1						土のう等にて応急対応済み ど とう おうきゅう たいおう す																												7日AM完了 ニチ カンリョウ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						井口本川 いのくち ほんかわ						井口本川 いのくち ほんかわ						今治市 いまばりし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						応急本工事にて土砂撤去の準備中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ テッキョ ジュンビ チュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						戸板川 といた がわ						戸板川 といた がわ						今治市 いまばりし						河道埋塞 カドウ マイ ソク						1						応急本工事にて土砂撤去の準備中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ テッキョ ジュンビ チュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						立岩川 たていわ がわ						立岩川 たていわ がわ						松山市 まつやまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						河野川 こうの がわ						河野川 こうの がわ						松山市 まつやまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						郷谷川 ごう たに がわ						郷谷川 ごう たにがわ						松山市 まつやまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						郷谷川 ごう たにがわ						郷谷川 ごう たにがわ						松山市 まつやまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						大川 おおかわ						大川 おおかわ						松山市 まつやまし						護岸崩落 ゴガン ホウラク						1						土のう等にて応急対応済み ど とう おうきゅう たいおう ず																												7/7完了 かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						大川 おおかわ						大川 おおかわ						西予市 せいよ し						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						大型土のうにて応急対策済み オウガタ ド オウキュウ タイサク ズ																												7/13完了 かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						伊方大川 いかた おおかわ						伊方大川 いかた おおかわ						八幡浜市 やわたはまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						峯川 みねかわ						峯川 みねかわ						八幡浜市 やわたはまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						喜木川 きき がわ						喜木川 きき がわ						八幡浜市 やわたはまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急仮工事（土のう）を作業中 オウキュウ カリコウジ ド サギョウチュウ																												7/18～																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						喜木川 きき がわ						新川 しんかわ						八幡浜市 やわたはまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急仮工事（土のう）を準備中 オウキュウ カリコウジ ド ジュンビチュウ																												7/20～（予定） よてい																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						千丈川 せんじょうがわ						千丈川 せんじょうがわ						八幡浜市 やわたはまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急対策完了 オウキュウ タイサク カンリョウ																												7/19完了 かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						朝立川 あさだつ がわ						朝立川 あさだつ がわ						西予市 せいよし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						谷道川 たに みち がわ						谷道川 たに みち がわ						西予市 せいよ し						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						精査の結果応急対策不用 セイサ ケッカ オウキュウ タイサク フヨウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						日ノ地川 ひのぢがわ						日ノ地川 ひのぢがわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						立間川 たちま がわ						本村川 ほんむら がわ						宇和島市 うわじまし						河道埋塞 カドウ ウ フサ						1						土砂撤去の準備中 ドシャ テッキョ ジュンビチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						来村川 くのむらがわ						来村川 くのむらがわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						大型土のうにて応急対策完了 オオガタ ド オウキュウ タイサク カンリョウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						岩松川 いわまつ がわ						芳原川 ほばら がわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						大型土のうにて応急対策完了 オオガタ ド オウキュウ タイサク カンリョウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						岩松川 いわまつ がわ						於泥川 お どろ かわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						岩松川 いわまつ がわ						遠近川 とおちかがわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						岩松川 いわまつ かわ						増穂川 ますほ かわ						宇和島市 うわじまし						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						対策工法検討中 タイサク コウホウ ケントウチュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						僧都川 そうづ がわ						僧都川 そうづ がわ						愛南町 あいなんちょう						護岸崩壊 ゴガン ホウカイ						1						応急本工事にて大型土のうを設置済み オウキュウ ホンコウジ オオガタ ド セッチ ズ																												7/17完了 かんりょう																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				愛媛 エヒメ						松田川 まつだ がわ						小山川 こやま がわ						愛南町 あいなんちょう						河道埋塞 カドウ ウ フサ						1						応急本工事にて土砂撤去の準備中 オウキュウ ホンコウジ ドシャ テッキョ ジュンビ チュウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						安芸川 あき かわ						安芸川 あき かわ						安芸市 あきし						堤防洗掘						1						応急対策完了 オウキュウ オウキュウ タイサク カンリョウ																												7日19：30応急対策暫定完了 ニチ オウキュウタイサク ザンテイ カンリョウ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						嘉麻市 かまし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						西川 にしかわ						鞍手町 くらてまち						その他						3						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						北田川 きただ かわ						鞍手町 くらてまち						堤防法崩れ・すべり						2						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						犬鳴川 いぬ なきかわ						宮若市 みやわかし						堤防法崩れ・すべり						5						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						八木山川 やぎ やま がわ						宮若市 みやわかし						護岸損壊						11						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						上有木川 かみ ありき かわ						宮若市 みやわかし						護岸損壊						1						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						山口川 やまぐち かわ						宮若市 みやわかし						護岸損壊						10						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						山口川 やまぐち がわ						飯塚市 いいづかし						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						畑川 はた かわ						宮若市 みやわかし						護岸損壊						9						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						黒丸川 くろまる かわ						宮若市 みやわかし						堤防法崩れ・すべり						1						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						尺岳川 しゃく たけ がわ						直方市 のおがたし						堤防法崩れ・すべり						5						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						近津川 ちかつ がわ						直方市 のおがたし						護岸損壊						6						応急対策中（一部完了） オウキュウ タイサク チュウ イチブ カンリョウ																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん がわ						添田町 そえだまち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						中元寺川 ちゅう がん じ がわ						田川市 たがわ し						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						中元寺川 ちゅう がん じ がわ						川崎町 かわさき まち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						中元寺川 ちゅう がん じ がわ						添田町 そえだまち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						泌　川 たぎり がわ						田川市 たがわ し						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						猪位金川 い い かね がわ						田川市 たがわ し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						安宅川 あたか がわ						川崎町 かわさきまち						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						木浦川 き うら がわ						添田町 そえだまち						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						御祓川 みそぎ かわ						田川市 たがわ し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						呉川 くれ がわ						香春町 かわらまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						深倉川 ふかくら がわ						添田町 そえだまち						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						庄内川 しょう ない がわ						飯塚市 いいづかし						堤防洗掘						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						鹿毛馬川 かげ うま がわ						飯塚市 いいづかし						堤防法崩れ・すべり						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						建花寺川 けん げ じ がわ						飯塚市 いいづかし						河岸侵食						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						穂波川 ほ なみ がわ						飯塚市 いいづかし						護岸損壊						6						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						内住川 うち じゅ かわ						飯塚市 いいづかし						堤防法崩れ・すべり						1						調査中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						泉河内川 いずみ こうち かわ						飯塚市 いいづかし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						山田川 やまだ がわ						嘉麻市 かまし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						遠賀川 おんががわ						千手川 せんじゅ がわ						嘉麻市 かま し						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						広川 ひろかわ						久留米市 くるめし						護岸損壊						2						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宝満川 ほうまん かわ						小郡市 おごおり し						護岸損壊						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宝満川 ほう まん がわ						筑紫野市 ちくしのし						堤防洗掘						10						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						高原川 たかはら がわ						小郡市 おごおり し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						草場川 くさば がわ						小郡市 おごおりし						護岸損壊						1						応急対策完了 かんりょう																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						草場川 くさば がわ						筑前町 ちくぜんまち						護岸損壊						6						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						牟田川 むた がわ						筑前町 ちくぜんまち						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宝珠川 ほう しゅ がわ						小郡市 おごおりし						その他						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						曽根田川 そね たがわ						筑前町 ちくぜんまち						護岸損壊						7						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						曽根田川 そね たがわ						筑前町 ちくぜんまち						その他						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						三並川 み なみ がわ						筑前町 ちくぜんまち						護岸損壊						8						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						天神川 てんじん がわ						筑前町 ちくぜんまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山家川 やま え がわ						筑前町 ちくぜんまち						河岸侵食						9						経過監視、一部応急対策完了 ケイカ カンシ イチブ オウキュウ タイサク カンリョウ																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山家川 やま え がわ						筑紫野市 ちくしのし						護岸損壊						7						経過監視 ケイカ カンシ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山口川 やまぐち がわ						筑紫野市 ちくしのし						堤防洗掘						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						山口川 やまぐち がわ						筑紫野市 ちくしのし						護岸損壊						13						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						原川 はら かわ						筑紫野市 ちくしのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						高良川 こうら かわ						久留米市 くるめし						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						大刀洗川 たちあらい がわ						大刀洗町 たちあらいまち						決壊						1						緊急復旧完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						大刀洗川 たちあらい がわ						大刀洗町 たちあらいまち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						大谷川 おおたに がわ						久留米市 くるめし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						陣屋川 じんや がわ						朝倉市 あさくら し						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						巨瀬川 こ せ がわ						うきは市 し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						東本川 ひがしもと かわ						久留米市 くるめし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						小石原川 こいしわら がわ						大刀洗町 たちあらいまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						小石原川 こいしわら がわ						朝倉市 あさくら し						護岸損壊						36						応急対策中（一部完了） オウキュウ タイサク チュウ イチブ カンリョウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						野鳥川 の とり がわ						朝倉市 あさくら し						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						佐田川 さた がわ						朝倉市 あさくら し						その他						3						応急対策中																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						黒川 くろ かわ						朝倉市 あさくら し						その他						2						応急対策中																												河道掘削、大型土嚢積み かどう くっさく おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						疣目川 いぼ め がわ						朝倉市 あさくら し						その他						2						応急対策中																												河道掘削、大型土嚢積み かどう くっさく おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						桂川 かつらがわ						朝倉市 あさくら し						その他						11						応急対策中（一部完了） オウキュウ タイサク チュウ イチブ カンリョウ																												河道掘削、大型土嚢積み かどう くっさく おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						荷原川 いないばるがわ						朝倉市 あさくら し						その他						7						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						荷原川 いないばるがわ						朝倉市 あさくら し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						新立川 しん たて がわ						朝倉市 あさくら し						その他						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						妙見川 みょうけんがわ						朝倉市 あさくら し						その他						1						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						北川 きたがわ						朝倉市 あさくら し						その他						4						応急対策中																												袋詰玉石、河道掘削 ふくろづ たまいし かどう くっさく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						隈上川 くま かみかわ						うきは市 し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						小塩川 こ じお がわ						うきは市 し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						白木谷川 しらき たに がわ						朝倉市 あさくら し						その他						1						応急対策中																												河道掘削 かどう くっさく																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						大肥川 おお ひ がわ						東峰村 とうほうむら						その他						8						応急対策中																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						筑後川 ちくご がわ						宝珠山川 ほうしゅやま かわ						東峰村 とうほうむら						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 や べ がわ						矢部川 やべ がわ						八女市 やめし						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 や べ がわ						矢部川 やべ がわ						八女市 やめし						その他						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 や べ がわ						星野川 ほしの がわ						八女市 やめし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 や べ がわ						龍川内川 りゅう がわ うち がわ						八女市 やめし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						矢部川 や べ がわ						笠原川 かさはら がわ						八女市 やめし						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						祓川 はらい がわ						祓川 はらい がわ						みやこ町 マチ						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						今川 いまがわ						みやこ町 まち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						今川 いまがわ						赤村 あかむら						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						今川 いまがわ						添田町 そえだまち						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						高屋川 たかや がわ						みやこ町 まち						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						喜多良川 き た ら がわ						みやこ町 まち						護岸損壊						4						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						今川 いまがわ						十津川 とつがわ						赤村 あかむら						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						長峡川 ながおがわ						行橋市 ゆくはしし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						長峡川 ながおがわ						みやこ町 まち						護岸損壊						1						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						井尻川 いじり かわ						行橋市 ゆくはし し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						初代川 はつ しろ がわ						みやこ町 まち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						小波瀬川 おばせ がわ						行橋市 ゆくはしし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						白川 しらかわ						苅田町 かんだまち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						白川 しらかわ						苅田町 かんだまち						堤防法崩れ・すべり						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						長峡川 ながおがわ						箕田川 みのだ がわ						苅田町 かんだまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						貫川 ぬき がわ						貫川 ぬき がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						相割川 あい わり がわ						相割川 あい わり がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						護岸損壊						1						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						村中川 むら なか がわ						村中川 むら なか がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						その他						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						紫川 むらさき がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						その他						2						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						砂津川 すな つ がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						東谷川 ひがしたに がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						東谷川 ひがしたに がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						堤防法崩れ・すべり						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						紫川 むらさき がわ						合馬川 おう うまかわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						堤防法崩れ・すべり						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						板櫃川 いたびつ がわ						板櫃川 いたびつ がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						板櫃川 いたびつ がわ						板櫃川 いたびつ がわ						北九州市 きたきゅうしゅうし						堤防法崩れ・すべり						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						釣川 つり かわ						八並川 やつなみ がわ						宗像市 むなかた し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						西郷川 さいごう がわ						西郷川 さいごう がわ						福津市 ふくつし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						多々良川 たたら がわ						多々良川 たたら がわ						篠栗町 ささぐりまち						護岸損壊						1						応急対策中																												ブルーシート張 は																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						多々良川 たたら がわ						宇美川 うみ がわ						宇美町 うみまち						堤防法崩れ・すべり						1						応急対策完了																												ブルーシート張 は																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						御笠川 み かさがわ						御笠川 み かさがわ						大野城市 おおのじょう し						その他						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						御笠川 み かさがわ						御笠川 み かさがわ						太宰府市 だざいふ し						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						御笠川 み かさがわ						鷺田川 さぎ たがわ						筑紫野市 ちくしのし						護岸損壊						1						応急対策完了																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						御笠川 み かさがわ						高尾川 たかお がわ						筑紫野市 ちくしのし						護岸損壊						3						経過監視、応急対策完了 ケイカ カンシ オウキュウ タイサク カンリョウ																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						那珂川 なか がわ						那珂川 なか がわ						那珂川町 なかがわ まち						護岸損壊						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						那珂川 なか がわ						梶原川 かじわら がわ						那珂川町 なかがわ まち						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						室見川 むろみ がわ						室見川 むろみ がわ						福岡市 ふくおかし						護岸損壊						5						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						室見川 むろみ がわ						坊主川 ぼうず かわ						福岡市 ふくおかし						その他						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						福岡市 ふくおかし						堤防法崩れ・すべり						1						応急対策中																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						糸島市 いとしま し						堤防法崩れ・すべり						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						川原川 かわばる がわ						糸島市 いとしま し						護岸損壊						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						瑞梅寺川 ずい ばい じかわ						汐井川 しおい かわ						糸島市 いとしま し						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						雷山川 らいざん がわ						雷山川 らいざん がわ						糸島市 いとしまし						堤防法崩れ・すべり						2						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						雷山川 らいざん がわ						雷山川 らいざん がわ						糸島市 いとしまし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						雷山川 らいざん がわ						長野川 ながの がわ						糸島市 いとしまし						堤防法崩れ・すべり						2						応急対策完了																												大型土嚢積み おおがた どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						福吉川 ふくよし かわ						福吉川 ふくよし かわ						糸島市 いとしま し						堤防法崩れ・すべり						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				福岡 フクオカ						堂面川 どう めんがわ						白銀川 しらがね がわ						大牟田市 おおむたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						田手川 たで かわ						吉野ケ里町 よしのがり まち						堤防洗掘						1						応急対策完了																												土嚢積み どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						田手川 たで かわ						吉野ケ里町 よしのがり まち						護岸損壊						1						応急対策完了																												土嚢積み どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						大木川 だいぎ かわ						鳥栖市 とすし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						実松川 さねまつ かわ						基山町 きやま ちょう						堤防洗掘						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						三本松川 さんぼんまつ がわ						神埼市 かんざきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						三本松川 さんぼんまつ がわ						神埼市 かんざきし						その他						1						応急対策完了																												土嚢積み どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						秋光川 あきみつ がわ						鳥栖市 とすし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						寒水川 しょうず がわ						みやき町 ちょう						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						寒水川 しょうず がわ						みやき町 ちょう						護岸損壊						1						応急対策中																												土嚢積み どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						大木川 だいぎ かわ						鳥栖市 とすし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						筑後川 ちくご かわ						大木川 だいぎ かわ						鳥栖市 とすし						その他						1						応急対策完了																												土嚢積み どのう つ																		河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						松浦川 まつうらかわ						半田川 は だ がわ						唐津市 からつし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						六角川 ろっかくがわ						丁后川 ちょうごう がわ						武雄市 たけおし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						嘉瀬川 かせ がわ						嘉瀬川 かせ がわ						富士町 ふじ まち						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						嘉瀬川 かせ がわ						嘉瀬川 かせ がわ						佐賀市三瀬 さがし みつせ						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						嘉瀬川 かせ がわ						熊の川 くま かわ						富士町 ふじ まち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						伊万里川 いまり がわ						権現川 ごんげん がわ						伊万里市 いまりし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						楠久川 くすく かわ						楠久川 くすく がわ						伊万里市 いまり し						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						佐志川 さ し がわ						佐志川 さ し がわ						唐津市 からつし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				佐賀 サガ						塩田川 しおた がわ						皿屋谷川 さら や たに がわ						嬉野市 うれしのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						内田川 うちだ がわ						南関町 なんかんまち						河岸侵食						4						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						小坂川 こさか がわ						山鹿市 やまがし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						山内川 やまうち がわ						山鹿市 やまがし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						木野川 きの がわ						山鹿市 やまがし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						初田川 はつだ かわ						山鹿市 やまがし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						岩村川 いわむら がわ						山鹿市 やまがし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						岩野川 いわ の かわ						山鹿市 やまがし						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						繁根木川 はねぎ かわ						玉名市 たまな し						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						菊池川 きくち がわ						十町川 じゅう まち かわ						和水町 なごみまち						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						緑川 みどりかわ						浜戸川 はま ど がわ						美里町 みさと ちょう						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						緑川 みどりかわ						潤川 うるごがわ						熊本市 くまもとし						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						緑川 みどりかわ						筒川 つつ かわ						美里町 みさと まち						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				熊本 くまもと						関川 せきかわ						関川 せき かわ						南関町 なんかんまち						河岸侵食						3						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						山国川 やまくにがわ						春田川 はるた がわ						中津市 なかつし						護岸損壊						5						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						山国川 やまくにがわ						山移川 やまうつり がわ						中津市 なかつし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						山国川 やまくにがわ						吉野川 よしのがわ						中津市 なかつし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						山国川 やまくにがわ						金吉川 かなよし がわ						中津市 なかつし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						春田川 はるた がわ						玖珠町 くすまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						野上川 のがみ がわ						九重町 ここのえまち						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						石松川 いしまつ がわ						日田市 ひたし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						小野川 おのがわ						日田市 ひたし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						玖珠川 くす がわ						日田市 ひたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						熊尾川 くま お がわ						日田市 ひたし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						吾吾路川 ご ご ろ がわ						日田市 ひたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						筑後川 ちくごがわ						高瀬川 たかせがわ						日田市 ひたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大分川 おおいたがわ						七里田川 しちりだ がわ						竹田市 たけたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大分川 おおいたがわ						市川 いちかわ						竹田市 たけたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大野川 おおのがわ						稲葉川 いなば がわ						竹田市 たけたし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大野川 おおのがわ						酒井寺川 さかい じ がわ						豊後大野市 ぶんごおおのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大野川 おおのがわ						柴北川 しば きたがわ						豊後大野市 ぶんごおおのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大野川 おおのがわ						下小坂川 しもこさか がわ						豊後大野市 ぶんごおおのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大野川 おおのがわ						牟礼川 むれ がわ						豊後大野市 ぶんごおおのし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						八坂川 やさか がわ						立石川 たていし がわ						杵築市 きつきし						河岸侵食						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						臼杵川 うすき がわ						臼杵川 うすき がわ						臼杵市 うすきし						河岸侵食						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						犬丸川 いぬまる がわ						犬丸川 いぬまる がわ						中津市 なかつし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						北川 きたがわ						市園川 いちぞの がわ						佐伯市 さいきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						伊呂波川 い ろ は がわ						伊呂波川 い ろ は がわ						宇佐市 うさし						護岸損壊						2						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						山蔵川 やま ぞう がわ						山蔵川 やま ぞう がわ						宇佐市 うさし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						桂川 かつらがわ						桂川 かつらがわ						豊後高田市 ぶんご たかた し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						都甲川 つ こう がわ						都甲川 つ こう がわ						豊後高田市 ぶんご たかた し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						真玉川 またま がわ						真玉川 またま がわ						豊後高田市 ぶんご たかた し						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						清流川 せいりゅう がわ						清流川 せいりゅう がわ						国東市 くにさきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						左津留川 さづる がわ						左津留川 さづる がわ						臼杵市 うすきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						大工川 だいくがわ						大工川 だいくがわ						臼杵市 うすきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ

				大分 おおいた						野津川 のつ がわ						野津川 のつ がわ						臼杵市 うすきし						護岸損壊						1						経過監視																																														河川施設被害状況都道府県管理 カセン シセツ ヒガイ ジョウキョウ トドウフケン カンリ



				■避難勧告及び避難指示（緊急）等の状況 キンキュウ トウ

				＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞ キンキュウ

				整備局 セイビキョク						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						避　難　状　況 ビ ナン ジョウ イワン																		発　令　日　時 パツ レイ ヒ トキ														解　除　日　時 カイ ジョ ヒ トキ														備　考 ビ コウ

																												類　型※ タグイ カタ						世帯数 セタイスウ						人　数 ヒト カズ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						勧告 カンコク						180						310						7/3 6:30														7/3 17:05																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						留萌川 るもい がわ						留萌川 るもい がわ						留萌市 るもいし						指示 シジ						146						289						7/3 7:00														7/3 17:05																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわし						準備 ジュンビ						62						117						7/3 8:00														7/3 9:59																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわし						勧告 カンコク						62						117						7/3 9:59														7/3 20:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						深川市 ふかがわし						勧告 カンコク						79						718						7/3 6:45														7/3 20:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						妹背牛町 もせうしちょう						勧告 カンコク						129						344						7/3 11:00														7/4 1:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						沼田町 ぬまたちょう						勧告 カンコク						86						262						7/3 7:20														7/3 18:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						雨竜町 うりゅうちょう						準備 ジュンビ						132						343						7/3 11:00														7/4 6:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						綾部市 あやべし						指示 シジ						全域 ぜんいき												7/5 19:30														7/8 10:17																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						勧告 かんこく						33,403						74,212						7/5 19:20														7/8 10:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやま し						指示 しじ						1243						2709						7/7 0:55														7/8 10:40														勧告→指示 カンコク シジ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						舞鶴市 まいづるし						指示 しじ						40,527						83,480						7/7 0:35														7/8 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						宮津市 みやづし						勧告 カンコク						8,565						18,325						7/6 23:00														7/8 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						準備 ジュンビ						3,133						7,247						7/5 15:05														7/5 15:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						勧告 カンコク						3,133						7,247						7/5 15:30														7/5 16:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						勧告 カンコク						8,889		3,860		3,860		20,497		8,650		8,650		7/5 15:50														7/5 16:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						勧告 カンコク						12,369		3,893		3,893		28,295		8,771		8,771		7/5 16:30														7/5 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		右京区嵐山学区（洪水浸水想定区域）		右京区嵐山学区（洪水浸水想定区域）		指示						12,022		3,860		3,860		27,744		8,650		8,650		7/5 16:50														7/7 16:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						指示						12,369		3,893		3,893		28,295		8,771		8,771		7/5 17:00														7/7 16:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		右京区梅津学区（洪水浸水想定区域）		右京区梅津学区（洪水浸水想定区域）		指示						5,037		5,037		5,037		11,130		11,130		11,130		7/5 17:10														7/7 16:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						大山崎町 おおやまざきちょう						準備 ジュンビ						3,300						7,800						7/5 18:40														7/5 22:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		西京区川岡東学区（洪水浸水想定区域）		西京区川岡東学区（洪水浸水想定区域）		勧告						19,963		3,326		3,326		37,882		8,049		8,049		7/5 22:00														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						島本町 しまもとちょう						勧告 カンコク						1,144						2,651						7/5 22:13														7/6 7:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		伏見区久我の杜学区（洪水浸水想定区域）		伏見区久我の杜学区（洪水浸水想定区域）		勧告						9,149		2,837		2,837		24,395		8,273		8,273		7/5 22:35														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						大山崎町 おおやまざきちょう						勧告 カンコク						3,300						7,800						7/5 22:45														7/6 5:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		伏見区淀学区（洪水浸水想定区域）		伏見区淀学区（洪水浸水想定区域）		勧告						9,683		3,422		3,422		24,438		8,002		8,002		7/5 23:00														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		南区上鳥羽学区（洪水浸水想定区域）		南区上鳥羽学区（洪水浸水想定区域）		勧告						16,989		3,951		3,951		38,141		8,885		8,885		7/5 23:40														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		南区吉祥院学区（洪水浸水想定区域）		南区吉祥院学区（洪水浸水想定区域）		勧告						16,766		5,091		5,091		36,575		10,830		10,830		7/5 23:45														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						向日市 むこうし						勧告 カンコク						3,100						7,000						7/5 23:45														7/6 5:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		伏見区住吉学区（洪水浸水想定区域）		伏見区住吉学区（洪水浸水想定区域）		勧告						23,137		4,206		4,206		48,473		9,000		9,000		7/6 0:20														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		伏見区下鳥羽学区（洪水浸水想定区域）		伏見区下鳥羽学区（洪水浸水想定区域）		勧告						19,961		3,738		3,738		43,445		9,000		9,000		7/6 0:25														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						八幡市 やわたし						勧告 カンコク						201						540						7/6 0:25														7/7 4:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし		右京区葛野学区（洪水浸水想定区域）		右京区葛野学区（洪水浸水想定区域）		勧告						19,612		6,006		6,006		38,592		11,492		11,492		7/6 0:30														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						勧告						11,713						24,714						7/6 0:40														7/6 18:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						久御山町 くみやまちょう						勧告						228						579						7/6 0:45														7/7 6:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						大山崎町 おおやまざきちょう						準備 ジュンビ						3,300						7,800						7/6 13:20														7/6 17:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						島本町 しまもとちょう						勧告 カンコク						1,144						2,651						7/6 13:45														7/7 7:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						向日市 むこうし						勧告 カンコク						3,100						7,000						7/6 14:05														7/7 1:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						大山崎町 おおやまざきちょう						勧告 カンコク						3,300						7,800						7/6 17:20														7/7 1:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						淀川 よどがわ						桂川 かつらがわ						京都市 きょうとし						指示 シジ						115,297		62,219,086		62,219,086		254,059		254,059		254,059		7/6 18:40														7/7 4:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						勧告 カンコク						33,173						82,624						7/6 20:00														7/6 22:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 きんき						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおかし						指示 シジ						1,488						3,735						7/7 12:00														7/7 18:25																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						勧告						3,887						9,509						7/5 23:40														7/6 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						勧告						3,887						9,509						7/6 22:26														7/7 18:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						小野市 おのし						指示						1,934						4,648						7/7 14:21														7/7 18:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						小野市 おのし						勧告						3,758						9,882						7/7 11:40														7/7 18:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						高砂市 たかさごし						勧告						20,870						48,017						7/7 11:50														7/7 16:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						勧告						14,617						38,231						7/6 20:43														7/7 21:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						勧告						30,433						77,091						7/7 1:40														7/7 18:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						姫路市 ひめじし						勧告						15,804						37,849						7/7 2:50														7/7 20:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加古川市 かこがわ し						勧告						57,318						136,665						7/7 11:50														7/8 3:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加古川市 かこがわ し						準備						9,512						22,265						7/5 21:45														7/8 3:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						奈良市 ならし						準備						－						－						7/6 8:15														7/7 21:40														他河川含む タカセン フク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						佐保川 さほがわ						大和郡山市 やまとこおりやまし						指示						9,134						21,073						7/6 7:10														7/8 17:00														土砂災害含む ドシャ サイガイ フク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						三郷町 さんごうちょう						勧告						3,424						6,928						7/6 2:05														7/6 15:00														他河川含む タカセン フク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						安堵町 あんどちょう						勧告						741						1,608						7/6 3:40														7/6 8:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				近畿 キンキ						大和川 やまとがわ						大和川 やまとがわ						王寺町 おうじちょう						準備						2,428						5,274						7/6 5:00														7/6 14:51														土砂災害含む ドシャ サイガイ フク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだい かわ						鳥取市 とっとりし						指示 しじ						14,802						37,035						7/6 23:06														7/7 18:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						千代川 せんだいがわ						八東川 はっとう がわ						鳥取市 とっとりし						勧告 かんこく						172						370						7/5 17:35														7/5 22:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						千代川 せんだいがわ						八東川 はっとう がわ						八頭町 やずちょう						勧告 かんこく						242						843						7/5 17:00														7/5 21:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						斐伊川 ひいかわ						斐伊川 ひいかわ						雲南市 うんなんし						勧告 かんこく						146						436						7/6 17:30														7/7 5:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						川本町 かわもと ちょう						指示 しじ						775						1,516						7/6 21:40														7/7 22:02																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						美郷町 みさとちょう						指示 しじ						2,240						4,732						7/6 22:15														7/7 15:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						江津市 ごうつし						指示 しじ						3,134						6,127						7/7 2:10														7/8 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						邑南町 おう なんちょう						指示 しじ						715						1,466						7/6 21:20														7/7 13:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						指示 しじ						3,273						6,823						7/6 19:30														7/7 12:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						指示 しじ						21,376						53,615						7/6 21:50														7/7 18:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						馬洗川 ば せんかわ						三次市 みよしし						指示 しじ																		7/6 21:50														7/7 18:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						江の川 ごう かわ						西城川 さいじょう かわ						三次市 みよしし						指示 しじ																		7/6 21:50														7/7 18:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						旭川 あさひかわ						旭川 あさひかわ						岡山市 おかやまし						指示 しじ						6,733						16,837						7/8 8:00														7/9 21:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしい かわ						吉井川 よしい かわ						和気町 わけちょう						勧告 かんこく																		7/6 23:00														7/8 14:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしい かわ						吉井川 よしい かわ						赤磐市 あかいわし						指示 しじ						471						1,080						7/6 23:45														7/7 19:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしい かわ						吉井川 よしい かわ						備前市 びぜんし						勧告 かんこく																		7/6 23:10														7/7 18:05																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしい かわ						吉井川 よしい かわ						瀬戸内市 せとうちし						勧告 かんこく						15,527						37,536						7/6 23:10														7/7 21:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						吉井川 よしい かわ						吉井川 よしい かわ						岡山市 おかやまし						勧告 かんこく						6,733						16,837						7/8 8:00														7/9 21:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはし かわ						高梁川 たかはし かわ						総社市 そうじゃし						指示 しじ						2,782						7,247						7/6 22:15														7/8 19:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはし かわ						高梁川 たかはし かわ						倉敷市 くらしきし						指示 しじ																		7/6 23:45																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						高梁川 たかはし かわ						小田川 おだ かわ						矢掛町 やかけちょう						勧告 かんこく																		7/6 23:05														7/9 17:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだ かわ						芦田川 あしだ かわ						府中市 ふちゅうし						指示 しじ						17,573						40,470						7/6 21:50														7/9 9:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						芦田川 あしだ かわ						芦田川 あしだ かわ						福山市 ふくやまし						指示 しじ						186,029						426,895						7/6 21:50														7/9 4:23																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						安芸太田町 あきおおたちょう						勧告 かんこく						3,196						6,531						7/6 15:45														7/7 15:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						準備 じゅんび						6,022						13,493						7/9 17:57														7/11 20:02																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						指示 しじ						15,737						36,285						7/6 19:53														7/9 5:09																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						指示 しじ						15,083						34,241						7/6 20:22																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						指示 しじ						31,369						73,272						7/6 20:22														7/9 4:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						指示 しじ																		7/6 20:02														7/7 7:23																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						指示 しじ						9,461						21,076						7/6 19:50														7/7 16:37																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						根谷川 ねの たにがわ						広島市 ひろしまし						準備 ジュンビ						5267						11989						7/5 17:00														7/5 20:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						根谷川 ねの たにがわ						広島市 ひろしまし						準備 じゅんび																		7/9 17:57														7/11 20:02																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						準備 じゅんび																		7/9 17:57														7/7 15:56																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						小瀬川 おぜがわ						小瀬川 おぜがわ						大竹市 おおたけし						勧告 かんこく						12,880						27,505						7/6 17:25														7/7 10:48														全域 ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						小瀬川 こせがわ						小瀬川 こせがわ						岩国市 いわくにし						指示 しじ						675						1,415						7/7 2:40														7/10 2:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						佐波川 さばかわ						佐波川 さばかわ						防府市 ほうふし						指示 しじ						21,217						44,906						7/6 16:30														7/7 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				中国 ちゅうごく						佐波川 さばかわ						佐波川 さばかわ						山口市 やまぐちし						勧告 かんこく																		7/6 18:10														7/7 8:00														全域 ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						東みよし町 ひがし まち						勧告						1412						2,852						7/6 6:00														7/7 21:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						三好市 みよし し						指示						70						147						7/7 6:45														7/13 17:51																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						三好市 みよし し						勧告																		7/6 18:10																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						三好市 みよし し						指示																		7/7 11:10														7/9 19:39														山城町 やましろちょう												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						三好市 みよし し						指示																		7/8 15:30																												池田町高友 いけだ ちょう たか とも												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの がわ						物部川 ものべ がわ						三好市 みよしし						勧告 カンコク																		7/4 6:40														7/4 15:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						吉野川 よしの がわ						物部川 ものべ がわ						東みよし市 ひがし し						勧告 カンコク																		7/4 8:00														7/4 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						那賀川 なか かわ						那賀町 なが ちょう						勧告						1605						3,111						7/6 4:00														7/8 12:00														上那賀地区
木沢地区
木頭地区 ウエ ナガ チク キサワ チク キ アタマ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						那賀川 なか かわ						阿南市 あなんし						勧告																		7/6 7:10														7/8 16:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						桑野川 くわの かわ						阿南市 あなんし						準備																		7/6 6:55														7/6 14:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/6 8:00														7/9 9:00														菅田 スゲタ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/6 8:00														7/9 9:00														大川 オオカワ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														大洲地区全域 オオズ チク ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						準備																		7/6 8:30														7/9 9:00														管田地区全域 カン タ チク ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														久米地区 クメ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														久米地区只越１区 クメ チク タダコシ ク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														久米地区只越２区 クメ チク タダコシ ク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														五郎地区 ゴロウ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														肱南地区 ヒジ ナン チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						勧告																		7/7 6:10														7/9 9:00														沖浦地区 オキウラ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						準備																		7/8 3:45														7/9 9:00														八多喜、南久米、平、平野、新谷、柳沢、肱北、三善、上須戒、菅田、出海、大和、櫛生、須沢、白滝、豊茂、長浜 ハチ タ キ ミナミ クメ タイ ヒラ ノ ニイタニ ヤナギ サワ ヒジ キタ ミヨシ カミスガイ スガタ イヅミ ヤマト クシュウ スザワ シラタキ トヨシゲ ナガハマ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														菅田 スゲタ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														大川 オオカワ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														大洲地区全域 オオズ チク ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														管田地区全域 カン タ チク ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														久米地区 クメ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														久米地区只越１区 クメ チク タダコシ ク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														久米地区只越２区 クメ チク タダコシ ク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														五郎地区 ゴロウ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														肱南地区 ヒジ ナン チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														沖浦地区 オキウラ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおずし						指示																		7/7 7:30														7/9 9:00														八多喜、南久米、平、平野、新谷、柳沢、肱北、三善、上須戒、菅田、出海、大和、櫛生、須沢、白滝、豊茂、長浜 ハチ タ キ ミナミ クメ タイ ヒラ ノ ニイタニ ヤナギ サワ ヒジ キタ ミヨシ カミスガイ スガタ イヅミ ヤマト クシュウ スザワ シラタキ トヨシゲ ナガハマ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						西予市 せいよし						指示																		7/7 5:10														7/9 19:00														野村野村地区 ノムラ ノムラ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						肱川 ひじかわ						肱川 ひじかわ						西予市 せいよし						勧告																		7/7 3:40														7/9 19:00														宇和旧町地区 ウワ キュウ チョウ チク												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ がわ						物部川 ものべ がわ						香美市 かみし						準備 ジュンビ																		7/3 15:00														7/4 15:23																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ がわ						物部川 ものべ がわ						香美市 かみし						準備 ジュンビ												0						7/5 12:00														7/7 18:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべ がわ						物部川 ものべ がわ						香美市 かみし						勧告 カンコク												1						7/6 6:15														7/7 18:00														土佐山田町岩村、明治、片地 イワムラ メイジ カタ チ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						香南市 こうなんし						準備												9						7/5 23:15														7/7 18:25														吉川町、野市町 ヨシカワ チョウ ノイチチョウ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						香南市 こうなんし						勧告 カンコク												0						7/6 6:15														7/7 18:25														野市町上岡 ノイチチョウ カミオカ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						香南市 こうなんし						勧告 カンコク												0						7/6 6:15														7/7 18:25														吉川町全域 ヨシカワ チョウ ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						南国市 なんごくし						準備												3						7/6 17:00														7/7 17:00														前浜、岩村、日章 マエハマ イワムラ ニッショウ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						南国市 なんごくし						勧告												1						7/6 8:30														7/7 17:00														前浜、岩村、日章、十市、大篠、後免 マエハマ イワムラ ニッショウ トイチ オオシノ ゴメン												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						物部川 ものべがわ						物部川 ものべがわ						南国市 なんごくし						指示												0						7/7 12:10														7/8 12:00														稲生（稲生小学校周辺） イネ ウ イネ ウ ショウガッコウ シュウヘン												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						仁淀川 によど がわ						仁淀川 によど がわ						日高村 ひだか むら						準備 ジュンビ																		7/3 15:00														7/4 8:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						仁淀川 によどがわ						仁淀川 によどがわ						いの町 ちょう						勧告												1						7/6 23:25														7/8 9:30														枝川 エダガワ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						仁淀川 によどがわ						仁淀川 によどがわ						佐川町 さかわちょう						勧告												0						7/7 9:18														7/8 16:00														全域 ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				四国 シコク						仁淀川 によどがわ						仁淀川 によどがわ						日高村 ひだかむら						準備												0						7/7 9:45														7/8 15:20														全域 ゼンイキ												河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		朝倉市 あさくらし						勧告 カンコク						4,377						11,245						6/29 7:30														6/29 15:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		朝倉市 あさくらし						勧告 カンコク						4,377						11,245						7/3 8:21														7/4 7:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		東峰村 とうほうむら						準備 ジュンビ						871						2,153						7/3 7:00														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		東峰村 とうほうむら						勧告 カンコク						871						2,153						7/3 16:00														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		北九州市 きたきゅうしゅうし						準備 ジュンビ						11,650						22,032						7/3 9:30														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		赤村 あかむら						準備 ジュンビ						1,531						3,206						7/3 12:00														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		赤村 あかむら						準備 ジュンビ						1,531						3,206						7/5 18:00														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		添田町 そえだまち						準備 ジュンビ						4,758						10,017						7/5 17:19														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		桂川町 けい せん まち						準備 ジュンビ						883						2,050						7/9 8:00																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		武雄市 たけおし						準備 ジュンビ						689						2,410						7/5 17:55														7/5 23:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		久留米市 くるめし						準備 ジュンビ						5,762						13,480						7/3 17:00														7/4 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		津久見市 つくみし						準備 ジュンビ						8,280						17,857						7/2 17:00														7/4 5:12																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		臼杵市 うすきし						準備 ジュンビ						17,720						39,005						7/2 18:00														7/3 21:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		佐伯市 さいきし						準備 ジュンビ						33,407						72,301						7/2 19:00														7/4 7:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		佐伯市 さいきし						勧告 カンコク						47						69						7/3 18:00														7/4 7:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		豊後大野市 ぶんごおおのし						準備 ジュンビ						16,167						36,090						7/3 8:00														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		日田市 ひたし						準備 ジュンビ						5,861						14,731						7/3 12:10														7/4 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		日田市 ひたし						準備 ジュンビ						2,705						6,552						7/3 17:15														7/4 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		平戸市 ひらどし						準備 ジュンビ						14,049						31,691						7/2 17:00														7/4 2:07																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		佐世保市 させぼし						準備 ジュンビ						105,693						250,291						7/2 16:45														7/4 5:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		南島原市 みなみしまばらし						準備 ジュンビ						18,978						46,457						7/2 18:00														7/3 21:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		西海市 さいかいし						準備 ジュンビ						12,622						28,145						7/2 19:00														7/3 22:51																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		佐々町 さざ ちょう						準備 ジュンビ						5,861						13,906						7/3 9:00														7/3 20:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		松浦市 まつうらし						準備 ジュンビ						10,237						23,144						7/3 10:00														7/4 2:07																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		山都町 やまとまち						準備 ジュンビ						6,553						15,163						7/2 16:00														7/4 5:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		多良木町 たらぎまち						準備 ジュンビ						65						118						7/3 7:00														7/4 0:55																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		多良木町 たらぎまち						勧告 カンコク						150						379						7/3 11:20														7/4 0:55																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		あさぎり町 ちょう						勧告 カンコク						5,934						15,632						7/3 9:30														7/4 0:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		あさぎり町 ちょう						勧告 カンコク						2,632						7,117						7/4 0:20														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		湯前町 ゆのまえまち						勧告 カンコク						428						1,130						7/3 11:10														7/4 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		八代市 やつしろし						勧告 カンコク						3,354						7,656						7/3 16:22														7/4 6:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		水上村 みずかみむら						勧告 カンコク						897						2,228						7/3 17:45														7/4 7:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						日之影町 ひのかげちょう						勧告 カンコク						1,483						3,754						7/3 10:35														7/3 18:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						木城町 きじょうちょう						勧告 カンコク						33						53						7/3 12:45														7/3 19:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						美郷町 びごうまち						勧告 カンコク						1,079						2,356						7/3 12:50														7/3 19:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						諸塚村 もろつかそん						勧告 カンコク						38						49						7/3 13:00														7/3 18:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						高千穂町 たかちほちょう						勧告 カンコク						796						2,305						7/3 13:00														7/3 19:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよど かわ						本庄川 ほんじょう がわ						日向市 ひゅうがし						準備 ジュンビ						250						488						7/3 13:15														7/3 19:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						小丸川 おまるがわ						小丸川 おまるがわ						三股町  みまたちょう　						準備 ジュンビ						1,474						3,098						7/3 13:00														7/3 16:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		垂水市 たるみずし						準備 ジュンビ						7,581						15,008						7/2 18:00														7/4 4:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		姶良市 あいらし						準備 ジュンビ						36,437						77,348						7/2 18:00														7/3 17:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		姶良市 あいらし						勧告 カンコク						3,167						6,485						7/3 6:00														7/3 17:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		肝属町 きもつき ちょう						準備 ジュンビ						8,046						15,634						7/2 18:05														7/3 17:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		南大隅町 みなみおおすみ ちょう						準備 ジュンビ						4,028						7,390						7/2 18:30														7/3 17:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん かわ						添田町 そえだまち						勧告 カンコク						4,758						10,017						7/6 12:30														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん かわ						赤村 あかむら						指示 シジ						222						515						7/7 9:00														7/10 13:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												嘉麻市 かまし						指示 シジ																		7/6 14:15														7/7 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						犬鳴川 いぬなき がわ						鞍手町 くらて まち						準備 ジュンビ						7,507						16,150						7/6 7:00														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												嘉麻市 かまし						勧告 カンコク																		7/7 10:00														7/9 15:53																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												田川市 たがわし						指示 シジ						24,444						48,220						7/6 18:20														7/7 8:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						中間市 なかまし						勧告 カンコク						20,521						42,153						7/6 18:21														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						犬鳴川 いぬなき がわ						宮若市 みやわかし						準備 ジュンビ																		7/6 9:00														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						直方市 のう かた し						勧告 カンコク																		7/6 9:00														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						直方市 のう かた し						勧告 カンコク																		7/6 10:30														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん かわ						香春町 かわ ら まち						指示 シジ						5,460						11,077						7/6 16:00														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												大任町 おおとうまち						勧告 カンコク																		7/6 13:00														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												福智町 ふくちまち						勧告 カンコク						11,144						23,037						7/6 18:00														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												福智町 ふくちまち						指示 シジ																		7/6 19:10														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												古賀市 こが し						勧告 カンコク																		7/6 8:00														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						中元寺川 ちゅう がん じ がわ						川崎町 かわさき まち						準備 ジュンビ						8,882						16,926						7/7 9:10																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						桂川町 けい せん まち						指示 シジ						1,153						2,372						7/7 17:30														7/9 8:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんががわ						飯塚市 いいづかし						指示 シジ																		7/6 15:40														7/7 16:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						遠賀川 おんががわ												岡垣町 おかがきまち						勧告 カンコク																		7/6 8:35														7/7 14:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												朝倉市 あさくらし						勧告 カンコク																		7/7 15:00														7/9 6:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												朝倉市 あさくらし						準備 ジュンビ																		7/9 6:00																																								河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												大刀洗町 たちあらいまち						指示 しじ																		7/6 19:00														7/7 12:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												小郡市 おごおりし						指示 しじ																		7/6 17:00														7/7 8:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												久留米市 くるめし						指示 シジ																		7/6 18:45														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												久留米市 くるめし						勧告 カンコク																		7/6 21:15														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												久留米市 くるめし						勧告 カンコク																		7/6 22:15														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												大川市 おおかわし						準備 ジュンビ																		7/6 19:30														7/7 7:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												広川町 ひろかわまち						指示 しじ																		7/6 19:00														7/7 9:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												うきは市 し						勧告 カンコク																		7/6 18:30														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												大木町 おおきまち						準備 ジュンビ																		7/6 18:10														7/7 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												中津市 なかつし						指示 シジ						6,304						14,022						7/6 12:15														7/7 11:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												中津市 なかつし						準備 ジュンビ						32,797						70,132						7/6 17:10														7/7 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												中津市 なかつし						指示 シジ						6,304						14,022						7/6 17:30														7/8 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												日田市 ひたし						準備 ジュンビ						12,259						30,791						7/6 10:15														7/8 13:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												日田市 ひたし						勧告 カンコク						8,556						21,151						7/6 12:25														7/8 13:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												玖珠町 くすまち						勧告 カンコク						6,587						15,426						7/6 17:30														7/7 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												九重町 ここのえまち						準備 ジュンビ						3,829						9,564						7/6 18:05														7/7 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												九重町 ここのえまち						勧告 カンコク						269						746						7/6 20:00														7/7 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくごがわ												みやき町 まち						勧告 かんこく						9,478						25,530						7/6 18:30														7/7 13:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ												阿蘇市 あそし						準備 じゅんび						11,431						26,559						7/6 16:30														7/7 12:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ												八代市 やつしろし						準備 じゅんび						3,354						7,656						7/7 7:00														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ												山江村 やまえむら						準備 じゅんび						1,224						3,538						7/6 17:00														7/8 14:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ												山都町 やまと ちょう						勧告 かんこく						6,553						15,163						7/7 4:30														7/7 13:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ												山鹿市 やまがし						準備 じゅんび						19,720						52,513						7/6 17:00														7/7 15:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ												南関町 なんかんまち						勧告 かんこく						275						380						7/6 17:15														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ						白川 しらかわ						南阿蘇村 みなみあそむら						準備 ジュンビ						1,795						4,264						7/6 18:00														7/7 13:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						合志川 こうし かわ						合志市 こうし し						準備 ジュンビ						145						380						7/6 19:50														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ						白川 しらかわ						菊陽町 きくようまち						準備 ジュンビ						13						46						7/6 22:00														7/7 16:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						あさぎり町 ちょう						勧告 かんこく						188						564						7/6 23:15														7/7 23:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						錦町 にしき まち						勧告 かんこく						3,834						10,733						7/6 23:30														7/8 14:35																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						山江村 やまえむら						勧告 かんこく						1,224						3,538						7/7 6:00														7/8 14:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						湯前町 ゆのまえまち						勧告 かんこく						1,627						3,982						7/6 23:50														7/8 15:15																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						川辺川 かわべ がわ						相良村 さがらむら						勧告 カンコク						1,645						4,484						7/6 23:55														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						川辺川 かわべ がわ						相良村 さがらむら						指示 しじ						346						984						7/7 4:15														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						人吉市 ひとよし し						勧告 かんこく						1,338						2,968						7/7 6:00														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						人吉市 ひとよし し						勧告 かんこく						15,614						32,735						7/7 0:30														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						球磨村 くま むら						勧告 カンコク						1,493						3,757						7/7 8:30														7/7 16:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						五木村 いつき むら						指示 しじ						502						1,115						7/7 5:30														7/7 16:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						芦北町 あしきた まち						勧告 かんこく						7,322						17,358						7/7 5:35														7/7 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						水上村 みずかみ むら						勧告 かんこく						897						2,228						7/7 5:00														7/7 16:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						川内川 せんだい かわ						川内川 せんだい かわ						伊佐市 いさし						準備 じゅんび						13,592						26,334						7/7 22:15														7/8 13:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						中津市 なかつし						勧告 かんこく						6,304						14,022						7/7 11:30														7/8 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						中津市 なかつし						指示 シジ						6,304						14,022						7/6 17:30														7/7 11:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						中津市 なかつし						準備 じゅんび						32,797						70,132						7/6 17:10														7/7 10:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						上毛町 こうげまち						勧告 かんこく						3,189						7,677						7/6 17:10														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						山国川 やまくにがわ						山国川 やまくにがわ						吉富町 よしとみまち						勧告 かんこく						3,011						6,856						7/6 18:10														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						大分川 おおいたがわ												由布市 ゆふし						準備 ジュンビ						3,813						8,061						7/6 23:55														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						準備 ジュンビ																		7/6 7:30														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						指示 しじ																		7/6 17:50														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						勧告 カンコク																		7/6 17:50														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						武雄市 たけおし						指示 しじ																		7/6 18:45														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		吉野ヶ里町 よしのがり まち						指示 しじ																		7/6 16:55														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		上峰町 かみみね まち						勧告 カンコク						3,452						9,538						7/6 17:25														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ																		みやき町 まち						勧告 かんこく						9,478						25,530						7/6 18:30														7/7 13:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						嘉瀬川 かせがわ						嘉瀬川 かせがわ						小城市 おぎし						勧告 かんこく																		7/6 10:45														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						嘉瀬川 かせがわ						嘉瀬川 かせがわ						小城市 おぎし						勧告 かんこく																		7/6 17:30														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						江北町 こうほくまち						勧告 かんこく						40						120						7/6 14:40														7/7 8:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						白石町 しろいし まち						勧告 かんこく																		7/6 18:30														7/7 8:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						六角川 ろっかくがわ						大町町 おおまち まち						勧告 かんこく																		7/6 20:00														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						筑後川 ちくご がわ						城原川 じょう ばる かわ						神埼市 かんざきし						勧告 カンコク																		7/6 8:20														7/7 10:58																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						嘉瀬川 かせがわ						嘉瀬川 かせがわ						佐賀市 さがし						勧告 カンコク																		7/6 8:37														7/7 8:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						嘉瀬川 かせがわ						嘉瀬川 かせがわ						神埼市 かんざきし						準備 ジュンビ																		7/6 9:00														7/7 10:58																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかく がわ						牛津川 うしづ かわ						多久市 たくし						勧告 カンコク																		7/6 8:55														7/7 8:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						松浦川 まつうら かわ						厳木川 きゅうらぎ かわ						唐津市 からつし						勧告 カンコク																		7/6 12:55														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						松浦川 まつうら かわ						厳木川 きゅうらぎ かわ						唐津市 からつし						指示 しじ																		7/6 22:14														7/7 9:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ												和水町 なごみ まち						準備 ジュンビ						3,866						10,181						7/6 15:00														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ												阿蘇市 あそし						準備 じゅんび						11,431						26,559						7/6 16:30														7/7 12:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						八代市 やつしろし						準備 じゅんび						144						308						7/7 7:00														7/7 16:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						山江村 やまえむら						準備 じゅんび						1,224						3,538						7/6 17:00														7/8 14:40																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ												宇土市 うとし						準備 ジュンビ						9,005						22,355						7/6 17:00														7/7 12:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ												美里町 みさとまち						勧告 カンコク						2,951						7,139						7/6 17:00														7/7 11:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ												山都町 やまと ちょう						勧告 かんこく						6,553						15,163						7/7 4:30														7/7 13:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ												山鹿市 やまがし						準備 じゅんび						19,720						52,513						7/6 17:00														7/7 15:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくちがわ												南関町 なんかんまち						勧告 かんこく						275						380						7/6 17:15														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ												甲佐町 こうさまち						勧告 かんこく						4,272						10,702						7/7 3:00														7/7 11:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ						緑川 みどりかわ						宇城市 うきし						勧告 かんこく						23,976						59,486						7/7 2:40														7/7 10:50																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ						白川 しらかわ						南阿蘇村 みなみあそむら						準備 ジュンビ						1,795						4,264						7/6 18:00														7/7 13:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						緑川 みどりかわ						緑川 みどりかわ						益城町 ましき ちょう						勧告 カンコク						165						445						7/6 19:20														7/7 9:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						合志川 こうし かわ						合志市 こうし し						準備 ジュンビ						145						380						7/6 19:50														7/8 17:00																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						菊池川 きくち かわ						菊池市 きくちし						準備 ジュンビ						695						2,186						7/6 20:00														7/7 10:45																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						白川 しらかわ						白川 しらかわ						菊陽町 きくようまち						準備 ジュンビ						13						46						7/6 22:00														7/8 16:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						菊池川 きくち かわ						玉名市 たまなし						勧告 カンコク						27,554						66,801						7/6 22:00														7/7 10:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						菊池川 きくち かわ						玉名市 たまなし						指示 しじ						17,022						41,120						7/7 2:15														7/7 10:10																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						菊池川 きくち かわ						和水町 なごみ まち						準備 ジュンビ						2,461						6,298						7/6 22:20														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						菊池川 きくち かわ						菊池川 きくち かわ						和水町 なごみ まち						勧告 カンコク						1,405						3,883						7/6 22:20														7/7 10:30																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				九州 キュウシュウ						本明川 ほんみょうがわ						本明川 ほんみょうがわ						諫早市 いさはやし						勧告 かんこく						52,694						135,595						7/6 19:25														7/7 9:20																										河川避難勧告指示国管理 カセン ヒナン カンコク シジ クニ カンリ

				※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急） ジュンビ ヒナン ジュンビ コウレイシャ トウ ヒナン カイシ カンコク ヒナン カンコク シジ ヒナン シジ キンキュウ



				＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞ キンキュウ

				都道府県 トドウフケン						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						避　難　状　況 ビ ナン ジョウ イワン																		発　令　日　時 パツ レイ ヒ トキ														解　除　日　時 カイ ジョ ヒ トキ														備　考 ビ コウ

																												類　型※ タグイ カタ						世帯数 セタイスウ						人　数 ヒト カズ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						清滝川 きよたき がわ						大野市 おおのし						勧告 カンコク						847						2,593						7/5 21:08														7/6 9:00														勧告→準備 カンコク ジュンビ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						赤根川 あかね がわ						大野市 おおのし						勧告 カンコク						1,364						4,001						7/5 21:08														7/6 9:00														勧告→準備 カンコク ジュンビ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						浅水川 あそうず がわ						鯖江市 さばえ し						指示 シジ						1,506						4,096						7/5 20:10														7/6 0:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						河和田川 かわ わだ がわ						鯖江市 さばえ し						勧告 カンコク						701						2,361						7/5 18:50														7/6 0:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						鞍谷川 くらたに がわ						越前市 えちぜん し						指示 シジ						950						3,327						7/5 19:43														7/5 22:25																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						服部川 はっとり がわ						越前市 えちぜん し						指示 シジ						604						1,964						7/5 19:43														7/5 22:25																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						吉野瀬川 よしの せがわ						越前市 えちぜん し						勧告 カンコク						9,215						25,194						7/5 19:43														7/5 22:25																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						天王川 てんのう がわ						越前町 えちぜんちょう						勧告 カンコク						4,102						11,825						7/7 6:30														7/8 8:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						九頭竜川 くずりゅう がわ						佐分利川 さぶり がわ						おおい町 ちょう						勧告 カンコク						904						2,190						7/7 7:15														7/7 22:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福井 フクイ						笙の川 しょう かわ						笙の川 しょう かわ						敦賀市 つるがし						勧告 カンコク						3,190						6,849						7/5 20:45														7/6 6:45														勧告→準備 カンコク ジュンビ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長野 ナガノ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						南木曽町 なぎそまち						勧告						85						-						7/5 21:20														7/7 6:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長野 ナガノ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						上松町 あげまつまち						勧告						257						534						7/6 0:55														7/6 7:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長野 ナガノ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						大桑村 おおくわむら						勧告						31						69						7/5 23:40														7/6 13:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長野 ナガノ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						木曽町 きそまち						勧告						997						2,163						7/6 3:00														7/6 10:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						中津川市 なかつがわ し						勧告						245						635						7/6 2:00														7/6 8:00														落合 オチアイ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						木曽川 きそがわ						恵那市 えなし						勧告						647						1,853						7/6 2:00														7/6 7:00														落合 オチアイ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						郡上市 ぐじょうし						勧告						393						1,024						7/5 23:00														7/6 8:55														稲成 イナリ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						郡上市 ぐじょうし						指示						393						1,024						7/5 23:50														7/6 8:55														稲成 イナリ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						郡上市 ぐじょうし						指示						562						1,686						7/6 0:00														7/8 17:00														上田 カミタ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						郡上市 ぐじょう し						指示						393						1,024						7/6 17:00														7/8 17:00														稲成 イナリ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						関市 せき し						勧告						940						2,644						7/6 0:00														7/7 0:25														上田 カミタ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						関市 せき し						勧告						1,171						3,280						7/7 19:20														7/8 9:00														美濃 ミノ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						関市 せき し						指示						1,171						3,280						7/8 0:45														7/8 9:00														美濃 ミノ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						美濃市 みのし						勧告						3,017						8,130						7/6　0/55														7/7 5:16														上田・美濃 カミタ ミノ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						長良川 ながらがわ						美濃市 みのし						指示						3,017						8,130						7/8 1:30														7/8 6:20														美濃 ミノ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						飛騨川 ひだ がわ						下呂市 げろ し						指示						90						293						7/6 0:00														7/15 8:00														上呂 ジョウロ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						津保川 つぼがわ						富加町 とみか ちょう						指示 しじ						387						1,117						7/8 2:10														7/8 11:00														下之保 シモ ノ ホ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						富士川 ふじかわ						高橋川 たかはし がわ						沼津市 ぬまづ し						勧告						8,983						19,657						7/6 6:15														7/6 12:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						都田川 みやこだ がわ						釣橋川 つり ばし がわ						浜松市 はままつし						勧告						1,019						2,931						7/6 3:10														7/6 13:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						都田川 みやこだ がわ						井伊谷川 いいのや がわ						浜松市 はままつし						勧告						949						2,750						7/6 4:40														7/6 13:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				静岡 シズオカ						都田川 みやこだ がわ						都田川 みやこだ がわ						浜松市 はままつし						勧告						9,374						28,872						7/6 5:20														7/6 13:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				滋賀 シガ						淀川 よどがわ						天野川 あまの がわ						米原市 まいばらし						準備						-						-						7/5 9:00														7/6 8:30														長岡 ナガオカ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				滋賀 シガ						淀川 よどがわ						姉川 あねがわ						長浜市 ながはま し						勧告						304						936						7/5 16:55														7/6 7:50														びわ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				滋賀 シガ						淀川 よどがわ						日野川 ひのがわ						近江八幡市 おうみはちまんし						準備						12,385						23,447						7/5 20:15														7/6 6:00														日野川沿川 ヒノガワ エンセン												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				滋賀 シガ						淀川 よどがわ						愛知川 えちがわ						愛荘町 あいしょうちょう						準備						990						2,650						7/5 20:30														7/6 6:40														御幸町、祇園町、川原、山川原、愛知川ニュータウンほか												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				滋賀 シガ						淀川 よどがわ						高時川 たか とき がわ						長浜市 ながはま し						勧告						408						1,105						7/5 21:20														7/6 7:50														高時 タカトキ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						由良川 ゆら がわ						牧川 まきがわ						福知山市 ふくちやま し						指示 しじ						1243						2709						7/7 0:55														7/8 9:35														勧告→指示 カンコク シジ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						桂川 かつら がわ						亀岡市 かめおか し						勧告 カンコク						1978						4167						7/5 17:40														7/8 11:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						桂川 かつら がわ						亀岡市 かめおかし						指示 しじ																		7/6 13:30														7/8 9:35																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						淀川 よどがわ						桂川 かつら がわ						南丹市 なんたんし						指示 しじ																		7/6 17:00														7/8 7:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				京都 きょうと						高野川 たかの がわ						高野川 たかの がわ						舞鶴市 まいづる し						勧告 かんこく						1830						3555						7/5 17:00														7/6 7:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						猪名川町 いながわちょう						勧告						2,010						5,694						7/5 21:40														7/8 3:35																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						猪名川町 いながわちょう						準備						384						1,118						7/5 12:34														7/8 3:35																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						川西市 かわにしし						勧告						3,300						7,507						7/5 23:55														7/8 16:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						川西市 かわにし し						準備						155						386						7/5 12:00														7/8 16:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						伊丹市 いたみし						勧告						127						284						7/5 23:50														7/8 16:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						淀川 よどがわ						猪名川 いながわ						川西市 かわにし し						準備						60,000						150,000						7/5 16:30														7/8 16:15														市内全域 シナイ ゼンイキ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						朝来市 あさごし						勧告						12,357						30,815						7/7 2:10														7/7 18:45																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						豊岡市 とよおか し						勧告						33,173						82,624						7/6 20:00														7/6 22:50																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						円山川 まるやまがわ						円山川 まるやまがわ						養父市 やぶし						指示						9,477						23,948						7/6 22:50														7/7 18:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						丹波市 たんばし						指示 シジ						25,730						64,966						7/7 1:40														7/7 18:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						勧告						3,887						9,509						7/5 23:40														7/6 8:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加東市 かとうし						勧告						3,887						9,509						7/6 22:26														7/7 18:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						小野市 おのし						指示						1,934						4,648						7/7 14:21														7/7 18:35																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						小野市 おのし						勧告						3,758						9,882						7/7 11:40														7/7 18:35																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						高砂市 たかさごし						準備						20,870						48,017						7/7 11:50														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						加古川 かこがわ						加古川市 かこがわし						準備						9,512						22,265						7/5 21:45														7/8 3:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						別府川 べふ かわ						加古川市 かこがわ し						勧告						57,318						136,665						7/7 11:50														7/8 3:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						美嚢川 みのう かわ						三木市 みきし						勧告						17,711						41,029						7/7 5:15														7/8 9:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						美嚢川 みのうがわ						三木市 みきし						勧告						4,833						15,971						7/5 18:00														7/8 3:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						美嚢川 みのうがわ						三木市 みきし						準備						17,711						41,029						7/5 18:00														7/8 3:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						美嚢川 みのう かわ						三木市 みきし						勧告						4,833						15,971						7/5 13:00														7/8 9:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						篠山川 ささやま かわ						篠山市 ささやまし						勧告 カンコク						-						-						7/7 8:30														7/8 7:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						野間川 のま がわ						多可町 たかちょう						勧告						7,576						21,078						7/7 1:20														7/7 20:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						東条川 とうじょう がわ						加東市 かとうし						勧告						3,887						9,509						7/6 22:26														7/7 18:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						淡河川 おうご がわ						神戸市 こうべし						勧告						131						391						7/5 16:20														7/8 11:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						加古川 かこがわ						淡河川 おうご がわ						神戸市 こうべし						準備						340						1,111						7/5 11:30														7/8 9:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						勧告						30,433						77,091						7/7 1:40														7/7 18:14																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						宍粟市 しそうし						勧告						14,617						38,231						7/6 20:43														7/7 21:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						たつの市 し						勧告						30,433						77,091						7/7 1:40														7/7 18:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						揖保川 いぼがわ						姫路市 ひめじし						勧告						15,804						37,849						7/7 2:50														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						揖保川 いぼがわ						引原川 ひきはら かわ						宍粟市 しそうし						勧告						14,617						38,231						7/6 20:53														7/7 21:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						法華山谷川 ほっけさん たにかわ						法華山谷川 ほっけさん たにかわ						高砂市 たかさごし						勧告						20,870						48,017						7/7 11:50														7/7 20:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						夢前川 ゆめさきがわ						菅生川 すごう かわ						姫路市 ひめじし						勧告 カンコク						1,987						4,911						7/7 1:53														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						夢前川 ゆめさきがわ						水尾川 みずお かわ						姫路市 ひめじし						勧告 カンコク						57						191						7/7 2:50														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						市川 いちかわ						市川 いちかわ						姫路市 ひめじし						準備						70,547						160,152						7/7 1:20														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						市川 いちかわ						市川 いちかわ						姫路市 ひめじし						勧告						18,715						45,042						7/7 1:20														7/7 20:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						市川 いちかわ						市川 いちかわ						神河町 かみかわちょう						勧告						4,411						12,213						7/7 1:22														7/7 22:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						市川 いちかわ						市川 いちかわ						福崎町 ふくさきちょう						準備						2,055						20,446						7/7 1:25														7/7 22:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						千種川 ちくさ がわ						千種川 ちくさ がわ						上郡町 かみごおりちょう						勧告						6,446						15,152						7/7 2:00														7/7 18:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						千種川 ちくさ がわ						千種川 ちくさ がわ						赤穂市 あこうし						勧告						18,826						50,523						7/7 0:20														7/7 17:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						千種川 ちぐさ がわ						千種川 ちぐさ がわ						赤穂市 あこうし						準備						1,822						5,537						7/5 22:20														7/7 17:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						千種川 ちくさ がわ						佐用川 さよ がわ						佐用町 さようちょう						勧告						6,982						17,111						7/6 23:45														7/7 13:26																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						矢田川 やたがわ						矢田川 やたがわ						香美町 かみちょう						勧告						6,623						17,969						7/7 0:10														7/7 18:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						矢田川 やたがわ						矢田川 やたがわ						香美町 かみちょう						勧告						152						391						7/5 19:00														7/5 22:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						武庫川 むこがわ						三田市 さんだし						指示						14						37						7/6 15:10														7/8 4:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						武庫川 むこがわ						三田市 さんだし						勧告						3,435						7,996						7/6 15:10														7/8 4:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						武庫川 むこがわ						三田市 さんだし						準備						5,554						12,585						7/6 15:10														7/8 4:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						武庫川 むこがわ						神戸市 こうべし						準備						772						2,134						7/5 22:15														7/7 18:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						波豆川 はず かわ						三田市 さんだし						勧告						151						378						7/5 21:00														7/8 4:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						武庫川 むこがわ						武庫川 むこがわ						三田市 さんだし						準備						5,561						12,610						7/5 3:30														7/8 4:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				兵庫 ヒョウゴ						明石川 あかし がわ						明石川 あかし がわ						明石市 あかしし						準備						18,271						37,216						7/5 12:45														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						竜田川 たつたがわ						生駒市 いこまし						勧告 カンコク						3,363						7,983						7/6 2:46														7/6 18:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						岡崎川 おかざき がわ						安堵町 あんどちょう						勧告 カンコク						741						1,608						7/6 5:15														7/6 8:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						地蔵院川 じぞういん がわ						大和郡山市 やまとこおりやま し						勧告 カンコク						2,262						5,271						7/6 3:25														7/6 10:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						秋篠川 あきしの がわ						大和郡山市 やまとこおりやま し						勧告 カンコク						145						359						7/6 4:00														7/6 10:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						秋篠川 あきしの がわ						奈良市 ならし						準備 ジュンビ						-						-						7/6 8:15														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						能登川 のとがわ						奈良市 ならし						準備 ジュンビ						-						-						7/6 8:15														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						佐保川 さほ がわ						奈良市 ならし						準備 ジュンビ						-						-						7/6 8:15														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						地蔵院川 じぞういん がわ						奈良市 ならし						準備 ジュンビ						-						-						7/6 8:15														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						富雄川 とみお がわ						奈良市 ならし						準備 ジュンビ						-						-						7/6 8:15														7/6 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				奈良 なら						大和川 やまとがわ						富雄川 とみお がわ						斑鳩町 いかるがちょう						準備 ジュンビ						1,053						2,596						7/6 1:30														7/6 8:55																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		鳥取市 とっとりし						勧告						172						370						7/5 17:35														7/5 22:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		鳥取市 とっとりし						準備 ジュンビ						1,558						4,462						7/5 17:35														7/5 22:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		智頭町 ちづちょう						勧告 カンコク						2,732						7,124						7/5 16:45														7/6 5:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		智頭町 ちづちょう						勧告 カンコク						242						843						7/5 17:00														7/5 21:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		智頭町 ちづちょう						準備 ジュンビ						134						374						7/5 18:30														7/5 21:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		南部町 なんぶちょう						勧告						63						153						7/5 16:10														7/6 7:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		米子市 よなごし						勧告 カンコク						18												7/5 19:45														7/7 9:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鳥取 トットリ																		岩美町 いわみちょう						勧告						1,414						3,702						7/5 18:00														7/7 17:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		江津市 ごうつし						指示												320						7/7 1:30														7/8 8:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		雲南市 うんなんし						勧告												34						7/6 17:30														7/7 5:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		奥出雲町 おくいずもちょう						勧告												2						7/6 21:45														7/7 10:46																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		飯南町 いいなんちょう						勧告												26						7/6 17:25														7/7 6:40																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		川本町 かわもと まち						指示												424						7/6 23:00														7/7 22:20																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		美郷町 みさと ちょう						指示												601						7/6 22:15														7/7 15:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		津和野町 つわのちょう						勧告												107						7/6 18:10														7/7 6:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				島根 シマネ																		吉賀町 よしかちょう						勧告												50						7/6 17:22														7/7 7:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						吉井川 よしい がわ						吉井川 よしい がわ						赤磐市 あかいわし						準備 ジュンビ																		7/5 19:20														7/7 5:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						高梁川 たかはし がわ						高梁川 たかはし がわ						新見市 にいみし						準備 ジュンビ																		7/5 19:35														7/8 19:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						吉井川 よしい がわ						吉井川他 よしい がわ						鏡野町 かがみのちょう						準備 ジュンビ																		7/5 19:21														7/8 11:02																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						吉井川 よしい がわ						吉井川他 よしい がわ						鏡野町 かがみのちょう						勧告 カンコク																		7/5 23:31														7/8 11:02																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						吉井川 よしい がわ						吉井川他 よしい がわ						津山市 つやまし						準備																		7/5 19:05														7/8 9:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						吉井川 よしい がわ						吉井川他 よしい がわ						津山市 つやまし						勧告 カンコク																		7/5 20:05																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						高梁川 たかはし がわ						小田川他 おだがわ						井原市 いばら し						準備 ジュンビ																		7/5 20:05																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						里見川 さとみ がわ						里見川 さとみ がわ						浅口市 あさくちし						準備 ジュンビ																		7/5 21:05														7/8 15:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						今立川・里見川 いまだて がわ さとみ がわ						新庄川・指田川 しんじょう がわ さすだ た かわ						里庄町 さとしょう あさり						勧告 カンコク																		7/5 22:30														7/8 14:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						鴨川 かもがわ						鴨川他 かもがわ						玉野市 たまのし						勧告 カンコク																		7/5 23:26														7/8 23:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						旭川 あさひがわ						旭川他 あさひ がわ						岡山市 おかやまし						勧告 カンコク						10,500						22,492						7/5 22:30																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				岡山 オカヤマ						笹ヶ瀬川 ささがせ がわ						笹ヶ瀬川 ささがせ がわ						岡山市 おかやまし						指示 しじ						141,856						294,958						7/7 0:34														7/7 8:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		広島市 ひろしまし						準備 ジュンビ						5,267						10,989						7/5 16:23														7/5 20:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		東広島市 ひがしひろしまし						勧告 カンコク						38						89						7/5 17:30														7/9 5:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		福山市 ふくやまし						準備 ジュンビ						186,029						426,895						7/5 18:00														7/9 4:23																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		三原市 みはら し						準備 ジュンビ						9,289						21,289						7/5 18:30																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		安芸高田市 あきたかたし						勧告 カンコク						2,498						5,315						7/5 16:10														7/7 12:50																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ																		尾道市 おのみちし						準備 ジュンビ						3,000						6,901						7/5 19:50														7/9 10:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ						沼田川 ぬた がわ						沼田川 ぬた がわ						三原市 みはらし						指示 しじ						43,526						96,192						7/6 19:40																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				広島 ヒロシマ						黒瀬川 くろせ がわ						黒瀬川 くろせ がわ						呉市 くれし						指示 しじ						9,629						20,898						7/6 21:15																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ																		下関市 しものせきし						準備 ジュンビ						18,752						47,407						7/2 17:00														7/4 8:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ																		山陽小野田市 さんようおのだし						準備 ジュンビ						13,450						30,101						7/3 15:00														7/4 7:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ																		宇部市 うべし						準備 ジュンビ						2,399						7,268						7/3 15:30														7/4 1:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						錦川 にしきがわ						錦川 にしきがわ						岩国市 いわくにし						勧告 かんこく						64,249						132,137						7/6 18:00														7/8 18:20																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						島田川 しまた かわ						東川 ひがしかわ						岩国市 いわくにし						指示 しじ						675						1,415						7/7 2:40														7/10 14:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						島田川 しまた かわ						島田川 しま たがわ						周南市 しゅうなんし						勧告 かんこく						578						736						7/6 18:20														7/9 10:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						島田川 しまた かわ						島田川 しま たがわ						光市 ひかり し						勧告 かんこく						23,380						51,533						7/6 20:20														7/9 5:06																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						椹野川 ふしの がわ						仁保川 にほ がわ						山口市 やまぐちし						勧告 かんこく																		7/6 18:10														7/7 8:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				山口 ヤマグチ						厚東川 ことうがわ						厚東川 ことうがわ						宇部市 うべし						勧告 かんこく						1,427						3,953						7/6 8:00														7/7 8:10																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						安芸川 あき がわ						安芸川 あき がわ						安芸市 あき し						指示																		7/6 1:45														7/7 16:55														川北加増家地区の一部 かわきた くわ ぞう いえ ちく いちぶ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						安芸川 あき がわ						安芸川 あき がわ						安芸市 あきし						指示																		7/6 1:45														7/7 16:55														川北西ノ島地区の一部 かわきた にし しま ちく いちぶ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						安芸川 あき がわ						安芸川 あき がわ						安芸市 あきし						指示																		7/6 1:45														7/7 16:55														栃ノ木東市地区の一部 とちのき き ひがし し ちく いちぶ												河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						夜須川 やす かわ						夜須川 やすがわ						香南市 こうなんし						指示												33						7/6 4:45														7/7 18:25																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				高知 コウチ						松田川 まつだがわ						松田川 まつだがわ						宿毛市 すくもし						指示												0						7/8 5:00														7/8 19:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福岡 ふくおか																		福岡市 ふくおかし						勧告 カンコク																		7/6 8:10																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福岡 ふくおか																		古賀市 こがし						勧告 カンコク																		7/6 8:00														7/7 8:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福岡 ふくおか																		宗像市 むなかたし						指示 シジ																		7/6 11:10																																								河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				福岡 ふくおか																		岡垣町 おかがきまち						勧告 カンコク																		7/6 8:35														7/7 0:15																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長崎 ナガサキ																		対馬市 つしまし						準備 ジュンビ						15,157						31,114						7/2 16:30														7/3 23:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				長崎 ナガサキ																		対馬市 つしまし						指示 シジ						12						17						7/3 16:00														7/3 23:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				熊本 クマモト																		上天草市 かみあまくさし						準備 ジュンビ						160						341						7/2 18:00														7/4 1:17																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				熊本 クマモト																		天草市 あまくさし						準備 ジュンビ						37,142						81,652						7/2 19:00														7/3 19:00																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鹿児島 カゴシマ																		姶良市 あいらし						準備 ジュンビ						36,437						77,348						7/2 18:00														7/3 17:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				鹿児島 カゴシマ																		姶良市 あいらし						勧告 カンコク						3,167						6,485						7/3 6:00														7/3 17:30																										河川避難勧告指示都道府県管理 カセン ヒナン カンコク シジ トドウフケン カンリ

				※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急） ジュンビ ヒナン ジュンビ コウレイシャ トウ ヒナン カイシ カンコク ヒナン カンコク シジ ヒナン シジ キンキュウ



				■国管理河川の出水状況

				１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 ゲンザイ ハンラン キケン スイイ コ カセン																																																								0				水系 スイケイ				0				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ





				２）現在、避難判断水位を超えている河川 ゲンザイ ヒナン ハンダン スイイ コ カセン																																																								0				水系 スイケイ				0				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ





				３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 ゲンザイ ハンラン チュウイ スイイ コ カセン																																																								0				水系 スイケイ				0				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ





				４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 ハンラン キケン スイイ コ ゲンザイ シタマワ カセン																																																								26				水系 スイケイ				51				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ

				北海道 ホッカイドウ								常呂川 ところがわ								常呂川 ところがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								留萌川 るもいがわ								留萌川 るもいがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								石狩川 いしかり がわ								石狩川 いしかり がわ								雨竜川 うりゅう がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								由良川 ゆらがわ								由良川 ゆらがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								淀川 よどがわ								桂川 かつらがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								大和川 やまとがわ								佐保川 さ ほがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								円山川 まるやまがわ								円山川 まるやまがわ								出石川 いずし がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								加古川 かこがわ								加古川 かこがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				近畿 キンキ								揖保川 いぼがわ								揖保川 いぼがわ								中川 なかがわ								元川 もとかわ								林田川 はやしだ がわ																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				中国 ちゅうごく								江の川 ごう かわ								江の川 ごう かわ								馬洗川 ばせん がわ								西城川 さいじょう かわ																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				中国 ちゅうごく								吉井川 よしい かわ								吉井川 よしい かわ								金剛川 こんごう かわ																																																										河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				中国 ちゅうごく								旭川 あさひがわ								旭川 あさひがわ								百間川 ひゃっけん がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				中国 ちゅうごく								高梁川 たかはしがわ								高梁川 たかはしがわ								小田川 おだがわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				中国 ちゅうごく								芦田川 あしだがわ								芦田川 あしだがわ								高屋川 たかや がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				中国 ちゅうごく								太田川 おおたがわ								根谷川 ねの たにがわ								三篠川 みささがわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				四国 シコク								吉野川 よしの かわ								吉野川 よしの かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				四国 シコク								肱川 ひじかわ								肱川 ひじかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				四国 しこく								物部川 ものべ かわ								物部川 ものべ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								遠賀川 おんが がわ								笹尾川 ささお がわ								八木山川 やぎやま がわ								穂波川 ほなみ かわ								金辺川 き べ かわ								遠賀川 おんが かわ								中元寺川 ちゅう がん じ かわ								彦山川 ひこさん かわ																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								山国川 やまくに かわ								山国川 やまくに かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								筑後川 ちくご かわ								筑後川 ちくご かわ								小石原川 こいしわら かわ								宝満川 ほうまん かわ								巨瀬川 こせ かわ																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								松浦川 まつうらがわ								厳木川 きゅうらぎ がわ								徳須恵川 とくすえ かわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								六角川 ろっかく かわ								六角川 ろっかく かわ								牛津川 うしづ かわ																																																										河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								嘉瀬川 かせがわ								嘉瀬川 かせがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								菊池川 きくち かわ								菊池川 きくち かわ								繁根木川 はねぎ かわ								岩野川 いわの かわ																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ

				九州 キュウシュウ								球磨川 くまがわ								球磨川 くまがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ コ



				５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 ヒナン ハンダン スイイ コ ゲンザイ シタマワ カセン																																																								20				水系 スイケイ				25				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ																																																																25

				北海道 ホッカイドウ								石狩川 いしかりがわ								豊平川 とよひら がわ								空知川 そらち がわ

				北陸 ほくりく								神通川 じんづうがわ								神通川 じんづうがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				北陸 ほくりく								梯川 かけはしがわ								梯川 かけはしがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				中部 チュウブ								狩野川 かのがわ								黄瀬川 きせ がわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				近畿 キンキ								淀川 よどがわ								瀬田川 せたがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				近畿 キンキ								大和川 やまとがわ								大和川 やまとがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				近畿 キンキ								円山川 まるやまがわ								奈佐川 なさ がわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				近畿 キンキ								揖保川 いぼがわ								栗栖川 くりす がわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				中国 チュウゴク								千代川 せんだい がわ								千代川 せんだいがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				中国 ちゅうごく								日野川 ひのがわ								日野川 ひのがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				中国 ちゅうごく								斐伊川 ひいかわ								斐伊川 ひいかわ																																																																		河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				中国 ちゅうごく								江の川 ごう かわ								神野瀬川 かんの せ かわ																																																																		河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				中国 ちゅうごく								高津川 たかつがわ								高津川 たかつがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				中国 ちゅうごく								太田川 おおたがわ								太田川 おおたがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				中国 チュウゴク								佐波川 さばがわ								佐波川 さばがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				四国 シコク								肱川 ひじかわ								矢落川 やおち かわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				四国 しこく								渡川 わたりがわ								四万十川 しまんとがわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								筑後川 ちくご かわ								佐田川 さた かわ								城原川 じょう ばる かわ								花月川 かげつ かわ								隅上川 くま の うえ								玖珠川 くす かわ																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								菊池川 きくち かわ								上内田川 かみうちだ かわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								球磨川 くまがわ								川辺川 かわべ かわ																																																																		河川出水避難判断水位低国管理 カセン デミズ ヒナン ハンダン スイイ テイ



				６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 ハンラン チュウイ スイイ コ ゲンザイ シタマワ カセン																																																								35				水系 スイケイ				53				河川 カセン

				整備局 セイビ キョク								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ

				北海道 ホッカイドウ								天塩川 てしお がわ								天塩川 てしお がわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								渚滑川 しょこつ がわ								渚滑川 しょこつ がわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								湧別川 ゆうべつ がわ								湧別川 ゆうべつ がわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								網走川 あばしり がわ								網走川 あばしり がわ								美幌川 びほろ がわ																																																										河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								石狩川 いしかりがわ								牛朱別川 う しゅ べつ がわ								月寒川 つきさむ がわ								美瑛川 び えい がわ								産化美唄川 さん か びばい がわ								島松川 しま まつかわ								輪厚川 わっつ かわ																										河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

																				嶮淵川 けぬふち かわ								厚別川 あつべつ かわ																																																										河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								尻別川 しりべつがわ								尻別川 しりべつがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								十勝川 とかちがわ								士幌川 しほろ かわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北陸 ホクリク								信濃川 しなのがわ								犀川 さいがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北陸 ホクリク								黒部川 くろべがわ								黒部川 くろべがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北陸 ホクリク								神通川 じんづうがわ								熊野川 くまのがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北陸 ホクリク								庄川 しょうがわ								庄川 しょうがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位超国管理 カセン デミズ ハンラン チュウイ スイイ コ

				北陸 ホクリク								小矢部川 おやべがわ								小矢部川 おやべがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				北陸 ホクリク								手取川 てどりがわ								手取川 てどりがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中部 チュウブ								天竜川 てんりゅうがわ								天竜川 てんりゅうがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中部 チュウブ								矢作川 やはぎがわ								矢作川 やはぎがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中部 チュウブ								木曽川 きそがわ								木曽川 きそがわ								杭瀬川 くいせ がわ								揖斐川 いびがわ								伊自良川 いじら がわ								長良川 ながらがわ								根尾川 ねお がわ																										河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				近畿 キンキ								淀川 よどがわ								琵琶湖 びわこ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				近畿 キンキ								加古川 かこがわ								万願寺川 まんがんじ がわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中国 チュウゴク								天神川 てんじんがわ								天神川 てんじんがわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中国 チュウゴク								斐伊川 ひいかわ								斐伊川 ひいかわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				中国 チュウゴク								小瀬川 おぜ かわ								小瀬川 おぜ かわ																																																																		河川出水氾濫注意水位低国管理 カセン デミズ ハン ラン チュウイ スイイ テイ

				四国 しこく								那賀川 なかがわ								那賀川 なかがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				四国 シコク								重信川 しげのぶ かわ								石手川 いして かわ								重信川 しげのぶ かわ																																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				四国 シコク								渡川 わたりがわ								中筋川 なかすじ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								遠賀川 おんが かわ								犬鳴川 いぬなき かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								山国川 やまくに かわ								山移川 やまうつり かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								矢部川 やべ かわ								矢部川 やべかわ								飯江川 いい え かわ																																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								松浦川 まつうら かわ								松浦川 まつうら かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								菊池川 きくち かわ								迫間川 はざま かわ								木葉川 このは かわ																																																										河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								大分川 おおいた かわ								大分川 おおいた かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								五ヶ瀬川 ごかせ かわ								北川 きたがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								小丸川 おまる かわ								小丸川 おまる かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								大淀川 おおよど かわ								大淀川 おおよど かわ								本庄川 ほんじょう かわ								深年川 ふか とし かわ																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								肝属川 きもつき かわ								肝属川 きもつき かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低国管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				九州 キュウシュウ								川内川 せんだいがわ								川内川 せんだいがわ



				■都道府県管理河川の出水状況 トドウフケン

				１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 ゲンザイ ハンラン キケン スイイ コ カセン																																																								0				水系 スイケイ				0				河川 カセン

				都道府県 トドウフケン								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ





				２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 ハンラン キケン スイイ コ ゲンザイ シタマワ カセン																																																								142				水系 スイケイ				231				河川 カセン

				都道府県 トドウフケン								水　系 ミズ ケイ								河　　　　　　　　　　　川 カワ カワ

				北海道 ホッカイドウ								天塩川 てしおがわ								剣淵川 けんぶち 　　がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				北海道 ホッカイドウ								石狩川 いしかりがわ								多度志川 たどし がわ								富良野川 ふらの がわ								江丹別川 えたんべつ がわ								境川 さかいがわ								美葉牛川 び ば うし がわ								ヨンカシュペ川 がわ								牛朱別川 う しゅべつ がわ																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

																				愛別川 あいべつ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				秋田 アキタ								雄物川 おものがわ								新城川 しんじょう がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				神奈川 カナガワ								早川 はやかわ								早川 はやかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				富山 トヤマ								神通川 じんづうがわ								坪野川 つぼの がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				石川 イシカワ								梯川 かけはしがわ								鍋谷川 なべたに がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				石川 イシカワ								犀川 さいがわ								高橋川 たかはし がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				福井 ふくい								九頭竜川 くずりゅう かわ								浅水川 あそうず かわ								服部川 はっとり かわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				福井 ふくい								笙の川 しょう かわ								笙の川 しょう かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				長野 ナガノ								木曽川 きそがわ								木曽川 きそがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				岐阜 ギフ								木曽川 きそがわ								長良川 ながらがわ								飛騨川 ひだがわ								津保川 つぼがわ																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				静岡 シズオカ								富士川 ふじかわ								高橋川 たかはし がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				静岡 シズオカ								都田川 みやこだ がわ								釣橋川 つり ばし がわ								井伊谷川 いいのや かわ								都田川 みやこだ がわ																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				滋賀 シガ								淀川 よどがわ								天野川 あまのがわ								安曇川 あどがわ								姉川 あね かわ																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								由良川 ゆらがわ								和久川 わく かわ								宮川 みや かわ								牧川 まきかわ								土師川 はじ がわ								犀川 さいかわ																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								淀川 よどがわ								桂川 かつらがわ								天神川 てんじんがわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								宇川 う かわ								宇川 う かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								大手川 おおて かわ								大手川 おおて かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								佐濃谷川 さのたにかわ								佐濃谷川 さのたにかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								伊佐津川 い さ つ かわ								伊佐津川 い さ つ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								志楽川 しらく かわ								志楽川 しらく かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								野田川 の だ かわ								野田川 の だ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								筒川 つつ かわ								筒川 つつ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								竹野川 たけの がわ								竹野川 たけの がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								福田川 ふくだ かわ								福田川 ふくだ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				京都 きょうと								川上谷川 かわ かみたに かわ								川上谷川 かわ かみたに かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				大阪 おおさか								淀川 よどかわ								天竺川 てんじく がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ひょうご								淀川 よどかわ								猪名川 いながわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ヒョウゴ								円山川 まるやまがわ								稲葉川 いなば かわ								奈佐川 なさ がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ひょうご								加古川 かこ かわ								杉原川 すぎはら がわ								野間川 のま かわ								高谷川 たかたに がわ								加古川 かこがわ								美嚢川 みのうがわ																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ヒョウゴ								揖保川 いぼがわ								揖保川 いぼがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ひょうご								矢田川 やたがわ								湯舟川 ゆふね がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ひょうご								妙法寺川 みょうほうじ がわ								妙法寺川 みょうほうじ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ひょうご								都賀川 とが がわ								都賀川 とが がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ヒョウゴ								市川 いちかわ								市川 いちかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ヒョウゴ								千種川 ちぐさ かわ								千種川 ちぐさ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				兵庫 ヒョウゴ								明石川 あかし がわ								明石川 あかし がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				奈良 なら								大和川 やまとがわ								竜田川 たつた かわ								秋篠川 あきしの かわ								地蔵院川 じぞういん がわ								能登川 のとがわ																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				鳥取								千代川 せんだいがわ								私都川 きさいちがわ								大路川 おお ろ かわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				鳥取								塩見川 しおみ がわ								塩見川 しおみ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				鳥取								勝部川 かち べ かわ								勝部川 かち べ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				島根 しまね								斐伊川 ひいかわ								三刀屋川 みとや がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				岡山								吉井川 よしいがわ								干田川 ほしだ がわ								吉野川 よしの かわ								吉井川 よしいがわ																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				岡山								旭川 あさひがわ								砂川 すながわ								旭川 あさひがわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				岡山								高梁川 たかはしがわ								高梁川 たかはしがわ								小田川 おだがわ								成羽川 なりわ がわ																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				岡山								倉敷川 くらしき がわ								倉敷川 くらしき がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				岡山								里見川 さとみ がわ								里見川 さとみ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				岡山								笹ヶ瀬川 ささがせ がわ								砂川 すながわ								笹ヶ瀬川 ささがせ がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								江の川 ごう かわ								板木川 いたき がわ								比和川 ひわ がわ								西城川 さいじょう がわ								布野川 ふの がわ								国兼川 くにかねがわ								美波羅川 み は ら がわ								馬洗川 ばせんがわ																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

																				多治比川 たじひ がわ								上下川 じょうげがわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								芦田川 あしだがわ								有地川 あるじ がわ								芦田川 あしだがわ								吉野川 よしのがわ								服部川 はっとりがわ								瀬戸川 せと かわ								御調川 みつぎ がわ																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								太田川 おおたがわ								三篠川 みささがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								和久原川 わく はらがわ								和久原川 わく はらがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								藤井川 ふじい がわ								藤井川 ふじい がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				広島								山南川 やまなみ がわ								山南川 やまなみ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				広島								沼田川 ぬたがわ								沼田川 ぬたがわ								入野川 にゅうの がわ								菅川 すげ がわ								梨和川 なし わ がわ								仏通寺川 ぶっつうじ がわ								天井川 てんじょうがわ																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				広島								三津大川 み つ おがわ								三津大川 み つ おがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				広島								加茂川 かもがわ								加茂川 かもがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								羽原川 はばらがわ								羽原川 はばらがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								黒瀬川 くろせがわ								黒瀬川 くろせがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								本郷川 ほんごう がわ								本郷川 ほんごう がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				広島								永慶寺川 えいけいじ がわ								永慶寺川 えいけいじ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								柳川 やなぎ がわ								柳川 やなぎ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								厚東川 ことうがわ								厚東川 ことうがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								友田川 ともた がわ								友田川 ともた がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								粟野川 あわの がわ								粟野川 あわの がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								阿武川 あぶがわ								明木川 あきらぎがわ								玉江川 たま え がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								厚狭川 あさがわ								厚狭川 あさがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								大井川 おおいがわ								大井川 おおいがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								夜市川 やじ がわ								夜市川 やじ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								椹野川 ふしの がわ								仁保川 にほがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								切戸川 きりと がわ								切戸川 きりと がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								錦川 にしきがわ								宇佐川 うさ がわ								生見川 いきみ がわ								本郷川 ほんごう がわ								錦川 にしきがわ								渋川 しぶ かわ																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								西光寺川 さいこうじ がわ								西光寺川 さいこうじ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								島田川 しまた がわ								島田川 しまた がわ								東川 ひがしかわ																																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				山口 やまぐち								田布施川 たぶせ がわ								灸川 やいと がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								木屋川 こ や がわ								木屋川 こ や がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								末武川 すえたけ かわ								末武川 すえたけ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								平田川 ひらた がわ								平田川 ひらた がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								田万川 たまがわ								原中川 はらなか がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				山口 やまぐち								深川川 ふかわ がわ								深川川 ふかわ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				香川 カガワ								大束川 だい そく かわ								大束川 だい そく かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				香川 カガワ								本津川 ほん づ かわ								本津川 ほん づ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				香川 カガワ								綾川 あやがわ								綾川 あやがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				愛媛 エヒメ								肱川 ひじかわ								肱川 ひじかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				愛媛 エヒメ								千丈川 せんじょう かわ								千丈川 せんじょう かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				愛媛 エヒメ								須賀川 す か かわ								須賀川 す か かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				高知 こうち								伊尾木川 いおき がわ								伊尾木川 いおき がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				高知 こうち								安芸川 あきがわ								安芸川 あきがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				高知 こうち								夜須川 やすがわ								夜須川 やすがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				高知 こうち								松田川 まつだ かわ								松田川 まつだ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								遠賀川 おんががわ								西川 にしがわ								穂波川 ほ なみ がわ								中元寺川 ちゅうがん じ がわ								庄内川 しょうない がわ																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								筑後川 ちくごがわ								小石原川 こいしわらがわ								宝満川 ほうまん がわ								広川 ひろかわ								巨瀬川 こせがわ								金丸川 かな まる がわ								山ノ井川 やまのいがわ								大刀洗川 たちあらい がわ																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								矢部川 やべがわ								矢部川 やべがわ								星野川 ほしの がわ								横山川 よこやま がわ								龍川内川 りゅうがわうちがわ								沖端川 おき のはた がわ																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								一貴山川 い き さん がわ								一貴山川 い き さん がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								金山川 きん ざん がわ								金山川 きん ざん がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								板櫃川 いた びつ がわ								板櫃川 いた びつ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								釣川 つり かわ								山田川 やまだ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								竹馬川 ちくま がわ								竹馬川 ちくま がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								紫川 むらさきがわ								紫川 むらさきがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								矢矧川 や はぎ がわ								矢矧川 や はぎ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								多々良川 たたらがわ								宇美川 うみがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								室見川 むろみ がわ								室見川 むろみ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								御笠川 みかさ がわ								御笠川 みかさ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								那珂川 なか がわ								那珂川 なか がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								今川 いま がわ								今川 いま がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				福岡 ふくおか								諏訪川 すわがわ								諏訪川 すわがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								筑後川 ちくごがわ								通瀬川 づう せ がわ								寒水川 しょうず がわ								安良川 やす ろ がわ																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								六角川 ろっかく がわ								今出川 いま で がわ								晴気川 はるけ がわ								牛津江川 うし づえ がわ								高橋川 たかはし がわ																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								松浦川 まつうら がわ								松浦川 まつうら がわ								宇木川 うき がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								伊万里川 いまり がわ								新田川 しんでん がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								玉島川 たましま がわ								玉島川 たましま がわ								横田川 よこた がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								有田川 ありた がわ								有田川 ありた がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				佐賀 さが								塩田川 しおた かわ								塩田川 しおた かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				長崎 ながさき								本明川 ほんみょうがわ								小ヶ倉川 こがくら がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				長崎 ながさき								江ノ浦川 え うら がわ								江ノ浦川 え うら がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				長崎 ながさき								相浦川 あいのうら がわ								相浦川 あいのうら がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				長崎 ながさき								早岐川 はいき がわ								早岐川 はいき がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								菊池川 きくちがわ								和仁川 わに がわ								岩野川 いわの がわ								繁根木川 はねぎ がわ																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								緑川 みどりかわ								健軍川 けん ぐん がわ								潤川 うるご がわ								木山川 きやま がわ								浜戸川 はま ど がわ																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								球磨川 くまがわ								川辺川 かわべ がわ								万江川 ま え がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								境川 さかいがわ								境川 さかいがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								坪井川 つぼい がわ								井芹川 い せり がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								菜切川 なきり がわ								菜切川 なきり がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								関川 せき かわ								関川 せきかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								二見川 ふたみ かわ								二見川 ふたみ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				熊本 くまもと								氷川 ひかわ								氷川 ひかわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								山国川 やまくにがわ								跡田川 あとだ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								筑後川 ちくごがわ								高瀬川 たかせがわ								玖珠川 くすがわ								町田川 まち だ がわ								赤石川 あかいし がわ																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								大分川 おおいたがわ								宮川 みやかわ								尼ヶ瀬川 あまがせ がわ																																																										河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								大野川 おおのがわ								平井川 ひらい がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								桂川 かつらがわ								桂川 かつらがわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								寄藻川 より も がわ								寄藻川 より も がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								石丸川 いしまる がわ								石丸川 いしまる がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								八坂川 やさか がわ								八坂川 やさか がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								駅館川 やっかん がわ								駅館川 やっかん がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位超都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ チョウ

				大分 おおいた								犬丸川 いぬまる がわ								犬丸川 いぬまる がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				大分 おおいた								高山川 たかやま がわ								高山川 たかやま がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				鹿児島 カゴシマ								別府川 べっぷ かわ								別府川 べっぷ かわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				沖縄 オキナワ								比謝川 ひ じゃ がわ								比謝川 ひ じゃ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				沖縄 オキナワ								安里川 あ さと がわ								安里川 あ さと がわ								真嘉比川 ま か び がわ																																																										河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				沖縄 オキナワ								小波津川 こ は つ がわ								小波津川 こ は つ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ

				沖縄 オキナワ								安謝川 あじゃ がわ								安謝川 あじゃ がわ																																																																		河川出水氾濫危険水位低都道府県管理 カセン デミズ ハンラン キケン スイイ テイ



				■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況 コッコウショウ ショユウ ハイスイ シャナド スイボウ カツドウ ジョウキョウ

				＜国管理河川＞ クニ カンリ カセン

				整備局 セイビ キョク						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						地　　　点 チ テン												排水Ｐ車出動状況 ハイスイ グルマ シュツドウ ジョウキョウ												水防団等活動状況 ミズ ボウ ダン トウ カツドウ ジョウキョウ

																												左右岸 サユウ キシ						KP						出動数（台） シュツドウ スウ ダイ						稼働
状況 カドウ ジョウキョウ

				北海道 ホッカイドウ						天塩川 てしおがわ						天塩川 てしおがわ						音威子府村 おといねっぷ むら						左						91.4						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						滝川市 たきかわし						左						109.2						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						妹背牛町 も せ うし ちょう						右						114						1						撤収						30m3/min、高揚程																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						深川市 ふかがわし						左						123.2						1						撤収						30m3/min、高揚程																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						石狩川 いしかり がわ						旭川市 あさひかわし						左						155.2						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						オサラッペ川 がわ						鷹栖町 たかす ちょう						左						5.2						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						牛朱別川 う しゅべつ がわ						旭川市 あさひかわし						右						4.2						1						撤収						30m3/min、高揚程																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						石狩川 いしかり がわ						美唄川 びばい がわ						美唄市 びばい し						左						64.9						1						撤収						30m3/min、高揚程																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつがわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						10.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつがわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						右						11.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						尻別川 しりべつがわ						尻別川 しりべつがわ						蘭越町 らんこしちょう						左						20.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						後志利別川 しりべし としべつ かわ						後志利別川 しりべし としべつ かわ						せたな町 ちょう						左						4.3						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北海道 ホッカイドウ						後志利別川 しりべし としべつ かわ						後志利別川 しりべし としべつ かわ						今金町 いまかねちょう						左						9.9						2						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北陸 ホクリク						神通川 じんづうがわ						井田川 いだがわ						富山市 とやまし						右						7.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				北陸 ホクリク						梯川 かけはしがわ						梯川 かけはしがわ						小松市 こまつし						右						9.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中部 チュウブ						木曽川 きそがわ						根尾川 ねお かわ						大野町 おおのちょう						右 みぎ						18.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						右						33.2						1						撤収						池部樋門からの排水作業終了 イケベ ヒモン ハイスイ サギョウ シュウリョウ																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左						34.1						4						撤収						荒河排水機場から排水作業後、撤収 アラガ ハイスイキ ジョウ ゴ テッシュウ																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左						34.1						5						待機中						荒河排水機場で稼働後、待機中
（近技３台、和歌山１台、紀南１台） カドウゴ タイキチュウ キンギ ダイ ワカヤマ ダイ キナン ダイ																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						左						35						1						撤収						弘法川排水機場で待機後、撤収 コウボウ カワ ハイスイキジョウ タイキ ゴ テッシュウ																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし						右						35.8						1						撤収						西谷川樋門からの排水作業終了 ニシタニ カワ ヒモン																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 きんき						由良川 ゆらがわ						由良川 ゆらがわ						福知山市 ふくちやまし																		2						待機中						事務所で待機中
（福井２台） ジムショ タイキ チュウ フクイ ダイ																																		河川ポンプ車国管理

				近畿 キンキ						揖保川 いぼがわ						蟠洞川 ばん どう がわ						姫路市 ひめじし						左						0.0						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだいがわ						鳥取市 とっとりし						左						8.7						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだいがわ						鳥取市 とっとりし						左						16.2						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						千代川 せんだいがわ						千代川 せんだいがわ						鳥取市 とっとりし						左						18.8						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						天神川 てんじんがわ						天神川 てんじんがわ						倉吉市 くらよしし						右 みぎ						0.8						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						日野川 ひのがわ						日野川 ひのがわ						米子市 よなごし						左						0.1						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						江津市 ごうつし						右						1.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						江津市 ごうつし						右						15.8						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						川本町 かわもと ちょう						左						31.1						2						撤収						30m3/min、高揚程、照明車同行 コウヨウ ホド ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						右 みぎ						137.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						左						149.8						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						三次市 みよしし						右						153.8						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						右 みぎ						157.8						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						右						167.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						江の川 ごう かわ						安芸高田市 あきたかたし						左						168.2						2						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						西城川 さいじょう がわ						三次市 みよしし						右 みぎ						0.1						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						江の川 ごう かわ						馬洗川 ば せん かわ						三次市 みよしし						右						2.3						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし																		6						待機中						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						高梁川 たかはしがわ						小田川 おだがわ						倉敷市 くらしきし																		17						撤収						30m3/min、40m3/min、60m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						芦田川 あしだがわ						芦田川 あしだがわ						福山市 ふくやまし												1.3						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						太田川 おおたがわ						太田川 おおたがわ						広島市 ひろしまし						左 ひだり						11.5						3						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				中国 チュウゴク						太田川 おおたがわ						三篠川 みささ がわ						広島市 ひろしまし						左 ひだり						2.1						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						石井町 いしいちょう						右						19.0						1						撤収						60m3/min高揚程（飯尾川排水機場） コウ ヨウテイ イイオ カワ ハイスイ キジョウ																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						石井町 いしいちょう						右						19.0						1						撤収						30m3/min軽量（飯尾川排水機場） ケイリョウ イイオ カワ ハイスイ キジョウ																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						阿波市 あわし						左						29.0						1						撤収						150m3/min（鴬谷川樋門） カワ																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						美馬市 みまし						右						44.0						1						撤収						60m3/min（明連川樋門）																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						美馬市 みまし						左						45.0						1						撤収						30m3/min軽量（城の谷排水機場） ケイリョウ シロ タニ ハイスイキ ジョウ																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしの かわ						吉野川 よしの かわ						東みよし町 ひがし ちょう						右 ミギ						62.0						1						撤収						60m3/min高揚程（山陰谷川樋門） コウ ヨウテイ ヤマカゲ タニ カワ ヒ モン																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						吉野川 よしのがわ						吉野川 よしの かわ						三好市 みよしし						右						77.0						1						撤収						10m3/min（池田シマ）																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						那賀川 なかがわ						那賀川 なかがわ						阿南市 あなんし						左 ひだり						16.2						1						撤収						150m3/min（岡崎川樋門）																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						重信川 しげのぶ かわ						重信川 しげのぶ かわ						砥部町 とべちょう						左						9.4						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおず し						左 ひだり						0.8						2						撤収						30m3/min（都谷川樋門） トヤガワ ヒ モン																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおず し						右						12.4						1						撤収						30m3/min（山高川樋門） やまたか がわ ひ もん																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						肱川 ひじかわ						大洲市 おおず し						左						18.0						1						撤収						30m3/min（武田川樋門） たけだ かわ ひ もん																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						矢落川 やおち かわ						大洲市 おおず し						左						0.8						1						撤収						150m3/min（都谷川樋門）																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						矢落川 やおち かわ						大洲市 おおず し						右						1.8						1						撤収						30m3/min（大河内樋門） おおこうち ひ もん																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						肱川 ひじ かわ						矢落川 やおち かわ						大洲市 おおず し						右						6.8						1						撤収						30m3/min（滝川樋門） たきかわ ひ もん																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						仁淀川 によど かわ						仁淀川 によど かわ						土佐市 とさし						右 みぎ						0.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						仁淀川 によど かわ						仁淀川 によど かわ						土佐市 とさし						右 みぎ						4.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						仁淀川 によど かわ						仁淀川 によど かわ						土佐市 とさし						右 みぎ						4.5						2						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						仁淀川 によど かわ						日下川 くさ が がわ						日高村 ひだか むら						右 みぎ						15.0						1						撤収						150m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						渡川 わたりがわ						後川 うしろ かわ						四万十市 しまんとし						左 さ						1.1						1						撤収						60m3/min(横堤樋門） ヨコ ヒモン																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						渡川 わたりがわ						中筋川 なかすじ かわ						四万十市 しまんと し						左						8.4						1						撤収						150m3/min(清水樋門） シミズ ヒ モン																																		河川ポンプ車国管理

				四国 シコク						渡川 わたりがわ						渡川 わたりがわ						宿毛市 すくもし																								撤収						30m3/min(片島中学校付近） かたしま ちゅうがっこう ふきん																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんが かわ						宮若市 みやわかし						右						6.8						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						遠賀川 おんががわ						遠賀川 おんが かわ						飯塚市 いいづかし						右						34.0						1						撤収						150m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						遠賀川 おんががわ						彦山川 ひこさん かわ						直方市 のおがたし						左						2.0						1						撤収 てっしゅう						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						筑後川 ちくごがわ						大川市 おおかわし						右						4.6						1						撤収 てっしゅう						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						筑後川 ちくごがわ						久留米市 くるめし						右						35.6						1						撤収 てっしゅう						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						早津江川 はや つえ かわ						佐賀市 さがし						左						2.7						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						筑後川 ちくごがわ						佐田川 さた がわ						久留米市 くるめし						左						0.4						1						撤収 てっしゅう						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかく かわ						六角川 ろっかく がわ						武雄市 たけおし												27.9						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかく かわ						牛津川 うしづ がわ						小城市 おぎし												10.1						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかく かわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし												13.7						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						六角川 ろっかく かわ						牛津川 うしづ がわ						多久市 たくし												16.2						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						本明川 ほんみょうがわ						半造川 はん ぞう がわ						諫早市 いさはやし												2.2						1						撤収 てっしゅう						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						菊池川 きくちがわ						菊池川 きくちがわ						和水町 なごみまち												21.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						菊池川 きくちがわ																														1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						緑川 みどりかわ						御船川 みふね がわ						御船町 みふねまち												4.3						1						撤収 てっしゅう						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						人吉市 ひとよしし												57.9						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						球磨川 くまがわ						球磨川 くまがわ						錦町 にしきまち												79.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						小丸川 おまるがわ						宮田川 みやた がわ						高鍋町 たかなべ まち												0.6						1						撤収 てっしゅう						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよどがわ						本庄川 ほんじょう がわ						国富町 くにとみちょう												5.8						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよどがわ						大淀川 おおよどがわ						宮崎市 みやざきし												13.6						1						撤収 てっしゅう						150m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよどがわ						大淀川 おおよどがわ						都城市 みやこのじょうし												59.8						1						撤収 てっしゅう						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよどがわ						大淀川 おおよどがわ						都城市 みやこのじょうし												73.4						1						撤収 てっしゅう						150m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 キュウシュウ						大淀川 おおよどがわ						大淀川 おおよどがわ						都城市 みやこのじょう し												76.4						1						撤収 てっしゅう						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						羽月川 は つき がわ						伊佐市 いさし												0.4						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						羽月川 は つき がわ						伊佐市 いさし												5.5						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						川内川 せんだいがわ						さつま町 ちょう												36.8						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						川内川 せんだいがわ						伊佐市 いさし												73.0						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						川内川 せんだいがわ						湧水町 ゆうすいちょう												95.2						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						川内川 せんだいがわ						川内川 せんだいがわ						湧水町 ゆうすいちょう												97.8						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						肝属川 きもつき がわ						肝属川 きもつき がわ						肝付町 きもつきちょう												0.4						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						肝属川 きもつき がわ						高山川 こうやま がわ						肝付町 きもつきちょう												1.9						1						撤収						60m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						肝属川 きもつき がわ						肝属川 きもつき がわ						串良町 くしらちょう												2.9						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理

				九州 きゅうしゅう						肝属川 きもつき がわ						串良川 くしら がわ						串良町 くしらちょう												3.7						1						撤収						30m3/min																																		河川ポンプ車国管理



				＜都道府県管理河川＞ トドウフケン カンリ カセン

				都道府県 トドウフケン						水　系 ミズ ケイ						河　川 カワ カワ						市町村 シチョウソン						排水Ｐ車出動状況 ハイスイ グルマ シュツドウ ジョウキョウ												水防団等活動状況 ミズ ボウ ダン トウ カツドウ ジョウキョウ

																												出動数（台） シュツドウ スウ ダイ						稼働
状況 カドウ ジョウキョウ

				石川 イシカワ						梯川 かけはしがわ						木場潟 きば がた						小松市 こまつし						2						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				長野 ナガノ						天竜川 てんりゅうがわ												飯田市 いいだ し						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						神通川 じんつう がわ						宮川 みやかわ						飛騨市 ひだし						1						撤収						高山国道　照明車　護岸監視用照明 タカヤマ コクドウ ショウメイ シャ ゴガン カンシ ヨウ ショウメイ																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						大谷川 おおたに かわ						大垣市 おおがきし						1						撤収						30m3/min、照明車同行																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						五日市川 いつかいち かわ						養老町 ようろう ちょう						1						撤収						30m3/min、照明車同行																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ												可児市 かに し						1						撤収 てっしゅう						30m3/min、照明車同行																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						福富川 ふくとみ がわ						岐阜市 ぎふ し						1						撤収						30m3/min、照明車同行																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ												岐阜市 ぎふし						2						撤収						30m3/min、照明車同行																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岐阜 ギフ						木曽川 きそがわ						忠節用水 ちゅうせつ ようすい						岐阜市 ぎふし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岡山 おかやま						吉井川 よしいがわ						小野田川 おのだ がわ						赤磐市 あかいわ し						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				岡山 おかやま						旭川 あさひがわ						砂川 すながわ						赤磐市 あかいわし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				広島 ひろしま						芦田川 あしだがわ						福川 ふくかわ						福山市 ふくやまし						2						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																														河川ポンプ車都道府県管理

				広島 ひろしま						太田川 おおたがわ						榎川 えのき がわ						府中町 ふちゅうちょう						1						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																														河川ポンプ車都道府県管理

				広島 ひろしま						沼田川 ぬた がわ						沼田川 ぬた がわ						三原市 みはらし						3						撤収						30m3/min、照明車同行 ショウメイシャ ドウコウ																																														河川ポンプ車都道府県管理

				高知 こうち						安芸川 あきがわ						安芸川 あきがわ						安芸市 あきし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				高知 こうち						香宗川 こう そう かわ						香宗川 こう そう かわ						香南市 こうなん し						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				高知 こうち						夜須川 やす かわ						夜須川 やす かわ						香南市 こうなんし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ												西予市 せいよし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理

				愛媛 エヒメ						肱川 ひじかわ						久米川 くめかわ						大洲市 おおずし						1						撤収						30m3/min																																														河川ポンプ車都道府県管理



				■河川管理施設の状況 カセン カンリ シセツ ジョウキョウ

				＜国管理河川の主な河口水門等の開閉状況＞ クニ カンリ カセン オモ カコウ スイモン トウ カイヘイ ジョウキョウ

				整備局 セイビキョク						水系 ミズ ケイ						河川 カワ カワ						施設名称 シセツ メイショウ														開閉状況 カイヘイ ジョウキョウ												備考 ビコウ

				九州 キュウシュウ						六角川 ろっかくがわ						六角川 ろっかくがわ						六角川河口堰 ロッカクガワ カコウ セキ														全開												高潮被害が想定されないため。 タカシオ ヒガイ ソウテイ																																						河川管理水門開閉状況 カセン カンリ スイモン カイヘイ ジョウキョウ



																						　

				＜都道府県管理河川の主な河口水門等の開閉状況＞ トドウフケン カンリ カセン オモ カコウ スイモン トウ カイヘイ ジョウキョウ

				都道府県 トドウフケン						施設数 シセツスウ						開閉状況 カイヘイ ジョウキョウ												備考 ビコウ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet1

								辺別川 べ べつ がわ

								永平寺川 えいへいじ がわ

								宮川 みやかわ

								苔川 すのり がわ

								瓜巣川 うり す がわ

								殿川 との がわ

								和良川 わら がわ

								吉田川 よしだ がわ

								谷河川 たにごがわ

								鴨川 かもがわ

								大路次川 おおろじがわ

								一庫・大路次川 ひとくら おおろ じ がわ

								道谷川 どう たにかわ

								砂川 すながわ

								旭川 あさひがわ

								岩倉川 いわくら がわ

								小田川 おだがわ

								末政川 すえまさ がわ

								高馬川 たかま がわ

								真谷川 ま だに がわ

								尾坂川 おさか がわ

								吉山川 よしやま がわ

								榎川 えのき がわ

								瀬野川 せのがわ

								中畑川 なかはた がわ

								賀茂川 かもがわ

								入野川 にゅうの がわ

								笹野川 ささの がわ

								吉野川 よしの がわ

								菅川 すげ かわ

								天井川 てんじょう がわ

								仏通寺川 ぶっつうじ がわ

								梨和川 なし わ がわ

								三次川 みよし がわ

								今出原川 いま で はら がわ

								柴木川 しばき がわ

								八戸川 やと がわ

								園瀬川 そのせがわ

								学島川 がく しまかわ

								白川谷川 しらかわ だに がわ

								冨ノ谷川 とみ たに かわ

								大束川 だい そく かわ

								金倉川 かなくら かわ

								財田川 さいた がわ

								堀越川 ほりこし がわ

								伊台川 い だい がわ

								川付川 かわ つけ がわ

								肱川 ひじかわ

								麓川 ふもと がわ

								久米川 くめがわ

								中山川 なかやま がわ

								瀬戸川 せとがわ

								大和川 やまとがわ

								久万川 くま がわ

								有枝川 あり えだがわ

								内平ヶ谷川 うちひらがだにがわ

								三間川 みま がわ

								告森川 つげもりがわ

								面谷川 おも だに がわ

								大宿川 おおじゅくがわ

								大川 おおかわ

								菊間川 きくま かわ

								戸板川 といた がわ

								井口本川 いのくち ほんかわ

								郷谷川 ごう たにがわ

								立岩川 たていわ がわ

								河野川 こうの がわ

								伊方大川 いかた おおかわ

								喜木川 きき がわ

								新川 しんかわ

								千丈川 せんじょうがわ

								峯川 みねかわ

								谷道川 たに みち がわ

								朝立川 あさだつ がわ

								来村川 くのむらがわ

								芳原川 ほばら がわ

								於泥川 お どろ かわ

								遠近川 とおちかがわ

								増穂川 ますほ かわ

								日ノ地川 ひのぢがわ

								僧都川 そうづ がわ

								安芸川 あき かわ

								疣目川 いぼ め がわ

								桂川 かつらがわ

								北川 きたがわ

								草場川 くさば がわ

								小石原川 こいしわら がわ

								小塩川 こ じお がわ

								佐田川 さた がわ

								三並川 み なみ がわ

								白木谷川 しらき たに がわ

								新立川 しん たて がわ

								曽根田川 そね たがわ

								宝珠川 ほう しゅ がわ

								大刀洗川 たちあらい がわ

								天神川 てんじん がわ

								荷原川 いないばるがわ

								野鳥川 の とり がわ

								広川 ひろかわ

								宝満川 ほう まん がわ

								妙見川 みょうけんがわ

								牟田川 むた がわ

								山家川 やま え がわ

								山口川 やまぐち がわ

								大肥川 おお ひ がわ

								黒川 くろ かわ

								陣屋川 じんや がわ

								高原川 たかはら がわ

								宝珠山川 ほうしゅやま かわ

								安宅川 あたか がわ

								猪位金川 い い かね がわ

								泉河内川 いずみ こうち かわ

								建花寺川 けん げ じ がわ

								庄内川 しょう ない がわ

								千手川 せんじゅ がわ

								近津川 ちかつ がわ

								中元寺川 ちゅう がん じ がわ

								穂波川 ほ なみ がわ

								八木山川 やぎ やま がわ

								山田川 やまだ がわ

								鹿毛馬川 かげ うま がわ

								呉川 くれ がわ

								泌　川 たぎり がわ

								深倉川 ふかくら がわ

								英彦山川 ひこさん がわ

								矢部川 やべ がわ

								星野川 ほしの がわ

								笠原川 かさはら がわ

								龍川内川 りゅう がわ うち がわ

								鷺田川 さぎ たがわ

								高尾川 たかお がわ

								御笠川 み かさがわ

								室見川 むろみ がわ

								坊主川 ぼうず かわ

								雷山川 らいざん がわ

								長野川 ながの がわ

								長峡川 ながおがわ

								初代川 はつ しろ がわ

								小波瀬川 おばせ がわ

								白川 しらかわ

								喜多良川 き た ら がわ

								高屋川 たかや がわ

								今川 いまがわ
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平成30年７月豪雨による土砂災害の発生状況

国土交通省提供資料
8

 
  

 死者2名

7/6 きたきゅうしゅうしもじく

福岡県北九州市門司区がけ崩れ
いわくにししゅうとうちょう

山口県岩国市周東町土石流等

7/7

死者1名

ふくちやましおおえちょう

京都府福知山市大江町天然ダム

7/8

7/6 あきぐんくまのちょうかわすみ

広島県安芸郡熊野町川角土石流等

死者12名

(都道府県報告)
1道2府28県

2,512件

土石流等 ： 769件
地すべり； 55件
がけ崩れ ：1,688件

【被害状況】
人的被害：死者 119名

負傷者 29名
人家被害：全壊 213戸

半壊 340戸
一部損壊 290戸

土砂災害発生件数
(7月2日以降を集計)

※1 近10年(H20～29)の平均土砂災害
発生件数1,106件／年
※2 近10年(H20～29)の最大土砂災害
発生件数1,514件／年＜H29＞

7/7

土石流等

うわじましよしだちょう

愛媛県宇和島市吉田町

死者4名
死者2名

7/7

がけ崩れ

かごしましふるさとちょう

鹿児島県鹿児島市古里町

みよししやましろちょう

徳島県三好市山城町地すべり

7/7

※被害状況等については精査中

※

凡例
発生件数

100～

1～

0

50～

200～

(

2

 
  

 

（9月25日時点）



高知県
林地荒廃 136か所
治山施設 6か所

○ 発達した梅雨前線等が西日本を中心に記録的な大雨を降らせ、各地で甚大な被害が発生
○ 治山関係被害（林地荒廃、治山施設）は、2,897箇所 (1道2府31県：2018年11月7日現在)

平成30年７月豪雨による治山関係の被害状況

山陽自動車道

県道34号

山口県
林地荒廃 131か所

広島県
林地荒廃 1,046か所
治山施設 11か所

岡山県
林地荒廃 125か所

愛媛県
林地荒廃 249か所
治山施設 2か所

高知自動車道
（上り）

高知自動車道
（下り）

おおとよちょう たぢかわか みみょう

大豊町 立川 上名
ひかりし あさえ かけやま

光市 浅江 懸山

国道56号

うわじまし よしだちょう ほけづ

宇和島市 吉田町 法花津

ひがしひろしまし くろせちょう

東広島市 黒瀬町

ひがしひろしまし たかやちょう

東広島市 高屋町
送電線

山陽本線

あさくちし かもがたちょう ほんじょ

浅口市 鴨方町 本庄 送電線

山陽新幹線

9



おと おお よこ

広島県 乙池・大池・横池（重ね池）被災状況

平成30年７月豪雨によるため池に関する被害状況

(都道府県報告)
2府4県

32件
【被害状況】

人的被害：死者 １名
負傷者 ４名

人家被害：全壊 １戸
床下浸水 ８戸

ため池決壊件数

10

広島県
決壊 ２３か所

岡山県
決壊 ４か所

京都府
決壊 ２か所

福岡県
決壊 １か所

愛媛県
決壊 １か所

大阪府
決壊 １か所

しょうぶざこかみ しょうぶさこしも

広島県 勝負迫上池・勝負迫下池

被災家屋

被災状況（上流側）

被災状況 被災状況

写真① 大池 写真② 横池

勝負迫下池

勝負迫上池

横池

大池

乙池

ため池上部のグラウンドの崩壊による土砂流入により、ため池が決壊。
ため池下流において、１名死亡、４名負傷。

決壊による濁流の流入のため下流の小学校が一時孤立。

なかしま

福岡県 中島ため池
堤体決壊

下流の小学校への土砂流入

３連の重ね池のうち、上流側の横池と大池が決壊。

ただし、下流の乙池は土砂流入のみで決壊には至
らなかった。

（10月9日時点）



高梁川水系小田川における浸水状況【岡山県】
○高梁川水系小田川では倉敷市真備町で堤防が決壊し、大規模な浸水により甚大な被害が発生したほか、堤防

の損傷が多数発生した。

小田川

＜小田川の被災状況＞
浸水面積 ： 約1,200ha
浸水戸数 ： 約4,100棟
堤防の決壊 ： ２箇所（国管理）

６箇所（県管理）
堤防法崩れ ： ６箇所（国管理）

１箇所（県管理）
越水 ： ３箇所（国管理）

←高馬川（岡山県管理）

小田川左岸３ｋ４００付近

高
梁
川

【裏法崩れ】 L=約30m
小田川右岸0ｋ600付近

【堤防の決壊】 L=約100m
小田川左岸3k400付近

【越水】
右岸7k000付近

【越水】
右岸4k000付近

【越水】
右岸3k200付近

× ×
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 高梁市

新見市

 矢掛町

井原市

神石高原町

庄原市

福山市

 総社市

吉備中央町

岡山市

倉敷市

笠岡市

岡山県

鳥取県

広島県

▲

▲
    道後山

▲      花見山

■
船穂

■酒津(低水）

(高水）

凡　例

基準地点

国管理区間

小田川

位置図

×
×

【堤防の決壊】 左岸L=約200m
右岸L=約300m

末政川左右岸0k700付近（県）

【堤防の決壊】 L=約20m
末政川左岸0k400付近（県）

【裏法崩れ】 L=約1,000m（点在）
小田川右岸2ｋ800～3k800付近

【裏法崩れ】 L=約15m
小田川右岸4ｋ200付近

小田川→

【裏法崩れ】 L=約16m
小田川右岸4ｋ200付近

小田川→

【表法崩れ】 L=約70m
小田川右岸4ｋ400付近

×

【堤防の決壊】 L=約100m
真谷川左岸1k600付近（県）

【裏法崩れ】 L=約50m
大武谷川（県）小田川合流点付近

凡例
×：堤防の決壊
▲：堤防欠損

：越水

【裏法崩れ】 L=約80m
小田川左岸4k200付近

×

【堤防の決壊】 L=約50m
小田川左岸6k400付近

【堤防の決壊】
左岸L=約20m（高馬川左岸0k付近）
右岸L=約100m（高馬川右岸0k100付
近）

ま だに がわ

たかまがわ

すえ まさ がわ

おおぶ たに かわ

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。
※7/16 15時時点
県管理区間も含む
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倉敷市真備町の浸水状況（人的被害）

この地図は、7月7日の映像等の情報から浸水した
範囲の端の地点を確認し、その地点の高さから標
高データを用いて浸水面を推定し、浸水面から水
深を算出し深さごとに色別に表現しています。
実際に浸水のあった範囲でも把握できていない部
分、浸水していない範囲でも浸水範囲として表示
されている部分があります。
破堤、法崩れ、越水の発生地点は「国土交通省
総合災害情報システム（DiMAPS）」の情報をもとに
しています。

4k
00
0

地図の出典：国土地理院ウェブサイトからの段彩図を中国地方整備局で一部加工

倉敷市真備町岡田
死者数：1人

倉敷市真備町有井
死者数：15人

倉敷市真備町辻田
死者数：6人

倉敷市真備町箭田
死者数：11人

倉敷市真備町川辺
死者数：6人

倉敷市真備町下二万
死者数：4人

倉敷市真備町服部
死者数：4人

倉敷市真備町尾崎
死者数：4人

過去の洪水 一 般 被 害 等

S47.7洪水
床上浸水: 31戸 床下浸水:377戸
浸水面積:約300ha

S51.9洪水
床上浸水:116戸 床下浸水:471戸
浸水面積:約 700ha

H30.7洪水

建物浸水被害:約4,600棟（住家・
非住家・床上浸水・床下浸水等の
内訳は確認中）※7月26日現在

浸水面積:約1,200ha

平成30年7月洪水の浸水範囲（内水含む）

町域界

※死者数は「平成30年7月豪雨による被害
について(7月21日9時00分現在)」(岡山県)

より
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）

性別死者数

○平成３０年７月豪雨において市町村別死者数が最大となった倉敷市の死者５２人のうち、５１人が真備町に在住。
○特に、末政川と高馬川の間に位置し、浸水深が深い有井（ありい）地区、箭田（やた）地区で死者が多く発生。
○年齢別では、70代以上の高齢者が約８０％と著しく集中。

○空中写真から判読の流出家屋は７箇所のみであり、真備地区での犠牲者のほとんどが、非流出家屋の屋内で遭難の可能性。
（平成30年7月豪雨による人的被害等についての調査（速報）：静岡大学防災総合センター教授 牛山素行）
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平成30年7月豪雨による広島県の土砂災害発生状況
い ぶ り

13

 
  

 

(広島県報告)
1,242件

土石流等 ： 609件
地すべり ： 1件
がけ崩れ ： 632件

【被害状況】
人的被害：死 者 87名
家屋被害：全半壊 411戸

土砂災害発生件数
（7月2日以降を集計）

（10月29日時点）

凡例
発生件数

100～

1～

0

50～

(

 

 

(参考)
H26広島豪雨災害

主な被災地

東広島市91件

三原市145件

竹原市134件呉市182件

広島市211件

(死者20名)

(死者20名)

(死者8名)

(死者5名)

安芸郡坂町48件

(死者15名) (死者4名)

広島県内の市町村別土砂災害発生状況

ひがしひろしましくろせちょうのみお

東広島市黒瀬町乃三尾
土石流等

ひろしましあさきたくくちたみなみ

広島市安佐北区口田南5丁目
土石流等

死者2名
死者2名

ひがしひろしましさいじょうちょううまき

東広島市西条町馬木
がけ崩れ

あきぐんさかちょうこやうら

安芸郡坂町小屋浦
土石流等

死者15名
※小屋浦地区で死者数計

あきぐんくまのちょうかわすみ

安芸郡熊野町川角
土石流等

くれしやすうらちょういちはら

呉市安浦町市原
土石流等

死者12名

死者4名

凡例
● 土石流等：死者有り
▲ がけ崩れ：死者有り

尾道市53件

福山市90件

(死者2名)

※被害状況等については精査中

※

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国土交通省が、体裁と図、バランスを修正しているため、スライド自体を差し替えています。左上箱書き、右上の朱書きなども修正されてます。
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肱川における浸水状況（東大洲地区等）

※本資料の数値等について、直轄区間の浸水範囲は国土交通省調査、指定区
間の浸水範囲は愛媛県調査、浸水家屋数は大洲市調査、県道冠水は愛媛県調
査、
市道冠水は大洲市調査、避難勧告及び避難状況は大洲市調査によるもの。

⑥春賀地区（暫定堤防）
浸水状況概ねピーク時

⑩東大洲地区（二線堤越流）
浸水状況ピーク約4.5ｈ前

越流市街地

⑫柚木・如法寺地区（堤内側）
浸水状況概ねピーク時

⑪西大洲地区（堤内側）
浸水状況概ねピーク時

②白滝地区（堤内側）
浸水状況

④八多喜地区（堤内側）
浸水状況ピーク約2.5ｈ前

浸水被害の状況（直轄区間）

凡 例

越水・溢水はん濫

内水はん濫

排水ポンプ車 P

大洲第二地点（基準点）水位

H16水位
6.85

今回
8.11

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00

S3
8

S4
2

S4
6

S5
0

S5
4

S5
8

S6
2

H
3

H
7

H
11

H
15

H
19

H
23

H
27

大洲第二水位観測所年最高水位
昭和38年以降の最高水位を1m以上更新

⑩東大洲地区 浸水状況ピーク約4ｈ前

氾濫危険水位 5.80m

避難判断水位 4.80m

氾濫注意水位 3.80m

市町
村名

箇所
番号

地区名
浸水面積
（ha）

床上浸水
（戸）

床下浸水
（戸）

総戸数
（戸）

備　　考

① 長浜地区 約11 小浦、惣瀬、小長浜、大町、加世

② 白滝地区 約13

③ 豊中地区 約24 豊中、柿早

④ 八多喜地区 約66 129 35 164

⑤ 伊州子地区 約26 伊州子、八多浪

⑥ 春賀地区 約83 69 26 95 春賀、山高、大谷

⑦ 多田地区 約19 多田、峠

⑧ 五郎地区 約52

⑨ 新谷地区 約28 85 46 131 小貝、都、中組、上組、新谷町

⑩ 東大洲地区 約462 880 467 1,347 東大洲、二線堤内、徳森、和田

⑪ 西大洲地区 約88 478 98 576 久米、西大洲、玉川

⑫ 柚木・如法寺地区 約15

約887 1,641 672 2,313

大
洲
市

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

合　　　計

○ 平成30年7月豪雨により、大洲市全域で浸水家屋数3,114戸（床上2,296戸、床下818戸）の被害が発生（8月30日19時
現在大洲市調べ）。

○ 直轄区間においては阿蔵地区をはじめ、全ての暫定堤防箇所で越流。東大洲については、二線堤からも越流
し、主要国道56号の冠水や沿道商業施設の浸水など甚大な浸水被害が発生。7月8日午後までに浸水は解消。

○ 大洲第二水位観測所の水位は、詳細な水位記録が存在する昭和38年以降で最高水位（8.11m）を記録。
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肱川における浸水状況（菅田地区）
○ 平成30年7月豪雨では、無堤区間及び霞堤箇所からの溢水により浸水面積約327ha、床上浸水約395戸、

床下浸水約66戸の被害が発生（7月7日8時40分頃～15時10分頃まで浸水）。

村島地区

池田成見地区

小倉地区
父地区

中尾地区

裾野地区
追打上流地区

追打下流地区

計画対象区間（10.4ｋｍ；両岸）

本郷地区

菅田地区

阿部板野地区

大洲市役所

東大洲

肱川（菅田地区）

村島工区

池田成見工区

小倉工区
父工区

中尾工区

裾野工区 追打上流工区

追打下流工区 本郷工区

菅田工区 阿部板野工区

国管理区間

：H30.7.月豪雨 浸水範囲
※速報のため今後変更の可能性有り

菅田工区

村島工区

池田成見工区

阿部板野工区

菅田地区（8日12時頃）

：施工済み区間

：未施工区間

菅田地区（8日12時頃）

村島工区

菅田工区

位置図

菅田地区

直轄管理区間

すげた

なかお すげた

おおず

ひがしおおず

ちち
おぐら

すその

おいうちかりゅう

おいうちじょうりゅう

ほんごう

むらしま

あべいたの

いけだなるみ

すげた

すげた

むらしま

いけだなるみ

あべいたの

むらしま

すげた
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肱川における浸水状況（西予市野村地区）
○ 野村ダム下流の西予市野村町では、昭和49年～平成8年までに県により河川改修事業を実施済。
○ 平成30年7月豪雨では、計画を上回る洪水により浸水面積約70ha、床上浸水約570戸、床下浸水

約80戸の被害が発生（7月7日6:30頃～10:00頃まで浸水）。

乙亥の里 カロト温泉

野村保育所

西予市立 野村小学校

西予市立 野村病院

西予市役所野村支所

西予市野村公民館

④

③

②

①

②

①

③

④
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