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平成 30 年台風第 7号及び前線等による被害状況等について 
※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

 

平成 30 年 7 月 9 日 

6 時 4 5 分 現 在 

非 常 災 害 対 策 本 部 

 

１ 気象状況（気象庁情報：7月 9日 5:00 現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

・西日本から東日本に停滞している梅雨前線は、今日９日には北上して活動が弱まる見

込み。 

・西日本から東日本では広い範囲で記録的な大雨となった。11 府県に発表されていた大

雨特別警報は全て解除されたが、今日９日朝にかけて土砂災害に、また、明日 10 日に

かけて河川の増水や氾濫に厳重に警戒。 

・今後しばらくは、晴れて 高気温が 30 度を超える日が多くなり、暑い日が続く見込み。

熱中症など健康管理にも注意。 

・各地気象台の発表する警報・注意報、気象情報等に留意するとともに、市町村の避難

勧告等に注意。 

(2) 大雨特別警報の発表状況 

・１府１０県に大雨の特別警報を発表。 

福岡県（7/6 17:10 発表  7/7 08:10 解除） 

佐賀県（7/6 17:10 発表  7/7 08:10 解除） 

長崎県（7/6 17:10 発表  7/7 08:10 解除） 

広島県（7/6 19:40 発表  7/7 10:50 解除） 

岡山県（7/6 19:40 発表  7/7 15:10 解除） 

鳥取県（7/6 19:40 発表  7/7 13:10 解除） 

兵庫県（7/6 22:50 発表  7/7 18:10 解除） 

京都府（7/6 22:50 発表  7/7 21:20 解除） 

岐阜県（7/7 12:50 発表   7/8 14:10 解除） 

高知県（7/8 05:50 発表  7/8 14:50 解除） 

愛媛県（7/8 05:50 発表  7/8 14:50 解除） 

(3) 大雨等の状況（6月 28 日 00:00～7 月 8 日 24:00） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋 129.0 ミリ  4 日 17 時 26 分まで 

沖縄県 宮古島市 城辺 111.0 ミリ  5 日 10 時 50 分まで 

岐阜県 下呂市 金山 108.0 ミリ  8 日 3 時 07 分まで 

高知県 宿毛市 宿毛 108.0 ミリ  8 日 5 時 08 分まで 
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高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬  97.0 ミリ  6 日 0 時 30 分まで 

高知県 須崎市 須崎  90.5 ミリ  7 日 9 時 24 分まで 

沖縄県 島尻郡久米島町 北原  90.0 ミリ  3 日 10 時 25 分まで 

高知県 香美市 繁藤  89.0 ミリ  6 日 8 時 16 分まで 

沖縄県 石垣市 石垣島  89.0 ミリ  5 日 15 時 26 分まで 

山口県 下松市 下松  86.0 ミリ  5 日 2 時 01 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 691.5 ミリ  6 日 16 時 50 分まで 

高知県 長岡郡本山町 本山 602.0 ミリ  7 日 10 時 50 分まで 

高知県 香美市 繁藤 484.0 ミリ  6 日 10 時 30 分まで 

岐阜県 郡上市 ひるがの 472.0 ミリ  7 日 11 時 20 分まで 

佐賀県 佐賀市 北山 464.5 ミリ  6 日 16 時 10 分まで 

高知県 香美市 大栃 432.5 ミリ  6 日 5 時 40 分まで 

岐阜県 郡上市 長滝 423.5 ミリ  7 日 13 時 50 分まで 

福岡県 福岡市早良区 早良脇山 393.0 ミリ  6 日 18 時 10 分まで 

福岡県 田川郡添田町 添田 392.5 ミリ  7 日 3 時 20 分まで 

高知県 宿毛市 宿毛 389.5 ミリ  8 日 09 時 10 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 1852.5 ミリ 

高知県 長岡郡本山町 本山 1694.0 ミリ 

高知県 香美市 繁藤 1389.5 ミリ 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 1365.5 ミリ 

高知県 香美市 大栃 1364.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 1303.0 ミリ 

岐阜県 郡上市 ひるがの 1214.5 ミリ 

岐阜県 郡上市 長滝 1193.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 池川 1191.5 ミリ 

岐阜県 関市 関市板取 1161.0 ミリ 

(4) 強風の状況（6月 28 日 00:00～7 月 8 日 24:00） 

・主な風速（アメダス観測値） 

長崎県 長崎市 野母崎 29.8m/s (南東)  3 日 10 時 51 分 

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 29.7m/s (東南東)  1 日 20 時 45 分 

長崎県 南松浦郡新上五島町 頭ヶ島 29.6m/s (南)  3 日 14 時 27 分 

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 26.9m/s (南東)  2 日 2 時 16 分 

沖縄県 島尻郡粟国村 粟国 25.5m/s (南南東)  2 日 5 時 56 分 

長崎県 五島市 上大津 24.8m/s (南南東)  3 日 12 時 02 分 

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 24.7m/s (北東)  7 日 20 時 37 分 
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沖縄県 南城市 糸数 24.3m/s (南東)  2 日 1 時 45 分 

山形県 酒田市 飛島 23.9m/s (西南西)  5 日 1 時 23 分 

愛媛県 西宇和郡伊方町 瀬戸 23.9m/s (南)  3 日 16 時 33 分 

・主な瞬間風速（アメダス観測値） 

沖縄県 南城市 糸数 43.7m/s (南南東)  2 日 3 時 16 分 

長崎県 南松浦郡新上五島町 頭ヶ島 42.2m/s (南)  3 日 14 時 39 分 

長崎県 五島市 上大津 39.1m/s (南南東)  3 日 11 時 31 分 

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 39.0m/s (東南東)  2 日 1 時 54 分 

長崎県 南松浦郡新上五島町 有川 38.8m/s (南)  3 日 14 時 49 分 

長崎県 長崎市 野母崎 38.1m/s (南東)  3 日 10 時 45 分 

長崎県 五島市 福江 38.0m/s (南東)  3 日 11 時 26 分 

沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間 37.0m/s (東南東)  1 日 20 時 41 分 

沖縄県 うるま市 宮城島 36.1m/s (南東)  2 日 3 時 30 分 

長崎県 大村市 大村 36.0m/s (南東)  3 日 13 時 27 分 
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２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：7月 9日 6:30 現在） 

人的・物的被害 

 
※そのほか、連絡がとれない者１１名 

※広島県で確認中の情報有り 

《死者の状況》 

【岐阜県】 

 ・関市で男性が１名死亡 

【滋賀県】 

・高島市で７０歳代男性が水路に転落し、死亡 

【京都府】 

・亀岡市で５０歳代女性が死亡 

【兵庫県】 

 ・猪名川町で５０歳代男性が、水路に流され、死亡 

【岡山県】 

 ・笠岡市で土砂災害で４０歳代男性、５０歳代男性が死亡 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

北海道 1 8 120 3

秋田県 1

福島県 9

神奈川県 1 1

富山県 2 1

石川県 9

福井県 2 7

長野県 1 1

岐阜県 1 1 2 9 9 105 1

静岡県 4

滋賀県 1 1

京都府 1 6 4 5 9 27 313

大阪府 1 8 4 23

兵庫県 1 2 7 1 4 10 63 295

奈良県 1 1 1 20

和歌山県 1 12 100 10

鳥取県 1 8 94

島根県 134 35 2

岡山県 5 7 1 6 9 4 10 300 320

広島県 36 17 12 9 8 52 218 444

山口県 3 1 5 7 5 5 39

徳島県 3 2 5 1

香川県 3 5 3

愛媛県 21 3 6 3 3 4 2 584 326 2 5

高知県 1 1 1 2 26 28

福岡県 3 1 16 3 2 58 526 1882 9 9

佐賀県 2 2 3 1

長崎県 10 4 1

熊本県 2 2 19 2 5

大分県 2 2 2 1 1 7 1

宮崎県 1

鹿児島県 2 1 1 2 3 1

沖縄県 5

75 28 23 81 8 38 21 195 1,930 4,210 14 39合　計

全壊 半壊
一部
破損

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
その他

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物
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 ・笠岡市で男性が死亡 

 ・井原市土砂崩れにより４０歳代女性が死亡 

・総社市で８０歳代男性が死亡 

【広島県】 

・安芸高田市で５０歳代男性が、川に流され、死亡 

・三原市で土砂崩れにより、死亡 

・東広島市で男性が、川に流され、死亡 

・府中市で土砂崩れにより、死亡 

・竹原市で男性が１名死亡 

・竹原市で女性が１名死亡 

・三原市で土砂災害により４名死亡 

・福山市で側溝で倒れた方の死亡を確認 

・東広島市で４０歳代女性と７０歳代女性が死亡 

・呉市で家屋が倒壊し、土砂流入により死亡 

・呉市で土砂流入により死亡 

・呉市で死亡 

・東広島市で３名死亡 

・広島市で５０歳代女性が土砂崩れにより、死亡 

・広島市で土砂崩れにより、２名死亡 

※その他、確認中 

【山口県】 

・周南市で女性が、土砂による家屋倒壊により、死亡 

・岩国市で７０歳代女性が土砂倒壊により死亡 

・岩国市で８０歳代男性が土砂により死亡 

【愛媛県】 

・大洲市で９０歳代女性が土砂崩れにより、死亡 

・松山市で女性１名と子供２名が土砂崩れにより、死亡 

・宇和島市で土砂に埋まり、１名死亡 

・宇和島市で土砂による住家倒壊で５０歳代女性と７０歳代女性、８０歳代男性が死亡 

・今治市で４０歳代女性が死亡 

・今治市で土砂崩れにより住家が崩壊し、女性が１名死亡 

・西予市で８０歳代男性が死亡 

・西予市で７０歳代女性が死亡 

・西予市で７０歳代男性が河川に流され死亡 

・西予市で８０歳代女性を自宅の倉庫内で発見し、死亡を確認 

・西予市で５０歳代男性を田んぼで発見し、死亡を確認 

・大洲市菅田地区で７０歳代男性が死亡 

・大洲市森山地区で７０歳代男性が死亡 

・宇和島市で７０歳代男性が死亡 

・大洲市で４０歳代女性が水路に車ごと転落し、死亡 

・宇和島市で６０歳代男性が死亡 

・宇和島市吉田町で４０代女性が土砂災害により、死亡 

【高知県】 

・大月町で女性が土砂崩れにより、死亡 

【福岡県】 
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・福岡市で８０歳代女性が、風にあおられ高所から転落し、死亡 

・筑紫野市で６０歳代女性が死亡 

・北九州市で１名死亡 

【鹿児島県】 

・鹿児島市で２名死亡 

《行方不明者の状況》（詳細確認中） 

【奈良県】 

 ・大和郡山市で６０歳代男性が田の様子を確認に行ったが、帰宅せず、現在捜索中 

【岡山県】 

 ・新見市で６０歳代男性が行方不明 

 ・高梁市で６０歳代男性が行方不明 

 ・総社市で男性が２名行方不明 

 ・総社市で男性が１名行方不明 

 ・鏡町で６０歳代男性が１名行方不明 

 ・倉敷市で男性が１名行方不明 

【広島県】 

 ・三原市で２名が土砂に埋まっている（詳細確認中） 

・府中市で１名が川に流された（詳細確認中） 

・尾道市で土砂崩れが発生し、１名が行方不明（詳細確認中） 

・呉市で４名が行方不明（詳細確認中） 

・東広島市で４名行方不明（詳細確認中） 

 ※その他、確認中 

【高知県】 

・香南市で４０歳男性が乗った車が流されているという通報があり、現在捜索中 

【佐賀県】※現時点で大雨被害との因果関係は不明 

 ・伊万里市の福祉作業所で所在不明（詳細確認中） 

・佐賀市で８０歳代女性が行方不明（詳細確認中） 

【鹿児島県】 

・鹿児島市で２名が行方不明 

《連絡が取れない者の状況》（詳細確認中） 

【愛媛県】 

 ・宇和島市吉田町で土砂災害により２名 

 ・宇和島市吉田町で女性１名 

 ・鬼北町で女性１名 

・宇和島市吉田町で男性１名 

【京都府】 

・綾部市で土砂崩れによる３名の救出活動中 

・舞鶴市で土砂崩れに巻き込まれ１名を捜索中 

【兵庫県】 

・宍栗市で１名 

【福岡県】 

・北九州市で１名 

 

《そのほか、広島県で確認中の情報》 
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・広島市安芸区で車が流され、２名安否不明 

・広島市東区で土砂流入により１名 

・広島市安芸区で心肺停止２名 

・竹原市で安否不明１件 

・尾道市で所在不明１名 

・府中市で女性が流されたもの 

・東広島市で４名確認中 

・海田町の瀬野川で人が流されている 

・海田町の三迫川で人が流されている 

・熊野町で土砂崩れで１２名確認中 

３ 避難指示等の状況（消防庁情報：7月 9日 5:00 時点） 

 
※広島県については、避難指示（緊急）（1,335 地区）、避難勧告（200 地区）及び避難準備・

高齢者等避難開始（５地区）を合算して 809,181 世帯、1,814,154 名に発令 

 

  

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

石川県 0 0 0

福井県 0 0 0 0

岐阜県 4 0 16,379 44,915 4 0 0 9,922 24,679

京都府 2 1 61 120 2 1 1,018 2,003

大阪府 6 1 30,630 65,613 5 2 29,031 62,107

兵庫県 2 0 193 387 7 0 14,150 31,645

奈良県 1 4 6

岡山県 6 2 257,503 578,478 4 6 50,505 111,892

広島県 9 5 確認中 確認中 4 3 確認中 確認中

山口県 1 3,170 6,785 3 3,351 7,360

徳島県 1 101 202 0 0 0 0

香川県 1 4 84 217 4 4 45,863 113,333

愛媛県 3 1 49,160 110,064 8 5 273,359 570,244

高知県 2 3 35,339 72,204 3 8 2 22,193 43,954

福岡県 3 1 1 57,004 112,270 2 1 5,364 13,543

長崎県 1 12 10

熊本県 3 3 3 31,254 73,212

大分県 1 16 18

鹿児島県 1 11 17

合　計 42 18 1 449,640 991,271 51 33 5 486,037 1,054,007

都道府県
避難指示（緊急） 避難勧告
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４ 避難所の状況（消防庁情報：7月 8日 21:00 現在） 

 

５ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省情報：7 月 9 日 06:00 現在） 

・中国電力：約８，２００戸 

鳥取県：１００戸未満 

 島根県：１００戸未満 

 岡山県：約１，８００戸 

 広島県：約６，３００戸 

 山口県：１００戸未満 

 愛媛県の一部：１００戸未満 

※本日午前中に、浸水や土砂崩れ等の影響で工事車両や作業員が立ち入れない区域を

除いて復旧する予定。立ち入れない区域が何戸あるかは確認中。道路再開後（※）、

１日程度で復旧する見通し。 

※沼田西変電所（広島県三原市）については変電所自体が水没しているため、発電機

車４０台（九州電力からの応援２０台を含む）で同変電所の供給エリアに供給中（９

台はまだ接続されておらず準備中）。沼田(ぬた)西(にし)変電所自体は、復旧まで数

日かかる見込み。 

（※）再開が必要な道路：県道３６２号線等 

※7月 8 日、中国四国産業保安監督部から中国電力へリエゾン１名を派中。 

・四国電力：約８，２００戸 

高知県：５００戸 

   愛媛県：３９００戸 

※本日夕方までに、浸水や土砂崩れ等の影響で工事車両や作業員が立ち入れない区

都道府県名 避難所数 避難者数
石川県 0 0
福井県 0 0
岐阜県 確認中 9,200
京都府 確認中 確認中
大阪府 93 375
兵庫県 171 172
鳥取県 0 0
島根県 5 20
岡山県 132 4,787
広島県 492 6,136
山口県 40 95
徳島県 52 173
香川県 13 13
愛媛県 309 1,780
高知県 73 271
福岡県 135 194
佐賀県 7 27
熊本県 53 31
大分県 0 0

鹿児島県 確認中 95
計 1,575 23,369
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域約１０００戸を除いて復旧する予定。立ち入れない区域は、道路再開後（※）、

１日程度で復旧する見通し。 

※野村変電所（愛媛県西予市）が浸水により全停止していたが、移動用キュービク

ル（変電設備）車１台を活用して供給中。直下の需要家約３０００戸を送電可能

な状況にあるが、浸水や倒木の影響で配電部分の復旧作業が進んでおらず、体制

を５０名増員し夜通し作業しているが復旧は本日夕方までかかる見通し。 

（※）再開が必要な道路：国道３７８号、頓定木畝線（林道）、伊尾木林道、畑山奥

西川林道など 

※７月８日：中国四国産業保安監督部四国支部から四国電力へリエゾン１名を派遣 

・関西電力：西電力：約１００戸 

  大阪府：１００戸未満 

  京都府：１００戸未満 

※８日２２時現在においても引続き電力各社間での融通は必要ない状況。 

※電事連に対し広域での被災事業者支援を要請中。 

イ ガス・高圧ガス（経済産業省情報：7 月 9 日 6:45 現在） 

＜都市ガス＞ 

①大阪ガス(株) 

・長雨による差し水が原因と思われる供給支障 

大阪府豊中市 ０戸（前回報告３３戸（集合住宅）） 

京都府八万市 ０戸（前回報告３４戸（集合住宅）） 

兵庫県神戸市 ０戸（前回報告４３戸（集合住宅３３戸、その他１０戸）） 

奈良県奈良市 ０戸（ 大時４２戸（戸建・集合住宅混在）） 

     計 ０戸（ 大時１７２戸） 

 ②広島ガス㈱ 

・土砂崩れによる供給管や灯外内管の破損等のための供給支障箇所（いずれも１０戸

未満の供給支障） 

広島市  ８件 

呉市  １１件 

尾道市  ６件   合計２５件 

③水島ガス㈱ 

・団地内の土砂崩れにより、住居被災。消防にて立入規制のため、ガス管の確認不能。

団地住民は避難中。 

  倉敷市広江７丁目コスモタウン団地 ２０戸程度 

④因の島ガス㈱ 

・尾道市土生町荒神区の土砂崩れによるメーター立管の立上り部分からの微少漏洩の

ための保安措置の支管切断による供給支障。住民は避難済。 

  尾道市土生町荒神区 ６戸 

 ⑤西部ガス㈱ 

・崖崩れによるガス管損壊のための供給支障 
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北九州市 ０戸（ 大時 集合住宅３３戸及び戸建住宅２戸 計３５戸）   

・崖崩れによる事前の保安措置（事前にガス管を切断。）  

北九州市 ３か所 １３戸 

・長雨による差し水が原因と思われる供給支障 

福岡市、北九州市 ０戸（ 大時 １９戸） 

 計        １３戸 （ 大時６７戸） 

⑥筑紫ガス㈱ 

・河川擁壁の損壊による灯内内管の損傷のための供給支障。 

福岡県筑紫野市 １戸（戸建住宅） 

・家屋浸水による事前のガス停止要請 

福岡県小郡市 １件 １２戸（ショッピングセンター）  

・崖崩れによる事前のガス停止要請 

福岡県筑紫野市 ２戸 

計       １５戸  

⑦鳥栖ガス㈱ 

・長雨による差し水が原因と思われる供給支障 

佐賀県鳥栖市 ０戸（戸建住宅） （ 大時５戸） 

※移動式ガス発生設備による臨時供給により代替供給 

＜小売事業による供給（旧簡易ガス）＞ 

旧簡易ガス冠水等 合計 ９３６戸 

・岡山県倉敷市真備町において、６団地が冠水 

 伊丹産業(株) 朝日ヶ丘団地           １１４戸 

    〃   雇用促進事業団真備宿舎       ８０戸 

    〃   雇用促進事業団真備第二宿舎    １６０戸 

 上野油業(株) 吉備の里団地            ７６戸 

    〃   若葉台団地            ４３５戸 

 酒津商事(株) 真備有井トーヨドタウン       ７１戸 

                      計  ９３６戸 

  ウ 鉱山・火薬類（経済産業省情報：7月 9日 6:45 現在） 

中国化薬（広島県呉市・江田島市） 

・火薬庫に土砂及び水が侵入。水に反応する火薬ではなく、浸水による爆発は見込ま

れない。 

・各工場とも、２次被害（土砂崩れ）等の恐れがあるため、引き続き現場に立ち入れ

ない状況。 

エ 水 道（厚生労働省情報：7月 8日 20:00 現在） 

【水道の被害状況】 

全都道府県に、水道の被害状況について積極的に情報収集するよう要請。また、日

本水道協会に対し、応急給水・応急復旧の支援を行うよう依頼。同協会と被害情報を共
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有しつつ、適切な応援体制が確保されるよう調整中。 

岐阜県 1市 300 戸(1 事業体)、大阪府 1町で 2戸(1 事業体)、鳥取県 2町で 283 戸(2 事業

体)、島根県 1市 1町で 1,116 戸(2 事業体)、岡山県 3市 1町で 20,321 戸(7 事業体)、広島

県 10 市 4 町で 217,139 戸(17 事業体) 、山口県 1市 1町 93 戸(3 事業体)、香川県 1町(1 事

業体)で 3 戸、徳島県 1 市 480 戸(1 事業体)、愛媛県 5 市 4 町で 27,745 戸(16 事業体)、高

知県 2市(4 事業体)で 94 戸の計 267,576 戸(55 事業体)(調査中の戸数を除く)が断水中。（前

回報告比△3戸） 

 応急給水については、岡山県、広島県、愛媛県の 3県 12 水道事業者に対し、これまでの

中国・四国の水道事業者に加え、関西、九州等の水道事業者の支援を得て給水車を合計 62

台体制に強化し、応急給水を実施予定。 

県・ 

市町村名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【岐阜県】 

関市
せきし

 

 

300 

 

300 

 

7/8 ～ 

送水管が破損、土砂崩れにより配水池が

埋没 

応急給水実施中 

【大阪府】 

能勢町
のせちょう

 

 

251 

 

2 

 

7/5 ～ 

 

水道管が破損 

【 鳥 取 県 】 

若桜町
わかさちょう

 

 

78 

 

78 

 

7/7～ 

 

応急給水実施中 

智頭町
ちづちょう

 
231 205 7/7～ 水道原水（地下水）の濁度が上昇 

応急給水実施中 

【島根県】 

川本町
かわもとまち

 

 

1099 

 

816 

 

7/7～ 
因
いん

原
ばら

浄水場及び川本浄水場が冠水（現場

到達困難） 

応急給水実施中     

江津市
ご う つ し

 
300 300 7/8～ 水道管が破損、浄水場が冠水（現場到達

困難） 

応急給水実施中 

【 岡 山 県 】 

高梁市
たかはしし

 

 

6,775 

 

6,775 

 

7/7～ 

水源及び浄水場が冠水 

応急給水実施中（自衛隊及び岡山市・玉

野市・四万十市・香川県・亀山市・筑西

市） 

矢掛町
やかけちょう

 
3,416 3,416 7/7～ 浄水場が冠水 

応急給水実施中（備前市・鳴門市） 

倉敷市
くらしきし

 
10,050 10,050 7/7～ 水道管が破損、浄水場が冠水 

応急給水実施中（岡山市） 

新見市
に い み し

 
104 80 7/6～ 水道管が破損 

応急給水実施中（美作市・鳥取市・日南

町） 

【 広 島 県 】 

広島市
ひろしまし

 

 

13,300 

 

13,300 

 

7/7～ 

水道管が破損 

応急給水実施中 

呉市
くれし

 
93,279 

調査中 

93,279 

調査中 

7/7～ 広島県企業局※１の送水が停止 

応急給水実施中 

福山市
ふくやまし

 
171 168 7/7～ 配水池停電、水道管が破損 

広島県企業局※１の送水が停止 
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応急給水実施中 

海田町
かいたちょう

 
6 6 7/7～ 水道管が破損 

11 日に復旧の見通し 

熊野町
くまのちょう

 
1,000 1,000 7/8～ 給水管流出 

応急給水実施中 

江田島市
え た じ ま し

 
9,936 9,936 7/7～ 広島県企業局※１の送水が停止 

応急給水実施中（自衛隊の応急給水船が

支援） 

安芸
あ き

高田市
た か た し

 
1,321 183 7/7～ 水道管が破損 

応急給水実施中 

竹原市
たけはらし

 
調査中 調査中 7/8～ 水道原水（地下水）の濁度上昇、水道管

破損 

応急給水実施中 

東広島市
ひがしひろしまし

 
1,062 1,062 7/7～ 施設被害等 

応急給水実施中 

大崎
おおさき

上島
かみじま

町
ちょう

 

30 30 7/8 ～ 停電に伴う送水ポンプ停止 

三原市
み は ら し

 
38,856 38,856 7/7～ 施設被害、水道管が破損 

広島県企業局※１の送水が停止 

応急給水実施中 

尾道市
おのみちし

 
58,647 58,647 7/7～ 施設被害、水道管が破損 

広島県企業局※１の送水が停止 

応急給水実施中（福山市・松江市） 

神石
じんせき

高 原 町
こうげんちょう

 

14 14 7/8～ 水道管破裂 

応急給水実施中 

三次
みよし

市
し

 
658 658 7/7～ 水道管が破損 

応急給水実施中（三次市） 

【山口県】 

岩国市
いわくにし

 

 

83 

 

53 

 

7/7～ 

水道管が破損 

応急給水実施中 

周防
すおう

大 島 町
おおしまちょう

 
40 40 7/7～ 水道管破損及び配水池水位低下 

節水のため夜間のみ断水 

【徳島県】 

三好市
み よ し し

 

480 480 7/7～ 水道管破損 

応急給水実施中 

【香川県】 

まんのう 町
ちょう

 

 

18 

 

3 

 

7/7～ 

 

水道管が破損（現場到達困難） 

【 愛 媛 県 】 

宇和島市
う わ じ ま し

 

 

6,568 

 

6,568 

 

7/7～ 

南予水道企業団※２吉田浄水場からの送水

が停止 

一部地域で応急給水実施中 

今治市
いまばりし

 
336 150 7/7～ 水道管が破損、停電によりポンプ停止 

応急給水実施中 

鬼北町
きほくちょう

 
232 232 7/7～ 水道管が破損、取水施設が土砂で閉塞 

応急給水実施中 

大洲市
お お ず し

 
16,950 16,950 7/7～ 水源地が冠水 

八幡浜市
やわたはまし

 
371 371 7/7～ 水道管が破損 
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応急給水実施中 

松野町
まつのちょう

 
調査中 調査中 7/7～ 水道管が破損 

西予
せいよ

市
し

 
119 

調査中 

119 

調査中 

7/7～ 水道管が破損 

浄水場が冠水 

内子町
うちこちょう

 
17 17 7/7～ 水道管が破損 

上島
かみじま

町
ちょう

 
3,338 3,338 7/7～ 広島県企業局※１の送水が停止 

応急給水実施中（松山市・今治市） 

【高知県】 

香美市
か み し

 

 

87 

 

59 

 

7/5～ 

水道原水（表流水）の濁度上昇、水道管

の破損（現場到達困難） 

応急給水実施中 

香南市
こうなんし

 
356 35 7/6～ 水道管が破損（現場到達困難） 

応急給水実施中 

【北海道】 

蘭 越 町
らんこしちょう

 

 

158 

 

0 

 

7/5～6 

 

水道原水（湧水）の濁度が上昇 

【岐阜県】 

高山市
たかやまし

 

 

397 

 

0 

 

7/6 ～8 

 

水道原水（表流水）の濁度が上昇 

【京都府】 

福知山市
ふくちやまし

 

 

16 

 

0 

 

7/6 

 

水道管が破損 

【奈良県】 

生駒市
い こ ま し

 

 

11 

 

0 

 

7/6 

 

水道管が破損 

【兵庫県】 

養父市
や ぶ し

 

 

1 

 

0 

 

7/7～8 

 

水道管が破損 

【 岡 山 県 】 

鏡 野 町
かがみのちょう

 

 

21 

 

0 

 

7/5～7 

 

水道管が破損 

【香川県】 

三豊市
み と よ し

 

 

30 

 

0 

 

7/6 

 

水道管が破損 

【愛媛県】 

松山市
まつやまし

 

 

300 

 

0 

 

7/7～8 

 

水道管が破損 

愛南町 20 0 7/8 水道管が破損 

【高知県】 

四万十市
し ま ん と し

 

 

37 

 

0 

 

7/3～4  

 

取水口の土砂堆積 

【 鳥 取 県 】 

日野町
ひのちょう

 

571 0 7/7～8  

水道原水（伏流水）の濁度が上昇 

【山口県】 

光市
ひかりし

 

 

13 

 

0 

 

7/7 

 

水道管破損 

周南市
しゅうなんし

 
9 0 7/6～7/7 水道管破損 

【福岡県】 

飯塚市
いいづかし

 

 

2 

 

0 

 

7/6  

 

水道管が破損 

北 九 州 市
きたきゅうしゅうし

 
1,640 

 

0 

 

7/6～7/7 水道管（水管橋）が破損 

【長崎県】     
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五島市
ご と う し

 
3,306 0 7/3～4  停電に伴う送水ポンプ停止等 

西海市
さいかいし

 
925 0 7/3～4  停電に伴う送水ポンプ停止 

佐世保市
さ せ ぼ し

 
7 0 7/3～4  倒木による配水管破損 

合計 277,343 267,576   

エ 通信関係（総務省情報：7 月 9 日 5:00 現在） 

 事業者（サービス名） 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT 東日本 ・被害なし 

NTT 西日本 ・約 17,410→13,470 回線 

岡山県： 

・真備
ま び

ビルに収容される加入電話等：約 3,100 回線、フレ

ッツ光等：約 2,900 回線、専用線等：約 50 回線 

※岡山県倉敷市
く ら し き し

の一部の利用者に影響あり。 

愛媛県： 

・八多喜
は た き

ビルに収容される加入電話等：約 1,100 回線、専

用線等：約 20 回線 

※愛媛県大洲市
お お ず し

の一部の利用者に影響あり。 

・遊子川
ゆ す が わ

ビルに収容される加入電話等：約 130 回線、専用

線等：約 10 回線 

※愛媛県西予
せ い よ

市
し

の一部の利用者に影響あり。 

・伊予
い よ

森山
もりやま

ビルに収容される加入電話等：約 510 回線、専

用線等：約 30 回線 

※愛媛県大洲市
お お ず し

の一部の利用者に影響あり。 

・渓筋
たにすじ

ビルに収容される加入電話等：約 250→0 回線、専

用線等：約 10 回線 

※愛媛県西予
せ い よ

市
し

の一部の利用者に影響あり。 

・明間
あ け ま

ビルに収容される加入電話等：約 180 回線、専用線

等：約 10 回線 

※愛媛県西予
せ い よ

市
し

の一部の利用者に影響あり。 

・城川
しろかわ

土居
ど い

ビルに収容される加入電話等：約 530 回線、専

用線等：約 10 回線→復旧済み 

※愛媛県西予
せ い よ

市
し

の一部の利用者に影響あり。 

・伊予
い よ

吉田
よ し だ

ビルに収容されるフレッツ ADSL：約 240 回線、

専用線等：約 10 回線 

※愛媛県宇和島市
う わ じ ま し

吉田町の一部の利用者に影響あり。 

兵庫県： 

・上久下
か み く げ

ビルに収容されるフレッツ光：約 60 回線→復旧

済み 

広島県： 

・黒瀬ビルに収容される加入電話等：約 4,200→0 回線、
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専用線等：約 30→60 回線 

※広島県東広島市
ひがしひろしまし

の一部の利用者に影響あり。 

・川尻ビルに収容されるフレッツ光：約 1,700 回線 

※広島県呉市
く れ し

の一部の利用者に影響あり。 

・安浦ビルに収容されるフレッツ光：約 2,000 回線 

※広島県呉市
く れ し

の一部の利用者に影響あり。 

・呉ビル、呉２ビル等に収容されるフレッツ ADSL：約 270

回線、専用線等：約 460→1,050 回線 

※広島県呉市
く れ し

の一部の利用者に影響あり。 

・似島ビルに収容されるフレッツ ADSL：約 60 回線、専用

線等：約 30 回線 

※広島県広島市
ひ ろ し ま し

似島町の一部の利用者に影響あり。 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・復旧済み→中国地方エリアにおいて、企業向け専用線サー

ビスの一部が利用できない状況あり。 

KDDI ・5,791 回線 

※広島県呉市
く れ し

、三原市
み は ら し

、岡山県倉敷市
く ら し き し

の一部の利用者に影響

あり。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・呉市
く れ し

郷
ごう

原町
ばらちょう

の利用者による発着信不可。 

・岡山県内、広島県内の一部の ADSL 回線が利用できない状

況（岡山県：199 回線、広島県：3,053 回線。他社ケーブ

ル支障による局舎孤立のため） 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・375→174 局停波 

（岐阜県 17→0 局、京都府 8→5局、兵庫県 4局、広島県 251

→91 局、岡山県 33→17 局、山口県 6→3局、島根県 4局、

愛媛県 44→42 局、高知県 6局、徳島県 2局） 

※京都府綾部市
あ や べ し

、広島県福山市
ふ く や ま し

、呉市
く れ し

、東広島市
ひがしひろしまし

、竹原市
た け は ら し

、

三原市
み は ら し

、府中市
ふ ち ゅ う し

、江田島市
え た じ ま し

、安芸郡坂町
あきぐんさかちょう

、豊田郡
と よ た ぐ ん

大崎
おおさき

上島
かみじま

町
ちょう

、岡山県倉敷市
く ら し き し

、総社市
そ う じ ゃ し

、津山市
つ や ま し

、山口県周南市
しゅうなんし

、

島根県江津市
ご う つ し

、愛媛県今治市
い ま ば り し

、八幡浜市
や わ た は ま し

、宇和島市
う わ じ ま し

、西予
せ い よ

市
し

、大洲市
お お ず し

、喜多郡
き た ぐ ん

内子町
うちこちょう

、南宇和郡
みなみうわぐん

愛南町
あいなんちょう

、高知県

香美市
か み し

、須崎市
す さ き し

、徳島県三好市
み よ し し

の一部にエリア支障あり。 

※役場エリアについては支障なし。 

KDDI(au) ・194→170 局停波 

（岐阜県 2→3 局、兵庫県 4→2 局、京都府 4→3 局、岡山県

13→12 局、広島県 93→83 局、島根県 3 局、山口県 2→3

局、香川県 4→2局、愛媛県 59→46 局、高知県 6→12 局、

福岡県 3→1局、石川県 1→0局） 

※岐阜県飛騨
ひ だ

市
し

、岡山県倉敷市
く ら し き し

、津山市
つ や ま し

、広島県呉市
く れ し

、

三原市
み は ら し

、東広島市
ひがしひろしまし

、安芸郡
あ き ぐ ん

熊野町
くまのちょう

、豊田郡
と よ た ぐ ん

大崎
おおさき

上島
かみじま

町
ちょう

、

島根県江津市
ご う つ し

、山口県岩国市
い わ く に し

、愛媛県松山市
ま つ や ま し

、大洲市
お お ず し

、
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西予
せ い よ

市
し

、宇和島市
う わ じ ま し

、高知県香美市
か み し

の一部にエリア支障あ

り。 

※役場エリアについては支障なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・412→329 局停波 

（京都府 21→5 局、兵庫県 14→11 局、山口県 17→13 局、岡

山県 55→41 局、島根県 4局、広島県 216→188 局、鳥取県

1局、愛媛県 71→51 局、高知県 6→10 局、福岡県 3→1局、

長崎県 1局、鹿児島県 3局） 

※京都府舞鶴市
ま い づ る し

、岡山県倉敷市
く ら し き し

、総社市
そ う じ ゃ し

、新見市
に い み し

、広島県

呉市
く れ し

、竹原市
た け は ら し

、三原市
み は ら し

、府中市
ふ ち ゅ う し

、江田島市
え た じ ま し

、豊田郡
と よ た ぐ ん

大崎
おおさき

上島
かみじま

町
ちょう

、安芸郡坂町
あきぐんさかちょう

、山口県岩国市
い わ く に し

、愛媛県八幡浜市
や わ た は ま し

、

大洲市
お お ず し

、西予
せ い よ

市
し

、宇和島市
う わ じ ま し

、喜多郡
き た ぐ ん

内子町
うちこちょう

、高知県長岡郡
ながおかぐん

大豊町
おおとよちょう

の一部にエリア支障あり。 

※役場エリアについては支障なし。 

【PHS】 

・80→85 局停波 

（広島県 80→85 局） 

※広島県三原市
み は ら し

、呉市
く れ し

、江田島市
え た じ ま し

の一部にエリア支障あり。 

※役場エリアについては支障の有無を確認中。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・42→46 局停波 

（島根県 1局、岡山県 7局、広島県 24→27 局、山口県 1局、

香川県 1 局、愛媛県 8→7 局、大阪府 1 局、兵庫県 1 局、

福岡県 1→0局） 

※広島県安芸郡坂町
あきぐんさかちょう

役場エリア、安芸市
あ き し

熊野町
く ま の ま ち

役場に支障

あり 

※エリア支障：確認中 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ・151→135 局停波 

（兵庫県 6 局、岡山県 16 局、広島県 105→95 局、山口県 3

→2 局、愛媛県 13→9 局、高知県 1 局、福岡県 4→3 局、

長崎県 3→2局） 

※岡山県倉敷市
く ら し き し

、赤磐市
あ か い わ し

、広島県呉市
く れ し

、江田島市
え た じ ま し

、愛媛県

西予
せ い よ

市
し

の一部にエリア支障あり。 

※広島県呉市
く れ し

役所エリアに支障あり。 

◯主な原因は伝送路断 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

（注２）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局数は、

サービス影響の規模を直接表すものではない 

＜防災行政無線＞ 
 被害なし。 （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載 
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カ 石油（製油所・油槽所・備蓄基地）（経済産業省情報：7月 9日 6:45 現在） 

昭和シェル石油 広島油槽所(広島県安芸郡) 

・大雨等による施設への直接的な被害は無いが、油槽所前の国道３１号が土砂崩れの

影響で通行止になっており、油槽所へのアクセスが不能な状況。県の道路けい開が

進み次第、供給を再開予定。 

キ 石油（ＳＳ）（経済産業省情報：7月 9日 6:45 現在） 

・道路の通行止めのためアクセスが非常に悪化している広島県呉市でガソリン・軽油

が不足し始めており、道路の啓開作業、状況によっては自衛隊に対し、輸送船によ

るタンクローリー運搬などの協力を依頼する。 

ク ＬＰガス供給関連施設（経済産業省情報：7月 9 日 6:45 現在） 

・供給側 

国内のＬＰガス関連施設は異常なし。 

※愛媛県今治市波方町にある輸入基地「波方ターミナル株式会社」（アストモスエネ

ルギー）からローリー供給するための道路が土砂崩れにより陥没。現在ローリー

によるＬＰガス陸上供給を見合わせている。ただし、需要家へのLPガス供給につ

いては、他社に振替を要請済みで、燃料供給にただちに支障はなし。 

※避難所対応について 

・各地域の避難所に対するＬＰ燃料供給支援については、「石油流通課→全国ＬＰガ

ス協会→被災府県のＬＰガス協会」のルートで供給支援を要請済み。 

・避難所支援にかかるＬＰ事業者側でできることは、県協会を中心に対応している

ところ。 

・現時点で各地域における供給等について確認したところ「全てにおいて支障はな

い」状況。 

・避難所対応は下記３種類 

〇ＬＰガスを常用している避難所【措置済み】 

 供給契約に基づき通常どおりＬＰガス使用できる状態である。 

 避難者が増大し、ガスの使用が増えても枯渇する前に満タン供給するよう県協会

と支部が活動。 

〇ＬＰガスを常用していないが使用できる状態にある避難所【措置済み】 

 県や市町村との災害協定に基づき、要請を受けたら即時にＬＰガスが使用できる

よう対応。 

 ※ＬＰ事業者と災害協定を締結していない自治体避難所についても、県協会と地

元事業者で弾力的に対応。 

〇都市ガス設備しかない避難所【ＬＰガス使用不可】 

 ＬＰガスボンベを設置・使用・管理する保安確保ができないためＬＰ事業者側で

は対応できない。（個別の避難所にＬＰ事業者がずっとはりついて管理することも

不可） 

・需要側 

京都府綾部市で土砂崩れにより、容器の埋没あり。 
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２０キログラム容器×２本、３戸 計６本 

事業者等は立ち入りが可能となり次第、容器の捜索、回収作業を開始する予定。 

※現時点では立ち入りができない状態 

 

また、福知山市及び舞鶴市で容器の転倒等が22件あったが安全確認は終わっている。 

ケ 放送関係（総務省情報：7 月 9 日 5:00 現在） 

＜地上波（テレビ）＞ 

・７月６日南海放送及びテレビ愛媛において、停電の影響により愛媛県の一部（約 5,800

世帯）で停波が発生。→復旧済み 

・７月６日あいテレビ及び山陽放送において、キー局との通信回線(光ケーブル)断によ

り、画面・音声が一時中断。→復旧済み 

・７月６日広島県内の民放及びＮＨＫにおいて、高宮栃林ミニサテ局（共建）が水没に

より停波し 36 世帯が影響。→復旧済み 

＜地上波（ラジオ）＞ 

・７月６日南海放送（FM 補完局）において、停電の影響により愛媛県の一部（約 13,360

世帯）で停波が発生。→復旧済み 

＜ケーブルテレビ＞ 

・７月３日大分県の杵築市
き つ き し

（約 5,880 世帯）で停電により停波→復旧済み 

・７月５日ケイ・オプティコム 

（京都府綴喜郡
つ づ き ぐ ん

宇治田原町
う じ た わ ら ち ょ う

）で土砂崩れによる停波（約４世帯）→継続中 

 （兵庫県美方郡
み か た ぐ ん

香美町
か み ち ょ う

）でケーブル断線により停波（約２世帯）→復旧済み 
 （兵庫県養父市

や ぶ し

）で土砂崩れによる停波（約２１５７世帯）→継続中 

（京都府舞鶴市
ま い づ る し

）でケーブル断線により停波（約３世帯）→継続中 
・７月６日山口ケーブルビジョン（山口県山口市徳地

と く ぢ

）で土砂崩れによる停波（約２世

帯）→継続中 

・７月７日倉敷ケーブルテレビ（岡山県倉敷市真備町
ま び ち ょ う

）で停波（約 3,549 世帯）→継続

中及び原因調査中 

・７月６日ちゅピＣＯＭふれあい（広島県安芸区
あ き く

、安佐北区
あ さ き た く

）で停電及びケーブル断線

等により停波（約 2,067 世帯）→継続中（90 世帯） 

・７月６日ちゅピＣＯＭおのみち（広島県尾道市
お の み ち し

）でケーブル断線により停波（2,605

世帯）→継続中(一部復旧) 

・７月６日東広島ケーブルメディア（広島県東広島市
ひがしひろしまし

）でケーブル断線により停波（約

2,500 世帯）→継続中（一部復旧） 

・７月６日三原テレビ放送（広島県三原市
み は ら し

）で土砂崩れによる回線断により停波（約 1,400

世帯）→インターネットのバックボーンの余剰に信号を重畳することにより暫定的に

復旧 

・７月７日西予ＣＡＴＶ（愛媛県西予
せ い よ

市
し

）で土砂崩れによるケーブル断線により停波

（3,973 世帯）→継続中（一部復旧） 

・７月７日岡山県の美咲
み さ き

町
ちょう

（約 1,000 世帯）で断線により停波→復旧済み 

・７月７日シティーケーブル周南（山口県周南市
しゅうなんし

）で土砂崩れによる停波（70 世帯）→

継続中 

・７月７日四万十町（高知県四万十町
しまんとちょう

）で大雨による受信レベル低下により数秒間複数

回ブロックノイズ発生（8,570 世帯）→復旧済み 
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・７月７日黒潮町（高知県黒潮
くろしお

町
ちょう

）→で降雨減衰により数分間ブロックノイズ発生→復

旧済み 

・７月７日アイキャスト（高知県全域）でネットワーク設備故障による停波（4,708 世

帯） 

→復旧済み 

・７月６日池田ケーブルネットワーク（徳島県三好市
み よ し し

）でケーブル断線により停波（146

世帯）→継続中 

・７月７日八
はっ

西
せい

CATV（愛媛県伊方町
いかたちょう

）で土砂崩れによるケーブル断線により停波（74 世

帯）→復旧済み 

・７月７日ケーブルネットワーク西瀬戸（愛媛県大洲市
お お ず し

、内子町
うちこちょう

）で停電により停波（4,407

世帯）→復旧済み 

・７月７日香川テレビ放送網（香川県坂井市
さ か い し

）で土砂崩れにより停波（250 世帯）→継

続中 

・７月７日岡山ネットワーク（岡山県岡山市）で停電により停波（210 世帯）→復旧済

み 

・７月７日アイ・キャン（山口県岩国市）で土砂崩れにより停波（50 世帯）→復旧済み 

・７月７日福井ケーブルテレビ（福井県福井市）で土砂崩れにより停波（26 世帯）→継

続中 

・７月８日スカパーJSAT（広島県福山市）で停波（1,647 世帯）→継続中及び原因調査

中 

・７月８日中讃ケーブルビジョン（香川県琴平町）で倒木による断線により停波（１世

帯）→ 復旧済み 

・７月８日シーシーエヌ（岐阜県関市）で河川氾濫による電柱倒壊に伴う停波（約 30 世

帯）→電源供給機の別途仮設を行い仮復旧済み 

・７月８日ちゅぴ COM ひろしま（広島県呉市）でケーブル断線により停波（233 世帯）

→継続中 

・７月８日よさこいケーブルネット（高知県須崎市
す さ き し

、土佐市、中土佐町
なかとさちょう

）でケーブル断

線により停波（約 400 世帯）→継続中（360 世帯復旧） 

・７月７日今治ＣＡＴＶ（愛媛県今治市伯方町
はかたちょう

）でケーブル断線により停波（6 世帯）

→継続中 

・西南地域ネットワーク（高知県宿毛市
す く も し

、大月町
おおつきちょう

）で停波→継続中（発生日時、原因及

び影響世帯数について調査中） 

 

＜コミュニティ放送＞ 

 ・７月６日ＦＭさせぼ（長崎県佐世保市
さ せ ぼ し

）で大雨による漏電が原因のブレーカー断によ

り停波（77,705 世帯）→復旧済み 

・７月７日高知シティエフエムラジオ放送（高知県高知市）で送信所と演奏所を結ぶ通

信事業者の回線異常により停波（105,458 世帯）→復旧済み 

・７月８日あいらＦＭ（鹿児島県姶良市
あ い ら し

）で停電（原因調査中）により停波（約 30,000

世帯）→復旧済み 

＜衛星放送＞ 

被害情報なし 
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コ 郵政関係（総務省情報：7 月 9 日 5:00 現在） 

 ＜窓口関係＞ 

・７月６日（金）17 時時点で 60 の郵便局が窓口業務を休止（山梨県５局、岐阜県２局、三

重県１局、京都府 18 局、滋賀県１局、大阪府５局、和歌山県２局、徳島県１局、高知県７

局、福岡県 18 局） 

・日曜日には一部の郵便局のみが窓口業務を行うところ、７月８日（日）の窓口業務につい

ては、 大６局で休止していたが、17 時時点では岐阜県１局（乗鞍山頂簡易郵便局）のみ

休止中。 

※累計 81 局休止：北海道２局、山梨県５局、岐阜県３局、三重県１局、京都府 25 局、滋

賀県１局、大阪府５局、兵庫県３局、和歌山県２局、鳥取県１局、岡山

県２局、広島県１局、徳島県１局、高知県７局、福岡県 19 局、鹿児島県

３局 

＜配達関係＞ 

・交通規制等により、西日本地域で引受・配達となる郵便物等の配達が遅延 

※上記以外の地域の配達状況については確認中。 

サ 下水道関係（国土交通省情報：7月 9 日 6:45 現在） 

＜処理施設・ポンプ場＞ 

  
＜管渠・マンホール＞ 

（京都府福知山市） 

・道路の崩落により管渠破損２箇所。応急仮復旧工事中。 

（兵庫県神戸市） 

・土砂災害により管渠閉塞１箇所。対応方針検討中。 

福岡県 久留米市 中央浄化センター
浸水により汚水ポンプ８台が全台停止し、処理機能停

止。
仮復旧済み。

広島県 広島市 江波西一丁目ポンプ所 ポンプ所施設が浸水し機能停止。
移動式ポンプによる道路側溝へ

の臨時排水。

広島県 広島市 中野ポンプ所 土砂がポンプ井に流入し機能停止。 周辺水路土砂撤去中。

広島県 安芸高田市 向原中央浄化センター 処理場が浸水により処理機能停止。

自家発と仮設ポンプにより浄化セ

ンター内の排水作業中

日本下水道事業団が支援。

愛媛県 西予市 野村浄化センター
周辺一帯の浸水による停電により、処理場が処理機

能停止。

発電機持ち込みにより、仮復旧済

み。

浸水により主ポンプ4台が停止。
予備系統で仮復旧済み。

日本下水道事業団が支援。

岡山県 高梁市 落合汚水中継ポンプ場 浸水によりポンプ２台が停止。
復旧済。

日本下水道事業団が支援。

岡山県 倉敷市 真備浄化センター

処理場が浸水（一級河川小田川決壊）により機能停

止。

日本下水道事業団支援中。

未定（付近一帯が浸水しており、

近づくことが出来ない）

日本下水道事業団が支援。

岡山県 総社市 美袋（みなぎ）浄化センター 処理場が浸水により機能停止。

未定（付近一帯が浸水しており、

近づくことが出来ない）

日本下水道事業団が支援。

都道府県名 市町村・流域等名 処理施設・ポンプ施設名 被害状況等

兵庫県

対応状況等

丹波市 氷上東浄化センター 浸水によりポンプが停止。
仮設ポンプにて揚水し、簡易処理

にて対応中。

岡山県 高梁市 高梁浄化センター
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（岡山県高梁市） 

・マンホールポンプ１６箇所の操作設備が浸水により故障。手動運転に切り替え対応中。 

（うち、１２箇所は手動運転切替済、４箇所は今後切替予定。） 

（広島市） 

・河川の護岸の洗掘により管渠破損１０箇所。対応検討中 

・土砂流入により管渠閉塞２箇所。１箇所は閉塞解消済みであり、残り１箇所は対応中。 

・水路（下水管理）の側壁の洗掘により破損１箇所。対応検討中。 

・土砂流入により水路閉塞２箇所。１箇所は閉塞解消済みであり、残り１箇所は対応中。 

・河川氾濫による浸水により、マンホールポンプ２箇所稼働停止。制御盤の交換準備中。 

（広島県沼田川流域下水道） 

・道路の崩落により管渠破損。対応検討中。 

（広島県海田町） 

・河川の護岸決壊による管渠破損。対応検討中。 

（山口県周南市） 

・マンホールポンプ３箇所機能停止。対応検討中。 

(愛媛県西予市） 

・マンホールポンプ３箇所が停電により機能停止。対応検討中。 
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(2) コンビニエンスストア・スーパー（経済産業省情報：7月 9 日 6:45 現在） 

・鉄道の運転休止や避難指示等にともなって指定公共機関のコンビニエンスストア・ス

ーパーにおいて一時営業停止中（１４８店舗）。 

※山陽自動車道（広島～福山西間）の通行止めの影響により、広島県内のコンビニエ

ンスストアへの物資の配送に大幅な遅延が発生。 

※このため、迂回ルートとして、関西方面から中国自動車道や山陰自動車道を経由し

て広島県内に物資を配送しているところ。 

※また、高速道及び一般道が遮断されている呉市内については、愛媛県（松山市）か

ら、フェリーを使用して物資の配送を行う。（７月９日） 

(3) 原子力施設関係の状況（原子力規制庁調べ：7月 9日 6:30 現在） 

・被害情報なし 

 

(4) 河川（国土交通省情報：7 月 9 日 5:30 現在） 

ア 国管理河川 

 ①一般被害  19 水系 34 河川 浸水家屋数（床上・床下約 6,000 戸） 

1.4

原因  半壊(戸)

9.1

 面積(約ha)

0.3 浸水解消

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右 23.6 内水 0.7 浸水解消

北海道 石狩川 石狩川 月形町 右 56.0 内水 21 浸水解消

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左右 135～137.5 溢水 1

留萌市 右 14.4 内水 浸水解消

留萌川

右 12.2 内水 8.4 浸水解消

留萌川 留萌川

浸水解消

留萌川 留萌川 留萌市

内水 4.5 浸水解消

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右 12.0 内水 3

北海道

北海道

北海道 留萌川 留萌市 右 22.8 内水

浸水解消

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右 11.2 内水

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右 23.2 内水 0.6 浸水解消

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被害状況
左右岸 KP 原因  床上(戸)  床下(戸)  全壊(戸) 原因

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右 0.2 内水 20

北海道 石狩川 石狩川 月形町 右 66.6 内水 浸水解消

北海道 石狩川 石狩川 深川市 左右 130.5～135.5 溢水 3 溢水 50 浸水解消

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 左 24.8 溢水 0.7 浸水解消

溢水 21 浸水解消

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左右 147.2～154.7 内水 2.4 浸水解消
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北海道 石狩川

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 18.6

21.4

1.0

左

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左

中部 木曽川 長良川 岐阜市 右

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 右

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 右

近畿 由良川 由良川

近畿 由良川 由良川

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 右

近畿 由良川

近畿 由良川

近畿 由良川 由良川 福知山市 右 43.0 内水 調査中 調査中

近畿 大和川 曽我川

産化美唄川 美唄市 左 7.5 内水 浸水解消

北海道 石狩川 雨竜川 沼田町 右 29.4～31.0 溢水 32 浸水解消

北海道 石狩川 美瑛川 美瑛町 右 15 内水 0.2 浸水解消

北海道 石狩川 オサラッペ川 鷹栖町 左右 0.4～2.6 内水 2.1 浸水解消

北海道 石狩川 雨竜川 深川市 左 32.0～35.0 溢水 8.9 浸水解消

北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 右 4.2 内水 9 内水 1.4 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 8.4 内水 0.7 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 10.5 内水 0.7 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 5.3 内水 0.7 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 6.6 内水 1.4 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 12.6 内水 1.5 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 13.0 内水 1.0 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 11.4 内水 0.7 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右 11.5 内水 1.0 浸水解消

内水 8.0 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右 18.8 内水 1.6 浸水解消

13.4 内水 0.6 浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 17.1 内水 1.3 浸水解消

内水 1.2 浸水解消

53.0 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 浸水解消

2.65 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

20.0 内水 7.6 浸水解消

21.2 内水 1.2 浸水解消

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 右 7.0 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 左 8.6 内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

5.2 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

5.9 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

福知山市 右 21.6 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

福知山市 左 25.2 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 舞鶴市 右 9.2 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

舞鶴市 左 10.8 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

由良川

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 27.8 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 31.8 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 25.8 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 右 26.1 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 右 34.8 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 35.1 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

由良川 福知山市 右 33.2 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 34.1 内水 調査中 調査中 内水 調査中 浸水縮小中

内水 調査中 浸水縮小中

近畿 淀川 桂川 京都市 左 18.2 溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 調査中

近畿 由良川 由良川 福知山市 左 39.0～42.0 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

近畿 由良川 由良川 福知山市 右 40.4 溢水+内水 調査中 調査中 溢水+内水 調査中 浸水縮小中

近畿 大和川 大和川 安堵町 右 33.0～34.4 内水 16 浸水縮小中

近畿 大和川 大和川 川西町 左 34.2～34.7 内水 10 浸水縮小中

近畿 大和川 大和川 三郷町 右 28.6～28.8 内水 0.6 浸水縮小中

近畿 大和川 大和川 斑鳩町 右 30.5～31.8 内水 24 浸水縮小中

川西町 左 0.2～0.4 内水 3.0 浸水縮小中
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近畿 大和川 佐保川 大和郡山市 右 3.9～4.4 内水 9.5 浸水縮小中

近畿 大和川 佐保川 大和郡山市 左 4.8～5.2 内水 15 浸水縮小中

近畿 大和川 佐保川 大和郡山市 右 2.0～2.3 内水 3.0 浸水縮小中

中国 江の川 江の川 三次市 右 158.8 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 157.2～157.8 内水 調査中

近畿 加古川 加古川 加東市 右 32.6～33.3 溢水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 浸水解消

中国 千代川 千代川 鳥取市 左 15.7 内水 6 浸水解消

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 152.8～153.0 内水 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 167.4 内水 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 155.2～156.2 内水 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 153.4～153.6 内水 調査中

中国 江の川 馬洗川 三次市 右 4.0～5.0 調査中

中国 江の川 西城川 三次市 左 0.3 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 167.8 内水 調査中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 168.1～168.27 内水 調査中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 左 3.4 決壊
5,000

決壊
1,100 浸水縮小中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 左 6.5 決壊 決壊

中国 江の川 西城川 三次市 左 1.3 内水 調査中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 右 3.2 越水 越水 6.0 調査中

中国 芦田川 芦田川 福山市 右 16.5～17.4 内水 調査中

中国 芦田川 芦田川 府中町 右 21.3～21.6 内水 0.2 調査中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 右 4.0 越水 越水 8.0 調査中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 右 7.0 越水 越水 8.0 調査中

中国 芦田川 高屋川 福山市 右 3.0～3.3 内水 1.5 調査中

中国 芦田川 高屋川 福山市 右 3.3～3.5 内水 2.0 調査中

中国 芦田川 芦田川 府中町 右 24.8～25.2 内水 1.2 調査中

中国 芦田川 芦田川 福山市 右 15.9～16.0 内水 1.5 調査中

中国 芦田川 高屋川 福山市 右 5.4～5.5 内水 0.5 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 左 2.1 内水 調査中

中国 芦田川 高屋川 福山市 左 3.7～4.1 内水 調査中 調査中

中国 芦田川 高屋川 福山市 右 4.4～4.8 内水 6.0 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 右 4.2 越水 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 左 6.0 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 右 2.8 溢水 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 右 3.0 調査中

四国 那賀川 那賀川 阿南市 右 13.4～17 浸水解消

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左 11.0 浸水解消

中国 太田川 三篠川 広島市 右 6.8 調査中

中国 太田川 三篠川 広島市 右 7.6 内水 調査中

肱川 大洲市 左右 3～12 溢水+内水 溢水+内水 浸水縮小中

四国 物部川 物部川 香美市 左 8.8 溢水 14 浸水解消

四国 那賀川 桑野川 阿南市 右 6.8～8.4 浸水解消

四国 肱川 肱川 大洲市 左右 15.0～19.0 溢水+内水

340 130
溢水+内水

760
浸水縮小中

四国 肱川

九州 遠賀川 穂波川 飯塚市 左 2.6 内水 2 2 内水 11 調査中

九州 遠賀川 遠賀川 直方市 左 17.0 内水 0.6 調査中

四国 物部川 物部川 香南市 左 3.8 越水 11 浸水解消

九州 遠賀川 犬鳴川 直方市 左 2.4 内水 2 2 内水 8.3 調査中
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②河川管理施設等被害  16 水系 20 河川 32 箇所 

  

  

九州 遠賀川 遠賀川 飯塚市 右 25.2 内水 13 調査中

九州 遠賀川 遠賀川 飯塚市 左 29.4 内水 400 内水 調査中

九州 遠賀川 遠賀川 直方市 右 18.0 内水 4.5 調査中

九州 遠賀川 遠賀川 小竹町 左 24.0 内水 55 調査中

九州 六角川 六角川 武雄市 右 28.0 内水 0.02 浸水解消

九州 菊池川 繁根木川 玉名市 右 2.2 内水 調査中

九州 遠賀川 彦山川 直方市 左 2.0 内水 4.9 調査中

九州 遠賀川 彦山川 直方市 右 3.2 内水 38 調査中

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 右 37.1 内水 調査中

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 右 39.3 内水 調査中

四国 吉野川 吉野川 吉野川市

北陸 神通川 神通川 富山市

中国 高梁川 小田川 倉敷市

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況
左右岸 KP 状　態  数　量（約）

北海道 湧別川 湧別川 遠軽町 その他 1 いわね大橋橋脚沈下(許可工作物)

左 22.4 洗掘 100m
堤防欠損　対策工法実施中
（根固めブロック工、袋詰め玉石工）

北陸 手取川 手取川 川北町 右 6.4 その他 ふとんかご流失　詳細は水位低下後、確認予定

北陸 手取川 手取川 白山市 右 15.0 洗掘 基礎部洗掘　詳細は水位低下後、確認予定

北海道 石狩川 石狩川 愛別町 左 184.0 洗掘 130m
河岸侵食（L=130m程度）
緊急復旧（根固めブロック）完了

北海道 石狩川 忠別川 東川町 右 25.3 洗掘 60m 河岸侵食（L=60m程度）緊急復旧完了

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 右 35.8 護岸損壊 20m 調査中

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 左 36.4 護岸損壊 10m 調査中

北陸 梯川 梯川 小松市 左 10.0 漏水 1 釜段工実施済

近畿 大和川 大和川 堺市 左 7.2 堤防法崩れ・すべり 53m 応急対策完了

右 0.6 法崩れ 30m 堤防裏法崩れ　対策実施中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 左 6.4 決壊 50m 緊急対策実施中（欠口工）

中国 太田川 根谷川 広島市 右 4.2 その他 30m
堤防侵食（L=30m）
緊急対策（根固めブロック等）実施済

近畿 揖保川 揖保川 宍粟市 左 44.1 河岸侵食 50m 調査中

中国 高梁川 小田川 倉敷市 左 3.4 決壊 100m 緊急対策実施中（欠口工）

四国 物部川 物部川 南国市 右 2.0～2.3 堤体漏水 300m 応急対策完了

四国 物部川 物部川 南国市 右 4.1～4.4 堤体漏水 300m 応急対策完了

中国 太田川 三篠川 広島市 右 4.2 その他 堤防侵食　対策実施中

中国 太田川 三篠川 広島市 右 5.5 その他 堤防侵食　対策実施中

右 29.8 堤体漏水 150m 応急対策完了

四国 重信川 重信川 砥部町 左 7.8 河岸侵食 40m 調査中

四国 肱川 肱川 大洲市 左 18.2 その他 40m 応急対策完了

四国 物部川 物部川 香美市 右 8.4～8.8 堤体漏水 400m 応急対策完了

四国 吉野川 吉野川 阿波市 左 20.6～20.9 堤体漏水 300m 応急対策完了

九州 筑後川 佐田川 朝倉市 左岸 1.3 川裏漏水 L=200m 対策工法検討中

九州 松浦川 厳木川 唐津市 右 4.7 河岸浸食 150m 対策準備中

九州 遠賀川 彦山川 添田町 左 23.3 護岸崩壊 50m 7/8  16時　対策完了（袋詰め根固め工）

九州 筑後川 筑後川 朝倉市 右 44.8 法崩れ 10m 裏法面崩れ

九州 松浦川 徳須恵川 唐津市 左 6.9 その他 110m
護岸崩落（L=110m）
緊急復旧（根固めブロック等）実施中

九州 松浦川 厳木川 唐津市 左 7.3 護岸崩壊 20m 対策準備中

九州 松浦川 厳木川 唐津市 右 5.1 高水敷洗掘 100m 対策準備中

九州 松浦川 厳木川 唐津市 右 5.1 護岸崩壊 100m 対策工法検討中
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イ 都道府県管理河川 

①一般被害  41 水系 81 河川 浸水家屋数（床上 2戸、床下 6戸） 

 ※その他内水によるもの（床上 44 戸 床下 111 戸） 

 

岡山県 旭川 砂川 岡山市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

北海道 石狩川 西八号川 旭川市

北海道 石狩川 留辺志部川 上川町

都道府県 水　系 河　川 市町村

北海道 石狩川 雨紛川 旭川市 溢水 2.8 浸水解消

北海道 石狩川 ポン牛朱別川 当麻町 溢水 3.5 浸水解消

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水
被　　害　　状　　況

原因  床上(戸)  床下(戸) 原因  全壊(戸)  半壊(戸) 原因  面積(約ha)

北海道 石狩川 ペーパン川 旭川市 溢水 5 溢水 35.6 浸水解消

北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 溢水 3.2 浸水解消

北海道 石狩川 十五号川 旭川市 溢水 0.5 浸水解消

溢水 1.7 浸水解消

北海道 石狩川 倉沼川 旭川市 溢水 1.7 浸水解消

北海道 石狩川 八千代川 東神楽町 溢水 3.0 浸水解消

北海道 石狩川 真布川 沼田町 溢水 30 浸水解消

北海道 石狩川 江丹別川 旭川市 溢水 3.3 浸水解消

北海道 石狩川 石渡川 当麻町 溢水 1.0 浸水解消

溢水 1.0 浸水解消

北海道 石狩川 石田川 沼田町 溢水 0.2 浸水解消

北海道 石狩川 屈狩志内川 深川市 溢水 40 浸水解消

北海道 石狩川 美葉牛川 北竜町 溢水 2.2 浸水解消

北海道 小平蘂川 ポン沖内沢川 小平町 溢水 0.4 浸水解消

北海道 古丹別川 三毛別川 苫前町 溢水 7.5 浸水解消

北海道 石狩川 安足間川 上川町 溢水 2.0 浸水解消

北海道 石狩川 蘭留川 比布町 溢水 6.0 浸水解消

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 溢水 22 浸水解消

北海道 佐呂間別川 小野の沢川 佐呂間町 溢水 0.1 浸水解消

北海道 留萌川 タルマップ川 留萌市 溢水 91 浸水解消

北海道 留萌川 十二線川 留萌市 溢水 7.5 浸水解消

石川県 加賀市 内水 5 浸水解消

静岡県 都田川 宇利山川 浜松市 内水 4 浸水解消

北海道 尻別川 俱登山川 倶知安町 溢水 20 浸水解消

北海道 旭川市 調査中 7 90 調査中 調査中 調査中 浸水解消

京都府 淀川 桂川 亀岡市 溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 調査中

京都府 高野川 高野川 舞鶴市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

静岡県 天竜川 阿多古川 浜松市 内水 2 浸水解消

岐阜県 木曽川 津保川 関市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

京都府 竹野川 竹野川 京丹後市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

鳥取県 千代川 千代川 智頭町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

京都府 佐野谷川 佐野谷川 京丹後市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

京都府 竹野川 小西川 京丹後市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

岡山県 高梁川 高梁川 総社市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中（人が数名流されたとの情報あり）

岡山県 高梁川 髙馬川 倉敷市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

岡山県 高梁川 小田川 矢掛町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

岡山県 高梁川 末政川 倉敷市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

広島県 江の川 田草川 安芸高田市 水難事故　男性1名死亡

山口県 島田川 東川 周東町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

調査中 調査中

岡山県 砂川 砂川 倉敷市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

広島県 沼田川 沼田川 三原市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

山口県 島田川 島田川 周東町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中
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徳島県 吉野川 白川谷川 三好市 決壊 調査中 調査中 決壊 調査中 調査中 調査中 調査中
空き家屋基礎流出、倉庫流出、人的被害
無し

愛媛県 戸板川 戸板川 今治市 溢水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 斜面で土石流が発生し、河川が埋塞

愛媛県 肱川 肱川 大洲市 溢水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

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）

山口県 島田川 島田川 周南市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

高知県 安芸川 安芸川 安芸市 溢水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 浸水解消

高知県 夜須川 夜須川 香南市 越水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 浸水解消

愛媛県 肱川 肱川 西予市 越水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中　5名死亡

高知県 安芸川 安芸川 安芸市 越水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 浸水解消

愛媛県 渡川 三間川 宇和島市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

愛媛県 渡川 面谷川 宇和島市 溢水 2 河川埋塞により溢水して浸水

高知県 松田川 松田川 宿毛市 内水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

愛媛県 渡川 広見川 松野町、鬼北町 越水 1 越水 約2ha 一部堤防から越水して浸水

福岡県 筑後川 桂川 朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 筑後川 大刀洗川 大刀洗町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

愛媛県 立間川 河内川 宇和島市 内水 37 内水による浸水

福岡県 釣川 山田川 宗像市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 筑後川 山ノ井川 大木町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 筑後川 陣屋川 大刀洗町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 筑後川 新立川 朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 筑後川 小石原川 朝倉市 越水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 調査中

福岡県 遠賀川 川端川 直方市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 中元寺川 川崎町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 0.01 浸水解消

福岡県 筑後川 下弓削川 久留米市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水+内水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 西川 鞍手町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 藤野川 直方市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 安宅川 川崎町 溢水 0.01 浸水解消

福岡県 遠賀川 福地川 直方市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 庄司川 飯塚市 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 100 浸水解消

福岡県 御笠川 高尾川 筑紫野市 越水 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 汐入川 野間川 岡垣町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 遠賀川 庄内川 飯塚市 越水 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 今川 今川 みやこ町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 0.1 浸水解消

福岡県 矢矧川 矢矧川 岡垣町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 城井川 小山田川 築上町 溢水 調査中 浸水解消

福岡県 汐入川 篠間川 岡垣町 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 越水 調査中 浸水解消

福岡県 板櫃川 板櫃川 北九州市 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

佐賀県 玉島川 牟田川 唐津市 溢水 20 浸水解消

長崎県 本明川 小ヶ倉川 諫早市 溢水 5.6 浸水解消

福岡県 矢部川 大倉谷川 八女市 溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 浸水解消

佐賀県 松浦川 松浦川 武雄市 越水 15 浸水解消

長崎県 本明川 有明川 諫早市 溢水 35 浸水解消

長崎県 本明川 有明川 雲仙市 溢水 18 浸水解消
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②河川管理施設等被害  48 水系 91 河川 

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

対策状況 進捗
状　態 件数

北海道 石狩川 辺別川 旭川市 堤防洗掘 1 緊急復旧中 作業中

岐阜県 神通川 宮川 飛騨市 護岸損壊 1 応急対策中
高国照明車により昼夜監
視中

岐阜県 神通川 苔川 高山市 護岸損壊 1 応急対策中

岐阜県 木曽川 和良川 郡上市 護岸損壊 1 調査中

岐阜県 木曽川 吉田川 郡上市 護岸損壊 1 調査中

京都府 淀川 鴨川 京都市 護岸損壊 1 応急対策中
被災延長L=26m　大型土
のう製作中

大阪府 淀川 一庫・大路次川 能勢町 護岸損壊 1 調査中 L=約20m

岐阜県 神通川 瓜巣川 高山市 護岸損壊 1 応急対策中

岐阜県 神通川 殿川 飛騨市 護岸損壊 1 応急対策中

岡山県 旭川 旭川 岡山市 決壊 1 調査中

広島県 太田川 吉山川 広島市 護岸損壊 1 調査中

徳島県 冨ノ谷川 冨ノ谷川 板野町 天端亀裂 1 調査中 立入禁止措置済み

岡山県 高梁川 高馬川 倉敷市 決壊 1 調査中

岡山県 高梁川 小田川 矢掛町 決壊 1 調査中

岡山県 旭川 砂川 岡山市 決壊 1 調査中

香川県 大束川 大束川 丸亀市 護岸損壊 1 水位低下後、欠損部に土のうを設置予定 8日17:00完了予定

香川県 金倉川 金倉川 丸亀市 堤防洗掘 1 大型土のう、ブルーシートにて応急対策済み 7日18:00完了

香川県 金倉川 金倉川 まんのう町 堤防洗掘 1 大型土のうによる応急対策中 8日17:00完了予定

徳島県 吉野川 園瀬川 徳島市 護岸沈下 1 調査中

徳島県 吉野川 学島川 吉野川市 天端亀裂 1 調査中 立入禁止措置済み

徳島県 吉野川 白川谷川 三好市 護岸損傷 1 調査中 県道通行止め済み

愛媛県 菊間川 菊間川 今治市 護岸崩落 1 対策工法検討中

愛媛県 戸板川 戸板川 今治市 河道埋塞 1 対策工法検討中

愛媛県 郷谷川 郷谷川 松山市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

香川県 財田川 財田川 三豊市 堤防洗掘 1 欠損部に栗石を投入後、河側にﾌﾞﾛｯｸを設置予定 8日17:00完了

愛媛県 大川 大川 松山市 護岸崩落 1 対策工法検討中

愛媛県 大川 大川 西予市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 重信川 堀越川 松山市 堤防被災 1 対策工法検討中

愛媛県 重信川 伊台川 松山市 護岸崩落 1 対策工法検討中

愛媛県 重信川 川付川 松山市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 郷谷川 郷谷川 松山市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 立岩川 立岩川 松山市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 河野川 河野川 松山市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 久米川 大洲市 河道埋塞 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 中山川 大洲市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 瀬戸川 西予市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 仁淀川 久万川 久万高原町 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 仁淀川 有枝川 久万高原町 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 麓川 内子町 護岸背後流出 1 対策工法検討中

愛媛県 喜木川 喜木川 八幡浜市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 喜木川 新川 八幡浜市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 千丈川 千丈川 八幡浜市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 肱川 西予市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 肱川 大和川 大洲市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 伊方大川 伊方大川 八幡浜市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 峯川 峯川 八幡浜市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 谷道川 谷道川 西予市 護岸崩壊 1 対策工法検討中
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愛媛県 四万十川 内平ヶ谷川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 四万十川 三間川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 四万十川 告森川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 朝立川 朝立川 西予市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 岩松川 芳原川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 岩松川 於泥川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 岩松川 遠近川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 四万十川 面谷川 宇和島市 河道埋塞 1 対策工法検討中

愛媛県 四万十川 大宿川 鬼北町 堤防被災 1 対策工法検討中

愛媛県 来村川 来村川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 渡川 三間川 鬼北町 護岸崩壊 1 対策工法検討中

高知県 安芸川 安芸川 安芸市 堤防洗掘 1 大型土のう、根固ﾌﾞﾛｯｸにて応急対策実施
7日19：30応急対策暫定完
了

佐賀県 筑後川 田手川 吉野ケ里町 堤防洗掘 1 応急対策完了 土嚢積み

愛媛県 岩松川 増穂川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 日ノ地川 日ノ地川 宇和島市 護岸崩壊 1 対策工法検討中

愛媛県 僧都川 僧都川 愛南町 護岸崩壊 1 対策工法検討中

佐賀県 筑後川 三本松川 神埼市 その他 1 応急対策完了 土嚢積み

佐賀県 筑後川 秋光川 鳥栖市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 筑後川 寒水川 みやき町 護岸損壊 5 経過監視

佐賀県 筑後川 田手川 吉野ケ里町 護岸損壊 1 応急対策完了 土嚢積み

佐賀県 筑後川 大木川 鳥栖市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 筑後川 実松川 基山町 堤防洗掘 1 経過監視

佐賀県 筑後川 三本松川 神埼市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 嘉瀬川 熊の川 富士町 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 嘉瀬川 嘉瀬川 富士町 河岸侵食 1 経過監視

佐賀県 筑後川 寒水川 みやき町 護岸損壊 1 応急対策中 土嚢積み

佐賀県 筑後川 大木川 鳥栖市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 筑後川 大木川 鳥栖市 その他 1 応急対策完了 土嚢積み

佐賀県 六角川 丁后川 武雄市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 松浦川 半田川 唐津市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 佐志川 佐志川 唐津市 護岸損壊 2 経過監視

佐賀県 嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀市三瀬 河岸侵食 1 経過監視

佐賀県 伊万里川 権現川 伊万里市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 楠久川 楠久川 伊万里市 護岸損壊 2 経過監視

熊本県 菊池川 山内川 山鹿市 護岸損壊 2 経過監視

熊本県 菊池川 木野川 山鹿市 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 菊池川 初田川 山鹿市 護岸損壊 1 経過監視

佐賀県 塩田川 皿屋谷川 嬉野市 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 菊池川 内田川 南関町 河岸侵食 1 経過監視

熊本県 菊池川 小坂川 山鹿市 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 菊池川 十町川 和水町 河岸侵食 1 経過監視

熊本県 緑川 浜戸川 美里町 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 緑川 潤川 熊本市 河岸侵食 1 経過監視

熊本県 菊池川 岩村川 山鹿市 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 菊池川 岩野川 山鹿市 河岸侵食 1 経過監視

熊本県 菊池川 繁根木川 玉名市 河岸侵食 1 経過監視

大分県 臼杵川 臼杵川 臼杵市 河岸侵食 1 経過監視

大分県 筑後川 春田川 玖珠町 護岸損壊 1 経過監視

大分県 筑後川 野上川 九重町 護岸損壊 1 経過監視

熊本県 緑川 筒川 美里町 河岸侵食 1 経過監視

熊本県 関川 関川 南関町 河岸侵食 1 経過監視

大分県 八坂川 立石川 杵築市 河岸侵食 1 経過監視

大分県 山国川 春田川 中津市 護岸損壊 1 経過監視

大分県 山国川 春田川 中津市 護岸損壊 1 経過監視
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(5) 管理ダム（国土交通省情報：7 月 9日 5:30 現在） 

・国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム） 

   

 (6) 土砂災害（国土交通省情報：7 月 9日 5:30 現在） 

 土砂災害発生状況  224 件（報道情報等含む） 

           うち、都道府県報告文 201 県（1道 2 府 25 県） 

  ア 土石流等 

  

  

水系名 河川名
所在地

道府県名
被害状況

留萌 留萌川 チバベリ川 北海道

・管理用水力発電設備電源室浸水による停電
（予備発電による電源確保済）
・浸透量観測室浸水により排水ポンプ制御盤機能停止
・監査廊浸水によりＣＣＴＶ２基機能停止

ダ　ム　名

小渋 天竜川 小渋川 長野県
貯水地下流部管理用通路河岸洗掘
（ブロック設置による応急復旧中）

- -

合計 31件 名

田土 -

安佐北区 ※

樋口 1名

周東町 1名

舞鶴市 1件 上福井 - - - - - -

福知山市 1件 夜久野町 -

- - -

岩国市 2件 - - - -

-

波賀町 -

関戸他 -

宍粟市 2件 - - - - -

和歌山市 2件

下津町 -

広江

愛媛県 2件

長野県 1件 天竜村 1件 平岡

和歌山県 3件

-

池田町 -

蝉谷 -

伯方町 1名

中田渡 -

今治市 1件 - -

内子町 1件 - -

3名

2名

-

-

-

徳島県 3件
三好市 2件 - - - 1戸

那賀町 1件 - - -

-

-

-

高知県 2件
本山町 1件 井窪 - - ※

-

5名

鹿児島県 1件 志布志市 1件 松山町 - - -

-

京都府 3件

亀岡市 1件 畑野町 - - - - - -

- -

広島県 1件 広島市 1件 ※ ※ ※ ※ ※

山口県 3件
周南市 1件 - 3名

- - - - - -

富山県 1件 小矢部市 1件 小森谷 - - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

- - - - -

兵庫県 6件

神戸市 2件 東灘区他 - - - - - -

宝塚市 1件 波豆 - - - - - -

篠山市 1件 宇土 - - - -

岐阜県 1件 飛騨市 1件 宮川町 - - - - - -

大阪府 1件 箕面市 1件 上止々呂美 - - - - - -

※ ※

梼原町 1件 下西の川 - - - - 1名

大分県 1件 佐伯市 1件 宇目 - - - - 1戸

- - - - -

海南市 1件 - - - - 1戸

岡山県 2件
倉敷市 1件 - - - - -

吉備中央町 1件 - - - - -

- -

- -

戸 戸 4戸



31 / 119 

イ 地すべり 

 

  ウ がけ崩れ 

- -

愛媛県 1件 内子町 1件 上大久保 - - - - - -

世知原町 - - - - - -
長崎県 2件

佐世保市 1件

諫早市 1件 飯盛町 - - - -

負傷者

-

-和歌山県 1件 海南市 1件 東畑 - - - -

- -

合計 10件 名 名 名 戸 戸 戸

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 全壊 半壊 一部損壊

兵庫県 1件 淡路市 1件 市野島 - - - - -

-

岡山県 1件 津山市 1件 沼 - - - - - -

徳島県 4件 三好市 4件 山城町他 - - - -

- -

綾部市 1件 上杉町 2名 1名 - 2戸 - -

- -

-

-

豊岡市 2件 野上他 - - - - - -

- - -

3件 木津等 - - - - - -

別苅 - - - - - -

岩内町 1件 岩内東山 - - -

- 3戸

- - - - - -

1件 大津市 1件 葛川

- -

- -

- - - - - -

南あわじ市 1件 阿那賀 - - - - -

佐用町 1件 小日山 - - - - - -

- -

宝塚市 1件 長寿が丘 - - -

猪名川町

石川県

滋賀県

岐阜県 2件
高山市 1件 西之一色 - - - -

下呂市 1件 焼石

奈良県

-

交野市 1件 山手 - - - -

1件 生駒市 1件 谷田

京都府 5件

亀岡市 1件 畑野町 - - - -

舞鶴市 1件 城屋

兵庫県 31件

神戸市 12件 中央区他 - - - -

赤穂市 2件 坂越他

朝来市 1件 和田山町 - - - -

神河町

宍粟市 1件 一宮町 1名 - - -

南区 - - - - - -

北海道 7件

札幌市 1件

留萌市 4件 瀬越町他 - - - - - -

増毛町 1件

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊
都道府県名 市町村名 箇所名

人的被害 人家被害

- - - - - 1戸

大阪府 6件

高槻市 2件 萩谷他 - - - - - -

豊能町 2件 切畑他 - - - - - -

四条畷市 1件 岡山 - - -

- - -

1件 砺波市 1件 庄川町 - - - - - -

1件 輪島市 1件 光浦町 - - - - - -

富山県

- - - - -

姫路市 2件 夢前町他 - - - - - -

洲本市 1件 五色町 - - - - - -

- 1名 - - - -

福知山市 1件 上天津 - - - 1戸 - 4戸

宮津市 1件 池ノ谷 - - - - - 1戸

3件 川上他 - - - - - -

香美町 1件 小代区 - - - - - -

- -
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-

- 3名 -

1戸

1戸

1件 横防 - - - -

- -

本山町 1件 上関甲 - - - - - -

-

1件 西分 - - - - -

宇和島市

四国中央市

新居浜市

久万高原町

大洲市

- - -

内子町

松山市

四万十市

須崎市

香南市

4件 臼杵中他 - - - 1戸 -

- -

玉野市

矢掛町

周南市

岩国市

長門市

1件 - - 3戸

1件 1名 - -

広島県 2件
広島市 1件

下関市

徳島市

阿南市

三好市

勝浦町

山口県 6件

2件 徳山他 - - - - -

2件 寺山他 -

- -

落合町他 - 1名

西江原他 1名 - 1戸 1戸 -

中北上

-邑久町 -

- -津山市 1件 - 1戸

高松市

坂出市

まんのう町

琴平町

綾川町

- -

- - -

笠岡市 1件

和田他 - -

横谷 - -

足立 -新見市 1件 - 4戸

安佐南区 ※ ※ ※ ※

坂町 1件 横浜西 ※ ※

和歌山県 2件 和歌山市

- -

瀬戸内市 1件 - -

※ ※

-

-

南区他 -

田頼町 -

直島町

土庄町

-

-茂平 2名

2件 園部他 - - - - - -

鳥取県 1件 米子市 1件 祇園町 - - - - - -

- -

1件 三隅下他 - - - - - -

1件 彦島江の - - - - - -

島根県 1件 安来市 1件 - - - -

岡山県 15件

岡山市 2件 - - 1戸 1戸

総社市 1件 長良 - - - -

高梁市 4件 2名 3戸 1戸 -

井原市 2件 -

- -

- -

※ ※

- -

- 1戸

-

-

※ ※

- -

香川県 8件

2件 屋島東他 - - 1名 - - 2戸

1件 江尻町 - - - - - 2戸

1件 岸上 - - - - - 1戸

1件 通町 - -

徳島県 7件

1件 飯谷町 - - ^ - - 1戸

4件 福井町等 - - ^ - - -

1件 池田町 - - ^ - - -

1件 坂本 - - - -

-

1件 東川 - - - - - -

5件 北裏他 1名 - - - - -

1戸 -

1件 淵崎 - - - - - -

愛媛県 15件

2件 保田 - - - - - -

1件 金田町 - - - - - 1戸

1件 星越町 - -

-

安芸市 1件 尾川乙 - - - - - -

四万十町 1件 大井川 - - - - - -

2戸

1件 怒和島 3名 - - - - -

高知県 12件

2件 江川他 - - - - - 2戸

1件 上分乙 - - - - - -

1件 香我美町 - - -

仁淀川町 1件 長者 - - - - - -

大豊町 1件 立川上名 -

いの町 3件 下八川 - - - - - -
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※福岡県北九州門司区奥田・田野浦、広島県で発生している土砂災害については、被害の

詳細を確認中。 

・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒

情報の発表基準を引き下げて運用 

通常基準の７割：大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市 

通常基準の８割：秋田県大仙市、長野県栄村、大阪府豊中市、吹田市、寝屋川市、交野

市、島本町、京都市（伏見区、西京区）、亀岡市、長岡京市、八幡市、

大山崎町、島根県大田市、鹿児島県鹿児島市 

- - - - - -

行橋市 2件 大谷他 - - - - -

宇佐市 1件 院内町 - - -

延岡市 5件 東海町他 - - - - - -

鹿児島県 5件

鹿児島市

沖縄県 2件
中城村 1件 奥間 - - - - - -

那覇市

- - - 1戸

佐賀市 1件

長与町 2件 岡郷他 - - - - - 1戸

時津町 4件 元村郷他

- - 1戸

小国町 1件 西里 - - - - - 1戸

- - - - - 1戸

-

八女市 1件 黒木町 - - - - - -

みやこ町 1件 犀川 - - - 1戸 - -
福岡県 19件

北九州市 6件 門司区 - 2名 - ※ ※ ※

福岡市 2件 西区他 - - - - - -

宗像市 1件 稲本

新宮町 1件 上府 - - - - - -

大任町 1件 - - - - - -

川崎町 1件 - - - - - -

那珂川町 3件 南面里他 - - 1名 1戸 - -

嬉野市 1件 不動山 - - - - - -

長崎県 20件

佐世保市 5件 藤原町他 - - - - 1戸 -

西海市 1件 西海町 - - - - - -

諫早市 3件 本明町他

富士町 - - - - - -

武雄市 2件 若木町他 - - - - - 1戸

唐津市 4件 高島他 - - - - - 3戸

佐賀県 9件

伊万里市 1件 大坪町 - -

- - - - - -

熊本県 5件

合志市 1件 合生 - - - - - -

山鹿市 1件 杉 - - - - - -

あさぎり町 1件 皆越 - - -

- - - - - -

長崎市 4件 川平町他 - - - - - 2戸

大村市 1件 重井田町 - - - - - -

- - 1戸

宮崎県 9件

宮崎市 1件 広原 - - - - - -

美郷町 1件 南郷 - - - - - -

高千穂町 2件 上野他 - - - - - -

山都町 1件 大多良 - - - - - 2戸

大分県 4件

杵築市 1件 山香町 - - - - - -

豊後高田市 1件 佐野 - - - - - -

国東市 1件 国東町

姶良市 1件 蒲生町 - - - - - -

肝付町 1件 南方 - - - - - -

2件 古里町他 2名 - - 1戸 - -

阿久根市 1件 鶴川内宮原 - - - - - 1戸

1件 国場 - - - - - -

合計 197件 12名 5名 8名 16戸 8戸 39戸
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(7) 道 路（国土交通省情報：7月 9 日 6:45 現在） 

ア 高速道路 

・被災による通行止め：12 路線 13 区間 

・雨量規制等による通行止め：5路線 5区間 

E2A中国自動車道 北房IC～新見IC 法面崩落 7/5　19：50～ 上下通行止め

E73岡山自動車道 有漢IC～加陽IC 法面崩落

7/5　19：00～ 有漢IC～北房JCT　8.4km上下通行止め
7/6　13：08～　有漢IC～北房JCT　8.4km上下通行止め解除
7/6　17：05～ 有漢IC～北房JCT　8.4km上下通行止め
7/6　18：00～ 有漢IC～総社IC　32.8km上下通行止め
7/8　14：00～賀陽IC～岡山総社IC　19.9ｋｍ上下通行止め解除
7/8　17：09～北房JCT～有漢IC　8.49ｋｍ上下通行止め解除

E32高知自動車道 川之江東IC～大豊IC 土砂流入

7/5　19：15～ 大豊IC～南国IC　21.0km　上下通行止め
7/6　8：50～ 南国IC～高知IC　7.6km　上下通行止め
7/6　18：30～ 川之江JCT～大豊IC　26.9km　上下通行止め
7/6　18：30～ 高知IC～須崎東IC　34.2km　上下通行止め
7/7　19：15～南国IC～土佐IC　27.0ｋｍ上下通行止め解除
7/8　6：35～川之江JCT～川之江東JCT2.2ｋｍ上下通行止め解
除
7/8　14：30～大豊IC～南国IC　21.0　ｋｍ上下通行止め解除

E2山陽自動車道 福山西IC～広島IC 土砂・流木流入

7/5　21：00～ 上下通行止め　神戸JCT～神戸北IC　2.6km
7/6　3：00～ 上下通行止め　神戸北IC～三木小野IC 25.2km
7/6　6：00～ 玉島ＩＣ～尾道ＩＣ　52.6ｋｍ　上下通行止め
7/6　8：00～ 備前ＩＣ～玉島ＩＣ　63.1ｋｍ　上下通行止め
7/6　9：00～ 尾道ＩＣ～西条ＩＣ　43.3ｋｍ　上下通行止め
7/6　15：10～ 西条ＩＣ～広島ＩＣ　27.8ｋｍ　上下通行止め
7/6　16：37～ 広島ＩＣ～廿日市JCT　24.8ｋｍ　上下通行止め
7/6　23：20～ 三木小野ＩＣ～備前　71.1ｋｍ　上下通行止め
7/7　16：07～　広島IC～熊毛IC　58.1km　上下線通行止め解除
7/7　20：58～　岡山IC～福山東IC　54.9km上下線通行止め解除
7/8　7：00～　神戸JCT～岡山IC　136.8km　上下線通行止め解
除
7/8　9：03～　福山東～福山西IC　16.9km　上下線通行止め解
除

E10東九州自動車道 苅田北九州空港IC～豊前IC 法面崩落

7/6　4：15～ 上下通行止め　椎田南IC～豊前IC 7.2km
7/6　5：00～ 上下通行止め　椎田南IC～苅田北九州空港IC
24.9km
7/6　7：21～ 上下通行止め　北九州ＪＣＴ～苅田北九州空港IC
8.2km
7/6　7：21～ 上下通行止め　豊前IC～宇佐IC　21.1km
7/6　17：40～ 事象変更　法面崩落　椎田南IC～豊前IC
7/7　12：30～　豊前IC～宇佐IC　21.1ｋｍ　上下線通行止め解除
7/8　14：10～　北九州JCT～苅田北九州空港IC　8.2km　上下
線通行止め解除

路線名 区間名 被災状況 備考

E2A中国自動車道 滝野社IC～吉川IC 法面崩落

7/5　16：45～ 上下通行止め　東城IC～庄原IC　30.2km
7/6　2：40～ 滝野社IC～ひょうご東条IC 11.9km上下通行止め
7/6　6：25～　津山IC～院庄IC　10.4ｋｍ上下通行止め解除
7/6　12：47～ 上下通行止め解除　東城IC～庄原IC　30.2km
7/6　14：50～ 上下通行止め　東城IC～庄原IC　30.2km
7/6　18：00～ 上下通行止め　新見IC～東城IC　24.8km
7/6　18：00～ 上下通行止め　庄原IC～高田IC　37.1km
7/6　21：00～ 上下通行止め　津山IC～新見IC　70.9km
7/6　21：00～ 上下通行止め　高田IC～千代田IC　15.0km
7/6　23：00～ 上下通行止め　美作IC～津山IC　19.5km
7/7　3：15～ 上下通行止め　美作IC～作東IC　8.2km
7/6　23：40～ 福崎IC～滝野社IC 19.8km上下通行止め
7/6　23：49～ 福崎IC～山崎IC 20.4km上下通行止め
7/7　3：45～ 作東IC～山崎IC 31.6km上下通行止め
7/7　5：00～ 広島北JCT～広島北IC 2.8km上下通行止め
7/7　5：00～ 千代田IC～六日市IC 72.7km上下通行止め
7/7　16：45～　庄原IC～千代田IC　52.1ｋｍ上下通行止め解除
7/7　11：02～　美祢西IC～下関IC　28.4ｋｍ上下線通行止め解
除
7/7　16：37～　庄原IC～高田IC　37.1ｋｍ上下線通行止め解除
7/7　16：37～　高田IC～千代田IC　15.0ｋｍ上下線通行止め解
除
7/7　23：01～　津山IC～北房IC　42.7ｋｍ上下線通行止め解除
7/7　18：30～　作用IC～津山IC　31.5ｋｍ上下線通行止め解除
7/7　23：01～　津山IC～北房IC　42.7ｋｍ　上下線通行止め解除
7/8　17：04～　庄原IC～新見IC　55.0ｋｍ　上下線通行止め解除

E3九州自動車道 門司ＩＣ～小倉東ＩＣ 法面崩落 7/6　7：21～ 上下通行止め

E27舞鶴若狭自動車
道

福知山IC～綾部ＩＣ 土砂流入 7/6　12：30～ 上下通行止め



35 / 119 

 

 

   ※解除済み 

E72 北近畿豊岡自動
車道

和田山ＪＣＴ・ＩＣ～春日ＩＣ
（兵庫県朝来市和田山町加都～
　丹波市春日町野村）

法面崩落

7/7 2:30　通行止め
迂回路：なし
人身・物損：無し
規制延長：約37km

E54 松江自動車道 三次東ＪＣＴ・ＩＣ～吉田掛合ＩＣ
事前通行規制
法面崩落

7/7　2:00　事前通行規制
口和ＩＣ～高野ＩＣ　法面崩落
7/8 15:30（高野IC～吉田掛合IC）解除
残区間（三次東JCT・IC～高野IC）

Ｅ76　大島道路 大島北ＩＣ～大島南ＩＣ 事前通行規制

7/6　22:30　事前通行規制
迂回路：有り
人身・物損：無し
7/7 14:00 事前通行規制解除
7/8　15:53 上下通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

E67 中部縦貫自動車
道

高山IC～飛騨清見IC 事前通行規制 7/7　12：30全面通行止め

E31広島呉道路 仁保JCT～呉IC 法面崩落 7/6　18：42～　上下通行止め

E41東海北陸自動車
道

郡上八幡ＩＣ～飛騨清見ＩＣ　　57.5km
降雨事前通行止め
のり面変状

7/5　16：42～7/8 22:00 上下通行止め　美並ＩＣ～郡上八幡ＩＣ
10.2km
7/5　19：50～ 上下通行止め　郡上八幡ＩＣ～白鳥ＩＣ16.6km
7/6　8：25～7/8 19:00 上下通行止め　美濃ＩＣ～美並ＩＣ17.2km
7/6　19：08～ 上下通行止め　白鳥ＩＣ～荘川ＩＣ
7/7　5:35～7/8 20:00 上下通行止め　飛騨清見ＩＣ～白川郷ＩＣ
7/7　12:05～上下通行止め　荘川ＩＣ～飛騨清見ＩＣ

E54尾道自動車道 尾道ＪＣＴ～三次東ＪＣＴ・ＩＣ
事前通行規制
土砂流出、法面崩落

7/6　6：00～　上下通行止め
7/6　19:10　規制延長延伸
尾道北ＩＣ～世羅ＩＣ　土砂流出
甲奴ＩＣ～甲奴ＩＣ　法面崩落
吉舎ＩＣ～三次東ＪＣＴ・ＩＣ　法面崩落
7/8 17:00解除 世羅ＩＣ～甲奴ＩＣ

○ 道路名：E10 宮崎自動車道

区間名：えびのJCT～高原IC　L=26.5km [7/3 9:04～18:10]

○ 道路名：E3 九州動車道

区間名：えびのJCT～栗野IC　L=15.7km [7/3 9:04～18:10]

○ 道路名：E41東海北陸自動車道

区間名：白鳥IC～荘川ＩＣ　L=21.9km [7/4 19：45～7/5 6：00]

区間名：美濃ＩＣ～美並ＩＣ　L=17.2km[7/6 8:25～7/8 19:00]

区間名：美並ＩＣ～郡上八幡IC　L=10.2km[7/5 16:42～7/8 22:00]

区間名：飛騨清見ＩＣ～白川郷ＩＣ　L=24.9km[7/7 5:35～7/8 20:00]

区間名：白川郷IC～福光ＩＣ　L=31.5km [7/5 18：30～7/6 6：00]

○ 道路名：E18 上信越自動車道

○ 道路名：E5 道央自動車道

○ 道路名：E29 鳥取自動車道

区間名：智頭南ＩＣ～河原IC　L=23.3km [7/5 15:30～7/6 0:40]

○ 道路名：E29 鳥取自動車道

区間名：智頭南ＩＣ～河原IC　L=23.3km [7/5 15:30～7/6 0:40]

区間名：泉南IC～海南IC　L=28.0km [7/6 6：00～18:40]

○ 道路名：E8 北陸自動車道

区間名：小松IC～金津ＩＣ　L=28.4km [7/5 21：15～7/6 6：00]

○ 道路名：E8 北陸自動車道

区間名：武生IC～敦賀ＩＣ　L=21.5km [7/5 23：58～7/6 10：30]

○ 道路名：E19 中央自動車道

区間名：飯田山本IC～松川ＩＣ　L=20.7km [7/6 5：30～7/6 10：10]

○道路名：E11 高松自動車道

区間名：大野原IC～川之江JCT（下）　L=11.5km [7/4 7:00～15:40] ※車線規制及びのり面変状監視継続中

○道路名：E32 高知自動車道

区間名：川之江東JCT～大豊IC　L=26.9km [7/4 4:21～13:30]

区間名：信濃町IC～豊田飯山IC（上り線）　L=13.2km [7/5 22：28～7/6 7：20]

区間名：信州中野IC～信濃町IC（下り線）　L=20.9km [7/5 22：28～7/6 7：20]

区間名：豊田飯山IC～信州中野IC（上り線）　L=7.7km [7/5 23：51～7/6 7：20]

区間名：八雲ＩＣ～国縫ＩＣ　L21.7km [7/5　5：50～ 7/6 7：00]

○　道路名：E24　阪和自動車道
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○ 道路名：E67 安房峠道路

区間名：平湯IC～中の湯ＩＣ　L=5.6km [7/5 23：00～7/6 8：00]

○ 道路名：阪神高速道路　新神戸トンネル

区間名：国道２号ランプ　～　箕谷ランプ　　L=8.2km [7/6 11：10～7/6 22：25]

○ 道路名：阪神高速道路　京都線

区間名：山科ランプ　～　上鳥羽ランプ　　L=7.8km [7/5 22：15～7/7 11：00]

○ 道路名：C3東海環状道

区間名：富加関ＩＣ　～　関広見IC　9.9km [7/6 15：04～7/7 5：30]

○ 道路名：E8北陸自動車道

区間名：長浜ＩＣ　～　敦賀ＩＣ　37.0km [7/5 20：15～7/7 6：00]

○ 道路名：E8北陸自動車道

区間名：金津ＩＣ　～　小松ＩC　28.4km [7/5 21：15～7/7 6：00]

○ 道路名：E8北陸自動車道

区間名：片山津ＩＣ　～　金津ＩＣ　19.8km [7/5 21：15～7/7 6：00]

○ 道路名：E27舞鶴若狭道

区間名：若狭美浜ＩＣ　～　敦賀ＪＣＴ　13.0km [7/5 20：15～7/7 6：00]

○ 道路名：E67安房峠道路

区間名：平湯ＩＣ　～　中の湯IC　5.6km [7/5 23：00～7/7 8：00]

○ 道路名：E19中央自動車道

区間名：中津川ＩＣ　～　駒ヶ根IＣ　67.6km [7/5 5：30～7/7 11：30]

区間名：栗東IC～豊中IC 　L=66.0km [7/5　21：45～7/7　7：00]

区間名：高槻JCT～高槻IC　L=0.6km [7/5　21：45～7/7　7：00]

区間名：城陽JCT～八幡京田辺IC　　L=3.5km [7/6　16：00～7/7　7：00]

区間名：高槻IC～川西IC　　L=23.6km [7/6　10：30～7/7　12：00]

区間名：大山崎JCT～丹波IC　　L=40.8km [7/6　19：10～7/7　7：00]

区間名：宇治西IC～瀬田東JCT 　L=16.5km [7/6　11：00～7/7　7：00]

区間名：城陽JCT～木津ＩＣ　L=17.0km [7/6　16：00～7/7　7：00]

区間名：嬉野IC～長崎IC　L=51.6km [7/6　15：55～7/7　7：20]

区間名：武雄JCT～佐世保中央ＩＣ　L=29.8km [7/6　15：25～7/7　7：40]

区間名：熊毛IC～徳山西IC　L=29.8km[7/6　15：20～7/7　9：20]

区間名：嬉野IC～佐賀大和IC　L=42.0km[7/6　16：18～7/7　10：00]

区間名：下関IC～美祢西IC　L=28.4km[7/6　08：05～7/7　11：02]

区間名：全線　L=3.9km[7/6　10：30～7/6　21：00]

○ 道路名：E30瀬戸中央自動車道　上下線　

区間名：早島IC～児島IC　L=18.8km　[7／7　1：00～16：00]

○ 道路名：E76西瀬戸自動車道

区間名：西瀬戸尾道IC～生口島北IC　L=18.0km[7／6　22：30～7／7　14：00]

区間名：大三島IC～今治IC　L=29.9km[7／6　22：30～7／7　14：00]

区間名：栗東IC～豊中IC 　L=66.0km [7/5　21：45～7/7　7：00]

区間名：高槻JCT～高槻IC　L=0.6km [7/5　21：45～7/7　7：00]

区間名：城陽JCT～八幡京田辺IC　　L=3.5km [7/6　16：00～7/7　7：00]

区間名：高槻IC～川西IC　　L=23.6km [7/6　10：30～7/7　12：00]

区間名：大山崎JCT～丹波IC　　L=40.8km [7/6　19：10～7/7　7：00]

区間名：宇治西IC～瀬田東JCT 　L=16.5km [7/6　11：00～7/7　7：00]

区間名：城陽JCT～木津ＩＣ　L=17.0km [7/6　16：00～7/7　7：00]

○道路名：E2A中国自動車道

○道路名：関門トンネル

○道路名：E1名神高速道路

○道路名：E1A 新名神高速道路

○道路名：E9京都縦貫自動車道

○道路名：E88京滋バイパス

○道路名：E24京奈道路

○道路名：E1名神高速道路

○道路名：E1A 新名神高速道路

○道路名：E9京都縦貫自動車道

○道路名：E88京滋バイパス

○道路名：E24京奈道路

○道路名：E34長崎自動車道

○道路名：E35武雄佐世保道路

○道路名：E2山陽自動車道

○道路名：E34長崎自動車道
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区間名：嬉野IC～長崎IC　L=51.6km [7/6　15：55～7/7　7：20]

区間名：武雄JCT～佐世保中央ＩＣ　L=29.8km [7/6　15：25～7/7　7：40]

区間名：熊毛IC～徳山西IC　L=29.8km[7/6　15：20～7/7　9：20]

区間名：嬉野IC～佐賀大和IC　L=42.0km[7/6　16：18～7/7　10：00]

区間名：下関IC～美祢西IC　L=28.4km[7/6　08：05～7/7　11：02]

○ 道路名：E30瀬戸中央自動車道

区間名：早島IC～児島IC　L=18.8km［７／７　１：００～１６：００］

○ 道路名：E28神戸淡路鳴門自動車道

区間名：神戸西IC～津名一宮IC　L=44.4km[７／６　１：００～７／７　２０：３０]

○ 道路名：E30瀬戸中央自動車道

区間名：早島IC～児島IC　L=18.5km[７／７　5:30～7/7 23:00]

○ 道路名：阪神高速道路新神戸トンネル

区間名：国道２号ランプ～箕谷ランプ　L=8.2km[7／6　11:10～7/7 22:25]

○ 道路名：E1A新名神高速道路

区間名：高槻IC～神戸JCT　L=40.4km[7/5　10：30～7/8　7：00]

○ 道路名：E24京奈和自動車道

区間名：かつらぎ西IC～紀の川東JCT　L=5.7km[7/6　4：36～7/8]

○ 道路名：E73岡山自動車道

区間名：賀陽IC～岡山総社IC　L=19.9km[7/6　17：05～7/8　14：00]

○ 道路名：E73岡山自動車道

区間名：有漢IC～北房JCT　L=8.4km[7/6　17：05～7/8　17：09]

○ 道路名：E2山陽自動車道

区間名：三木JCT～岡山IC　L=121.4km[7/5　20：00～7/8　7：00]

○ 道路名：E2山陽自動車道

区間名：神戸JCT～三木小野IC　L=27.8km[7/5　21：00～7/8　7：00]

○ 道路名：E2山陽自動車道

区間名：備前IC～廿口市JCT（福山西IC～広島IC除く）　L=134.7km[7/6　6：00～7/8　7：00]

○ 道路名：E93第二神明道路北線

区間名：垂水JCT～永井谷JCT　L=　km[7/5　21：30～7/8]

○ 道路名：E42紀勢自動車道

区間名：大宮大台IC～紀勢大内山IC　L=10.4km[7/7　18：26～7/8]

○ 道路名：E67中部縦貫自動車道

区間名：高山西IC～飛騨清見山IC　L=8.7km[7/5　21：30～7/8]

○ 道路名：E55高知東部自動車道

区間名：香南のいちIC～芸西西IC　L=8.9km[7/6　3：00～7/8]

○ 道路名：阪神高速道路北神戸線

区間名：伊川谷JCT～西宮山口JCT　L=32.6km[7/5　12：00～7/8]

○ 道路名：阪神高速道路北神戸線

区間名：有馬口JCT～柳谷JCT　L=3.3km[7/5　12：00～7/8]

○ 道路名：阪神高速道路神戸山手線

区間名：白川JCT～湊川JCT　L=9.1km[7/5　21：30～7/8]

○ 道路名：阪神高速道路湾岸垂水線

区間名：名谷JCT～垂水JCT　L=1.2km[7/6　4：00～7/8]

○ 道路名：E93第二神明道路

区間名：須磨IC～明石西JCT　L=23.1km[7/6　6：10～7/8　7：00]

○ 道路名：E11高松自動車道

区間名：津田寒川IC～高松東IC　L=10.4km[7/7　0：30～7/8　6：35]

○ 道路名：E11高松自動車道

区間名：高松壇紙JCT～大野原IC　L=47.9km[7/7　0：35～7/8　6：35]

○ 道路名：E3九州道

区間名：横川IC～姶良IC　L=30.2km[7/8　0：30～7/8　6：00]

○ 道路名：E10宮崎道

区間名：都城IC～高原IC　L=20.4km[7/7　9：25～7/8　6：00]

○ 道路名：E39　旭川紋別自動車道

区間名：白滝IC～丸瀬布IC　L=16.3km[7/4　10：15～7/8]

○ 道路名：阪神高速道路北神戸線

区間名：伊川谷JCT～西山山口JCT　L=32.6km[7/5　12：00～7/8]

○ 道路名：E2山陽自動車道宇部下関線

区間名：埴生IC～下関JCT　L=5.4km[7/6　8：05～7/8　16：41]

○ 道路名：E3九州自動車道

区間名：八代JCT～人吉IC　L=37.6km[7/6　10：50～7/8　17：10]

○ 道路名：E72北近畿豊岡自動車道

区間名：和田山JCT～春日IC[7/7　2：30～7/8]

○ 道路名：E11松山自動車道

区間名：内子五十崎IC～大洲IC　L=7.8km[7/7　3：00～7/8　21：30]

○ 道路名：E29 鳥取自動車道

区間名：大原ＩＣ～鳥取西IC　L=52.9km [7/6 18:20～7/7 19:10]

○ 道路名：E29 鳥取自動車道

区間名：大原ＩＣ～佐用TB　L=9.9km [7/6 19:00～7/7 19:10]

区間名：大洲ＩＣ～大洲北只ＩＣ　L=17.6km[7/7　3:00:～7/8　13:40]

区間名：宇和島北ＩＣ～津島岩松ＩＣ　L=17.6km[7/7　7:15:～7/7　22:00]

○道路名：E34長崎自動車道

○道路名：E35武雄佐世保道路

○道路名：E2山陽自動車道

○道路名：E34長崎自動車道

○道路名：E2A中国自動車道

○　　E56 大洲道路

○　　E56 宇和島道路
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イ 直轄国道 

・被災による通行止め：12 路線 51 区間 

国道224号 鹿児島県鹿児島市古里町（5ｋ010） 土砂流出
7/7　15:00　通行止
迂回路：有り
規制延長：13ｋｍ

国道224号 鹿児島県鹿児島市古里町（5ｋ600） 土砂流出
7/7　17:15　通行止
迂回路：有り
規制延長：13ｋｍ

国道４１号 岐阜県下呂市金山町中切 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道53号
岡山県奈義町関本～鳥取県八頭郡智頭
町野原

土砂流出 7/7 23:40　通行止め

国道2号 東広島市西条町上三永 土石流 7/6 20:25　通行止め

国道2号 東広島市西条町下見 土砂流出

国道2号
山口県岩国市大字保木
（391k150下り）

路面陥没 7/7　15:15　通行止め

国道53号
鳥取市用瀬町　新用瀬橋～鳥取市
【112k820～113k800】

洗掘

国道４１号 岐阜県下呂市金山町中切 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道４１号 岐阜県下呂市三ツ渕 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道４１号 岐阜県下呂市金山町瀬戸 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道４１号 岐阜県下呂市保井戸 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道４１号 岐阜県下呂市小川 土砂流出 7/8　3:30全面通行止め

国道185号 呉市川尻町 倒木

国道185号 呉市仁方 法面崩落

国道185号 東広島市安芸津町小松原 路面冠水

国道185号 竹原市高崎町 土砂崩落
土砂崩落Ｌ＝50～100m
7/6  19:00　通行止め

国道56号 愛媛県宇和島市高串 土砂流出 7/7　9:35　通行止め

国道2号 広島市安芸区中野東町 土砂崩落 7/6  21:44　通行止め

国道31号 安芸郡坂町水尻 路面冠水

国道31号 呉市狩留賀町 法面崩落（民地）

国道31号 呉市吉浦町 法面崩落

国道31号 呉市吉浦宮花町 冠水

国道56号 愛媛県宇和島市吉田町立間 法面崩壊 7/7　16:30　通行止め
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路線名 区間名 被災状況 備考

国道180号 総社市日羽～高梁市落合 路面冠水
7/6　18:10　事前通行規制
迂回路：有り
人身・物損：確認中

国道27号 京都府舞鶴市真倉地先 土砂流出

7/7 7:20　通行止め
迂回路：なし
人身・物損：無し
規制延長：約0.2km

国道56号 愛媛県宇和島市吉田町白浦
擁壁転倒による国道閉
塞

7/7　6:34 通行止め
迂回路：確認中
人身・物損：無し

国道2号 広島県竹原市西野町 土砂流出 7/6　22:50　通行止め

国道2号 広島県竹原市田万里 土砂崩落 7/7　8:14　通行止め

国道２０１号
仁保交差点（飯塚市仁保）～糸田口交差
点（糸田町南糸田）

道路決壊
7/6 ０６:１０　通行止め
迂回路：有り
人身・物損：　転落車両２台、軽傷２名   L=12.7km

国道202号 佐賀県唐津市北波多行合野
兼用護岸及び歩道流
出

７／６　１3：3０　通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し L=0.1km

国道202号 佐賀県唐津市浜玉町淵上 JR側法面崩壊
７／６　１５：４０　通行止め
迂回路：有り
人身・物損無し　　延長　ｋｍ

国道29号
兵庫県宍粟市波賀町戸倉～
鳥取県八頭郡若桜町小船

土砂流出

7/6 21:00 通行止め
迂回路：なし
人身・物損：無し
規制延長：約10.2km

国道29号
兵庫県宍粟市波賀町原～
兵庫県宍粟市波賀町戸倉

土砂流出

7/6 21:00 通行止め
迂回路：なし
人身・物損：無し
規制延長：約10.9m

国道４１号 岐阜県飛騨市古川町数河 土砂崩壊 7/7　14：30全面通行止め

国道29号 鳥取県八頭郡若桜町落折 土砂流出 7/6　21:00　通行止め

国道180号 総社市日羽～高梁市落合 路面冠水
7/6　18:10　事前通行規制
迂回路：有り
人身・物損：確認中

国道2号 山口県岩国市保木 河川護岸洗掘
7/6　8:02　片側交互通行
7/6　12:15　全面通行止め

国道2号 広島県東広島市八本松 立木土砂 7/6　20:25　通行止め

国道2号 広島県三原市本郷町 法面崩落 7/7　0:00　通行止め

国道2号
広島県尾道市福地町　吉和出入口～尾
道バイパス終点

路面冠水 7/7　2:00　通行止め

国道31号 広島県坂町小屋浦 法面崩落 7/6　21:４0　通行止め

国道31号 広島県坂町平成ケ浜 路面冠水 7/７　1:０0　通行止め

国道４１号 岐阜県飛騨市古川町数河 土砂崩壊 7/7　14：30全面通行止め

国道53号 鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬 護岸崩落 7/7　8:00　通行止め

国道2号 山口県岩国市玖珂 土砂崩れ 7/7　6:00　通行止め

国道2号 広島県広島市安芸区瀬野1丁目 路面崩落 7/6　2１:44　通行止め

国道2号 山口県岩国市周東町下須通 土砂崩れ 7/7　1１:45　通行止め

国道2号 山口県岩国市周東町西長野 土砂崩れ 7/7　1１:50　通行止め

国道2号 広島県広島市安芸区上瀬野 洗掘 7/7　13:25　通行止め

国道53号 鳥取県八頭郡智頭町山根 護岸洗掘 7/7　7:00　通行止め
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※解除済み 

 

ウ 地方公社 

   ・被災による通行止め：2路線 2区間 

 

  

○ 道路名：国道231号（北海道増毛郡増毛町岩老～増毛郡増毛町別刈（L=9.9km))【7/3 3:00～7/3 16：00(13時間00分）】

○ 道路名：国道12号（北海道旭川市近文6線1号～旭川市近文6線2号（L=0.5km))【7/3 6:00～7/3 7：30(1時間30分）】

○ 道路名：国道39号（北海道上川郡上川町層雲峡温泉～北見市留辺蘂町富士見（L=24.9km))【7/3 7:30～7/3 17：00(9時間30分）】

○ 道路名：国道239号（北海道雨竜郡幌加内町字添牛内～苫前郡苫前町字霧立（L=23.2km))【7/3 7:30～7/4 16：30(33時間00分）】

○ 道路名：国道273号（北海道河東郡上士幌町三股～上川郡上川町層雲峡（L=31.3km))【7/3 8:30～17：00(8時間30分）】

○ 道路名：国道39号（北海道上川郡上川町東雲～上川郡上川町東雲（L=0.1km))【7/3 9:00～18：30(9時間30分）】

○ 道路名：国道229号（北海道久遠郡せたな町瀬棚区島歌～久遠郡せたな町瀬棚区元浦（L=1.4km))【7/5 8:30～19：00(10時間30分）】

○ 道路名：国道230号（北海道札幌市南区定山渓～虻田郡喜茂別町字川上（L=17.1km))【7/5 11:00～16：00(5時間00分）】

○ 道路名：国道41号（岐阜県飛騨市神岡町船津～飛騨市神岡町東茂住（L=11.8km))【7/5 16:20～7/6 3：00(8時間40分）】

○ 道路名：国道8号（福井県越前市塚原～福井県敦賀市余座)（L=30.3km))【7/5 20:00～7/6 4：00(8時間00分）】

○ 道路名：国道232号（北海道留萌郡小平町字大椴～留萌郡小平町字花岡（L=4.9km))【7/3 6:00～7/6 10：30(76時間30分）】

○ 道路名：国道333号（北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸～遠軽町丸瀬布南丸（L=0.1km))【7/3 20:00～7/6 12：00(64時間00分）】

○ 道路名：国道273号（北海道上川郡上川町日東～上川町上越（L=31.3km))【7/4 11:00～7/6 12：00(49時間00分）】

○ 道路名：国道３号（岡垣バイパス)（L=５．３km))【7/6  08:10～7/6 10：10(1時間50分）】

○ 道路名：国道29号（兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡若桜町小船)（L=0.6km))【7/5 21:20～7/6 7：30(10時間50分）】

○ 道路名：中部縦貫自動車道（高山西IC～飛騨清見IC（L=7.5km))【7/5 21:30～7/6 15：30(18時間）】

○ 道路名：国道25号（大阪府柏原市国分寺～奈良県北葛城郡王寺町藤井）（L=4.4km）【7/6 5:40～13:00 (7時間20分）】

○ 道路名：国道１０号（福岡県豊前市大村)（L=２．１ｋm)【7/6  18:00～7/6 23：20】

○ 道路名：国道９号（兵庫県養父市八鹿町国木～兵庫県養父市上野）【7/6 23:50～7/7 6:30】

○ 道路名：国道８号（福井県敦賀市疋田～滋賀県長浜市西浅井町塩津）【7/5 19:15～7/6 3:30（8時間１４分）】

○ 道路名：国道27号（京都府船井郡京丹波町升谷）【7/7 1:00　～　7/717:00（16時間00分）】

○ 道路名：国道54号（広島県三次市船所）（L=0．6ｋm)【7/6  20:00～7/7 12：00】

○ 道路名：国道53号（岡山県岡山市北区御津草生）【7/6  21:20～7/7 17：30】

○ 道路名：国道２０１号（鳴淵ダム入口交差点（篠栗町）～大日寺交差点（飯塚市））（L=12.7ｋm)【7/6 10:15～7/7 6：10（19時間55分） 】

○ 道路名：国道２０２号（福岡市西区周船寺)（L=１．５ｋm)【7/6  15:50～21:00（5時間10分） 】

○ 道路名：国道２１０号（大分県玖珠郡九重町大字右田～由布市由布院川西)（L=11ｋm)【7/7  2:30～7/7 6：00（3時間30分） 】

○ 道路名：国道４１号（岐阜県飛騨市古川町数河）【7/7 12:05～7/7 22：30(10時間）】

○ 道路名：国道４１号（岐阜県飛騨市古川町末真）【7/7 15:40～7/8 15：00(23時間）】

○ 道路名：国道175号（兵庫県丹波市朝阪交差点～錦橋東詰交差点）【7/7 5:30　～　7/7 19:35（14時間05分）】

○ 道路名：国道2号（広島県三原市木原町）【7/7  9:40～7/7 19：30】

○ 道路名：国道53号（鳥取県智頭町～鳥取市）【7/6  22:30～7/8 1：00】

○ 道路名：国道53号（鳥取県鳥取市）【7/6  23:45～7/7 5：15】

○ 道路名：国道9号（山口県下関市長府外浦～壇ノ浦地区）【7/6  9:00～7/7 7：10】

○ 道路名：国道2号（広島県安芸郡海田町）【7/6  19:00～7/7 19：00】

○ 道路名：国道2号（山口県岩国市千束）【7/7  11:30～7/7 5：30】

○ 道路名：国道５６号（愛媛県大洲市東大洲～大洲市新谷）（L=4.3ｋm)【7/7  6:00～7/８　11:45（29時間45分） 】

○ 道路名：国道497号（南波多谷口IC～伊万里東府招ＩＣ)（L=5.3ｋｍ)【7/7　10:40～7/8 1：30（14時間50分） 】

路線名 区間名 被災状況 備考

播但連絡道路 神崎南IC～生野北第2IC　15.3km 法面崩落 7/5 20:15～　上下通行止め

北九州高速４号線 全線　49.5km 法面崩落 7/6　7：30全線通行止め
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エ 補助国道 

 ・被災による通行止め：55 路線 134 区間 

国道４３３号 広島県安芸太田郡安芸太田町津浪 落石
6/30 20:20全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４９３号 高知県安芸郡北川村安倉 斜面崩壊
7/3 15:50全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道５０３号 宮崎県諸塚村大字七ッ山八重 斜面崩壊
6/29 19:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３８５号 佐賀県吉野ヶ里町松隈 倒木
7/3 23:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４４２号 福岡県八女市矢部村矢部 土砂崩れ
7/4 19:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

路線名 区間名 被災状況 備考

国道１９５号 高知県香美市物部町市宇 斜面崩壊

7/6  5:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し
孤立集落：２９世帯４０名

国道１７３号 大阪府豊能郡能勢町山辺 土砂崩れ
7/6  9:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４３４号 山口県周南市須々万奥 土砂崩れ
7/6  9:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４７７号 兵庫県川西市黒川 越水
7/6  15:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２６３号 福岡県福岡市早良区大字曲渕 路肩崩壊
7/6 15:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１５２号 大鹿村鹿塩女高 土砂流出
7/4 8:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道477号 京都市右京区京北周山町 土砂崩れ
7/5 22:30全面通行止め
迂回路：あり
人身・物損：無し

国道４７６号 福井県大野市犬山
法面崩落
道路冠水

7/6  0:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４７３号 静岡県榛原郡川根本町久野脇 土砂流出
7/6  6:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２００号 福岡県飯塚市内野 土砂崩れ
7/6  8:20全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３７５号 広島県呉市 土砂崩れ
7/6  12:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道１８３号
広島市安佐南区八木八丁目 太田川橋西
詰交差点 ～ 八木四丁目 八木踏切
山口市吉敷

転石の流出
7/6  16:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１９号 愛媛県四国中央市新宮町 路肩崩壊
7/6  16:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４３２号 広島県庄原市比和町古頃 土砂崩れ
7/6  16:00全面通行止め
迂回路：有り
人身：目視確認では無し、物損：電柱折損のため停電あり。

国道４３９号 徳島県三好市東祖谷樫尾（森谷橋） 落橋
7/6  16:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３７３号 鳥取県八頭郡智頭町南方 路面冠水（堤防決壊）
7/6  23:25全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道４７７号 京都府亀岡市本梅町青井橋 路面冠水
7/5  20:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４７７号 京都府亀岡市本梅町東加舎 土砂崩れ
7/5  21:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し
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国道３８５号 福岡県筑紫郡那珂川町市ノ瀬 土砂崩れ
7/6 17:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県真庭市蒜山下長田 法面崩落
7/6  17:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８３号
広島市安佐南区八木４丁目１２番１３号
～ 八木４丁目１３番１３号
山口市吉敷

路面冠水
7/6  18:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４３４号 山口県岩国市錦町細原 土砂崩れ
7/6  18:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４９６号 福岡県みやこ町犀川横瀬 土砂崩れ
7/6 18:40全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４２９号 岡山県勝田郡勝央町植月北 路面陥没
7/6  18:50全面通行止め
迂回路：
人身・物損：有り

国道１８４号 広島県尾道市御調町 土砂崩れ
7/6  19:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道１８１号 岡山県荒田　～　岡山県神代 土砂崩れ
7/6  18:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４３３号 広島県山県郡北広島町都志見 道路損傷
7/6  18:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４３３号
広島県山県郡北広島町川戸　～
　北広島町惣森

路面冠水
7/6  18:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１４号 広島県庄原市西城町熊野 路面冠水
7/6  18:10全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１３号 岡山県真庭市下方　～　真庭市鹿田 法面崩落
7/6  18:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７３号
岡山県英田郡西粟倉村筏津　～
　西粟倉村長尾

路面冠水
7/6  20:20全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８１号 岡山県真庭市美甘 法面崩落
7/6  20:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１５６号 岐阜県高山市荘川町野々俣 土砂流出
7/6  20:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１８４号 広島県世羅郡世羅町字津戸 その他
7/6  21:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道３１４号 広島県庄原市東城町田黒 道路損壊
7/6  19:20全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４３９号 高知県本山町山崎・井窪 道路冠水
7/6  19:25全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４８６号 広島県三原市大和町椋梨 路面冠水
7/6  19:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１４号 広島県庄原市東城町菅 土砂崩れ
7/6  19:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道１８３号
広島県庄原市西城町西城　～
西城町中野

路面冠水
7/6  19:40全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：
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国道１８０号 岡山県新見市上市　～新見市千屋 法面崩落
7/6  21:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７５号
広島県三次市三若町鳥越峠　～
羽出庭三良坂線合流点

土砂崩れ
7/6  23:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県井原市芳井町芳井 路面冠水
7/6  23:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８０号 岡山県新見市法曹　～　新見市草間 法面崩落
7/6  23:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４２９号 岡山県倉敷市平田 路面冠水
7/6  23:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：有り

国道２６１号
江津市桜江町坂本　～
江津市松川町

路面冠水
7/6  23:47全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：確認中

国道１７９号 岡山県鏡野町西屋 土砂崩れ
7/6  21:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４３２号 広島県竹原市新庄町 土砂崩れ
7/6  21:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道４３２号 広島県竹原市新庄町 土砂崩れ
7/6  22:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県高梁市川上町領家 法面崩落
7/6  22:40全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７５号
広島県三次市三和町有原羽出庭三良坂
線合流点 ～ 有原食事処一休付近

冠水
7/6  23:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道４２６号 京都府宮津市江尻 土砂崩れ
7/7  1:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３７５号 島根県邑智郡美郷町長藤 路面冠水
7/7  1:23全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道４４５号 熊本県球磨郡五木村上荒地 土砂崩れ
7/7 1:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４２６号 兵庫県豊岡市今森 事前通行規制
7/7  1:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１７５号 京都府福知山市牧～舞鶴市上福井 路面冠水（越水）

7/7  1:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：不明
孤立集落：有り（詳細確認中）

国道４３７号 山口県周防大島町内入 土砂崩れ
7/7　0:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１９号 徳島県三好市山城町　八千坊 斜面崩壊
7/7  0:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２６１号
島根県邑智郡川本町川下　～
川本町因原

路面冠水
7/7  0:20全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４２６号 京都府福知山市野花 土砂崩れ
7/7  1:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県高梁市巨瀬町 崩土
7/7  1:05全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７５号
広島県三次市作木町大津式トンネル ～
大津両国橋合流点

冠水
7/7  1:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し

国道１７８号 京都府宮津市波路 土砂崩れ
7/7  1:40全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し
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国道４８６号
広島県府中市三郎丸町　～
府川町

冠水
7/7  4:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１８７号
山口県岩国市美川町椋野 ～
山口県美川町南桑

土砂崩れ
7/7  4:40全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１８４号
広島県三次市吉舎町海田原農道別れ ～
敷地大橋

土砂崩れ
7/7  5:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２１９号 熊本県球磨郡球磨村一勝地 法面崩落
7/7 5:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３６５号 滋賀県長浜市木之本町黒田 土砂崩れ
7/7  7:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２１２号 大分県日田市大部町 土砂崩れ
7/7 2:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１７６号 京都府福知山市雲原 土砂崩れ
7/7  3:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道378号 愛媛県西予市三瓶町有網代 斜面崩壊
7/7  3:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１７８号 兵庫県豊岡市福田 路面冠水
7/7  9:00全面通行止め
迂回路：有り？
人身・物損：無し

国道３７２号 兵庫県篠山市本荘　～　加東市上鴨川 土砂崩れ
7/7  10:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道156号 岐阜県高山市荘川町岩瀬 土砂流出
7/7 11:50全面通行止め
迂回路：あり
人身・物損：無し

国道３６０号 岐阜県飛騨市宮川町打保 土砂流出
7/7  12:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３７２号 兵庫県篠山市不来坂 倒木
7/7  12:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道378号 愛媛県伊予市双海町高野川 斜面崩壊
7/7 7:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２５０号 岡山市東区南古都 路面冠水
7/７  7:20全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３８１号 高知県高岡郡四万十町川平 斜面崩壊
7/7  9:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１９７号 高知県高岡郡梼原町　下西の川 斜面崩壊
7/7  8:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１７５号
京都府福知山市岩間 ～
兵庫県丹波市市島町下竹田

路面冠水
7/7  9:00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４７１号 岐阜県飛騨市古川町野口 土砂流出
7/7  14:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１７９号 岡山県鏡野町西屋 土砂崩れ
不明全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県高梁市成羽町佐々木 ～ 星原 崩土
不明　全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４３０号 岡山県玉野市日比 路肩崩壊
不明　全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し
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国道４３２号 広島県庄原市比和町古頃 法面崩落
7/6  16:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道１８０号 岡山県新見市法曽 ～ 草間 土砂崩落
7/6  16:40全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県真庭市蒜山下長田 法面崩落
7/6  17:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８１号 岡山県真庭市荒田 ～ 神代 土砂崩れ
7/6  18:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県真庭市禾津 ～ 山久世 土砂崩れ
7/6  18:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１７９号 岡山県鏡野町至孝農 崩土
不明　全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７５号 広島県東広島市福富町上戸野 法面崩壊
7/6  20:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３７５号 広島県呉市 法面崩落
7/6  22:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１３号 岡山県高梁市川上町領家 法面崩落
7/6  22:40全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県井原市芳井町吉井 路面冠水
7/6  23:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道３７３号 鳥取県智頭町福原 ～ 駒帰 土砂崩れ
7/6  23:25全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県真庭市下方 ～ 鹿田 法面崩落
7/6  18:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４２９号 岡山県勝田郡勝央町植月北 路面陥没
7/6  18:50全面通行止め
迂回路：
人身：確認中・物損：有り

国道３７３号 岡山県英田町粟倉村筏津 ～ 長尾 路面冠水
7/6 20:20全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８１号 岡山県真庭市美甘 法面崩落
7/6  20:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８０号 岡山県新見市上市　～千屋 法面崩落
7/6  21:00全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１８４号 広島県尾道市木之庄町畑 法面崩落
7/7  0:10全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８２号 鳥取県鳥取市佐治町高山 倒木
7/6  23:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４２９号 岡山県倉敷市平田 冠水
7/6  23:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道１４３号
長野県東筑摩郡筑北村東条　　～
小県郡青木村田沢

倒木
7/6 23:40全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１３号 岡山県高梁市巨瀬町 崩土
7/7   1:05全面通行止め
迂回路：
人身：確認中・物損：有り

国道１８４号 広島県尾道市美ノ郷町三成 路面冠水
7/7  0:10全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：
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国道３１７号 広島県尾道市因島大浜町 法面崩壊
7/7  1:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：

国道４８６号 広島県三原市大和町久井町 法面崩落
7/7  1:20全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８６号 岡山県倉敷市真備町妹 冠水
7/7   1:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４３２号 広島県東広島市河内町小田 路面陥没
7/7  3:50全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８４号 岡山県加賀郡吉備中央町上田東 崩土
7/7   9:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４８６号 広島県東広島市豊栄町安宿 その他
7/7  10:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８４号 岡山県加賀郡吉備中央町上田東 崩土
7/7  11:30全面通行止め
迂回路：
人身・物損：無し

国道４８７号 広島県呉市音戸町高須 法面崩落
7/7 11:50全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８７号 広島県江田島市江田島町切串 法面崩落
7/7  12:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８７号 広島県呉市波多見 法面崩落
7/7  5:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８７号 広島県呉市音戸町早瀬 法面崩落
7/7  7:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１７号 広島県尾道市因島中野庄町 その他
7/7  7:20全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：

国道４３２号 広島県三原市大和町 法面崩落
7/7  7:30全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１７号 広島県尾道市因島洲江町 法面崩落
7/7  9:20全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道３１３号 広島県福山市横尾町 路面冠水
7/8   3:50全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：

国道１５６号 岐阜県大野郡白川村尾神 法面崩壊
7/8  9:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：人身無し、物損有り（スノーシェッドにクラック）

国道４２９号 兵庫県宍粟市波賀町水谷 土砂崩れ
7/8  11:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１９７号 高知県須崎市上分丙 斜面崩壊
7/8  12:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４８７号 広島県江田島市能美町高田 路面冠水
7/7  12:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４３２号
広島県竹原市新庄町 ～ 東広島市河内
町入野

法面崩落
7/7  13:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４８７号 広島県呉市警固屋8丁目 法面崩落
7/7  14:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：

国道４３３号 広島県山県郡北広島町川戸 ～ 惣森 法面崩落
7/7  16:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：

国道２５６号 岐阜県加茂郡白川町白山 土砂流出
7/8  3:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し
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※解除済み 

 

  

○道路名：国道３１３号（岡山県真庭市禾津～山久世（7/6 18:00～7/7 16:30））

○道路名：国道２６１号（島根県邑智郡川本町因原（7/6 21:00～7/7 17:38））

○道路名：国道４４５号（熊本県球磨郡五木村上荒地（7/3 16:30～7/5 14:00））

○道路名：国道３１２号（兵庫県豊岡市梶原（7/7 21:50～7/8 11:30）

○道路名：国道１７５号（京都府福知山市牧～舞鶴市上福井（7/7 1:30～7/8 16:00）

○道路名：国道１７８号（京都府舞鶴市八田～上福井（7/7 1:30～7/8 16:00）

○道路名：国道４２９号（岡山県美作町後山（7/7 2:50～7/7 11:00））

○道路名：国道４３９号（高知県高岡郡梼原町中平（7/3 19:10～7/4 16:00））

○道路名：国道４４８号（鹿児島県肝属郡肝付町波見（7/3 12:00～7/4 20:00））

○道路名：国道４７７号（京都府左京区花背小布施町（7/5 23:20～7/6 2:00））

○道路名：国道１５７号（石川県白山市白峰（7/5 18:30～7/6 11:00））

○道路名：国道４８２号（京都府京丹後市弥栄町黒部（7/5 18:00～7/6 4:40））

○道路名：国道３１２号（兵庫県豊岡市梶原（7/5 20:50～7/6 5:00））

○道路名：国道４９３号（高知県安芸郡北川村弘瀬（7/5 8:00～7/6 17:00））

○道路名：国道４７７号（滋賀県大津市伊香立途中町（7/5 21:30～7/6 14:30））

○道路名：国道１５６号（岐阜県高山市荘川町岩瀬（7/5 23:10～7/6 16:00））

○道路名：国道１５２号（長野県大鹿村鹿塩（7/5 12:10～7/6 19:00））

○道路名：国道４２０号（愛知県北設楽郡設楽町三橋（7/5 18:10～7/7 16:20））

○道路名：国道４３５号（山口県美祢市美東町綾木～山口市吉敷（7/6 12:00～7/7 18:00））

○道路名：国道２６３号（佐賀県佐賀市三瀬村（7/6 16:20～7/8 9:00））

○道路名：国道４８２号（鳥取県八頭郡若桜町（7/6 23:30～7/7 18:45））

○道路名：国道３１３号（岡山県真庭市禾津～山久世（7/6 18:00～7/7 16:30））
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オ 都道府県・政令市道 

・被災による通行止め：計６６５区間 

 

 

・北海道 ７区間 （路肩崩壊２、法面崩落４

橋脚沈下１）

・石川県 １区間 （法面崩落１）

・長野県 ３区間 （法面崩落１、路肩崩壊１、落石１）

・富山県 ６区間 （土砂流出１、法面崩壊１、土砂崩れ１、路肩崩壊１、

　トンネル天頂部からの漏水１、落石１）

・岐阜県 １６区間 （舗装損傷１、土砂流出６、路面陥没１

、法面崩落５、落石１、路肩崩壊２）

・愛知県 １区間 （落石１）

・三重県 １区間 （土砂崩れ１）

・浜松市 ２区間 （法面崩落２）

・滋賀県 ２区間 （土砂崩れ１、沢水流出１）

・京都府 ４４区間 （路面冠水１０、土砂崩れ２３、土砂流出４

　越水０、路肩崩壊３、倒木３、路面陥没１）

・大阪府 ３区間 （路面冠水１、土砂崩れ２）

・兵庫県 ４６区間 （路面冠水１３、土砂崩れ２１、土砂流出４、

　路肩崩壊４、倒木３、路面陥没１）

・奈良県 ２区間 （路面冠水２）

・和歌山県 ３区間 （路面冠水０、土砂崩れ３）

・鳥取県 １０区間 （法面崩落０、路面冠水１、土砂流出７

　土砂崩れ２）

・島根県 ２１区間 （法面崩落６、路面損傷１、

　路面冠水１１、土砂崩れ１

　落石２）

・岡山県 １２６区間 （法面崩落２７、路肩崩壊２１、

　電柱倒れ２、土砂崩れ１、道路崩落１

　崩土６４、路面陥没２、落石１

　冠水４、倒木２、事故１）

・広島県 ２０６区間 （法面崩落４、土砂崩れ１１６、

　路面冠水３０、路肩崩壊１８、

　土砂流出１、道路損壊０、落石３

　道路陥没５、大雨０、倒木６

　落橋７、その他１６）

・山口県 ７区間 （法面崩落１、土砂崩れ５、

　倒木土砂崩れ０、道台崩壊１）

・徳島県 ９区間 （斜面崩壊６、路肩崩壊１、道路冠水２）

・香川県 １０区間 （斜面崩壊７、路面陥没１、

　路肩崩壊１、倒木１）

・愛媛県 ２５区間 （法面崩落１７、路肩崩壊２、

　路面陥没１、倒木２、道路冠水３）

・高知県 ２５区間 （斜面崩落９、路肩崩壊１２

　道路冠水３、路面陥没１）

・福岡県 ３３区間 （土砂崩れ２７、路肩崩壊６）

・北九州市 １区間 （土砂崩れ１）

・福岡市 ３区間 （土砂崩れ１、路肩崩壊１、路面陥没１）

・佐賀県 １４区間 （土砂崩れ１３、路肩崩壊１）

・長崎県 ２区間 （土砂崩れ２）

・熊本県 １０区間 （土砂崩れ２、法面崩落８）

・大分県 １４区間 （土砂流出２、法面崩落８、電柱折倒１

　路肩崩壊２、表層流出１）

・宮崎県 ８区間 （土砂流出３、倒木１、土砂崩れ３、

　表層流出１）

・鹿児島県 ３区間 （土砂崩れ１、法面崩落２）

・沖縄県 １区間 （土砂崩れ１）
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 (8) 交通機関 

ア 鉄道（国土交通省情報：7 月 9 日 4:30 現在） 

  

東海旅客鉄道　高山線　飛騨萩原～上呂間　土砂流入
東海旅客鉄道　高山線　坂上～打保間　土砂流入
東海旅客鉄道　高山線　焼石～下呂間　土砂流入
北海道旅客鉄道　函館線　倶知安～小沢間　土砂流入 復旧済み
北海道旅客鉄道　函館線　小沢～銀山間　土砂流入
北海道旅客鉄道　函館線　比羅夫～倶知安間　土砂流入　復旧済み
西日本旅客鉄道　伯備線　足立～新郷間　土砂流入
西日本旅客鉄道　加古川線　日岡～神野間　道床流出 復旧済み
西日本旅客鉄道　奈良線　六地蔵～桃山間　法面亀裂　復旧済み
西日本旅客鉄道　関西線　笠置～加茂間　倒木
西日本旅客鉄道　阪和線　和泉砂川～和泉鳥取間　道床流出　復旧済み
近畿日本鉄道　生駒線　元山上口～平群間　道床流出　復旧済み
西日本旅客鉄道　伯備線　倉敷～清音間　落石検知線の動作
西日本旅客鉄道　伯備線　総社構内　土砂流入
西日本旅客鉄道　伯備線　美袋～備中広瀬間　落石検知線の動作
西日本旅客鉄道　伯備線　備中広瀬～備中高梁間　線路冠水
西日本旅客鉄道　伯備線　備中高梁～木野山間　落石検知線の動作
西日本旅客鉄道　伯備線　方谷構内　土砂流入
西日本旅客鉄道　伯備線　備中神代～足立間　橋脚に大木が引っかかっている
西日本旅客鉄道　伯備線　足立構内　落石検知線の動作
西日本旅客鉄道　姫新線　林野～勝間田間　道床洗掘
西日本旅客鉄道　姫新線　坪井～美作追分間　のり面亀裂
西日本旅客鉄道　姫新線　久世～中国勝山間　土砂流入
西日本旅客鉄道　姫新線　丹治部～岩山間　線路への切取崩壊（大）
西日本旅客鉄道　津山線　備前原～玉柏間　橋梁が冠水
西日本旅客鉄道　因美線　土師～那岐間　のり面崩壊
西日本旅客鉄道　因美線　那岐～美作河井間　土砂流入
西日本旅客鉄道　因美線　三浦～美作滝尾間　盛土崩壊
西日本旅客鉄道　宇野線　備前田井構内　線路斜面崩壊
西日本旅客鉄道　福塩線　備後本庄～横尾　土砂流入
西日本旅客鉄道　芸備線　白木山～狩留家間　橋梁流失
西日本旅客鉄道　芸備線　中深川～上深川間　橋梁損傷
西日本旅客鉄道　芸備線　西三次　土砂流入
西日本旅客鉄道　芸備線　内名～小奴可間　土砂崩壊
西日本旅客鉄道　呉線　安芸幸崎～忠海間　土砂流入
西日本旅客鉄道　山陽線　熊山構内　線路冠水、RC遮断機崩壊
西日本旅客鉄道　山陽線　熊山～万富間　落石検知線の動作
西日本旅客鉄道　山陽線　笠岡～大門間　土砂流入
西日本旅客鉄道　山陽線　松永～備後赤坂間　土砂崩壊
西日本旅客鉄道　山陽線　尾道～糸崎間　土砂流入
西日本旅客鉄道　山陽線　本郷～河内間　盛土崩壊、土砂流入（複数あり）
西日本旅客鉄道　山陽線　八本松～瀬野　盛土崩壊、土砂流入（複数あり）
西日本旅客鉄道　山陽線　有年～上郡　斜面崩壊 復旧済み
西日本旅客鉄道　山陰線　宿南(信)～江原　陥没　復旧済み
西日本旅客鉄道　山陰線　養父～八鹿　土砂流入、倒木、線路冠水　復旧済み
西日本旅客鉄道　山陰線　山家～綾部　倒木
西日本旅客鉄道　山陰線　石原構内　路盤流出
西日本旅客鉄道　山陰線　梁瀬～和田山　土砂流入
西日本旅客鉄道　山陰線　上夜久野構内　線路冠水
西日本旅客鉄道　山陰線　宿南(信)～江原　土床陥没
西日本旅客鉄道　山陰線　養父～八鹿　土砂流入、倒木、線路冠水
西日本旅客鉄道　山陰線　山家～綾部　倒木
西日本旅客鉄道　山陰線　石原構内　路盤流出
西日本旅客鉄道　山陰線　梁瀬～和田山　土砂流入
西日本旅客鉄道　山陰線　上夜久野構内　線路冠水
西日本旅客鉄道　播但線　生野～新井　線路冠水
西日本旅客鉄道　舞鶴線　西舞鶴～東舞鶴　土砂崩壊
西日本旅客鉄道　舞鶴線　梅迫～真倉　土砂流入、道床流出
西日本旅客鉄道　福知山線　市島～丹波竹田　線路冠水
西日本旅客鉄道　福知山線　丹波竹田構内　路盤流出
四国旅客鉄道　予讃線　本山～観音寺間　財田川橋りょう（洗堀、軌道変位）
四国旅客鉄道　予讃線　菊間～浅海　盛土崩壊
四国旅客鉄道　予讃線　浅海～大浦　土砂流入
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四国旅客鉄道　予讃線　大浦～伊予北条　土砂流入　
四国旅客鉄道　予讃線　大浦～伊予北条　基面陥没
四国旅客鉄道　予讃線　大浦～伊予北条　ストーンガード背面土砂崩壊
四国旅客鉄道　予讃線　伊予和気～三津浜　冠水
四国旅客鉄道　予讃線　堀江～伊予和気　冠水
四国旅客鉄道　予讃線　八多喜～春賀　倒木
四国旅客鉄道　予讃線　千丈～八幡浜　土砂流入
四国旅客鉄道　予讃線　下宇和～立間　土砂流入
四国旅客鉄道　予讃線　下宇和～立間　土砂流出
四国旅客鉄道　予讃線　伊予吉田～高光　構内土砂流出
四国旅客鉄道　予讃線　高光～北宇和島　道床流出
四国旅客鉄道　予讃線　高光～北宇和島　土砂流出
四国旅客鉄道　予讃線　海岸寺構内　施工基面崩れ
四国旅客鉄道　予讃線　伊予桜井～伊予富田　上徳踏切舗装陥没
四国旅客鉄道　予讃線　伊予亀岡～菊間　斜面崩壊
四国旅客鉄道　予讃線　伊予亀岡～菊間　斜面崩壊
四国旅客鉄道　予讃線　伊予亀岡～菊間　道床流出
四国旅客鉄道　予讃線　菊間～浅海　土砂流入
四国旅客鉄道　予讃線　菊間～浅海　土砂流入
四国旅客鉄道　予讃線　菊間～浅海　竹・木
四国旅客鉄道　予讃線　菊間～浅海　土砂流入
四国旅客鉄道　予讃線　大浦構内　ホーム下浸水
四国旅客鉄道　予讃線　伊予和気～三津浜　基面崩れ
四国旅客鉄道　予讃線　伊予上灘～下灘　縦下水から水流入、道床流出　
四国旅客鉄道　予讃線　伊予出石～伊予白滝　法面崩壊
四国旅客鉄道　予讃線　新谷～（若宮信号所）　踏切損壊（土砂流出）
四国旅客鉄道　予讃線　伊予平野～千丈　倒木用地内２本
四国旅客鉄道　予讃線　下宇和～立間　土砂流出、電気ケーブル断線
四国旅客鉄道　予讃線　伊予吉田構内　構内土砂流出
四国旅客鉄道　予讃線　伊予吉田～高光　遠見山Ｔ出口崩壊
四国旅客鉄道　土讃線　阿波池田構内　斜面崩壊（線路上距離あり）
四国旅客鉄道　土讃線　三縄～祖谷口　土砂流入
四国旅客鉄道　土讃線　土佐岩原～豊永　倒木
四国旅客鉄道　土讃線　土佐北川～角茂谷　側溝詰まり
四国旅客鉄道　土讃線　土佐北川～繁藤　側溝詰まり
四国旅客鉄道　土讃線　繁藤～新改　土砂流入
四国旅客鉄道　土讃線　繁藤～新改　トンネル上から土砂流入
九州旅客鉄道　筑肥線　鹿家～浜崎間　土砂流入
九州旅客鉄道　筑肥線　大川野～肥前長野間　土砂流入
九州旅客鉄道　唐津線　厳木～岩屋間　道床流入　復旧済み
九州旅客鉄道　唐津線　多久～厳木間　土砂流入、冠水　復旧済み
九州旅客鉄道　日豊線　西屋敷～立石間　冠水　復旧済み
九州旅客鉄道　日田彦山線　志井～石原町間　土砂流入　復旧済み
九州旅客鉄道　後藤寺線　下鴨生～筑前庄内間　土砂流入　復旧済み
九州旅客鉄道　後藤寺線　田川後藤寺構内　土砂流入　復旧済み
九州旅客鉄道　筑豊線　桂川～原田間　複数箇所で道床流出
九州旅客鉄道　肥薩線　鎌瀬～瀬戸石間　土砂流入
長良川鉄道　越美南線　郡上八幡～自然園前　線路冠水
長良川鉄道　越美南線　梅山～湯の洞温泉口　土砂流入、道床流出
長良川鉄道　越美南線　白山長滝～北濃　線路冠水、土砂流入、信号ケーブル破損
山陽電気鉄道　本線　須磨浦公園～山陽塩屋間　土砂流入　復旧済み
ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ　宮津線　東雲～四所　土砂流入
ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ　宮津線　粟田～宮津　道床流出
九州旅客鉄道　鹿児島線　田代駅　線路冠水　復旧済み
平成筑豊鉄道　田川線　崎山駅～源じいの森駅間(13K付近)　築堤崩壊
西日本鉄道　天神大牟田線　紫～朝倉街道間　斜面崩落　復旧済み
錦川鉄道　錦川清流線　川西～清流新岩国　土砂流入
井原鉄道　井原線　吉備真備駅構内　駅施設が冠水
神戸電鉄　粟生線　西鈴蘭台～藍那間　法面崩壊
神戸電鉄　粟生線　押部谷～緑が丘間　法面崩壊　復旧済み
神戸電鉄　粟生線　鈴蘭台～鈴蘭台西口　法面崩壊　復旧済み
神戸電鉄　有馬線　丸山～鵯越間　築堤崩壊　復旧済み
神戸電鉄　有馬線　箕谷～谷上間　施行基面一部崩壊　復旧済み
能勢電鉄　妙見線　光風台～ときわ台間　線路脇斜面の土砂崩れ　復旧済み
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（運行状況） 

・13 事業者 37 路線 運転休止 

  

※

※

※

※

再開予定

１１日　　

※

１０日　　

１３日頃

１３日頃　

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等

西日本旅客鉄道 姫新線 姫路～上月

西日本旅客鉄道 山陽線 上郡～瀬戸
熊山～万富：落石検知線の動作
熊山構内：線路冠水、RC遮断機崩壊

西日本旅客鉄道 山陽線 笠岡～海田市

本郷～河内、八本松～瀬野：盛土崩壊、土砂流

入線路冠水

尾道～糸崎：土砂流入
松永～備後赤坂：土砂崩壊

笠岡～大門：土砂流入

北海道旅客鉄道 函館線 長万部～倶知安

北海道旅客鉄道 函館線 倶知安～然別 小沢～銀山：土砂流入

西日本旅客鉄道 福知山線 篠山口～福知山
市島～丹波竹田：線路冠水
丹波竹田構内：路盤流出

舞鶴線 全線
西舞鶴～東舞鶴：土砂崩壊、
梅迫～真倉：土砂流入、道床流出

西日本旅客鉄道 芸備線 全線

内名～小奴可：土砂崩壊

白木山～狩留家：橋梁流失

中深川～上深川：橋梁流失
西三次：土砂流入

西日本旅客鉄道 山陽線 岩国～徳山

西日本旅客鉄道 山陰線 園部～和田山

山家～綾部：倒木
石原構内：路盤流出

梁瀬～和田山：土砂流入

上夜久野構内：線路冠水

西日本旅客鉄道 関西線 伊賀上野～加茂 笠置～加茂：倒木、土砂流入

西日本旅客鉄道 播但線 寺前～和田山 生野～新井：線路冠水

西日本旅客鉄道

西日本旅客鉄道 福塩線 全線 備後本庄～横尾：土砂流入

西日本旅客鉄道 伯備線 倉敷～上石見

備中神代～足立：橋脚に大木が引っかかってい

る
足立構内：落石検知線の動作

備中高梁～木野山：落石検知線の動作

方谷構内：土砂流入
倉敷～清音：落石検知線の動作

総社構内：土砂流入

美袋～備中広瀬：落石検知線の動作
備中広瀬～備中高梁：線路冠水

西日本旅客鉄道 呉線 全線 土安芸幸崎～忠海：土砂流入

西日本旅客鉄道 因美線 用瀬～東津山
土師～那岐：のり面崩壊

那岐～美作河井：土砂流入
三浦～美作滝尾：盛土崩壊

西日本旅客鉄道 姫新線 上月～新見
林野～勝間田：道床洗掘

坪井～美作追分：のり面亀裂

久世～中国勝山：土砂流入

西日本旅客鉄道 木次線  全線木次～備後落合

西日本旅客鉄道 津山線 全線 備前原～玉柏：橋梁が冠水

西日本旅客鉄道 岩徳線 全線

東海旅客鉄道 高山線 飛騨萩原～猪谷
飛騨萩原～上呂：土砂流入
坂上～打保：土砂流入

東海旅客鉄道 高山線 美濃太田～飛騨萩原 焼石～下呂：土砂流入

東海旅客鉄道 飯田線 中部天竜～天竜峡
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９日朝

※

※

平成筑豊鉄道 田川線 全線 崎山～源じいの森(13K付近):築堤崩壊

※

※

※

※

※

※

※

※

※

西鈴蘭台～藍那：法面崩壊 ※

※

本山～観音寺 本山～観音寺（財田川橋りょう）：洗
堀、軌道変位

四国旅客鉄道 予讃線
今治～伊予北条

菊間～浅海：盛土崩壊
浅海～大浦：土砂流入
大浦～伊予北条：土砂流入
大浦～伊予北条：ストーンガード背面土砂崩
壊
海岸寺構内：施工基面崩れ
伊予桜井～伊予富田：上徳踏切舗装陥没
伊予亀岡～菊間：斜面崩壊
伊予亀岡～菊間：斜面崩壊
伊予亀岡～菊間：道床流失
菊間～浅海：土砂流入
菊間～浅海：土砂流入
菊間～浅海：竹・木
菊間～浅海：土砂流入
大浦構内：ホーム下浸水

西日本旅客鉄道 山口線 宮野～益田

四国旅客鉄道 土讃線 琴平～窪川

阿波池田構内：斜面崩壊
三縄～祖谷口：土砂流入
土佐岩原～豊永：倒木
土佐北川～角茂谷：側溝詰まり
土佐北川～繁藤：側溝詰まり
繁藤～新改：土砂流入
繁藤～新改：トンネル上から土砂流入

四国旅客鉄道

ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ 宮福線 全線

九州旅客鉄道 筑肥線 筑前前原～唐津 鹿家～浜崎：土砂流入

九州旅客鉄道 筑肥線 山本～伊万里 大川野～肥前長野：土砂流入

長良川鉄道 越美南線 美濃市～北濃

郡上八幡～自然園前：線路冠水
梅山～湯の洞温泉口：土砂流入、道
床流出
白山長滝～北濃：線路冠水、土砂流
入、信号ケーブル破損

四国旅客鉄道 予土線 全線

九州旅客鉄道 筑豊線 桂川～原田 上穂波～筑前山家：道床流出（複数）

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～吉松 鎌瀬～瀬戸石：土砂流入

神戸電鉄 粟生線 西鈴蘭台～木津

ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ 宮津線 全線
東雲～四所：土砂流入
粟田～宮津：道床流出

四国旅客鉄道 予讃線 伊予市～宇和島

八多喜～春賀：倒木
千丈～八幡浜：土砂流入
下宇和～立間：土砂流入
下宇和～立間：土砂流出
伊予吉田～高光：構内土砂流出
高光～北宇和島：道床流出
高光～北宇和島：土砂流出
伊予上灘～下灘：縦下水から水進入、道床
流失
伊予出石～伊予白滝：法面崩壊
新谷～（若宮信号所）：踏切損壊（土砂流
失）
伊予平野～千丈：倒木用地内２本
下宇和～立間：土砂流失、電気ケーブル断
線
伊予吉田構内：構内土砂流失
伊予吉田～高光：遠見山Ｔ出口崩壊

四国旅客鉄道 牟岐線 阿南～海部

四国旅客鉄道 徳島線 佃～鴨島

予讃線

土佐くろしお鉄道 阿佐線 全線

若桜鉄道 若桜線 郡家～若桜

井原鉄道 井原線 総社～神辺 吉備真備構内：駅施設が冠水

錦川鉄道 錦川清流線 川西～錦町 川西～清流新岩国：土砂流入

平成筑豊鉄道 門司港レトロ観光線 全線
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イ 自動車関係（国土交通省情報：7月 9 日 5:30 現在） 

○高速バス関係  

56 事業者で 203 路線運休  8 事業者で 14 路線一部運休 

  

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

沿岸バス(株)
豊富札幌線、羽幌札幌線Ａ（特
急羽幌号高速経由便）

通常運行

沿岸バス(株)
羽幌札幌線Ｂ（特急はぼろ号増
毛経由）

通常運行

沿岸バス(株) 豊富留萌線 通常運行

北海道中央バス(株) 札幌～遠軽 通常運行

北海道北見バス(株) 札幌～遠軽 通常運行

道北バス(株) 札幌～遠軽 通常運行

山交バス(株) 山形～京都・大阪 通常運行

庄内交通(株) 酒田～京都・大阪 通常運行

新常磐交通(株) いわき～京都・大阪 通常運行

沿岸バス(株) 羽幌留萌線 通常運行

宗谷バス(株) 稚内・札幌線 通常運行

宮城交通(株) 仙台～京都・大阪 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～上高地 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～姫路 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～福井 通常運行

福島交通(株) 福島～京都・大阪 通常運行

(株)ジャムジャムエクスプレス 仙台～京都・大阪 通常運行

(株)桜交通 仙台・郡山～京都・大阪 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～四国 運休

京浜急行バス㈱ 東京～御殿場、箱根 通常運行

京浜急行バス㈱ 東京～鳥取、倉吉 運休

ジェイアールバス関東㈱ 新宿～可児車庫 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～大阪 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～名古屋 通常運行

小田急シティバス（株） 東京～高知 通常運行

小田急シティバス（株） 東京～広島、岡山 運休

東急トランセ（株） 東京～今治 通常運行

京浜急行バス㈱ 東京～京都 通常運行

京浜急行バス㈱ 東京～徳島 通常運行

富士急山梨バス㈱ 東京～富士山 通常運行

WLLEREXPRESS関東（株） 関東〜広島 運休

関東鉄道（株） 水戸〜大阪 通常運行

京成バス（株） 東京、横浜〜神戸、大阪 通常運行

関東バス（株） 東京～岡山 通常運行

西東京バス（株） 東京～香川 通常運行

WLLEREXPRESS関東（株） 関東〜関西 通常運行

（株）オー・ティー・ビー 関東〜広島 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東〜九州 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東〜高知 運休
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千葉交通（株） 銚子、成田空港〜京都、大阪 通常運行

千葉交通（株） 銚子、成田空港〜京都、大阪 通常運行

桜交通（株） 関東〜関西 通常運行

富山地方鉄道（株） 富山～高岡線 通常運行

富山地方鉄道（株） 富山～大阪線 通常運行

富山地方鉄道（株） 富山～名古屋線 通常運行

山梨交通（株） 山梨〜京都、大阪 通常運行

(株)ジャムジャムエクスプレス 関東〜広島 運休

加越能バス（株） 富山～名古屋線 通常運行

アルピコ交通（株） 東京～上高地線 通常運行

アルピコ交通（株） 松本～名古屋線 通常運行

アルピコ交通（株） 松本～大阪線 通常運行

富山地方鉄道（株） 富山～高山線 運休

アルピコ交通（株） 大阪・京都～上高地線 通常運行

アルピコ交通（株） 新宿～上高地線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～飯田線 通常運行

アルピコ交通（株） 諏訪～京都・大阪線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～大阪線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～名古屋線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～上高地線 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～名古屋線 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～大阪線 通常運行

信南交通（株） 飯田～新宿線 通常運行

北陸鉄道（株） 金沢～名古屋線 通常運行

北陸鉄道（株） 金沢～高山線 一部運休

北陸鉄道（株） 金沢～大阪線 通常運行

信南交通（株） 飯田～立川線 通常運行

信南交通（株） 飯田～横浜線 通常運行

信南交通（株） 飯田～甲府線 通常運行

信南交通（株） 飯田～名古屋線 通常運行

信南交通（株） 飯田～長野線 通常運行

信南交通（株） 飯田～大阪線 通常運行

サンライズカンパニー（株） 新潟～名古屋線 通常運行

WIILER EXPRESS 北信越（株） 新潟～京都・大阪線 通常運行

新潟交通（株） 新潟～京都・大阪線 通常運行

おんたけ交通（株） 木曽福島～新宿線 運休

イルカ交通（株） 高岡～名古屋線 通常運行

昌栄交通（株） 長野～なんば・三宮線 通常運行

トラビスジャパン（株） 須坂～京都・大阪線 通常運行

千曲バス（株） 軽井沢～京都・大阪線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～新宿 通常運行

新潟交通（株） 新潟～名古屋線 通常運行

越後交通（株） 三条・長岡～京都・大阪線 通常運行

長電バス（株） 湯田中・飯山・長野～京都・大阪・神戸線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～新潟 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～飯田 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～伊那 通常運行
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名鉄バス（株） 名古屋～松本 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～長野 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～上高地 運休

名鉄バス（株） 名古屋～高岡・氷見 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～金沢 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～福井 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～高山 運休

名鉄バス（株） 名古屋～白川郷 運休

名鉄バス（株） 名古屋～富山 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～松山 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～福岡 運休

名鉄バス（株） 名古屋～長崎 運休

名鉄バス（株） 名古屋～神戸 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～京都 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～高松 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～金沢 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～東京・新宿 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～神戸 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～熊本 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～高山 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～福井 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～京都 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～広島 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～徳島・高松・松山 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～甲府・竜王 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～大阪・ＵＳＪ 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 静岡～大阪 通常運行

名阪近鉄バス（株） 名古屋駅～京都駅 通常運行

名阪近鉄バス（株） 名古屋～大阪/ＵＳＪ 通常運行

遠州鉄道（株） 浜松駅～ＵＳＪ 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～米子・松江・出雲 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～倉敷・岡山 通常運行

名阪近鉄バス（株） 名古屋駅～大阪駅 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～京都・大阪 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～金沢 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～富山 通常運行

東濃鉄道（株） 可児車庫～バスタ新宿 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～名古屋 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～岐阜 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～牧 通常運行

岐阜乗合自動車（株） 岐阜高山線 運休

岐阜乗合自動車（株） 高速八幡線（岐阜～八幡） 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～新宿 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～富士山 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～松本 通常運行

岐阜乗合自動車（株） 名古屋白川郷線 運休

三重交通（株） 四日市～大阪 通常運行
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三重交通（株） 津～京都 通常運行

福井鉄道（株） 大阪線（福井～大阪） 通常運行

福井鉄道（株） わかさライナー（小浜－大阪） 運休

三重交通（株） 四日市～京都 通常運行

京福バス（株） 大阪線 通常運行

京福バス（株） 東京線 通常運行

阪急バス（株） 京都～有馬温泉 運休

福井鉄道（株） 東京線 通常運行

福井鉄道（株） 名古屋線 通常運行

京福バス（株） 名古屋線 通常運行

阪急バス（株） 大阪～高知 運休

阪急バス（株） 大阪～松山・八幡浜 運休

阪急バス（株） 大阪・京都～松本 通常運行

阪急バス（株） 大阪～有馬温泉 運休

阪急バス（株） 大阪～徳島 運休

阪急バス（株） 大阪～阿波池田 運休

阪急バス（株） 大阪～松江・出雲 運休

阪急バス（株） 大阪～新見・三次 運休

阪急バス（株） 大阪～高松・普通寺・丸亀 運休

阪急バス（株） 大阪・京都～富山 通常運行

阪急バス（株） 大阪～金沢 通常運行

阪急バス（株） 大阪～宮津・峰山 運休

京阪バス（株） 京都～松山 運休

京阪バス（株） 京都～高松 運休

京阪バス（株） 京都～米子 運休

阪急バス（株） 大阪・京都～新潟 通常運行

京阪バス（株） 京都～有馬温泉 運休

京阪バス（株） 京都～徳島 運休

京阪バス（株） 京都～高知 通常運行

京阪バス（株） 神戸・大阪・京都～長野・湯田中 運休

京阪バス（株） 大阪・京都～秋葉原・成田・銚子 運休

京阪バス（株） 京都～関西空港 通常運行

京阪バス（株） 京都～四日市 通常運行

京阪バス（株） 京都～中部国際空港 通常運行

京阪バス（株） 三条・長岡・柏崎～京都・大阪 通常運行

京阪バス（株） 京都～倉敷・岡山 運休

京阪バス（株） 京都～福山 運休

京阪バス（株） 大阪・京都～鶴岡・酒田 運休

京阪バス（株） 玉川上水・立川・昭島～京都・大阪・神戸 運休

京阪バス（株） 鎌倉・藤沢～京都・大阪 通常運行

阪急観光バス（株） 大阪～福井 通常運行

阪急観光バス（株） 大阪～湯村温泉・浜坂 運休

阪急観光バス（株） 大阪～新宿・渋谷・池袋 通常運行

阪急観光バス（株） 大阪～有馬温泉 運休

阪急観光バス（株） 大阪～洲本 運休

阪急観光バス（株） 大阪・USJ～箕輪 通常運行

淡路交通（株） 大阪～津名・洲本 通常運行
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淡路交通（株） 三ノ宮西浦線 通常運行

淡路交通（株） 三ノ宮福良線 通常運行

淡路交通（株） 舞子福良線 通常運行

淡路交通（株） 三ノ宮洲本線 通常運行

淡路交通（株） 学園都市洲本線 通常運行

神姫バス（株） 神戸～広島線 運休

神姫バス（株） 西脇～大阪線 通常運行

神姫バス（株） 津山～京都線 通常運行

淡路交通（株） 舞子津名線 通常運行

神姫バス（株） 姫路～鳥取 通常運行

神姫バス（株） 神戸～岡山・倉敷線 運休

神姫バス（株） 神戸～高松・丸亀線 通常運行

神姫バス（株） 神戸～高知線 運休

神姫バス（株） 神戸～松山線 通常運行

神姫バス（株） 津山～大阪線 通常運行

神姫バス（株） 姫路～鳥取線 通常運行

神姫バス（株） 神戸～徳島線 通常運行

神姫バス（株） 三ノ宮～福良線 通常運行

神姫バス（株） 姫路駅～大阪空港（伊丹） 通常運行

神姫バス（株） 姫路駅～関西国際空港 通常運行

神姫バス（株） 神戸～阿波池田線 通常運行

神姫バス（株） 三ノ宮～五色線 通常運行

神姫バス（株） 三ノ宮～洲本線 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） OCAT・大阪～有馬 運休

西日本ジェイアールバス（株） 有馬～大阪・USJ 運休

西日本ジェイアールバス（株） 新神戸・三宮BT～有馬 運休

神姫バス（株） 姫路～アウトレット・有馬温泉 運休

神姫バス（株） 姫路・神戸～渋谷・新宿 通常運行

（株）ウエスト神姫 山崎～三宮 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～東京 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） OCAT・大阪～バスタ新宿・東京 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～有馬 運休

西日本ジェイアールバス（株） OCAT・大阪～東京 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～東京 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～横浜 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 首都圏～京阪神 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～大宮 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～金沢 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・USJ～金沢 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・京都～横浜 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・京都～横浜 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・京都～大宮 通常運行
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西日本ジェイアールバス（株） 大阪～浜松 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・神戸～静岡 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～白浜 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～舞鶴 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～名古屋 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 神戸～名古屋 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～津山 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～西脇 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都・大阪～広島 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～神戸三田 運休

西日本ジェイアールバス（株） USJ～神戸 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～津山 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～出雲 運休

西日本ジェイアールバス（株） 神戸～出雲 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～米子 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・OCAT・USJ～岡山 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・OCAT・USJ～岡山・倉敷 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～江津・益田 運休

西日本ジェイアールバス（株） 京都～徳島 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・USJ～徳島 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 神戸空港・三宮BT～徳島 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都～鳥取 運休

西日本ジェイアールバス（株） 神戸～大磯 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・神戸～洲本 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 観音寺・丸亀～大阪 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 京都・大阪～高知 運休

西日本ジェイアールバス（株） 京都・USJ・大阪～松山 運休

西日本ジェイアールバス（株） 京都～高松 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～高松 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） USJ・新神戸・三宮BT～高松 通常運行

全但バス（株） 城崎・姫路～東京 通常運行

丹後海陸交通（株） 京都線 運休

丹後海陸交通（株） 大阪線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～名古屋 通常運行

全但バス（株） 城崎～神戸・大阪 通常運行

全但バス（株） 浜崎・湯村～神戸・大阪 通常運行

関西空港交通（株） 奈良線 通常運行

関西空港交通（株） 姫路線 通常運行

関西空港交通（株） 岡山線 運休

大阪空港交通（株） 大阪（伊丹）空港～姫路駅 通常運行

大阪空港交通（株） 大阪（伊丹）空港～京都駅 通常運行

関西空港交通（株） 京都線 通常運行

山陽バス（株） 学園都市～洲本 通常運行

山陽バス（株） 神戸～徳島 通常運行

関西空港交通（株） 高松線 通常運行

関西空港交通（株） 徳島線 通常運行

山陽バス（株） 垂水区内～三宮 通常運行
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山陽バス（株） 神戸・大阪・京都～東京（立川）線 通常運行

阪神バス（株） 大阪・神戸～宇和島 通常運行

阪神バス（株） 大阪・神戸～津和野 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～山形 通常運行

阪神バス（株） 大阪徳島線 通常運行

阪神バス（株） 神戸徳島線 通常運行

阪神バス（株） 大阪・神戸～今治 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～日立・いわき 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～つくば・水戸 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～横浜・東京 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～仙台 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～福島 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～宇都宮 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～御殿場・小田原 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～軽井沢 通常運行

近鉄バス（株） 京都～山口 運休

近鉄バス（株） 大阪～八王子・新宿 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～甲府 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～富士山駅 通常運行

近鉄バス（株） 京都～大分 運休

近鉄バス（株） 京都～宮崎 運休

近鉄バス（株） 大阪～高山 運休

近鉄バス（株） 京都～中村・宿毛 通常運行

近鉄バス（株） 京都～長崎 運休

近鉄バス（株） 京都～熊本 運休

近鉄バス（株） 八尾～京都 通常運行

近鉄バス（株） 京都～アウトレット竜王 通常運行

南海バス（株） 徳島線 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～小浜 通常運行

近鉄バス（株） 大阪～福山 通常運行

近鉄バス（株） なんば～三田アウトレット 通常運行

南海バス（株） 関西空港～高松 通常運行

南海バス（株） 神戸・大阪・京都～長野・湯田中 通常運行

南海バス（株） 大阪・京都～秋葉原・成田・銚子 通常運行

南海バス（株） 関西空港～徳島 通常運行

南海バス（株） 関西空港～岡山 通常運行

南海バス（株） 関西空港～姫路 通常運行

南海バス（株） 三条・長岡・柏崎～京都・大阪 通常運行

南海ウイングバス南部（株） 和歌山・泉中央・なんば・京田辺～新宿・東京・新木場 通常運行

明光バス（株） 白浜大阪線 通常運行

南海バス（株） 大阪・京都～鶴岡・酒田 通常運行

南海バス（株） 玉川上水・立川・昭島～京都・大阪・神戸 通常運行

南海バス（株） 鎌倉・藤沢～京都・大阪 通常運行

本四海峡バス(株) 徳島～京都 通常運行

明光バス（株） 白浜京都線 通常運行

本四海峡バス(株) 徳島～大阪 通常運行

本四海峡バス(株) 徳島～神戸 通常運行
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本四海峡バス(株) 徳島～関西空港 通常運行

本四海峡バス(株) 陸の港西淡～神戸 通常運行

京都交通（株） 舞鶴～京都 通常運行

京都交通（株） 舞鶴～大阪 通常運行

京都交通（株） 舞鶴～神戸三宮 通常運行

本四海峡バス(株) 洲本BC～神戸 通常運行

本四海峡バス(株) 東浦BC～神戸 通常運行

京阪京都交通（株） 京都岡山倉敷線 通常運行

日ノ丸自動車（株） 鳥取～広島 運休

日ノ丸自動車（株） 鳥取～姫路 通常運行

日ノ丸自動車（株） 出雲～岡山 運休

京都交通（株） 福知山～大阪 通常運行

京都交通（株） 福知山～神戸三宮 通常運行

京都交通（株） 舞鶴・綾部・福知山・亀岡～東京 通常運行

日ノ丸自動車（株） 鳥取～福山 運休

日ノ丸自動車（株） 倉吉～岡山 運休

日ノ丸自動車（株） 鳥取～福岡 運休

日ノ丸自動車（株） 東京～倉吉 運休

日ノ丸自動車（株） 東京～米子 運休

日ノ丸自動車（株） 米子～広島 運休

日本交通（株） 米子～神戸・大阪 一部運休

日本交通（株） 米子～神戸 運休

日本交通（株） 米子～京都 運休

日本交通（株） 東京～米子 一部運休

日本交通（株） 鳥取～神戸・大阪 一部運休

日本交通（株） 倉吉・鳥取～京都 一部運休

広交観光㈱ 広島～高知 運休

広交観光㈱ 広島～徳島 運休

広交観光㈱ 広島～今治 運休

日本交通（株） 倉吉～神戸・大阪 運休

日本交通（株） 鳥取～福岡 一部運休

日本交通（株） 広島～米子 一部運休

広交観光㈱ 広島～小倉・福岡（昼行便） 運休

(株)中国バス 広島～小倉・福岡（昼行便） 運休

(株)中国バス 広島～福山 運休

広交観光㈱ 広島～神戸 運休

広交観光㈱ 広島～岡山 運休

広交観光㈱ 広島～福岡 運休

(株)中国バス 府中・世羅・福山～神戸 一部運休

(株)中国バス 福山～因島 通常運行

(株)中国バス 神辺・井原・笠岡～大阪 運休

(株)中国バス 福山～広島空港 運休

(株)中国バス 三次・新見～大阪 運休

(株)中国バス 尾道・福山～京都 運休

(株)中国バス 三原～東京 通常運行

(株)中国バス 広島～東京 運休

(株)中国バス 広島～横浜 運休
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(株)中国バス 尾道・府中・福山～大阪 運休

(株)中国バス 神辺・井原・笠岡～大阪 運休

(株)中国バス 平成大学～広島 運休

芸陽バス(株) 広島～豊栄 運休

芸陽バス(株) 広島～竹原 運休

鞆鉄道（株） 広島～福山 運休

(株)中国バス 因島・尾道～広島 運休

(株)中国バス 甲奴～広島 運休

(株)中国バス 福山～松山 通常運行

因の島運輸（株） 福山～因島 通常運行

おのみちバス（株） 尾道～広島空港 運休

おのみちバス（株） 尾道～今治 運休

鞆鉄道（株） 福山～広島空港 運休

鞆鉄道（株） 福山～今治 運休

因の島運輸（株） 因島～広島 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 広島・岡山～東京 運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲･松江･米子～名古屋 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 広島・三次～名古屋 運休

中国ジェイアールバス（株） 倉敷～東京（新木場） 運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲・松江～東京 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～東京 運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲・松江～福岡 一部運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲～広島 一部運休

中国ジェイアールバス（株） 江津・浜田～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲・松江～大阪 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 出雲・松江～神戸 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 出雲・松江～京都 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 広島～大阪・京都 運休

中国ジェイアールバス（株） 岡山～米子・松江・出雲 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～広島大学 運休

中国ジェイアールバス（株） 益田・浜田～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 京都～広島 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～大阪USJ 運休

中国ジェイアールバス（株） 山口～福岡 運休

中国ジェイアールバス（株） 岡山～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 岡山～出雲 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～高松 運休

中国ジェイアールバス（株） 出雲～京都 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～福岡 運休

両備ホールディングス㈱ 広島～出雲 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～大阪 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～米子・松江・出雲 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～岡山 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～浜田 通常運行

両備ホールディングス㈱ 広島～岡山 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～高知 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～松山 一部運休
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両備ホールディングス㈱ 倉敷・岡山～名古屋 一部運休

一畑バス(株) 広島～出雲 通常運行

一畑バス(株) 出雲～東京 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～出雲 運休

一畑バス(株) 出雲～大阪 通常運行

中鉄バス（株） 岡山～米子・松江・出雲 運休

中鉄バス（株） 倉敷・岡山～神戸 通常運行

一畑バス(株) 出雲・松江～大阪 通常運行

一畑バス(株) 岡山～米子・松江・出雲 運休

一畑バス(株) 出雲～岡山 通常運行

広島電鉄（株） 広島～松江 通常運行

広島電鉄（株） 広島～米子 通常運行

広島電鉄（株） 広島～浜田 通常運行

中鉄北部バス（株） 岡山～勝山 一部運休

サンデン交通株式会社 下関～福岡 通常運行

広島電鉄（株） 空港リムジン線 運休

広島電鉄（株） 広島～三次 通常運行

広島電鉄（株） 呉広島空港線 運休

広島電鉄（株） クレアライン 運休

広島電鉄（株） 広島～倉敷 運休

広島電鉄（株） 広島～米子 運休

下津井電鉄㈱ 岡山～大阪 通常運行

本四バス開発（株） 因島・尾道～広島 通常運行

本四バス開発（株） 因島～福山 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～高知 一部運休

下津井電鉄㈱ 岡山～松山 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～京都 通常運行

石見交通(株) 広島～浜田 通常運行

石見交通(株) 広島～益田 運休

石見交通(株) 広島～益田 運休

本四バス開発（株） 福山～松山 運休

備北バス(株) 新見～大阪 運休

石見交通(株) 津和野・益田・浜田～大阪 運休

防長交通(株) 萩・防府・岩国～神戸・大阪・京都 運休

防長交通(株) 萩・防府・岩国～東京 運休

ジェイアール四国バス㈱ 高松～大阪 一部運休

石見交通(株) 広島～大田 運休

(株)イワミツアー 広島～大田 運休

防長交通(株) 下松・周南・防府～福岡 運休

ジェイアール四国バス㈱ 高松～関西空港 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～広島 運休

ジェイアール四国バス㈱ 高松～松山 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～三宮・新神戸 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～京都 一部運休

ジェイアール四国バス㈱ 観音寺・丸亀～三宮・大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～高知 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 松山・高松・徳島～名古屋 通常運行
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ジェイアール四国バス㈱ 徳島～大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～三宮・新神戸 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～京都 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 観音寺・高松～東京 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 松山～三宮・大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 松山～高知 一部運休

ジェイアール四国バス㈱ 松山～東京 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～松山 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～高知 一部運休

ジェイアール四国バス㈱ 阿南・徳島～東京 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～東京 運休

四国高速バス㈱ 高松～大阪 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～神戸・ＵＳＪ 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～三宮・大阪 運休

ジェイアール四国バス㈱ 松山～岡山 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～岡山 運休

四国高速バス㈱ 高松～高知 一部運休

四国高速バス㈱ 高松～名古屋 通常運行

四国高速バス㈱ 丸亀・善通寺～東京 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～京都 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～関西空港 通常運行

四国高速バス㈱ 丸亀・善通寺～神戸・大阪・ＵＳＪ 通常運行

高松エクスプレス㈱ 高松～大阪・なんば 通常運行

高松エクスプレス㈱ 高松～神戸・三宮 通常運行

大川自動車㈱ 高松～徳島 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～福岡 運休

四国高速バス㈱ 高松～松山 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～徳島 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～大阪梅田・なんば線 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～高速舞子・神戸三宮線 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～京都線 通常運行

琴平バス㈱ 琴平・高松・徳島～東京ディズニーランド 通常運行

琴平バス㈱ 琴平・高松・徳島～四日市・名古屋 通常運行

琴平バス㈱ 徳島・高松～福岡 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～岡山 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～高知 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～東京 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～関西空港線 通常運行

徳島バス㈱ 室戸・生見・橘～大阪梅田・なんば線 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～広島 運休

海部観光㈱ 徳島～東京 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～大阪 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～神戸 通常運行

海部観光㈱ 徳島～三宮・大阪 通常運行

海部観光㈱ 徳島～伊丹空港 通常運行

海部観光㈱ 徳島～京都 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～京都 通常運行
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伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～名古屋 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～福岡 一部運休

伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～東京 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～岡山 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～高知 一部運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～神戸・大阪 通常運行

宇和島自動車㈱ 城辺～神戸・大阪 通常運行

瀬戸内運輸（株） 今治～大阪・神戸 一部運休

伊予鉄バス㈱ 松山～福山 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～高松 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～徳島 通常運行

瀬戸内運輸（株） 今治～東京 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～大阪線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～神戸線 通常運行

瀬戸内運輸（株） 今治～福岡 一部運休

瀬戸内運輸（株） 今治～広島 運休

瀬戸内運輸（株） 今治～福山 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～松山線 一部運休

とさでん交通㈱ 高知～徳島線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～東京 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～岡山線 一部運休

とさでん交通㈱ 高知～広島線 運休

とさでん交通㈱ 高知～高松線 一部運休

西日本鉄道（株） 福岡-名古屋 運休

西日本鉄道（株） 福岡-岡山 運休

西日本鉄道（株） 福岡-北九州 運休

とさでん交通㈱ 高知～京都・名古屋 通常運行

高知駅前観光㈱ 高知・徳島～東京 一部運休

西日本鉄道（株） 福岡-東京 運休

西日本鉄道（株） 福岡-島原 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-大分 通常運行

西日本鉄道（株） 北九州空港-小倉 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-熊本 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-別府 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-日田 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡空港-荒尾 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡空港-佐賀 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-北九州空港 通常運行

西日本鉄道（株） 北九州空港-黒崎 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡空港-小倉 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡空港-久留米 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-延岡 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-鹿児島 運休

西日本鉄道（株） 福岡‐鳥栖プレミアムアウトレット 通常運行

西日本鉄道（株） 北九州空港-黒崎 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-佐賀 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡-宮崎 運休
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JR九州バス㈱ 松江・出雲‐福岡 通常運行

JR九州バス㈱ 福岡-宇部・山口 運休

JR九州バス㈱ 福岡-防府・周南 運休

西日本鉄道（株） 佐賀空港‐福岡 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡・福岡空港‐熊本 通常運行

西日本鉄道（株） 北九州‐別府・大分 通常運行

JR九州バス㈱ 新八代‐宮崎 運休

大分バス㈱ 京都‐大分 運休

大分バス㈱ 福岡‐大分 通常運行

JR九州バス㈱ 福岡-広島・福山 運休

JR九州バス㈱ 福岡‐宮崎 運休

JR九州バス㈱ 福岡‐鹿児島 運休

大分交通㈱ 大分‐長崎 通常運行

西鉄高速バス㈱ 福岡‐高松 通常運行

西鉄高速バス㈱ 福岡‐松山 通常運行

大分バス㈱ 大分‐長崎 通常運行

大分交通㈱ 三宮・大阪・京都‐大分・別府 運休

大分交通㈱ 福岡‐大分 通常運行

西鉄高速バス㈱ 福岡-ハウステンボス 通常運行

西鉄バス北九州（株） 福岡-行橋 通常運行

西鉄バス北九州（株） 北九州-別府・大分 運休

西鉄高速バス㈱ 福岡‐鳥取 通常運行

西鉄高速バス㈱ 福岡-下関 通常運行

西鉄高速バス㈱ 福岡-佐世保 通常運行

九州産交バス㈱ 大阪・京都‐熊本 運休

九州産交バス㈱ 福岡‐熊本 通常運行

九州産交バス㈱ 北九州‐熊本 運休

西鉄バス筑豊（株） 福岡-直方 通常運行

九州産交バス㈱ 名古屋‐熊本 運休

九州産交バス㈱ 神戸・大阪・京都‐熊本 運休

九州産交バス㈱ 熊本‐鹿児島 運休

九州産交バス㈱ 福岡‐宮崎 運休

九州産交バス㈱ 福岡‐黒川温泉 通常運行

九州産交バス㈱ 長崎‐熊本 通常運行

九州産交バス㈱ 熊本‐宮崎 運休

九州産交バス㈱ 新八代‐宮崎 運休

昭和自動車㈱ 福岡‐伊万里 通常運行

長崎県交通局 大分‐長崎 通常運行

長崎県交通局 長崎‐北九州 運休

西肥自動車㈱ 福岡‐佐世保 通常運行

西肥自動車㈱ 福岡‐ハウステンボス 通常運行

島原鉄道㈱ 福岡‐島原 通常運行

長崎自動車㈱ 京都‐長崎 通常運行

長崎自動車㈱ 名古屋‐長崎 通常運行

長崎県交通局 長崎‐熊本 通常運行

長崎県交通局 長崎‐宮崎 運休

長崎県交通局 長崎‐鹿児島 運休
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亀の井バス㈱

九州急行バス㈱ 福岡‐長崎 通常運行

南国交通㈱ 宮崎‐鹿児島 運休

日田バス㈱ 福岡‐黒川温泉 通常運行

日田バス㈱ 福岡‐湯布院 通常運行

南国交通㈱ 長崎‐鹿児島 運休

南国交通㈱ 福岡‐鹿児島 運休

南国交通㈱ 熊本‐鹿児島 運休

宮崎交通㈱ 福岡‐延岡 通常運行

宮崎交通㈱ 熊本‐宮崎 運休

宮崎交通㈱ 長崎‐宮崎 運休

日田バス㈱ 福岡‐日田 一部運休

亀の井バス㈱ 福岡‐湯布院 通常運行

福岡‐別府 通常運行

亀の井バス㈱ 神戸・大阪・京都‐大分・別府 運休

宮崎交通㈱ 福岡‐宮崎 運休

鹿児島交通㈱ 福岡‐鹿児島 運休

鹿児島交通㈱ 熊本‐鹿児島 運休

宮崎交通㈱ 宮崎‐鹿児島 一部運休

宮崎交通㈱ 新八代‐宮崎 運休

宮崎交通㈱ 京都‐宮崎 運休
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○路線バス関係 

41 事業者で 221 路線運休  28 事業者で 66 路線一部運休 

      

沿岸バス(株) 別苅雄冬線 通常運行

沿岸バス(株) 幌延留萌線、快速幌延留萌線 通常運行

沿岸バス(株) 初山別留萌線 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

旭川電気軌道(株) 旭山動物園線(急行線）、空港旭山動物園線 通常運行

道北バス(株) 36番江丹別線 通常運行

道北バス(株) 赤岳線（銀泉台線） 運休

沿岸バス(株) 上平古丹別線 通常運行

旭川電気軌道(株) 旭山動物園線 通常運行

空知中央バス(株) 深旭線 通常運行

空知中央バス(株) 更進線 通常運行

㈲東ハイヤー 瀬棚須築線 通常運行

道北バス(株) 81番層雲峡線 通常運行

道北バス(株) 大雪湖線 通常運行

旭川中央交通(株) 米飯線 通常運行

アルピコ交通（株） 乗鞍高原～乗鞍山頂（畳平）エコーライン 運休

アルピコ交通（株） 平湯・朴の木平～乗鞍山頂（畳平）スカイライン 運休

加越能バス（株） 世界遺産バス（高岡～五箇山～白川郷） 通常運行

函館バス㈱ 函館木古内線 通常運行

ジェイ・アール北海道バス㈱ 日勝線 通常運行

南アルプス市 広河原～北沢峠 運休

富山地方鉄道（株） 富山～神岡・平湯線 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） ３つ星街道バス 運休

名阪近鉄バス（株） 大垣市 通常運行

加賀温泉バス（株） 温泉片山津線 通常運行

北鉄金沢バス（株） 白山登山バス 運休

富山地方鉄道（株） 富山～猪谷線 通常運行

名鉄バス（株） 豊田足助地区 通常運行

豊鉄バス（株） 津具線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山市 通常運行

名阪近鉄バス（株） 大垣市 通常運行

名阪近鉄バス（株） 垂井町 通常運行

名阪近鉄バス（株） 揖斐川町 通常運行
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下津井循環線

児島駅～王子ヶ岳登山口

岐阜乗合自動車（株） 関上之保線 一部運休

伊豆箱根バス（株） 熱海駅～十国峠登り口 一部運休

しずてつジャストライン（株） 「日向」系統 一部運休

濃飛乗合自動車（株） 白川町・東白川村 一部運休

濃飛乗合自動車（株） 飛騨市山之村 運休

濃飛乗合自動車（株） 下呂市全域 一部運休

京福バス（株） 西田中宿堂線 一部運休

京福バス（株） 海岸地域バス 運休

日ノ丸自動車㈱ 智頭線 運休

京福バス（株） 一乗谷朝倉特急バス 一部運休

京福バス（株） 茱崎線 運休

京福バス（株） 越前海岸ブルーライン 通常運行

下津井電鉄（株） 児島駅～与島第２駐車場 通常運行

下津井電鉄（株） 中庄線 通常運行

下津井電鉄（株） 空港線 通常運行

下津井電鉄（株） 児島駅～倉敷駅 通常運行

下津井電鉄（株） 通常運行

下津井電鉄（株） 通常運行

下津井電鉄（株） 児島駅～下津井 通常運行

両備ホールディングス（株） 岡山駅～荘内～渋川三丁目線 一部運休

両備ホールディングス（株） 岡山駅～宇野駅～渋川三丁目線 一部運休

両備ホールディングス（株） 岡山駅～渋川・おもちゃ王国線（特急） 一部運休

岡山電気軌道（株） 岡山市内 一部運休

両備ホールディングス（株） 宇野駅～王子ヶ岳線 一部運休

両備ホールディングス（株）
宇野駅～商工高校前～渋川三丁目線
宇野駅～玉野市役所前～渋川三丁目線

全部運休

両備ホールディングス（株） 邑久駅～尻海～瀬溝・愛生園線 全部運休

両備ホールディングス（株） 西大寺～神崎～東宝伝線 一部運休

両備ホールディングス（株） 岡山駅～西宝伝線（直行） 全部運休

両備ホールディングス（株）
東児市民センター～すこやかセンター線
（シーバス）

一部運休

両備ホールディングス（株） 岡山駅～上山坂～宇野駅線 全部運休

両備ホールディングス（株） 新倉敷駅～玉島中央町線 全部運休

宇野自動車（株） 岡山駅～ネオポリス 一部運休
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宇野自動車（株） 岡山駅～八日市 一部運休

北振バス（株） 全線 運休

（株）美作共同バス 全線 運休

(株)中国バス 瓦焼・枝上線 運休

(株)中国バス 目崎～菅～市 運休

宇野自動車（株） 岡山駅～瀬戸駅 一部運休

宇野自動車（株） 岡山駅～片上 一部運休

(株)中国バス 油木・東城線 運休

(株)中国バス 西廻り油木 通常運行

(株)中国バス 西廻り呉ヶ峠 運休

（株）美袋交通 運休

（株）日の丸タクシー 運休

（有）豊平交通 全線 運休

(株)中国バス 府中ぐるっと 運休

(株)中国バス 福山・市線 運休

(株)中国バス 栗柄線 運休

(株)中国バス 上下府中線 運休

(株)中国バス 金丸線 運休

(株)中国バス 尾道・御調線 一部運休

(株)中国バス 尾道・市ふれあいの里線 一部運休

(株)中国バス 南宮台団地線 運休

(株)中国バス 尾道工業団地線 通常運行

(株)中国バス 尾道～北門線 通常運行

(株)中国バス 甲山・尾道線 運休

(株)中国バス 甲山・三原線 運休

(株)中国バス 甲山・下戸張線 運休

(株)中国バス 市・如水館線 運休

(株)中国バス 金丸・如水館線 運休

(株)中国バス 三原・広島空港線 運休

(株)中国バス 東部ゾーン運行 運休

(株)中国バス 津之郷線運行見合わせ津之郷冠水　 運休

(株)中国バス 車庫線(田中橋) 運休

(株)中国バス 三菱循環線 運休
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(株)中国バス 幕山団地線 一部運休

(株)中国バス 本庄循環線 運休

(株)中国バス 菅線 運休

(株)中国バス 垣内線 運休

(株)中国バス 小国線 運休

(株)中国バス 深津住宅線 運休

(株)中国バス 箕沖循環線 運休

(株)中国バス 盈進学園線 運休

(株)中国バス 柞磨線運休崩土（折り返し運行） 一部運休

広交観光㈱ 井原線 運休

鞆鉄道（株） 新川線 通常運行

(株)中国バス 山岡線 運休

(株)中国バス 天満線運休(正徳寺迂回運行） 通常運行

(株)中国バス 服部線運休服部本郷地区陥没あり（ 一部運休

鞆鉄道（株） 小原、三成、東村線 通常運行

鞆鉄道（株） 如水館線 通常運行

鞆鉄道（株） 三原線 通常運行

鞆鉄道（株） 尾道線 通常運行

鞆鉄道（株） 沼南線 通常運行

鞆鉄道（株） 早戸線、箱崎線 通常運行

広島バス（株） ２９号線 通常運行

広島バス（株） ３０号線 運休

広島電鉄（株） 呉倉橋線 運休

鞆鉄道（株） 鞆線 通常運行

因の島運輸（株） 因島島内線 運休

因の島運輸（株） 因島～尾道線 通常運行

広島電鉄（株） 郷原黒瀬線 運休

広島電鉄（株） 焼山熊野苗代線 運休

広島電鉄（株） 辰川線 運休

広島電鉄（株） 阿賀音戸の瀬戸線 運休

広島電鉄（株） 宮原線 一部運休

広島電鉄（株） 仁方川尻線・広長浜線 一部運休

広島電鉄（株） 長の木長迫線 運休
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広島電鉄（株） 矢野～熊野・焼山方面 運休

広島電鉄（株） 広島～熊野・焼山方面（東雲経由） 一部運休

広島電鉄（株） 広島～熊野焼山方面（新幹線口経由） 一部運休

広島電鉄（株） 三条二河宝町線・宝町線 運休

広島電鉄（株） 吉浦天応線 運休

広島電鉄（株） 佐伯（吉和）線 一部運休

広島電鉄（株） つばきバス 運休

広島電鉄（株） 三段峡線(在来） 通常運行

広島電鉄（株） ２号線 一部運休

広島電鉄（株） ５号線 通常運行

広島電鉄（株） ６号線 通常運行

広島交通㈱ 可部・深川線 運休

広島交通㈱ 桧山線 運休

広島交通㈱ 高陽C団地系統 運休

広島電鉄（株） 琴谷・豊平線・今吉田線 通常運行

広島電鉄（株） 呉エリア全線 運休

広島電鉄（株） 熊野、矢野方面 運休

安浦交通㈱ 安浦地区循環バス 運休

中国ジェイアールバス㈱ 雲芸南線 運休

本四バス開発㈱ 瀬戸田線 運休

広島交通㈱ 高陽A団地系統 運休

広島交通㈱ 矢口が丘・高陽台・深川台系統 運休

おのみちバス㈱ 尾道市立大学線 一部運休

サンデン交通(株) 仙崎線 一部運休

中鉄バス（株） 第３６号系統　宮前線 運休

中鉄バス（株） 第３７号系統　妙仙寺線 運休

芸陽バス（株） 全線 運休

防長交通（株） 周南、柳井エリア 一部運休

サンデン交通(株) 国道線 一部運休

中鉄北部バス（株） 第５５号系統　（プラント）奥津線 一部運休

中鉄北部バス（株） 第５３号系統 石越線 一部運休

中鉄北部バス（株） 第５４号系統　（プラント）石越線 一部運休

中鉄北部バス（株） 第５５号系統　奥津線 一部運休
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中鉄北部バス（株） 第７４号系統　（ス）高下線 一部運休

中鉄北部バス（株） 第９１号系統　加茂支所線 一部運休

京阪バス（株） 「スカイバス京都」(W1/W2)コース 運休

京阪バス（株） 「スカイバス京都ぐるっと一周ドライブ」(WA/WB)コース 運休

京阪バス（株） 「トロッコ列車と保津川下り」Sコース 通常運行

中鉄北部バス（株）
第　９４号系統　（奥津川）勝北支所
線

一部運休

中鉄北部バス（株）
第１３２号系統　（踊）上斎原マルナ
カ　線「

運休

京阪バス（株） 「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)コース 運休

京阪バス（株） 「大原三千院と比叡山延暦寺」Qコース 運休

京阪バス（株） 「舞妓はんと夕べ　鷹ヶ峯しょうざん庭園、夜景展望」G/GWコース 通常運行

京阪バス（株） 京都比叡平線 通常運行

京阪バス（株） 「貴船　納涼川床料理」GKコース 通常運行

京阪バス（株） 「京の紫陽花、両横綱をたずねて」FDコース 通常運行

京阪バス（株） 「京都一日」BA、BB、BE/BFコース 通常運行

京阪バス（株） 山科急行線 通常運行

京阪バス（株） 京都けいはんな線 通常運行

京阪バス（株） 大石小学校～曽束～内畑 通常運行

京阪バス（株） 京都比叡山線 通常運行

京阪バス（株） 比叡山内シャトルバス 通常運行

京阪バス（株） 大津比叡平線 通常運行

阪急バス（株） 宝塚～有馬温泉～JR西宮名塩　９５系統 通常運行

阪急バス（株） さくらやまなみバス 通常運行

阪急バス（株） 三宮有馬線 通常運行

京阪バス（株） 大石小学校～外畑～内畑 通常運行

阪急バス（株） 芦屋有馬線　８０系統 通常運行

阪急バス（株） 芦屋有馬線　８１系統 通常運行

阪急バス（株） 三田線 通常運行

阪急バス（株） 済生会病院前～有馬温泉 通常運行

阪急バス（株） 忍頂寺車作線 通常運行

阪急バス（株） 有馬線 通常運行

阪急バス（株） 西宮名塩ニュータウン線 通常運行

阪急バス（株） 名塩さくら台線 通常運行

阪急バス（株） 北大阪ネオポリス線 ２３・２４・２５・２６系統 通常運行
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阪急バス（株） 妙見口能勢線 通常運行

阪急バス（株） 山下駅前～豊中センター前 通常運行

阪急バス（株） 杉生線 一部運休

阪急バス（株） 粟生団地線 運休

阪急バス（株） 東能勢線 通常運行

阪急バス（株） JR向日町駅～善峯寺 通常運行

阪急バス（株） 宝塚川西線　９３系統 通常運行

阪急バス（株） 空港宝塚線　９０系統 通常運行

阪急バス（株） 西鈴神戸線　１５１系統 一部運休

阪急バス（株） 西鈴神戸線　１５０・１５８系統 一部運休

阪急バス（株） 鈴蘭台線　６１系統 通常運行

阪急バス（株） 表六甲線 運休

阪急田園バス（株） 宝塚線 通常運行

阪急田園バス（株） 武田尾線 通常運行

阪急バス（株） 売布循環線 通常運行

阪急バス（株） 宝塚市内線　１８１、１８２3系統 通常運行

阪急バス（株） 園田競馬シャトルバス 通常運行

神姫バス（株） 三宮～有馬温泉 通常運行

神姫バス（株） 三宮～恵比須駅 通常運行

神姫バス（株） 三宮～ネスタリゾート神戸 通常運行

神姫バス（株） SKY　KOBE　BUS 運休

神姫バス（株） 姫路駅～山之内 通常運行

神姫バス（株） 土山駅～明石駅 通常運行

神姫バス（株） 押部谷（栄）～神戸駅南口 運休

神姫バス（株） 三宮～西脇営業所 通常運行

神姫バス（株） 西脇営業所～社 通常運行

神姫バス（株） 三木～三田 通常運行

神姫バス（株） イオンモール岡場線 通常運行

神姫バス（株） 三木～吉川庁舎 通常運行

神姫バス（株） 三宮・ポーアイキャンパス～高丘・宮下・水谷2丁目 通常運行

神姫バス（株） 三宮～三田 通常運行

神姫バス（株） 三宮～神戸 通常運行

神姫バス（株） 明石駅・伊川谷駅～神戸学院大学 通常運行
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神姫バス（株） 神戸駅白川台線 通常運行

神姫バス（株） 三田駅～神戸南口駅 通常運行

神姫グリーンバス（株） 作畑新田線 一部運休

神姫グリーンバス（株） 生野駅～生野学園線 一部運休

神姫グリーンバス（株） 生野駅～黒川線 一部運休

神姫バス（株） 乙原バレイ～母子 通常運行

神姫バス（株） 吉川庁舎前～三宮 通常運行

神姫グリーンバス（株） 峰山線・上小田線 一部運休

（株）ウエスト神姫 横山線 一部運休

（株）ウエスト神姫 山崎～戸倉 一部運休

六甲山観光（株） 六甲ケーブル山上駅～山頂駅 運休

神姫グリーンバス（株） 大屋線 通常運行

神姫グリーンバス（株） 鳥羽線 通常運行

（株）ウエスト神姫 播磨新宮～SPring-8線 運休

京都バス（株） 貴船口駅前～貴船　３３系統 通常運行

京都バス（株） 出町柳駅前～城山　３４系統 通常運行

京都バス（株） 国際会館駅前～鞍馬温泉　５２系統 一部運休

京都バス（株） 京都駅～大原　１７系統 通常運行

京都バス（株） 国際会館～大原　１９系統 通常運行

京都バス（株） 出町柳駅前～広河原　３２系統 一部運休

近江鉄道（株） 曲谷線 一部運休

近江鉄道（株） 菅浦線 運休

近江鉄道（株） 長命寺線 一部運休

京都バス（株） 大原～貴船口　５５系統 通常運行

京都バス（株） 京都駅前～比叡山頂　５１系統 通常運行

京都バス（株） 出町柳駅～朽木学校前　１０系統 通常運行

帝産湖南交通（株） 信楽駅～田上車庫 運休

帝産湖南交通（株） 信楽駅～ミホミュージアム 運休

帝産湖南交通（株） ミホミュージアム線 一部運休

近江鉄道（株） 平子・西明寺線 通常運行

近江鉄道（株） 深坂線 運休

近江鉄道（株） 金居原線 一部運休

江若交通（株） びわ湖バレイ線 通常運行
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江若交通（株） 仰木線 通常運行

江若交通（株） 龍華線 通常運行

江若交通（株） 横山田中線 一部運休

江若交通（株） 葛川線 通常運行

江若交通（株） 比良登山線 運休

全但バス（株） 出石～豊岡線 運休

全但バス（株） 出石～奥藤線 運休

全但バス（株） 出石～八鹿線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 高雄京北線 通常運行

全但バス（株） 八鹿～日和山（マリンワールド）線 運休

全但バス（株） 日和山～出石線（直通） 運休

全但バス（株） 近大・戸牧団地～豊岡駅～コウノトリの郷公園線 運休

全但バス（株） 豊岡～竹野線 運休

全但バス（株） 神鍋高原線 運休

全但バス（株） 出石～江原線 運休

全但バス（株） 江原～豊岡病院線 運休

全但バス（株） 豊岡～目坂・奥野線 運休

全但バス（株） 八鹿～生野線 運休

全但バス（株） 八鹿～和田山線 運休

全但バス（株） 竹ノ内・与布土線 運休

全但バス（株） 城崎温泉・豊岡～コウノトリ但馬空港線 運休

全但バス（株） 八鹿～明延線 運休

全但バス（株） 八鹿～井ノ坪線 運休

全但バス（株） 八鹿～石原線 運休

全但バス（株） 八鹿～蜂伏線 運休

全但バス（株） 八鹿～秋岡線 運休

全但バス（株） 白井病院線 運休

全但バス（株） 柴線・金浦線 運休

全但バス（株） 循環線 運休

全但バス（株） 天空バス 運休

全但バス（株） 八鹿～湯村温泉線 運休

全但バス（株） 村岡～ハチ北線 運休

全但バス（株） 柤岡～板仕野線 運休
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丹後海陸交通（株） 与謝線 運休

丹後海陸交通（株） 久美浜線 運休

丹後海陸交通（株） 間人線 運休

神戸市 須磨～須磨一の谷　８１系統 通常運行

高槻市 上の口・原・樫田線 通常運行

みなと観光バス（株） 桜森町～三宮山手　２１１系統 通常運行

みなと観光バス（株） 桜森町～神戸モザイク前　２２系統 通常運行

神戸市 貿易センター前～しあわせの村　６６系統 通常運行

神戸市 三宮BT～森林植物園前　２５系統 運休

神戸市 六甲・摩耶急行バス 通常運行

阪神バス（株） 西宮神戸線 通常運行

神戸市 須磨水族園～須磨水族園　１０系統 通常運行

神戸市 三宮駅ターミナル南～神戸北町　６４系統 通常運行

神戸市 兵庫駅前～兵庫駅前　６系統 通常運行

神戸市 神戸駅前～板宿　１１系統 通常運行

神戸市 兵庫駅前～新長田駅前　１３系統 通常運行

神戸市 神戸駅前～ひよどり台　６５系統 一部運休

神戸市 衝原～箕谷駅前　１１１系統 通常運行

神戸市 吉田町～吉田町　３系統 通常運行

神戸市 高尾台～高尾台　８０系統 通常運行

神戸市 神戸駅前～神戸駅前　４０系統 通常運行

神戸市 神戸駅前～板宿～ＪＲ鷹取駅　１１０系統 通常運行

神戸市 神戸駅前～前池橋～ＪＲ鷹取駅　１１２系統　 通常運行

高槻市 南平台東線 一部運休

高槻市 萩谷線 一部運休

高槻市 上成合・川久保線 通常運行

丹後海陸交通（株） 福知山線 運休

丹後海陸交通（株） 病院線 運休

丹後海陸交通（株） 峰山線 運休

丹後海陸交通（株） 伊根線 運休

丹後海陸交通（株） 蒲入線 運休

丹後海陸交通（株） 経ヶ岬線 運休

丹後海陸交通（株） 延利線 運休



77 / 119 

京都交通（株） 常・溝尻線 通常運行

京都交通（株） 大江線 運休

京都交通（株） 和田線 通常運行

京都交通（株） 田井・野原線 通常運行

京都交通（株） 三浜線 通常運行

京都交通（株） 朝来循環線 通常運行

京阪京都交通（株） 畑野千代川コース 運休

京阪京都交通（株） 園部・美山周遊 通常運行

京都交通（株） 東西循環線 一部運休

京都交通（株） 市場循環線 通常運行

京都交通（株） 高浜線 通常運行

京阪京都交通（株） 園篠線 通常運行

京阪京都交通（株） 京都学園大学線 運休

京阪京都交通(株) 川東コース 通常運行

京阪京都交通（株） 別院コース 運休

京阪京都交通(株) 畑野コース 運休

和歌山バス那賀（株） 粉川熊取線 運休

京阪京都交通（株） 国道線 通常運行

京阪京都交通(株) 八田線 通常運行

京阪京都交通（株） 神吉線 通常運行

京阪京都交通(株) 原・神吉線 一部運休

丹後海陸交通（株） 奥滝線 運休

丹後海陸交通（株） 加悦奥・石川線 運休

丹後海陸交通（株） 津母日出線・亀島日出線 運休

丹後海陸交通（株） 上宮津線 運休

丹後海陸交通（株） 日置世屋線・波見線・日ヶ谷線 運休

丹後海陸交通（株） 間人循環線 運休

丹後海陸交通（株） 海岸線 運休

丹後海陸交通（株） 筒川日出線・筒川本庄線・野室本庄線 運休

丹後海陸交通（株） 田井線・島陰新宮線 運休

丹後海陸交通（株） 丹後峰山線 運休

丹後海陸交通（株） 弥栄網野砂丘線 運休

丹後海陸交通（株） 佐濃南線 運休
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宇和島自動車㈱ 宇和島市内線（出口・薬師谷・柿の木） 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島市内線（柿原・大浦・赤松） 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～虹の森公園前 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～仏木寺・愛治 運休

宇和島自動車㈱ 三瓶～卯之町 運休

宇和島自動車㈱ 大洲～鹿野川 運休

宇和島自動車㈱ 野村～上辰の口 運休

宇和島自動車㈱ 白髭・卯之町～野村 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～野村 運休

伊予鉄南予バス㈱ 久万～石鎚土小屋 運休

宇和島自動車㈱ 八幡浜～三瓶 運休

宇和島自動車㈱ 川之内～小長早 運休

宇和島自動車㈱ 卯之町～市民病院 運休

宇和島自動車㈱ 八幡浜～穴井 運休

伊予鉄バス㈱ 海上線 通常運行

伊予鉄バス㈱ 森松・横河原線 一部運休

伊予鉄バス㈱ 河中線 一部運休

伊予鉄南予バス㈱ 八幡浜～三崎 運休

伊予鉄南予バス㈱ 八幡浜～長浜 運休

大川自動車㈱ 五名線 運休

大川自動車㈱ さぬき市コミュニティーバス線 運休

徳島バス㈱ 橘線 通常運行

徳島バス㈱ 丹生谷線 通常運行

伊予鉄バス㈱ 河之内線 通常運行

京都交通（株） 小牧線 一部運休

琴参バス㈱ 王越線 通常運行

琴参バス㈱ 高松駅・空港～大歩危・祖谷 運休

琴参バス㈱ 瀬戸大橋線 運休

琴参バス㈱ 本島コミュニティーバス線 運休

京都交通（株） 長浜循環線 通常運行

京都交通（株） 真倉線 通常運行

京都交通（株） 市内線 通常運行

京都交通（株） 川北線 運休
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ウ トラック関係（国土交通省情報：7月 9日 5:30 現在） 

・府県トラック協会（京都府、福岡県、岐阜県、愛媛県、岡山県、鳥取県、徳島県）

の協力のもと、自治体からの要請による緊急物資輸送を実施。 

 

 

  

高知東部交通㈱ 安芸～馬路・魚梁瀬線 一部運休

高知東部交通㈱ 安芸～馬路・魚梁瀬線 一部運休

宇和島自動車㈱ 城辺～中浦 運休

瀬戸内運輸㈱ 今治～波方ループ線 一部運休

瀬戸内運輸㈱ 西条～西之川線 一部運休

瀬戸内運輸㈱ マイントピア線 一部運休

とさでん交通㈱ 田井線 一部運休

宇和島自動車㈱ きさいや広場～東高校前 運休

宇和島自動車㈱ 福浦・南楽園～立間・船間 運休

宇和島自動車㈱ 岩松～嵐 運休

宇和島自動車㈱ 城辺～久良・樫月 運休

宇和島自動車㈱ 城辺～船越・外泊 運休

宇和島自動車㈱ 岩松～立間 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～船間 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～遊子・蒋渕 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～蕨・平浦 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島～本九島 運休

宇和島自動車㈱ 俵津・田之浜線 運休

輸送日 輸送品目 輸送先 台数

7月5日 ブルーシート 長岡京市役所、八幡市役所 2t車2台

7月6日 食料（北九州市備蓄物資） 北九州市各区役所
2t車3台
4t車1台

7月7日 パン、水 岐阜県郡上市大和町庁舎 4t車2台
7月7日 毛布 愛媛県大洲市役所 4t車1台

7月7日 毛布 岡山県井原市役所、倉敷市内避難所 2t車2台

7月7日 弁当 鳥取県内避難所 確認中

7月8日 水、食料、毛布 倉敷市（徳島県からの要請） 15t車1台
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エ 海事関係（国土交通省情報：7 月 9日 5:30 現在） 

・2事業者 2 航路において運休（99 事業者 121 航路で運航再開） 

    

ハートランドフェリー 稚内～鷲泊～香深 運航再開

ハートランドフェリー 江差～奥尻 運航再開

ハートランドフェリー せたな～奥尻 運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

シィライン 青森～佐井 運航再開

新日本海フェリー 新潟～小樽航路 運航再開

新日本海フェリー 苫小牧東～（秋田）～新潟航路 運航再開

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売～焼尻 運航再開

酒田市 酒田～勝浦 運航再開

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運航再開

フェリーさんふらわあ 神戸～別府航路 運航再開

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志航路 運航再開

名門大洋フェリー 大阪～新門司航路 運航再開

新日本海フェリー 舞鶴～小樽航路 運航再開

新日本海フェリー 敦賀～苫小牧東航路 運航再開

フェリーさんふらわあ 大阪～別府航路 運航再開

淡路関空ライン 洲本～関西空港 運航再開

沼島汽船 沼島～土生 運航再開

高速いえしま 家島～姫路 運航再開

南海フェリー 和歌山～徳島航路 運航再開

淡路ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ 明石～岩屋 運航再開

OM神戸 神戸空港～関西空港 運航再開

高福ﾗｲﾅｰ 家島～姫路 運航再開

萩海運(有) 見島～萩 運航再開

周防灘フェリー(株) 徳山～竹田津 運航再開

坊勢汽船 西島～坊勢～男鹿～姫路 運航再開

高山知久 坊勢～姫路 運航再開

坊勢渡船 坊勢～網手 運航再開

熊南総合事務組合 馬島～麻里布～佐合島～佐賀 運航再開

上関町 八島～上関 運航再開

牛島海運(有) 牛島～室積 運航再開

防予フェリー(株) 柳井～松山 運航再開

周防大島松山フェリー(株) 柳井～伊保田～松山 運航再開

平郡航路(有) 平郡～柳井 運航再開

隠岐汽船(株) 隠岐島～七類・境 運航再開

島前町村組合 来居～別府 運航再開

福山市 鞆～仙酔島 運航再開

(有)野島海運 野島～三田尻 運航再開

大津島巡航(株) 大津島～徳山 運航再開

上関航運(有) 祝島～柳井 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運航再開

(株)瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運航再開

尾道市営フェリー 細島～因島 運休

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運航再開
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宇和島運輸 八幡浜～別府 運航再開

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運航再開

今治市 津島～幸 運航再開

松山市 中須賀～鹿島 運航再開

青島海運 青島～長浜 運航再開

盛運汽船 嘉島・日振～宇和島 運航再開

盛運汽船 戸島・日振～宇和島 運航再開

今治市 岡村～今治 運航再開

宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運航再開

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運航再開

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運航再開

田中輸送 大島～八幡浜 運航再開

須崎市 坂内～埋立 運航再開

宿毛市 沖の島～片島 運航再開

九州郵船 博多～比田勝 運航再開

安田産業汽船 時津～長崎空港～大村 運航再開

安田産業汽船 百道（マリゾン）～海の中道 運航再開

野母商船 福江～青方～博多 運航再開

九州郵船 博多～壱岐～対馬 運航再開

九州郵船 印通寺～唐津 運航再開

福岡市 玄界島～博多 運航再開

福岡市 能古～姪浜 運航再開

阪九フェリー 新門司～神戸 運航再開

安田産業汽船 長崎空港～ハウステンボス 運航再開

福岡市 小呂島～姪浜 運休

福岡市 博多～志賀島 運航再開

関門汽船 下関～門司 運航再開

宗像市 大島～神湊～地島 運航再開

宗像市 地島～神湊 運航再開

阪九フェリー 新門司～泉大津 運航再開

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 運航再開

北九州市 藍島～小倉 運航再開

蒲江交通 蒲江～深島 運航再開

大入島観光フェリー 大入島～佐伯 運航再開

佐伯市 大島～佐伯 運航再開

新宮町 相島～新宮 運航再開

糸島市 姫島～岐志 運航再開

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運航再開

九商フェリー 熊本～島原 運航再開

有明海自動車航送船組合 多比良～長洲 運航再開

加唐島汽船 加唐島～呼子 運航再開

やま丸 津久見～保戸島 運航再開

三和商船 蔵之元～牛深 運航再開

島原鉄道 口ノ津～鬼池 運航再開

川口汽船 小川島～呼子 運航再開

五島産業汽船 鯛之浦～長崎 運航再開

五島産業汽船 有川～佐世保 運航再開
【有川港ターミナル】海面上昇と波浪による
床下浸水（7/4復旧）

佐賀玄海漁業協同組合 高島～唐津 運航再開

郵正丸 馬渡島～呼子 運航再開

唐津汽船 神集島～湊 運航再開
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オ 航空関係（国土交通省情報：7 月 9日 5:30 現在） 

■空港基本施設等に異常なし 

■航空局の対応（航空法運用の柔軟化） 

7 月 8 日、豪雨災害に係る救援活動を行う民間会社等の航空機に対し、空港以外の

場所への離着陸を行う場合等に必要な航空法の許可等に関し口頭による手続を認める

など柔軟な運用を開始した。 

 

  

九州商船 長崎～五島 運航再開

九州商船 佐世保～上五島 運航再開

瀬川汽船 川内～佐世保 運航再開

西海沿岸商船 佐世保～神浦 運航再開

西海市 釜浦～瀬戸 運航再開

江崎海陸運送 瀬戸～松島 運航再開

平戸市 大島～平戸 運航再開

長崎汽船 長崎～伊王島～高島 運航再開

木口汽船 久賀～福江～椛島 運航再開

黒島旅客船 黒島～高島～相浦 運航再開

鷹島汽船 殿ノ浦～今福 運航再開

鷹島汽船 阿翁～御厨 運航再開

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 運航再開

マリックスライン 鹿児島～那覇 運航再開

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 運航再開

黄島海運 黄島～福江 運航再開

五島旅客船 郷ノ首～福江 運航再開

嵯峨島旅客船 嵯峨島～貝津 運航再開

【貝津港】荒天時にポンツーンを海面から引
き上げる装置があり、7/3に当該装置を使
用し引き上げていたところ、台風による電線
切断により、下げられなかった。（7/4復旧）

運航再開

岩崎産業 鹿児島～種子島・屋久島 運航再開

コスモライン 鹿児島～種子島～屋久島 運航再開

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運航再開

甑島商船 串木野～川内～甑島 運航再開

折田汽船 鹿児島～屋久島 運航再開

下関市 竹崎～六連島 運航再開

下関市 蓋井島～吉見 運航再開

やまさ海運㈱ 島原～三池 運航再開
【島原港】浮桟橋のアンカーチェーン切断に
より着桟不可（7/5復旧）

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運航再開

三島村 鹿児島～三島 運航再開

垂水フェリー 鹿児島～垂水 運航再開

種子屋久高速船
鹿児島～種子島・屋久島、指宿

～種子島・屋久島
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(9) 海岸、港湾関係（国土交通省情報：7 月 9 日 5:30 現在） 

○港湾施設（海岸保全施設含む） 

  

(10) 公園関係（国土交通省情報：7月 9 日 5:30 現在） 

・国営公園：1公園で被害報告あり 

   

・都市公園等：28 公園で被害報告あり 

 

熊本県 熊本県 地方 水俣港 上屋雨樋破損

長崎県 長崎県 地方 峰港 護岸被覆ブロック飛散・破損

長崎県 長崎県 地方 田結港海岸 突堤一部破損、転落防止柵破損

長崎県 長崎県 地方 富江港海岸 護岸本体倒壊

熊本県 熊本県 地方 田浦港 乗船用浮桟橋一部破損

長崎県 長崎県 重要 厳原港 施工中の物揚場上部破損、乗船用浮桟橋の渡版のずれ

長崎県 長崎県 地方 時津港 乗船用浮桟橋の屋根材剥離

長崎県 長崎県 地方 島原港 乗船用浮桟橋のずれ

長崎県 長崎県 地方 早岐港 乗船用浮桟橋一部破損

佐賀県 佐賀県 重要 唐津港 法面崩壊により臨港道路大島道路片側通行規制（継続中）

佐賀県 佐賀県 重要 伊万里港 法面崩壊により臨港道路（マリーナ付近）通行止め（継続中）

長崎県 長崎県 重要 福江港
乗船用連絡通路の屋根材剥離、ターミナル前の歩道の屋根材剥
離

長崎県 長崎県 重要 郷ノ浦港 乗船用連絡通路の屋根材剥離

岡山県 岡山県 国際拠点 水島港 港内に漂流物が流入

岡山県 岡山県 重要 岡山港 港内に漂流物が流入

広島県 広島県 国際拠点 広島港
大雨により臨港道路出島海田線海田大橋通行止め（7/6 19:03
～7/7 9:00）

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港
法面崩壊により門司港レトロ観光トロッコ列車通行止め（当面の
間運休）、小型船だまりに漂流物が流入（回収済、船舶運航への
影響なし）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等

鳥取県 鳥取県 重要 鳥取港 港内に漂流物が流入

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

兵庫県 神戸市

国土交通省
近畿地方整
備局国営明
石海峡公園
事務所

国営明石海峡
公園（神戸地
区）

法面が崩落し、園路を塞いでいる。
閉園しているため、人的被害は無し。

被害状況確認中。

忠和公園 冠水により体育館の地下ピットが浸水
ポンプによる排水作業
を実施済み

施設名 被害状況等 対応状況等

北海道 旭川市 旭川市
石狩川水系緑
地

河川増水により広場が冠水被害。野球場で
土系舗装が流出

水が引いた箇所から被
害状況確認中

都道府県 所在地名 管理者

北海道 旭川市 旭川市

北海道
旭川市、鷹
栖町

旭川市 嵐山公園 園路付近の法面崩壊 園路通行止
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神戸市

広島県 広島市

広島県 みよし公園 法面崩壊　2箇所
崩壊箇所への立入禁
止措置済み。
ブルーシート設置済み。

兵庫県 神戸市

兵庫県 神戸市

兵庫県

広島県 三次市

園路立ち入り禁止措置済
み
臨時休園中

神戸市 森林植物園 池からの越流により園路路体流出
園路立ち入り禁止措置済
み
臨時休園中

神戸市 猿倉公園 法面崩壊・園路破損
公園内立ち入り禁止措置
済み

神戸市
山田町南山公
園

法面崩壊・崩土・遊戯施設破損
公園内立ち入り禁止措置
済み

広島市 黄金山緑地
土砂撤去中
その後、応急対応検討
予定

水位低下後調査予定

兵庫県 神戸市 神戸市 多聞台東公園 法面崩壊
園路立ち入り禁止措置
済み

兵庫県 神戸市 神戸市
西神南住宅団
地周辺緑地

法面崩壊
法肩より概ね１０ｍ以上
はなれたところに駐車
場あり、注意喚起済み

臨時休園中

兵庫県 神戸市 神戸市 離宮公園 法面崩壊

冠水（全面冠水）

京都府 八幡市 八幡市
かわきた自然
運動公園

浸水による土砂流出、洗堀
(浸水状況が続いており詳細不明)

兵庫県 神戸市 神戸市 布引公園
（布引ハーブ園・滝のパティオ付近）
法面崩壊・落石防護柵破損・園路上に崩土

自然法面崩落

水がひいた後調査予定

京都府 京都市 京都市
久世橋東詰公
園

冠水（全面冠水） 水がひいた後調査予定

京都府 京都市 京都市
久世橋西詰公
園

冠水（全面冠水） 水がひいた後調査予定

京都府 京都市 京都市

浸水のため不明 水位低下後調査予定

京都府 京都市 京都府 嵐山公園 浸水による流木堆積
桂川の水位が下がっ
た後撤去予定

京都府 京都市 京都市
桂川緑地久我
橋東詰公園

冠水（全面冠水） 水がひいた後調査予定

京都府 京都市 京都市 宇治川公園 冠水（全面冠水） 水がひいた後調査予定

京都府 京都市 京都市
桂川緑地離宮
前公園

冠水（全面冠水） 水がひいた後調査予定

桂川緑地

京都府 京都市 京都府
羽束師運動広
場
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佐賀県 伊万里市 伊万里市 円造寺公園 園内の法面崩壊

佐賀県 上峰町 上峰町
鎮西山憩いの
森

法面の一部が崩壊し、土砂が鎮西山内の
道路を塞いでいる。

沖縄県 八重瀬町 八重瀬町 西部プラザ公園
パークゴルフ場コース・園路付近で法面崩
壊

葉山5号公園 法面崩壊
カラーコーンにより立入
規制済み。

福岡県 みやま市 福岡県 筑後広域公園
越流水によりフェンス、照明灯、ベンチ等が
被災

カラーコーンにより立入
規制済み。

ブルーシートで養生実
施済み

通行禁止看板設置済
み

ブルーシートで養生実
施済み

福岡県 宗像市

バリケードにて立入り
禁止措置済み

城山公園 園路の法面崩壊 通行止め措置済み

吉田公園
公園区域外からの崩土が野球場等に流
入。

崩壊箇所への立入禁
止措置済み。

明天寺公園 園路崩壊
被災した園路は通行止
め済み。

広島県
びんご運動公
園

法面崩壊　2箇所
応急対応検討中

宗像市
日の里12号公
園

法面崩壊

福岡県 宗像市 宗像市

応急対応検討中

的場公園
公園区域外の山林からの土砂が流入・堆
積（１箇所）

応急対応検討中

亀山公園 丸亀城の石垣の一部崩壊

広島県 尾道市

福岡県 宗像市

広島県 世羅町

広島県 竹原市

広島県 竹原市

香川県 丸亀市

愛媛県 四国中央市

愛媛県 宇和島市

宗像市

広島県

竹原市

竹原市

丸亀市

四国中央市

宇和島市

隣接する市道は通行止
め済み。

せら県民公園
隣接する山林から公園内自然観察園に土
砂が流入

崩壊箇所への立入禁
止措置済み。
ブルーシート設置予定

バンブー・ジョ
イ・ハイランド

公園内山林から土砂が流出・堆積（１箇所）
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(11) 文教施設関係（文部科学省情報：7 月 8 日 16:00 現在） 

ア 人的被害 

・現在のところ、学校管理下における被害の情報なし。 

イ 物的被害 

   

・主な被害状況：床上浸水、法面崩落、校舎等の屋根・ガラス等の破損 等 

(12) 医療関係（厚生労働省情報：7月 9 日 5:00 現在） 

①医療施設（精神科病院を除く）の被害状況 

 長崎県・・・3病院、2診療所で一時停電していたが、現時点で復旧。 

京都府・・・亀岡市の 1 診療所で床下浸水があるが、診療可能。 

1 病院が冠水のため孤立していたが、道路が開通し解消。 

福岡県・・・北九州市の 1病院で断水があったが、解消。 

岡山県・・・倉敷市真備町の 1 病院で停電、断水、ガス停止、電話不通、床上浸水あり。

患者、避難住民、職員を病院から避難。患者は他病院へ搬送済み。 

広島県・・・1病院で水が不足したため 1名を転院搬送し対応。 

       1 病院で停電があるが自家発電機で対応中。 

       23 医療機関で断水があるが、15 医療機関で貯水槽により対応中。 

愛媛県・・・1病院で停電があったが、1病院は電源車で対応中。 

      1 病院で停電があったが復旧、水不足に対し応急給水手配中。 

2 病院で職員不足あり、診療支援のため DMAT 派遣。 

その他、現時点で被害報告無し。 

独立行政
法人等（施設）

北 海 道

都 道 府 県 名
国立学校
施設（校）

公立学校
施設（校）

私立学校
施設（校）

社会教育・
体育・文化

施設等（施設）

文化財等（件）

8 3

2

2

1

1

史跡

1

1特別

147

大学

高専

共同

ほか

計

6

2

5

9

高専

国宝(建)

重文(建)

登録(建)

国宝(美)

特史

岐 阜 県

計

佐 賀 県

3

2

11

9

7

2

11

大 阪 府

京 都 府

11

高

大 分 県

熊 本 県

高 知 県

1

1

17道府県

大学

高専

幼

10

1

12

6

10

25

14

1

7

3

16

9

3

3

愛 媛 県

2

5

1 12沖 縄 県

宮 崎 県

福 岡 県

長 崎 県

11

4

3

2

幼

小

中

義務

32

3

独法

岡 山 県

奈 良 県

兵 庫 県

ほか

特別

大学 4

2

2

4

小

中

義務

高

青少

9

22

2

ほか

社体

文化

ほか

山 口 県

3

1438 99

1

重文(美)

23

社教

名勝

天然

32

9

4ほか

2

1

1

1

9

12

6

1

20
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②医薬品・医療機器製造販売業、卸売業販売関係 

医薬品・医療機器の安定供給等に係る被害情報無し。 

(13) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：7月 9 日 5:00 現在） 

各都道府県・指定都市・中核市に対し、7/7（土）、7/8（日）を含め、大雨の影響によ

る社会福祉施設等の被害情報の収集とともに、厚生労働省担当者への情報提供を依頼。

また、併せて都道府県等を通じて、管内施設管理者に対し、自治体が発令する警戒情報

に留意するとともに、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合は、躊躇なく避

難するよう、注意喚起を依頼。 

① 高齢者関係施設の被害状況 

岐阜県郡上市、大阪府吹田市、八尾市、兵庫県神戸市、岡山県高梁市、倉敷市、総社市、

広島県広島市、三原市、府中市、東広島市、江田島市、熊野町、坂町、愛媛県八幡浜市、大

洲市、西予市、宇和島市、福岡県北九州市、久留米市、飯塚市、沖縄県八重瀬町、嘉手納町

の特別養護老人ホーム１９か所、養護老人ホーム２か所、軽費老人ホーム３か所、認知症高

齢者グループホーム１０か所、介護老人保健施設８か所、小規模多機能型居宅介護事業所２

か所、老人短期入所施設５か所、有料老人ホーム１３か所、サービス付高齢者向け住宅２か

所、通所介護１か所においてシャッターの破損や雨漏り、床上浸水等の被害あり。 

岡山県倉敷市の老人保健施設において、冠水により入居者らが取り残されており救助待ち

の状況であったが、全員救助完了。人的被害はなし。 

② 障害児･者関係施設の被害状況 

福岡県宮若市１か所、赤村１か所計２か所の障害者支援施設及び沖縄県大宜味村の１か所

のグループホームで擁壁の一部が崩れる等の軽微な被害あり。岡山県倉敷市１か所、広島

県東広島市１か所計２か所のグループホーム及び京都府舞鶴市の１か所の生活介護事業所

並びに広島県福山市の１か所の就労継続支援事業所で床上浸水の被害あり。このうち、岡

山県倉敷市のグループホームでは利用者・職員が避難済みであり、広島県東広島市のグル

ープホーム及び京都府舞鶴市の生活介護事業所は復旧済み。 

広島県熊野町１か所の生活介護事業所において土砂で道路がふさがったため施設が孤立

したが、救助済み。 

佐賀県伊万里市の生活介護事業所の利用者１名が行方不明となっていたが、７月８日に死

亡が確認。 

③ 児童関係施設等の被害状況 

大阪府吹田市の保育所１１か所、岡山県岡山市保育所１か所、児童館１か所、愛媛県宇

和島市の保育所２か所、砥部町の児童館１か所、福岡県糸島市、筑後市、長崎県大村市の

放課後児童クラブ３か所、沖縄県沖縄市の母子生活支援施設１か所、児童養護施設１か所

において、雨漏り、床下浸水、窓ガラスの破損等の被害あり。岡山県倉敷市の児童館１か

所、岡山市の放課後児童クラブ１か所、保育園２か所、倉敷市の保育所１か所、小規模保

育事業所２か所、山口県岩国市の保育所１か所、愛媛県大洲市、西予市、宇和島市の保育
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所６か所において床上浸水等、西予市の放課後児童クラブの１か所において、教室内に土

砂流入し、サービス提供に影響がある被害あり。 

岐阜県高山市の母子生活支援施設１か所において、避難指示が発令されていたがすでに

解除。一部世帯は引き続き近隣の児童養護施設に避難中。人的被害はなし。 

(14) 心のケア･精神科病院関係（厚生労働省情報：7 月 9 日 5:00 現在） 

各都道府県・指定都市に対し、大雨の影響による精神科病院の被害状況及びＤＰＡＴ

活動状況に関する情報の収集に努めるとともに、厚生労働省担当者への情報提供を依頼

（7月 6 日）。 

①精神科病院の被害状況 

 広島市の１病院で床上浸水、患者を別棟に移動、診療可能。１病院が河川氾濫で周辺道

路が浸水したが、孤立状況ではなく、給水等の支援を受けているところ、７日に念のため

4名の患者をＤＰＡＴが別の病院へ搬送協力。病院被害なし。 

岡山県高梁市の１病院で断水、応急給水で対応、９日以降に食糧不足の懸念があったが、

他病院から救援物資等を受け、数日は心配がなくなった。医療的な問題なし。 

②DPAT の状況 

 ・広島県 DPAT 調整本部設置。 

・岡山県 DPAT 調整本部設置。 

(15) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：7月 9日 5:00 現在） 

・人工透析 

【岡山県】 

・倉敷市：浸水、停電による透析不可報告は１施設(外来 90 名、入院９名)。外来及び入院

の透析患者の受入先は調整済み。本日、入院中の透析患者は受入先施設へ転送

済。 

     外来透析患者 90 名中、3名と連絡がついてないため県災害対策本部と対応につ

いて協議中。 

・高梁市：断水あり、９日(月)の給水状況により透析不可となる可能性があるとの報告は

２施設。周辺施設での対応等について、県と岡山県医師会透析医部会担当者で

調整中。 

【広島県】 

・尾道市：断水のため透析不可の報告は１施設(外来 100～150 名)。 

・呉市 ：断水のため透析不可の報告は１施設。50 名の患者が交通遮断により通院不可と

なっている。 

・江田島市：断水のため透析不可の報告は１施設。6名の患者が交通遮断により通院不可

となっている。 

・広島市：浸水のため透析不可の報告が１施設(外来数名)、周辺施設で対応。 

・東広島市：交通遮断のため、通院不可の患者（２名）ありとの報告が１施設。 

・庄原市：１施設、周辺地域にて土砂災害複数あり、７日(土)に透析予定だった患者７名

のうち３名が土砂のため通院不可となり、医師指示にて延期とし、９日(月)に

施行予定。 
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なお、広島県透析連絡協議会担当者に確認したところ、県の担当者と連携し、上記の施

設や患者については対応の目途が立っており、現時点で透析について大きな問題はない。 

 

被害状況については、これまでに特別警報が発令された佐賀県、長崎県、福岡県、鳥

取県、広島県、岡山県、兵庫県、京都府、岐阜県、高知県、愛媛県の担当者、日本透析

医会(上記以外の府県の情報を含む)と適宜連絡中。情報は、がん・疾病対策課を含めた

三者で共有し、対応が必要であれば早めに依頼することで認識共有。 

なお、現時点で、国や他府県からの支援は不要とのこと。 

引き続き、患者集中回避など、必要な対応も含めて、情報収集に努める。 

(16) 薬局、薬剤師、毒物劇物関係（厚生労働省情報：7 月 9日 5:00 現在） 

①薬局、薬剤師 

 床上浸水 床下浸水 

広島県 広島市３件 

(２件は開局不可、１件は不明) 

福山市１件(詳細不明) 

18 件(いずれも開局可) 

岡山県 岡山市 11 件（詳細不明） 

倉敷市６件（詳細不明） 

高梁市２件（詳細不明） 

笠岡市１件（詳細不明） 

１件(浸水。詳細不明) 

愛媛県 宇和島市２(いずれも開局不可) 

今治市１ 

大洲市７（いずれも開局不可） 

 

②輸血用血液製剤の供給 

  日本赤十字社に確認したところ、現時点で輸血用血液製剤の安定供給等に係る被害報

告は無いものの、７月７日、８日（日）は、愛媛県を除く四国地域及び岡山県献血受入

れを中止。輸血用血液製剤のうち、有効期限の短い血小板製剤は全国調整により現地

の必要分を確保している。 

③毒物劇物製造（輸入）業における毒物劇物取扱施設関係 

現時点で毒物劇物の流出等の被害報告無し。 

 (17) 農林水産関係（6月 28日からの被害を集計）（農林水産省情報：7月 8日 23:00現在） 

区分 主な被害 被害数 
被害額(億円) 

（＊１） 
被害地域(現在25道県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 6,153ha 0.5 
北海道、山口、高知、佐賀、長

崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 

樹体（＊３） 4ha 0.0 沖縄 

農業用ハウス等 397 件 0.3 
山口、愛媛、高知、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島 

畜産用施設 10 件 0.0 岡山、佐賀、長崎、熊本 

小計  0.9  
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用
施
設
関
係 

農
地
・
農
業 

農地の破損 327 箇所 2.9 

北海道、岩手、長野、富山、石

川、福井、岐阜、京都、兵庫、

奈良、鳥取、島根、岡山、福岡、

佐賀、長崎 

農業用施設等 262 箇所 3.3 

北海道、岩手、富山、福井、岐

阜、京都、兵庫、奈良、鳥取、

島根、岡山、広島、山口、愛媛、

福岡、佐賀、長崎 

小計  6.2  

林
野
関
係 

林地荒廃 74 箇所 10.6 

北海道、長野、岐阜、島根、高

知、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島 

治山施設 9 箇所 2.3 
北海道、長野、岐阜、佐賀、長

崎、宮崎 

林道施設等 76 箇所 3.1 

北海道、長野、岐阜、島根、広

島、徳島、愛媛、福岡、佐賀、

長崎、宮崎、沖縄 

小計  16.0  

水
産
関
係 

漁具倉庫等 1 件 調査中 大分 

漁港施設等 10 漁港 0.7 
岡山、愛媛、高知、福岡県、長

崎 

共同利用施設 調査中 長崎 共同利用施設 

小計  0.7  

合計  23.8  

＊１：現時点で都道府県から報告があったものを記載しており、引き続き調査中。なお、報告に

は被害数の報告のみで被害額は調査中のものも含まれる。 

＊２：そば、大豆、トマト、スイートコーン、アジサイ、もも、なし、ブルーベリー、メロン、

ニラ、ショウガ、なす、ピーマン、みかん、きゅうり、ズッキーニ、ネギ、ベニアオイ、

ソルガム、葉たばこ、さとうきび、オクラ、ニガウリ、水稲 

＊３：マンゴー、バナナ 

(18) 農業用ダム・ため池関係（農林水産省情報：7 月 8 日 23:00 現在） 

＜農業用ダム・ため池の状況＞ 

・ため池 

７か所のため池が決壊。１名死亡。（京都府福知山市
ふくちやまし

「塩津
しおつ

古
ふる

池」、兵庫県川西市
かわにしし

「石打
いしうち

谷
たに

池」、岡山県浅口市
あさくちし

「大田
おおた

池」、広島県竹原
たけはら

市
し

「柏谷
かすや

池」、広島県福山市
ふくやまし

「勝負
しょうぶ

迫下
さこしも

池」、広島県北
きた

広 島 町
ひろしまちょう

「 向
むこう

迫田
さこだ

ため池」、福岡県筑前
ちくぜん

町
まち

「中島
なかしま

ため池」） 

・農業用ダム 

大雨特別警報が発令された４農政局（東海、近畿、中四国、九州）管内の 67 の国営

造成ダムについては、警戒の維持。 

（国営造成ダム 67 の内訳：九州 29、中四国 18、近畿 17、東海３） 
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・その他 

愛媛県伊方町
いかたちょう

の上水・農業用水共用パイプラインが被災（応急復旧済）。 

引き続き、農業用水も含めた復旧に向けて、技術的支援を実施（７月７日～）。 

＜対応状況＞ 

・被害調査支援 

農政局の職員（水土里
み ど り

災害派遣隊）を現地に派遣して、決壊した福岡県筑前町の中島め

池の被害状況調査（７月７日） 

佐賀県の農地冠水被害状況調査（７月７日） 

決壊した広島県福山市の勝負迫下池の被害状況調査（７月８日）を実施。 

上記施設の他、各地の天候が回復次第、農政局の職員（水土里災害派遣隊）が、農地・

農業用施設の被害調査を支援する予定（東海、近畿、中国四国及び九州局）。 

・リエゾン派遣 

 高知県へ、農政局職員２名をリエゾン派遣（７月６日）。 

・応急ポンプの貸出し 

ため池の水位低下のための応急ポンプを貸出し。 

滋賀県多賀町へ、３台（７月６日～） 

山口県山口市へ、１台（７月６日～） 

岡山県岡山市へ、６台（７月８日～） 

(19) 災害廃棄物等関係（環境省情報：7 月 9 日 6:45 現在） 

・現在、災害廃棄物の発生状況、廃棄物処理施設の稼働状況について、全地方環境事務

所に確認中。 

・岡山県の高梁地域事務組合（高梁市、吉備中央町）クリーンセンターの地下施設が水

没し稼働停止中であり、職員が職員が退避中。 

・岡山県の高梁地域事務組合（高梁市、吉備中央町）し尿処理場が国道 313 号線の冠水

により施設の被害状況を確認することができない状況。 

・岡山県の旭川中部衛生施設組合（岡山市）のし尿処理施設が取水ポンプの浸水により

稼働しない状況。 

・山口県の周南地区衛生施設組合（下松市、光市、周南市）の恋路クリーンセンター（焼

却施設）の敷地内ごみ搬入道路一部が土砂崩れで通行不可であったが、復旧が完了。 

・香川県の坂出市の坂出環境センター（ 終処分場）の埋め立て処分地へ下りる進入路

法面が一部崩落し４ｔダンプでの焼却灰等の運搬に支障。 

・福岡県の遠賀・中間地域広域行政事務組合（中間市、水巻町、芦屋町、岡垣町、遠賀

町） 終処分場の搬入路で舗装剥離と擁壁倒壊で大型車両が通行できない状況。 

・広島県の庄原市の東城ごみ固形燃料化施設、東城し尿処理施設が一部水没したため被

害を調査中。 

・広島県府中町及び海田町の廃棄物（通常可燃ごみ）について、運搬道路の寸断により

安芸クリーンセンターへの運搬が困難な状況。 
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・山口県深山浄苑し尿処理施設について、搬入路の一部で土砂崩れにより施設への運搬

ができない状況。 

・愛媛県の大洲・喜多衛生事務組合清流園（し尿処理施設）において浸水被害発生が発

生し、稼働停止中。 

(20) 職業能力開発施設関係（厚生労働省情報：7月 9日 5:00 現在） 

・沖縄県立浦添職業能力開発校の実習棟の屋根の一部が破損する軽微な被害あり。人的

被害なし。 

・広島県、愛媛県、岡山県、鳥取県、福岡県、兵庫県、大阪府、高知県及び岐阜県の公

共職業能力開発施設の被害状況について確認。現時点で軽微な被害は数箇所あるもの

の特段大きな被害報告は無し。訓練は適宜休講等で対応。 

(21) 金融機関関係（金融庁情報：7月 6 日 11:30 現在） 

・避難指示等のため、２金融機関４店舗、郵便局 37 局が臨時休業。 

・１金融機関１箇所のＡＴＭが利用不可。 

５ 政府の主な対応 

(1) 非常災害対策本部の設置等 

・7月 8 日 8:00 平成３０年７月豪雨非常災害対策本部設置 

・7月 8 日 9:00 平成３０年７月豪雨非常災害対策本部会議（第１回） 

・平成３０年７月豪雨非常災害対策本部会議にて以下の方針を決定 

① 迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全力を尽くす。 

② 引き続き、人命の救助を第一に、行方不明者等の一刻も早い救命・救助に全力を

尽くす。 

③ 先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す。 

④ 電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧に努め、被災住民の生活復旧のた

め、早期改善に全力であたる。 

⑤ 関係省庁が連携して、全国からの官民一体となった広域応援体制を確保するとと

もに被災者支援の体制を整備する。 

⑥ プッシュ型の被災者支援により、避難所の生活環境整備や避難者の生活必需品の

確保に努める。 

⑦ 被災地の住民をはじめ、国民や地方自治体等が適切に判断し行動できるよう、適

時的確な情報発信に努める。 

(2) 官邸の対応等 

・7月 6 日 13:58 官邸連絡室設置 

・7月 7 日 10:20 官邸対策室に改組 
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(3) 官房長官指示 

・以下のとおり官房長官指示が発せられた（7 月 6日 13;59） 

 官邸連絡室を中心に関係省庁が連携して情報収集に努め、先手先手で対策を講じること 

(4) 関係閣僚会議の実施 

・7月 7 日 10:00 ７月５日からの大雨に関する関係閣僚会議 

(5) 関係省庁災害対策会議等の実施 

・7月 2 日 13:30 平成３０年西日本の大雨と台風第７号に係る関係省庁災害警戒会議 

・7月 5 日 15:30 低気圧と梅雨前線による大雨に係る関係省庁災害警戒会議 

・7月 6 日 14:30 低気圧と梅雨前線による大雨に係る関係省庁災害対策会議 

(6) 政府調査団の派遣 

・7 月 9 日 小此木内閣府特命担当大臣（防災）を団長とする政府調査団を岡山県及び

広島県へ派遣 

(7) 災害救助法の適用 

・平成 30 年台風第 7 号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身

体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、全国で 8 府県 58 市 35 町

4 村）に以下のとおり災害救助法の適用を決定 

  【高知県】 

   安芸市、香南市、長岡郡本山町（適用日：7月 6日） 

   宿毛市（適用日：7月 7 日） 

   土佐清水市、幡多郡三原村（適用日：7 月 8日） 

  【鳥取県】 

鳥取市、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町、西伯郡南部町、

西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町（適用日：7月 6日） 

【広島県】（適用日：7月 5日） 

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、安

芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 

【岡山県】（適用日：7月 5日） 

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤

磐市、真庭市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉

村、加賀郡吉備中央町 

【京都府】（適用日：7月 5日） 

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊

根町、与謝郡与謝野町 

【兵庫県】 

豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、赤穂郡上郡町、美方郡香美町（適用日：7月 5日） 
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姫路市、西脇市、丹波市、多可郡多可町、佐用郡佐用町（適用日：7 月 6日） 

養父市、たつの市、神崎郡市川町、神崎郡神河町（適用日：7月 7日） 

【愛媛県】 

今治市、宇和島市、大洲市、西予市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町（適用日：7

月 5日） 

  【岐阜県】 

高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、

郡上市、下呂市、加茂郡坂祝町加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、、加茂

郡東白川村、大野郡白川村（適用日：7月 6日） 

岐阜市、美濃市、加茂郡富加町、加茂郡川辺町（適用日：7月 8 日） 

６ 各省庁等の対応 

(1) 内 閣 府の対応 

・内閣府情報連絡室設置（7月 2日 13:30） 

・内閣府情報対策室設置（7月 6日 13:58） 

・内閣府災害対策室設置（7月 7日 10:20） 

・7 月 6 日付けで、高知県に対し「避難所の生活環境の整備等について（留意事項）」の

通知を発出 

・7月 7日付けで、鳥取県・岡山県・広島県・京都府・兵庫県・愛媛県に対し「避難所の

生活環境の整備等について（留意事項）」の通知を発出 

・7月 6 日 12:00 内閣府情報先遣チーム 広島県庁へ向けて出発 

・7月 6 日 12:30 内閣府情報先遣チーム 岡山県庁へ向けて出発 

・7月 7 日 12:20 内閣府情報先遣チーム 愛媛県庁へ向けて出発 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置（6月 29 日～7月 7日） 

 →警備局長を長とする災害警備本部へ改組（7月 7 日 10:20～） 

 →次長を長とする非常災害警備本部へ改組（7月 8 日 8:00～） 

・関係道府県警察では警備部長等を長とする災害警備本部等を設置（6月 29 日～） 

・警察庁、管区警察局及び関係道府県警察は関連情報の収集を実施（6月 29 日～） 

・警察庁は、警察災害派遣隊の出動を指示 

 警視庁、関東管区、中部管区及び近畿管区広域緊急援助隊（警備部隊）（7月 7日） 

 九州管区広域緊急援助隊（警備部隊）、特別自動車警ら隊及び特別機動捜査部隊（7

月 8日） 

【被災地の警戒活動等】 

・特別自動車警ら部隊を岡山県警及び広島県警に特別派遣し、浸水被害が生じている地

域を中心にパトロール、避難所等の警戒、広報等を実施（7月 9 日～） 

（愛知、大阪） 
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・災害に便乗した犯罪抑止のため、防犯メールの配信、防犯チラシの配布等、防犯情報

の発信を実施 

・特別機動捜査部隊を岡山県警及び広島県警に特別派遣し、浸水被害が生じている地域

を中心に空き巣対策等を実施（7月 9日） 

（愛知、大阪） 

 (3) 消 防 庁の対応 

７月２日 １６時４１分 全都道府県、指定都市に対し「平成３０年台風第７号警戒情

報」を発出 

７月３日 １１時３０分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次応

急体制） 

７月５日 １６時５４分 全都道府県、指定都市に対し「低気圧と梅雨前線による大雨

警戒情報」を発出 

７月６日  ９時００分 国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組 

（第２次応急体制） 

２０時３０分  消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を改組（第３次応

急体制） 

２１時００分 広島県へ消防庁職員４名派遣を決定 

７月７日  ６時３０分 広島県へ消防庁職員２名派遣を決定 

      ８時００分 広島県へ派遣していた２名の派遣先を岡山県へ変更 

      ９時００分 倉敷市消防局へ消防庁職員１名派遣を決定 

１０時３０分 広島ヘリポートへ消防庁職員１名派遣を決定 

  ７月８日  ９時００分 広島県へ派遣していた２名の派遣先を愛媛県へ変更 

９時００分 岐阜県へ消防庁職員２名派遣を決定 

９時００分 倉敷市消防局へ消防庁職員２名派遣を決定 

＜消防機関等の対応＞ 

被災地では地元消防機関（消防吏員・消防団員）により救助等の活動を実施 

岡山県をはじめとする消防防災ヘリコプターにより、救助活動及び情報収集活動を

実施 

＜緊急消防援助隊等の対応状況＞ 

 ７月６日 １９時５０分 消防庁から愛知県、滋賀県、大阪府、島根県、山口県、徳

島県、香川県及び愛媛県に対し、緊急消防援助隊の出動可

能隊数の報告及び出動準備を依頼 

２０時３０分 広島県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援

要請 

２１時０５分 消防庁から三重県、奈良県に対し、緊急消防援助隊の出動

可能隊数の報告及び出動準備を依頼 

２１時１０分 消防庁から和歌山県に対し、緊急消防援助隊の出動可能隊

数の報告及び出動準備を依頼 
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２１時２０分 消防庁長官から大阪府知事に対し、緊急消防援助隊の広島

県への出動を求め 

２１時５０分 消防庁長官から愛知県知事に対し、緊急消防援助隊の広島

県への出動を求め 

２２時１５分 大阪市消防局及び堺市消防局の指揮支援隊が広島県に向け

出動 

２２時５５分 消防庁長官から山口県知事に対し、緊急消防援助隊の広島

県への出動を求め 

２３時１０分 名古屋市消防局の指揮支援隊が広島県に向け出動 

２３時３５分 消防庁長官から徳島県知事、香川県知事及び愛媛県知事に

対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の広島県への出動を求

め 

２３時３６分 大阪府大隊（統合機動部隊）が集結完了し、広島県に向け出

動 

２３時３７分 山口県大隊が広島県に向け出動 

７月７日  ０時５４分 愛知県大隊が集結完了し、広島県に向け出動 

３時００分 山口県大隊が進出拠点（広島県消防学校）に到着 

５時１７分 消防庁長官から福岡県知事及び長崎県知事に対し、緊急消

防援助隊（航空小隊）の広島県への出動を求め 

７時００分 消防庁長官から滋賀県知事及び奈良県知事に対し、緊急消

防援助隊の出動を求め 

７時１５分 広島県から消防庁に、緊急消防援助隊の増隊要請 

７時２５分 福岡市消防ヘリが広島県に向け出動 

７時３０分 山口県大隊が広島市安佐北区の土砂災害現場で活動開始 

８時００分 消防庁長官から島根県知事に対し、緊急消防援助隊の広島

県への出動を求め 

８時３０分 岡山県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援

要請 

８時４２分 島根県大隊が広島県に向け出動 

８時４３分 福岡市消防ヘリが広島ヘリポートに到着 

８時５０分 名古屋市消防局の指揮支援隊及び愛知県大隊は、岡山県に

出動先を変更 

８時５０分 広島市消防ヘリが広島市安芸区矢野東にて、１名救出 

８時５５分 大阪市消防局の指揮支援隊が東広島市消防局に到着、活動

開始 

９時００分 消防庁から東京都、愛知県、奈良県及び鳥取県に対し、緊

急消防援助隊（航空小隊）の出動可能隊数報告及び出動準

備を依頼 

９時３５分 長崎県防災ヘリが広島県に向け出動 

１１時１０分 消防庁長官から東京都知事、愛知県知事、奈良県知事及び鳥

取県知事に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の出動を求

め 

１１時２０分 滋賀県大隊が集結完了し、岡山県に向け出動 

１１時４０分 奈良県大隊が集結完了し、岡山県に向け出動 

１１時４３分 愛媛県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊（航空
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小隊）の応援要請 

１１時４４分 福岡市消防ヘリが呉市に出動、７名救出 

１１時２８分 名古屋市消防局の指揮支援隊が岡山県庁に到着、活動開始 

１２時２０分 消防庁長官から山口県知事に対し、緊急消防援助隊（航空

小隊）の出動を求め 

１２時３０分 消防庁から熊本県に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の

出動可能隊数報告及び出動準備を依頼 

１２時３８分 香川県防災ヘリが三原市に出動、２０名救出 

１２時４４分 奈良県防災ヘリが岡山県に向け出動 

１２時５０分 東京消防庁ヘリが岡山県に向け出動 

１３時１５分 消防庁から大分県、栃木県及び神奈川県に対し、緊急消防

援助隊（航空小隊）の出動可能隊数報告及び出動準備を依

頼 

１３時３０分 愛知県大隊が倉敷市の災害現場に到着、活動開始 

１３時３０分 山口県防災ヘリが呉市に出動、７名救出 

１３時３０分 消防庁長官から熊本県知事及び大分県知事に対し、緊急消

防援助隊（航空小隊）の出動を求め 

１３時４５分 奈良県防災ヘリが岡南空港に到着 

１４時２３分 岡山県防災ヘリが倉敷市に出動、５名救出 

１４時３０分 消防庁から埼玉県に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の出

動可能隊数報告及び出動準備を依頼 

１４時３３分 徳島県防災ヘリが広島県に向け出動 

１４時５０分 大阪府統合機動部隊は、広島県消防学校に到着、活動開始 

１５時０８分 山口県大隊が広島市安佐北区の倒壊家屋現場にて、１名救出 

１５時１１分 奈良県防災ヘリが倉敷市に出動、５名救出 

１５時５０分 消防庁長官から神奈川県知事及び埼玉県知事に対し、緊急消

防援助隊（航空小隊）の出動を求め 

１５時５８分 大分県防災ヘリが倉敷市に出動、９名救出 

１６時０９分 大阪府大隊が東広島市に到着、活動開始 

１７時１０分 熊本県消防ヘリが倉敷市に出動 

１８時４０分 大阪府大隊活動終了 

１８時４５分 滋賀県大隊が倉敷市の災害現場に到着、活動開始 

１８時５５分 大阪府大隊が東広島市中河内の土砂崩落現場にて、１名救出 

１９時００分 奈良県大隊が倉敷市の災害現場に到着、活動開始 

７月８日 ５時４１分 横浜市消防ヘリが愛媛県に出動 

     ９時０４分 名古屋市消防ヘリが岡山県に向け出動 

１０時００分 埼玉県防災ヘリが愛媛県に出動 

１１時００分 消防庁から香川県に対し、緊急消防援助隊（陸上部隊）の出動

可能隊数の報告及び出動準備を依頼 

１２時３０分 徳島県防災ヘリの引揚げを決定 

１３時３９分 消防庁長官から栃木県知事に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）

の出動を求め 

１４時２７分 栃木県防災ヘリが広島県に向け出動 

１４時３０分 愛媛県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊（陸上部隊）

の応援要請 
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１４時３０分 消防庁長官から香川県知事に対し、緊急消防援助隊（陸上部隊）

の愛媛県への出動を求め 

１６時０４分 香川県大隊が愛媛県に向け出動 

１７時００分 今災害における緊急消防援助隊の出動について、消防庁長官の

指示によるものとする通知を発出 

２１時５１分 香川県大隊が宇和島市に到着、活動開始 

(4) 海上保安庁の対応 

・警戒配備等状況 

○第十一管区海上保安本部（那覇市） 

 ６月３０日１１：００ 警戒配備発令  ７月２日２１：００  警戒配備解除 

 ７月 １日１７：００ 非常配備発令    ７月２日１２：００  非常配備解除 

○第十管区海上保安本部（鹿児島市）   

 ７月 １日１６：００ 警戒配備発令  ７月４日００：００ 警戒配備解除 

○第九管区海上保安本部（新潟市） 

 ７月 ４日０６：００ 警戒配備発令  ７月４日１５：４５ 警戒配備解除 

○第八管区海上保安本部（舞鶴市） 

 ７月 ３日１２：００ 警戒配備発令  ７月４日１５：４５ 警戒配備解除 

○第七管区海上保安本部（北九州市）     

 ７月 ２日２３：００ 警戒配備発令  ７月４日１２：００ 警戒配備解除 

 ７月 ３日０７：００ 非常配備発令  ７月４日００：００  非常配備解除 

○第六管区海上保安本部（広島市） 

 ７月 ３日０８：００ 警戒配備発令  ７月４日１５：００ 警戒配備解除 

○第五管区海上保安本部（神戸市） 

 ７月 ３日０３：００ 警戒配備発令  ７月４日１５：４５ 警戒配備解除 

○第四管区海上保安本部（名古屋市） 

７月 ４日０８：００ 警戒配備発令  ７月４日１６：００ 警戒配備解除 

○第二管区海上保安本部（塩釜市） 

 ７月 ４日０９：００ 警戒配備発令  ７月４日１５：４５ 警戒配備解除 

   ＜体  制＞ 

    ・第七管区海上保安本部対策室設置（7月 6 日 9:00） 

    ・第六管区、第八管区海上保安本部対策室設置（7月 6 日 19:40） 

    ・第五管区海上保安部本部対策室（7 月 6日 22:50） 

    ・本庁災害対策本部設置（7月 7 日 10:20） 

    ・第五、六、八管区海上保安本部対策本部に改組 

    ・第四管区海上保安本部対策室設置（7月 7 日 13:00） 

   ＜対応勢力＞ 

    ・巡視船艇３隻 [のべ隻数５９隻]   ※待機中 28 隻 
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    ・航空機１機[延べ５機（固定翼２機、回転翼３機] 

    ・リエゾン 6名（のべ６８名派遣]） 

     広島県 2 名、愛媛県 2名、岡山県 2 名 

   ＜航行警報等発出状況＞ 

   ７月７日 

   00：20 広島港海田：桟橋及び小型船舶流出情報（海の安全情報） 

   01：30 広島港江波：桟橋及び小型船舶流出情報（海の安全情報） 

   07：50 水島港：岡山県水島港漂流物情報（海の安全情報） 

   08：30 広島港江波：流出桟橋及び小型船舶発見・撤去情報（0130 発出情報関連）（海

の安全情報） 

   09：00 瀬戸内海岡山水道：転覆船漂流情報（地域航行警報、NAVTEX、海の安全情報） 

   11：15 瀬戸内海三原瀬戸：ドラム缶約 30 本漂流情報（海の安全情報） 

   12：30 水島港：港内高梁川に流出した小型船舶 4隻発見・撤去（0750 発出情報関連）

（海の安全情報） 

   14：00 広島港海田：流出桟橋及び小型船舶発見・撤去情報（0020 発出情報関連）（海

の安全情報） 

   14：30 六管区：大雨に伴う海上漂流物情報（海の安全情報、地域航行警報） 

   14：48 五～八管区：注意喚起 河川からの行方不明者情報（NAVTEX） 

   17：10 瀬戸内海布刈瀬戸：プラスチック製パレットの多数の漂流情報（海の安全情

報） 

   17：20 島原湾：数本の木材等漂流情報（NAVTEX、地域航行警報、海の安全情報） 

   17：20 周防灘：木材等漂流情報（NAVTEX、地域航行警報、海の安全情報） 

   17：50 五管区（兵庫）：大雨に伴う海上漂流物情報（地域航行警報、海の安全情報） 

   18：10 八管区（京都・兵庫・鳥取）：大雨に伴う海上漂流物情報（海の安全情報、

地域航行警報） 

   18：20 七管区（長崎・佐賀・福岡）：大雨に伴う海上漂流物情報（地域航行警報、

海の安全情報） 

   18：30 広島湾：木材等漂流情報（NAVTEX 航行警報） 

   19：00 江津港：江津港プレジャーボート漂流情報（海の安全情報） 

   19：15 広島県呉市：安芸灘大橋橋梁灯消灯（海の安全情報、地域航行警報、NAVTEX） 

   20：20 島原湾：タラップ漂流（地域航行警報、海の安全情報、NAVTEX） 

７月８日 

   07：00 瀬戸内海備讃瀬戸西部：転覆小型船舶情報（海の安全情報、地域航行警報、

NAVTEX） 

   08：05 六管区（愛媛南部）：大雨に伴う海上漂流物情報（地域航行警報） 

   08：30 五管区（高知）：大雨に伴う海上漂流物情報（地域航行警報、0850 海の安全

情報） 
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   10：00 本州南岸桃取水道：漂流木材情報（海の安全情報）） 

   10：35 本州南岸桃取水道：漂流木材除去（1000 発出情報関連）（海の安全情報） 

   11：55 瀬戸内海豊島：転覆小型船舶漂流情報（海の安全情報） 

   13：45 広島県呉市：安芸灘大橋橋梁灯消灯復旧（7 日 1915 発出情報関連）（海の安

全情報、地域航行警報、NAVTEX） 

   13：55 舞鶴港：木材漂流情報（地域航行警報、海の安全情報） 

   17：40 島原湾：水中障害物情報（タラップが沈没したもの）（7 日 2020 発出関連）

（地域航行警報、海の安全情報、NAVTEX） 

   19：00 瀬戸内海伊予灘：流木等漂流物情報（海の安全情報） 

(5) 防 衛 省の対応 

・防衛省の体制 

  防衛省災害対策連絡室設置（7 月 6日 13:58） 

  防衛省災害対策室設置（7 月 7 日 10:20） 

  防衛省災害対策本部設置（7月 8日 8:00） 

・活動規模  人 員  約２９，０００名 

艦 艇  ４隻 

航空機  ２７機 

Ｌ Ｏ  大７４箇所に約３００名を派遣 

 

・活動部隊  陸 自  第７普通科連隊（福知山）、中部方面後方支援隊（桂）、第５０

普通科連隊（高知）、第４０普通科連隊（小倉）、第４師団司令

部（福岡）、第４施設大隊（大村）、第２高射特科団（飯塚）、

中部方面特科隊（桂）第１３旅団司令部（海田市）、第４６普通

科連隊（海田市）、第４７普通科連隊（海田市）、第４９普通科

連隊（豊川）、第１３飛行隊（防府）、第１４普通科連隊（金沢

）、第１０特科大隊（豊川）、第１０施設大隊（春日井）、第１

３特科隊（日本原）、第３０５施設隊（三軒屋）、第７普通科連

隊（福知山）、中部方面航空隊（八尾）、中部方面特科隊（松山

）第１７普通科連隊（山口）、第３特科隊（姫路）自衛隊京都地

方協力本部、自衛隊高知地方協力本部、自衛隊福岡地方協力本部

、自衛隊広島地方協力本部、自衛隊岡山地方協力本部、自衛隊愛

媛地方協力本部、自衛隊山口地方協力本部、自衛隊兵庫地方協力

本部 

         海 自  呉地方総監部（呉）、呉警備隊（呉）、呉基地業務隊（呉）、呉

地方隊（呉）、造船修補給処（呉）、舞鶴教育隊（舞鶴） 

第２施設群（飯塚）、第９施設群（小郡） 

         空 自  小松救難隊（小松）、浜松救難隊（浜松） 
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・８日（日）までの活動実績    

活動内容 主な活動場所 実 績 

人命救助、孤立者

救助 

福岡県北九州市、飯塚市、筑前町、高知県

四万十市、広島県広島市、海田町、熊野町

、東広島市、呉市、安津町、岡山県高梁市

、倉敷市、井原市、総社市、京都府綾部市

、舞鶴市、愛媛県宇和島市、大洲市、今治

市、怒和島、山口県岩国市、兵庫県宍粟市 

1,758名 

給水支援 広島県江田島市、岡山県高梁市 754.4トン 

入浴支援 広島県呉市、江田島、倉橋島 3か所 

1,640名 

物資輸送 高知県香南市、香美市、愛媛県大洲市 水：約600本 

食料：約1,790食 

燃料：約40リットル 

水防活動 

（土のう作成） 

京都府京都市、高知県安芸市、 約5,200袋 

道路啓開 高知県宿毛市 約50メートル 

 

○災害派遣要請 

【７月６日（金）】 

  ①京都府 

平成３０年７月５日（木）以降、京都府内の河川が増水し、氾濫危険水位に達している状

況である。このため、６日（金）０１時１０分、京都府知事から陸上自衛隊第７普通科連隊

長に対し、水防活動（堤防補強のための土嚢積み）に係る災害派遣要請があった。 

（平成３０年７月６日０７時０５分、水防作業が終了したことにより、京都府知事から撤

収要請を受け、水防活動を終了。） 

  ②高知県 

平成３０年７月６日（金）、高知県内の河川が堤防を越水し、高知県安芸
あ き

市で孤立者が発

生したことから、同日０３時３０分、高知県から陸上自衛隊第５０普通科連隊長に対し、孤

立者の救助等に係る災害派遣要請があった。 

  ③福岡県 

平成３０年７月６日（金）、福岡県北九州市で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み

２名が行方不明となった。このため、本日０９時５６分、福岡県知事から陸上自衛隊第４師

団長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。新たに同県飯塚市において孤立者の救

助、同県筑前町において孤立者の救助等の追加要請があった。 
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  ④京都府 

平成３０年７月６日（金）、京都府内の河川が増水し、氾濫危険水位に達したため、本日、

京都府知事から陸上自衛隊第７普通科連隊長に対し、水防活動（堤防補強のための土嚢積み

）に係る災害派遣要請があり、水防活動を実施し、活動を終了。その後上流ダムの放水によ

り、更に水防活動が必要になったことから、本日１８時３５分、京都府知事から第７普通科

連隊長に対し、水防活動に係る災害派遣要請があった。 

（平成３０年７月６日２３時３０分、水防作業が終了したことにより、京都府知事から撤

収要請を受け、水防活動を終了。） 

⑤広島県 

平成３０年７月６日（金）、広島県で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数名が行

方不明となった。このため、本日２１時００分、広島県知事から陸上自衛隊第１３旅団長に

対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

  ⑥岡山県 

平成３０年７月６日（金）、岡山県高梁市で孤立者が発生したことから、６日２３時１１

分、岡山県知事から陸上自衛隊第１３旅団長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった

。 

 【７月７日（土）】 

  ①京都府 

 ア 平成３０年７月７日（土）、京都府綾部市上杉町で土砂崩れが発生し、民家に土砂が

流れ込み数名が行方不明となった。このため、本日０６時１０分、京都府知事から陸上

自衛隊第７普通科連隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

  （平成３０年７月８日（日）１７時０５分、行方不明者が発見されたことから、山口県

知事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。） 

イ 平成３０年７月７日（土）、京都府舞鶴市城屋で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流

れ込み数名が行方不明となった。このため、本日０６時１０分、京都府知事から海上自

衛隊舞鶴地方総監に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

  ②愛媛県 

平成３０年７月７日（土）、愛媛県怒和島で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数

名が行方不明となった。このため、本日０６時１０分、愛媛県知事から陸上自衛隊中部方面

特科隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

③山口県 

平成３０年７月７日（土）、山口県岩国市周東町獺越で土砂崩れが発生し、民家に土砂が

流れ込み数名が行方不明となった。このため、本日０７時３５分、山口県知事から陸上自衛

隊第１３旅団長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

（平成３０年７月７日（土）１４時５５分、行方不明者が発見されたことから、山口県知
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事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。） 

        

【７月８日（日）】 

 ①兵庫県 

平成３０年７月８日（日）、兵庫県宍粟市で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数

名が行方不明となった。このため、本日０５時００分、兵庫県知事から陸上自衛隊第３特科

隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。 

（平成３０年７月８日（日）１７時４５分、行方不明者が発見されたことから、兵庫県知

事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。） 

 (6) 総 務 省の対応 

 ・大臣官房総務課長を長とする災害警戒室を設置（7月 3日 8:45）。 

・北海道災害対策連絡本部へリエゾンを派遣（北海道総合通信局 部長級１名）。 

・災害警戒室を大臣官房長を長とする総務省災害対策本部へ改組（7 月 6日 17:10）。 

・７月７日（土）京都府災害対策本部、兵庫県災害警戒本部及び岡山県災害対策本部へ

リエゾンを派遣（近畿総合通信局及び中国総合通信局 部長級・課長級等 計４名） 

・７月７日（土）総務大臣出席により総務省災害関係局長会議（第１回）開催 

・７月８日（日）８時 00 分、総務省災害対策本部を総務大臣を長とする総務省非常災害

対策本部へ改組。 

・７月８日（日）総務大臣出席により総務省非常災害対策本部会議（第１回）開催 

・７月８日（日）愛媛県災害対策本部へリエゾンを派遣（四国総合通信局 部長級１名・

課長級１名） 

  【被災市町村に対する人的支援の状況】 

    ・７月７日（土）「被災市区町村応援職員確保システム」に基づき、被災府県及び

被災地域ブロック幹事県並びに関係団体と連絡を取り合い、人的支援に関する情

報収集を開始。 

・７月８日（日）現地での応援職員の要否等に係る詳細な情報収集のため、職員を

広島県庁、愛媛県庁、岡山県庁へ派遣 

・極めて被害の大きい４市１町に「災害マネジメント総括支援員」の派遣を決定。 

派遣先 派遣元 

岡山県倉敷市 熊本市 

広島県呉市 兵庫県 

広島県坂町 川崎市 

愛媛県宇和島市 徳島県 

愛媛県大洲市 東京都 

 【市町村の行政機能の確保（7月 8日 17:00 現在）】 

・京都府 
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事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 なし。 

物的環境の整備状況 福知山市 
・大江支所（窓口）に浸水被害あり。 

・兵庫県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 なし。 

物的環境の整備状況 なし。 

・鳥取県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 なし。 

物的環境の整備状況 なし。 

・岡山県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 倉敷市 

・職員の派遣を要請。 

物的環境の整備状況 倉敷市 

・真備支所に浸水被害あり。 

・広島県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 呉市 

・職員の派遣を要請。 

坂町 

・職員の派遣を要請。 

物的環境の整備状況 東広島市 

・高屋出張所に浸水被害あり。 

・愛媛県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 
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人的体制の充足状況 宇和島市 
・職員の派遣を要請。 
大洲市 
・職員の派遣を要請。 

物的環境の整備状況 西予市 
・野村支所及び城川支所が停電中。 

・高知県 

事 項 支障のある団体 

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの機能状況 なし。 

人的体制の充足状況 なし。 

物的環境の整備状況 なし。 

※ 災害救助法が適用されている市町村について掲載。 

なお、被害が甚大な市町村については、今後必要に応じ更に精査。 

 

【事業者等の対応】 

・災害用伝言サービス 

NTT 東西、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが災害用伝言サービス及び災害用音声お届け

サービスを展開中。 

・避難所等支援状況 

＜NTT 東西＞ 

○特設公衆電話開設状況 

特設公衆電話が事前設置された避難所等において稼働中。 

衛星携帯電話の設置：14 箇所（岡山県 5、広島県 2、愛媛県 6、岐阜県１） 

＜NTT ドコモ＞ 

○避難所支援 

設置場所 
設置台数 

マルチチャージャー Wi-Fi 

大洲小学校（愛媛県大洲市） 1 0 

総合福祉センタ（愛媛県大洲市） 1 0 

菅田小学校（愛媛県大洲市） 1 0 

坂町立坂中学校（広島県安芸郡坂町） 1 0 

坂町町民センター（広島県安芸郡坂町） 1 1 

Sunstar Hall（広島県安芸郡坂町） 2 2 

高梁市文化交流館（岡山県高梁市） 1 0 

矢掛町立矢掛小学校（岡山県小田郡矢掛町） 1 1 

倉敷市立福田中学校（岡山県倉敷市） 1 1 

倉敷市立第二福田小学校（岡山県倉敷市） 1 1 
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倉敷市立第五福田小学校（岡山県倉敷市） 1 1 

倉敷市立薗小学校（岡山県倉敷市） 3 0 

倉敷市立岡田小学校（岡山県倉敷市） 3 1 

倉敷市立二万小学校（岡山県倉敷市） 3 2 

合計 21 10 

○携帯電話等貸出状況（確認中） 

貸出機関 
貸出台数 

携帯電話 衛星携帯電話 タブレット 

陸上自衛隊 161→171 12→15 20 

国土交通省 20 0 0 

朝倉市
あさくらし

 20 1 0 

東峰村
とうほうむら

 0 1 0 

北九州市 20 0 0 

名古屋市 6 0 0 

大阪市 3 0 0 

広島市 40 0 0 

倉敷市 0 2 0 

大洲市 14 0 0 

西予市 6 9 0 

合計 270→300 16→28 20 

＜KDDI＞ 

○避難所支援 

公衆無線 LAN 設置  13 カ所、14 台 

充電 BOX 設置    29 カ所、30 台 

・地方公務員共済組合宿泊施設への被災者受入れの状況 

宿泊無料（食費実費負担）で受入れ実施中 

・その他の支援 

＜(株)WOWOW＞ 

災害救助法が適用された地域在住のサービス加入者に対し、専用フリーダイヤルを設置。 

(7) 金 融 庁の対応 

   ・金融庁災害情報連絡室を設置（7月 2日～） 

(8) 消費者庁の対応 

   ・災害により消費生活相談窓口が開設できない場合における相談ダイヤルの接続先変更 
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について、各都道府県消費者行政担当課に周知（7月 6日） 

・災害に便乗した悪質商法に関する注意喚起の情報を各都道府県消費者行政担当課に提 

 供（7 月 6 日） 

(9) 法 務 省の対応 

・災害情報連絡室設置（7月 2 日） 

(10) 文部科学省の対応 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：施設企画課長）を設置（6 月 29 日）。 

・文部科学省災害応急対策本部（本部長：大臣官房長）を設置。（7月 7日）。 

・被災した公立学校施設の早期復旧を図るため、事前着工の着手等について、各都道府

県教育委員会宛に事務連絡を発出。（6月 29 日） 

・各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、  

二次災害防止を要請（6 月 29 日、7 月 2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日）。 

(11) 厚生労働省の対応 

  ・厚生労働省災害情報連絡室設置（7 月 2 日 13:30） 

  ・厚生労働省災害対策本部設置（7月 8日 8:30） 

  【職員の現地等への派遣状況】 

７月９日 厚生労働省本省職員を広島県に４名派遣。 

   ７月９日 厚生労働省本省職員を愛媛県に２名派遣。 

  【医療関係全般】 

７月６日 高知県  7:17 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        佐賀県  9:00 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        福岡県  9:10 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        長崎県 10:43 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        京都府 11:23 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        愛媛県 12:30 EMIS 警戒モードに切り替え。 

            →７月７日 11:54 EMIS 災害モードに切り替え。 

        大分県 13:00 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        山口県 13:42 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        広島県 14:05 EMIS 警戒モードに切り替え。 

→19:51 EMIS 災害モードへ切り替え。 

        徳島県 14:51 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        滋賀県 15:09 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        岡山県 15:40 EMIS 警戒モードに切り替え。 

            →７月７日 12:02 EMIS 災害モードに切り替え。 

        鳥取県 16:40 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        香川県 17:10 EMIS 警戒モードに切り替え。 
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        兵庫県 22:50 EMIS 警戒モードに切り替え。 

   ７月７日 島根県 0:57 EMIS 警戒モードに切り替え。 

        岐阜県 12:50 EMIS  警戒モードに切り替え。 

        愛知県 21:00 EMIS 警戒モードに切り替え。 

※大阪府 大阪府北部を震源とする地震発生時より EMIS 警戒モード継続中。 

【DMAT の状況】 

   11 県で DMAT81 隊が活動中又は移動中、25 隊が待機中又は準備中。 

①広島県・・・広島県が山口県、島根県、福岡県に DMAT 派遣要請。 

・DMAT 調整本部で広島県 DMAT3 隊、山口県 DMAT ロジスティックチーム 2隊が活動中。 

   ・安芸消防署参集・活動拠点本部で広島県 DMAT2 隊、島根県 DMAT3 隊が活動中。 

   ・広島 DMAT 活動拠点本部（県立広島病院）で広島県 DMAT2 隊、福岡県 DMAT3 隊が活動中。 

・呉 DMAT 活動拠点本部（中国労災病院）で広島県 DMAT4 隊が活動中。 

・尾三圏域 DMAT 活動拠点本部（福山市民病院）で広島県 DMAT4 隊、山口県 DMAT3 隊が活動

中。 

・その他、広島県 DMAT3 隊が活動中、広島県 DMAT3 隊が待機又は準備中。   

②岡山県・・・岡山県が兵庫県、香川県に DMAT 派遣要請。 

・DMAT 調整本部で岡山県 DMAT7 隊が活動中。 

 ・県南東部医療圏活動拠点本部（岡山大学病院）で岡山県 DMAT8 隊が活動中。  

・県南西部医療圏活動拠点本部（川崎医科大学附属病院）で岡山県 DMAT5 隊が活動中。    

・その他岡山県 DMAT4 隊が活動中、DMAT1 隊が待機中。 

  ③兵庫県 

・兵庫県保健医療調整本部で DMAT1 隊が活動中。 

   ・DMAT1 隊が準備中。 

  ④高知県 

・高知県 DMAT 調整本部で DMAT1 隊が活動中。 

・DMAT1 隊が待機中。 

  ⑤島根県 

   ・DMAT 調整本部で DMAT2 隊が活動中。 

・DMAT1 隊が移動中、DMAT4 隊が待機中。 

⑥鳥取県 

・DMAT1 隊が待機中。 

⑦愛媛県・・・香川県、徳島県に DMAT 派遣要請。 

・愛媛県災害対策本部内の DMAT 調整本部で DMAT1 隊が活動中。 

・愛媛県立中央病院 DMAT 活動拠点本部で愛媛県 DMAT3 隊、徳島県 DMAT6 隊が活動中。 

・宇和島圏域 DMAT 活動拠点本部（市立宇和島病院）で愛媛県 DMAT4 隊、徳島県 DMAT3 隊が

活動中。 

・その他愛媛県 DMAT2 隊が準備中。 
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  ⑧香川県 

・DMAT 派遣調整本部で DMAT1 隊が活動中。 

・DMAT1 隊が準備中。 

  ⑨徳島県 

・DMAT 調整本部で 3隊が活動中。 

   ・DMAT3 隊が待機中。 

  ⑩福岡県 

   ・DMAT 調整本部で 2隊が活動中。 

   ・DMAT12 隊が準備中又は待機中。 

  ⑪山口県 

 ・DMAT9隊が移動中又は準備中。 

【被災者の健康管理】 

 保健師の活動 

・岡山県・広島県から保健師の派遣要請あり。岡山県・広島県以外の都道府県等へ派

遣について調整中。 

岡山県・広島県以外の被災都道府県からの保健師の派遣要請なし。 

・夜間・休日における保健師派遣調整の依頼先について各都道府県、保健所設置市、

特別区へ事務連絡を送付。 

・避難所における保健師等の巡回等を開始。 

・岡山県・広島県より、管内の被災市町村へ保健師を派遣。 

大雨等により避難所が開設された場合に保健活動を行う保健師等に向けて、以下の事

務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に送付。 

・「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」 

・「管轄避難所情報の記録様式について」 

・「被災地における熱中症予防について（周知依頼）」 

・「避難生活を過ごされる方々の深部静脈血栓症／肺塞栓症（いわゆるエコノミーク

ラス症候群）の予防について」 

【障害者福祉関係】 

   高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県及び愛媛県に対して、被災した要

援護障害者等について、市町村より特段の配慮（被災し、利用者負担をすることが困難

な者について、利用者負担の減免ができるなど）をお願いするとともに、被災した視聴

覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について、具体的な方

法や配慮等の例を周知（高知県：７月６日付け、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵

庫県及び愛媛県：７月７日付け）。 

【介護保険関係】 
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・被災した要介護高齢者等への対応について 

   ７月６日付けで、高知県（管内市町村）に対して、被災した要介護高齢者等について、

特別な対応（被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免が

できることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど）に

ついて周知し、特段の配慮を要請。当該周知、要請を行ったことにつき、各都道府県に

も連絡。また、同日付で、各都道府県および被災地市町村に対し、被災者は被保険者証

等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡

を発出。また、７月７付で、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県及び愛媛県（管

内市町村含む。）に対して、同趣旨の事務連絡を発出。 

  【児童福祉関係】 

   ７月６日付けで、各都道府県等に対して、今般の台風等により、保育所等を利用して

いる方々等について、市町村より特段の配慮（被災し、保育料を負担することが困難な

者について、保育料の減免ができるなど）をお願いする旨を周知。 

【医療保険関係】 

通知等の発出状況 

・7月 6日付 各都道府県等に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料（税）･

一部負担金の減免を行うことができる旨を周知。 

※「「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料（税）等の

取扱いについて」の再周知について平成 30 年 7 月 6 日付け厚生労働省保険局

国民健康保険課事務連絡）を送付。 

※ 平成 25 年 5 月に発出した事務連絡を再周知。 

・7 月 6 日付 各都道府県等に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料

（税）・一部負担金の減免を行うことができる旨を周知。 

※「平成 30 年台風第 7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る後期高齢者医療

制度の一部負担金及び保険料の取扱いについて」（平成 30 年 7 月 6 日付け保険

局高齢者医療課事務連絡）を送付。 

・7 月 6 日付 全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、社会保険診

療報酬支払基金及び地方厚生（支）局に対して、災害その他の特別の事情がある被

保険者に係る一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができる旨等を周知。 

※「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い

等について」（平成 30 年 7 月 6 日付け保険局保険課事務連絡）を送付。 

・7 月 6 日付 被災に伴い被災者が被保険者証を保険医療機関に提示できない場合に

おいても、医療保険による受診が可能である旨を都道府県等に連絡。 

※「平成 30 年台風第 7号及び前線等に伴う大雨よる災害の被災者に係る被保険者

証等の提示について」（平成 30 年 7 月 6日付け保険局医療課事務連絡）を送付。 

・7 月 6 日付 公費負担医療(原爆、感染症、難病、小慢、特定疾患、肝炎等)につい

て、受給者証等がなくても受診でき、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関で
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も受診できる取扱いとする旨を都道府県等に連絡 

※「平成 30 年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公

費負担医療の取扱いについて」（平成 30 年 7 月 6 日付け関係課連名事務連絡）

を送付。 

(12) 経済産業省の対応 

 災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業対策を実施する。

※（）内は適用日 

・高知県安芸
あ き

市
し

及び長 岡 郡
ながおかぐん

本 山 町
もとやまちょう

（6日） 

・鳥取県鳥取市、八頭郡
やずぐん

若 桜 町
わかさちょう

、八頭郡
やずぐん

智頭町
ちづちょう

、八頭郡
やずぐん

八頭町
やずちょう

、東 伯 郡
とうはくぐん

三 朝 町
みささちょう

、

西 伯 郡
さいはくぐん

南 部 町
なんぶちょう

、西伯郡伯耆
さいはくぐんほうき

町
ちょう

、日野郡
ひのぐん

日 南 町
にちなんちょう

、日野郡
ひのぐん

日野町
ひのちょう

、日野郡
ひのぐん

江 府 町
こうふちょう

（6日） 

・広島県広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市
おのみちし

、福山市、府中市、東広島市、江田島市
え た じ まし

、

安芸郡
あきぐん

府 中 町
ふちゅうちょう

、安芸郡
あきぐん

海 田 町
かいたちょう

、安芸郡
あきぐん

熊 野 町
くまのちょう

、安芸郡坂町
あきぐんさかちょう

（5日） 

・岡山県岡山市、倉敷市、笠岡市、井原市
いばらし

、総社市
そうじゃし

、高梁市
たかはしし

、新見市
にいみし

、瀬戸内市
せ と う ちし

、赤磐市
あかいわし

、

真庭市
まにわし

、浅口市
あさくちし

、都窪郡
つくぼぐん

早 島 町
はやしまちょう

、浅 口 郡
あさくちぐん

里 庄 町
さとしょうちょう

、苫田郡
とまたぐん

鏡 野 町
かがみのちょう

、英田郡
あいだぐん

西 粟 倉 村
にしあわくらそん

及び加賀郡
かがぐん

吉備
き び

中 央 町
ちゅうおうちょう

（5 日） 

・京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京
きょう

丹後市
たんごし

、南 丹
なんたん

市
し

、船井郡
ふないぐん

京
きょう

丹 波 町
たんばちょう

、

与謝郡
よさぐん

伊根町
いねちょう

及び与謝郡
よさぐん

与謝野
よ さ の

町
ちょう

（5 日） 

・兵庫県豊岡市、篠山市
ささやまし

、朝来市
あさごし

、宍粟市
しそうし

、赤穂
あこう

郡 上 郡
ぐんかみごおり

町
ちょう

、美方郡
みかたぐん

香美町
かみちょう

（5 日）

／ 姫路市、西脇市、丹波市
たんばし

、多可郡
たかぐん

多可町
たかちょう

、佐用郡
さようぐん

佐 用 町
さようちょう

（6 日）／養父市
や ぶ し

、たつ

の市、神 崎 郡
かんざきぐん

市 川 町
いちかわちょう

及び神 崎 郡
かんざきぐん

神 河 町
かみかわちょう

（7日） 

・愛媛県今治市
いまばりし

、宇和島市、大洲市
おおずし

、西予
せいよ

市
し

、北宇和郡
きたうわぐん

松 野 町
まつのちょう

及び
および

北宇和郡
きたうわぐん

鬼 北 町
きほくちょう

（5日） 

・岐阜県高山市、関市、中津川市
なかつがわし

、恵那市
え な し

、美濃加茂市
み の か も し

、可児市
か に し

、山県市
やまがたし

、飛騨
ひ だ

市
し

、本巣市
もとすし

、

郡上市
ぐじょうし

、下呂市
げ ろ し

、加茂郡
かもぐん

坂 祝 町
さかほぎちょう

、加茂郡
かもぐん

七 宗 町
ひちそうちょう

、加茂郡
かもぐん

八百津町
やおつちょう

、加茂郡
かもぐん

白 川 町
しらかわちょう

、加茂郡
かもぐん

東 白 川 村
ひがししらかわむら

、大野郡
おおのぐん

白 川 村
しらかわむら

（7日）／ 岐阜市、美濃市、加茂郡
かもぐん

富 加 町
とみかちょう

、加茂郡
かもぐん

川 辺 町
かわべちょう

（8日） 計５８市、３５町、４村 

①特別相談窓口の設置 

②日本政策金融公庫による災害復旧貸付（別枠で 1億 5,000 万円など） 

   ③セーフティネット保証４号（別枠での 100%保証、無担保 8,000 万円など） 

   ④既往債務の返済条件緩和等の実施 
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   ⑤小規模企業共済災害時貸付の即時実施（原則 1,000 万円） 

  ＜支援物資の準備状況＞ 

   以下の物資について、自治体からの要請があれば速やかに供給できるよう、準備中。 

   大型クーラー、スポットクーラー、ルームエアコン、トイレ（仮設トイレ、簡易トイ

レ、携帯トイレ）、水、業務用扇風機、家庭用扇風機、洗濯機、冷蔵庫、仮設トイレ用

消毒液、仮設トイレ用消臭液、消臭剤、トイレ掃除用洗剤（消臭剤）、トイレ用洗浄剤

（塩素系）、トイレットペーパー、毛布、タオル、ペーパータオル、ゴミ袋、下着、歯

ブラシ、歯磨粉、石鹸、ハンドソープ、ボディシート（身体を拭く用途としたもの）、

給水タンク、パーテション、マットシート（避難所の床敷用）、段ボール製簡易ベッド

（避難所用）、間仕切り用段ボール、エンジン発動機、スコップ・シャベル 

(13) 農林水産省の対応 

・農林水産省災害情報連絡室を設置（7月 5日 17:30） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部へ改組（7 月 7日 10:30） 

        （近畿、中国四国、九州農政局災害対策本部設置済） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部（第２回）を開催（7 月 8日 9:30） 

＜食料供給＞ 

岡山県倉敷市真備町に６千食の食料（パン）をプッシュ型で手配した（７月８日）。 

＜通知の発出＞ 

６月 29 日 水産庁が「西日本の大雨と台風第７号に対する備えと被害報告等について」

を通知 

７月２日 林野庁が「台風第 7 号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知 

７月２日 林野庁が「台風第７号接近に伴う山地災害等に備えた対応について」を通知 

７月５日 経営局が「平成 30 年台風第７号及び梅雨前線による 6 月 28 日からの大雨に

よる被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等に

ついて」等を通知 

(14) 国土交通省の対応 

○関係省庁災害警戒会議の開催を受け、国土交通省災害対策連絡調整会議を実施（7/2）。 

○地方整備局、地方運輸局、都道府県、港湾管理者、海岸管理者等に、台風第 7 号の接

近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（6/29～7/2） 

○緊急速報メール(プッシュ型配信) 

7 月 3 日：４市５町（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）で、のべ７回実施（7/3） 

7 月 5 日～7日 淀川水系、物部川水系、松浦川水系、六角川水系、吉野川水系、遠賀

川水系、江の川水系、山国川水系、 芦田川水系、筑後川水系、高梁川水系、

旭川水系、吉井川水系、揖保川水系、菊池川水系、由良川水系、加古川水系、
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球摩川水系、肱川水系でのべ 46 回実施 

○国管理河川のホットライン実施状況 

   
  ○水防団による水防活動の実施状況 

<国管理河川> 

   ・2 水系の 3 団体が水防活動を実施 ※他水系を含めて確認・集計中（吉野川水系、

物部川水系） 

  

・留萌川水系 2回 （留萌市） ・吉井川水系 6回（和気町など）

・石狩川水系 12回（深川市など） ・旭川水系 5回（岡山市など）

・狩野川水系 2回（清水町など） ・高梁川水系 14回（総社市など）

・木曽川水系 4回（上松町など） ・芦田川水系 7回（府中市など）

・梯川水系 4回（小松市など） ・物部川水系 8回（香南市など）

・神通川水系 4回（富山市など） ・仁淀川水系 5回（土佐市など）

・淀川水系7回（京都市など） ・肱川水系 15回（大洲市など）

・大和川水系9回（大和郡山市など） ・那賀川水系2回（阿南市）

・加古川水系12回（加東市など） ・吉野川水系2回（三好市など）

・揖保川水系7回（たつの市など） ・重信川水系3回（松山市など）

・由良川水系33回（福知山市など） ・渡川水系 4回（四万十市）

・円山川水系17回（豊岡市など） ・土器川水系1回（高松市など）

・北川水系2回（小浜市など） ・六角川水系 8回（武雄市など）

・千代川水系 8回（鳥取市など） ・遠賀川水系 39回（飯塚市など）

・天神川水系 2回（三朝町など） ・筑後川水系 24回（久留米市など）

・斐伊川水系 3回（出雲市など） ・矢部川水系 4回（柳川市など）

・高津川水系 1回（益田市） ・松浦川水系 9回（武雄市など）

・日野川水系 6回（米子市など） ・嘉瀬川水系 4回（佐賀市など）

・江の川水系 17回（三次市など） ・菊池川水系 9回（玉名市など）

・太田川水系 36回（安佐北区など） ・球磨川水系 3回（人吉市など） 　　計 360回
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  ○災害対策用ヘリコプター 

    

○TEC-FORCE の派遣 

・TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 

 のべ 334 人・日派遣（7/7） （45 人派遣中 7 月 9 日 5 時時点） 

・TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 

 のべ 588 人・日派遣（7/7）（233 人派遣中 7 月 9 日 5 時時点） 

○災害対策用機械等出動状況【のべ 675 台・日派遣（7/2～）】 

・北海道開発局、東北地整、関東地整、北陸地整、中部地整、近畿地整、中国地整、

四国地整、九州地整より排水ポンプ車 84 台、照明車 46 台、待機支援車 2 台、標識

車 1 台、衛星通信車 6 台、Ku-SAT 2 台を計 141 台を派遣中 （7 月 9 日 5:00 時点） 

  

 

・みちのく号 7月5日 15:15 仙台空港離陸
16:10 花巻空港着陸

7月6日 10:15 花巻空港離陸
13:10 丘珠空港離陸　被災状況調査（旭川市、留萌市ほか調査）
18:00 旭川空港離陸
18:40 丘珠空港着

7月7日 8:00 丘珠空港離陸
10:40 女満別空港離陸（網走市ほか調査）
14:30 女満別空港離陸（予定）
16:00 丘珠空港着（予定）
14:00 函館空港着陸
15:30 函館空港離陸
17:30 花巻空港着陸

7月9日 8:00 花巻空港離陸（予定）
8:50 仙台空港着陸（予定）

・あおぞら号 7月7日 11:00 東京ヘリポートにて、離陸準備中
7月8日 7:35 静岡空港離陸

10:30 八尾空港着陸
11:55 八尾空港離陸
12:30 被災調査（宍粟市）
14:10 八尾空港着陸
15:30 八尾空港離陸
16:00 被災調査（神戸市）
17:40 八尾空港着陸

7月9日 10:30 八尾空港離陸（宍粟市ほか調査）（予定）
・はるかぜ号 7月7日 09:39 福岡空港離陸（北九州市ほか調査）

12:18 福岡空港着陸
13:38 福岡空港離陸（久留米市ほか調査）
16:00 福岡空港着陸

7月8日 12:55 福岡空港離陸
14:20 広島ヘリポート着陸

7月9日 9:30 広島ヘリポート離陸（広島県中西部調査）（予定）
・愛らんど号 7月8日 11:25 高松空港離陸

13:30 松山空港着陸　被災状況調査（大洲市ほか調査）
14:10 松山空港離陸　被災状況調査（大洲市、西予市、宇和島市調査）
16:30 松山空港着陸
17:15 松山空港離陸　被災状況調査（三好市ほか調査）
18:30 高松空港着陸

7月9日 8:40 高松空港離陸（管内被災地調査）（予定）
・まんなか号 7月8日 14:00 岡南飛行場離陸（倉敷市ほか調査）

15:50 岡南飛行場着陸
7月9日 12:00 岡南飛行場離陸（芦田川、高梁川ほか調査）（予定）
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 ○国土交通省所有排水ポンプ車等による水防活動状況 

   ＜国管理河川＞ 

   

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP 出動数 稼働

北海道 天塩川 天塩川 音威子府村 左 91.4 1 撤収 30m3/min

北海道 石狩川 石狩川 深川市 左 123.2 1 撤収 30m3/min、高揚程

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左 155.2 1 撤収 30m3/min

北海道 石狩川 石狩川 滝川市 左 109.2 1 撤収 60m3/min

北海道 石狩川 石狩川 妹背牛町 右 114 1 撤収 30m3/min、高揚程

北海道 石狩川 美唄川 美唄市 左 64.9 1 撤収 30m3/min、高揚程

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 10.5 1 撤収 30m3/min

北海道 石狩川 オサラッペ川 鷹栖町 左 5.2 1 撤収 60m3/min

北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 右 4.2 1 撤収 30m3/min、高揚程

北海道 後志利別川 後志利別川 せたな町 左 4.3 1 撤収 30m3/min

北海道 後志利別川 後志利別川 今金町 左 9.9 2 撤収 30m3/min

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右 11.5 1 撤収 30m3/min

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 20.0 1 撤収 30m3/min

中国 千代川 千代川 鳥取市 左 16.2 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中国 天神川 天神川 倉吉市 右 0.8 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中部 木曽川 根尾川 大野町 右 18.0 1 撤収 30m3/min

近畿 揖保川 蟠洞川 姫路市 左 0.0 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中国 江の川 江の川 三次市 右 137.0 1 撤収 30m3/min

中国 江の川 江の川 三次市 左 149.8 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中国 日野川 日野川 米子市 左 0.1 1 撤収 30m3/min

中国 江の川 江の川 川本町 左 31.1 1 稼働中 30m3/min、高揚程、照明車同行

中国 江の川 江の川 安芸高田市 右 167.5 1 撤収 30m3/min

中国 江の川 江の川 安芸高田市 左 168.2 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中国 江の川 江の川 三次市 右 153.8 1 撤収 30m3/min

中国 江の川 江の川 安芸高田市 右 157.8 1 撤収 30m3/min

中国 高梁川 小田川 倉敷市 左 2.2 2 派遣中 30m3/min

中国 高梁川 小田川 倉敷市 右 3.4 2 派遣中 30m3/min、照明車同行

中国 江の川 西城川 三次市 右 0.1 1 撤収 30m3/min、照明車同行

中国 江の川 馬洗川 三次市 右 2.3 1 撤収 30m3/min

中国 太田川 太田川 広島市 左 11.5 3 稼働中 30m3/min

中国 太田川 三篠川 広島市 左 2.1 1 稼働中 30m3/min

中国 高梁川 高梁川 倉敷市 右
14.0～
16 0

21 派遣中 30m3/min、45m3/min、60m3/min、照明車同行

中国 芦田川 芦田川 福山市 1.3 1 待機中 30m3/min

四国 吉野川 吉野川 美馬市 右 44.0 1 稼働中 60m3/min（明連川樋門）

四国 吉野川 吉野川 美馬市 左 45.0 1 稼働中 30m3/min軽量（城の谷排水機場）

四国 吉野川 吉野川 石井町 右 19.0 1 稼働中 60m3/min高揚程（飯尾川排水機場）

四国 吉野川 吉野川 石井町 右 19.0 1 撤収 30m3/min軽量（飯尾川排水機場）

四国 吉野川 吉野川 三好市 右 77.0 1 稼働中 10m3/min（池田シマ）

四国 那賀川 那賀川 阿南市 左 16.2 1 待機中 150m3/min（岡崎川樋門）

四国 吉野川 吉野川 阿波市 左 29.0 1 稼働中 150m3/min（鴬谷川樋門）

四国 吉野川 吉野川 東みよし町 右 62.0 1 稼働中 60m3/min高揚程（山陰谷川樋門）

四国 肱川 肱川 大洲市 右 12.4 1 待機中 30m3/min（山高川樋門）

四国 肱川 肱川 大洲市 左 18.0 1 待機中 30m3/min（武田川樋門）

四国 重信川 重信川 砥部町 左 9.4 1 撤収 30m3/min

四国 肱川 肱川 大洲市 左 0.8 2 稼働中 30m3/min（都谷川樋門）

四国 肱川 矢落川 大洲市 右 6.8 1 待機中 30m3/min（滝川樋門）

四国 仁淀川 仁淀川 土佐市 右 0.0 1 撤収 30m3/min

四国 肱川 矢落川 大洲市 左 0.8 1 稼働中 150m3/min（都谷川樋門）

四国 肱川 矢落川 大洲市 右 1.8 1 撤収 30m3/min（大河内樋門）

四国 仁淀川 仁淀川 土佐市 右 4.5 1 撤収 30m3/min

四国 仁淀川 仁淀川 土佐市 右 4.5 2 撤収 30m3/min
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四国 仁淀川 日下川 日高村 右 15.0 1 撤収

四国 渡川 仁淀川 後川 左 1.1 1 稼働中 60m3/min(横堤樋門）

九州 遠賀川 彦山川 直方市 左 2.0 1 撤収 60m3/min

九州 遠賀川 遠賀川 宮若市 右 6.8 1 待機中 60m3/min

四国 渡川 中筋川 四万十市 左 8.4 1 待機中 150m3/min(清水樋門）

四国 渡川 渡川 宿毛市 派遣中 30m3/min(片島中学校付近）

九州 筑後川 早津江川 佐賀市 左 2.7 1 待機中 30m3/min

九州 筑後川 佐田川 久留米市 左 0.4 1 撤収 30m3/min

九州 遠賀川 遠賀川 飯塚市 右 34.0 1 待機中 150m3/min

九州 筑後川 筑後川 大川市 右 4.6 1 撤収 60m3/min

九州 六角川 牛津川 多久市 13.7 1 待機中 30m3/min

九州 六角川 六角川 武雄市 27.9 1 稼働中 60m3/min

九州 筑後川 筑後川 久留米市 右 35.6 1 撤収 60m3/min

九州 六角川 牛津川 小城市 10.1 1 待機中 30m3/min

九州 菊池川 菊池川 和水町 21.5 1 稼働中 30m3/min

九州 菊池川 1 待機中 30m3/min

九州 六角川 牛津川 多久市 16.2 1 待機中 60m3/min

九州 本明川 半造川 諫早市 2.2 1 撤収 60m3/min

九州 球磨川 球磨川 人吉市 57.9 1 待機中 30m3/min

九州 小丸川 宮田川 高鍋町 0.6 1 撤収 30m3/min

九州 緑川 御船川 御船町 4.29 1 撤収 30m3/min

九州 球磨川 球磨川 錦町 79.0 1 待機中 30m3/min

九州 大淀川 大淀川 都城市 59.8 1 撤収 60m3/min

九州 大淀川 大淀川 都城市 73.4 1 撤収 150m3/min

九州 大淀川 本庄川 国富町 5.8 1 稼働中 60m3/min

九州 大淀川 大淀川 宮崎市 13.6 1 撤収 150m3/min

九州 川内川 羽月川 伊佐市 5.5 1 待機中 30m3/min

九州 川内川 川内川 さつま町 36.8 1 待機中 60m3/min

九州 大淀川 大淀川 都城市 76.4 1 撤収 30m3/min

九州 川内川 羽月川 伊佐市 0.4 1 待機中 30m3/min

九州 川内川 川内川 湧水町 97.8 1 待機中 30m3/min

九州 肝属川 肝属川 肝付町 0.4 1 待機中 60m3/min

九州 川内川 川内川 伊佐市 73.0 1 待機中 30m3/min

九州 川内川 川内川 湧水町 95.2 1 待機中 60m3/min

九州 肝属川 串良川 串良町 3.7 1 待機中 30m3/min

九州 肝属川 肝属川 串良町 2.9 1 待機中 30m3/min

九州 肝属川 高山川 肝付町 1.9 1 待機中 60m3/min
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＜都道府県管理河川＞ 

 

○公営住宅等関係 

被災者支援について 

・公営住宅等の空室提供について、全都道府県や UR 都市機構に空室状況の把握、早期

の空室提供に向けた対応を依頼済み。 

・民間賃貸住宅について、不動産関係団体（※）に対し、各府県との災害協定等を踏

まえ、被災者に向けて提供可能な 

 民間賃貸住宅の確保等を依頼済み。 

 （※）（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、（公財）日本賃貸住宅管理協会 

      （公社）全国宅地建物取引業協会連合会、（公社）全日本不動産協会 

 (15) 気 象 庁の対応 

・記者会見（7/5 14:00、7/6 10:30、18:10、20:40、23:50、7/7 10:30、13:50、7/8 6:50） 

・気象庁災害対策本部設置（7/6 17:10） 

・各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会を実施するとともに、大雨の

状況について自治体や国の出先機関にホットラインによる解説等を適時実施している。 

・JETT（気象庁防災対応支援チーム）を 7 月 4 日より以下の 22 道府県の地方公共団体へ

派遣（7/4～） 

（北海道、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、山口県、福岡県、大分県、

佐賀県、宮崎県 のべ 97 名）※TEC-FORCE の内数 

・ポータルサイト（気象警報等の防災気象情報を集約）の開設（7/6 20:00） 

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。 

都道府県 水　系 河　川 市町村
排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
出動数 稼働

岐阜県 木曽川 可児市 1 撤収 30m3/min、照明車同行

岐阜県 木曽川 福富川 岐阜市 1 撤収 30m3/min、照明車同行

岐阜県 木曽川 岐阜市 2 稼働中 30m3/min、照明車同行

岐阜県 神通川 宮川 飛騨市 1 撤収 高山国道　照明車　護岸監視用照明

岐阜県 木曽川 大谷川 大垣市 1 撤収 30m3/min、照明車同行

岐阜県 木曽川 五日市川 養老町 1 撤収 30m3/min、照明車同行

岡山県 旭川 砂川 赤磐市 1 撤収 30m3/min

岡山県 吉井川 小野田川 赤磐市 1 稼働中 30m3/min

高知県 安芸川 安芸川 安芸市 1 撤収 30m3/min

岐阜県 木曽川 忠節用水 岐阜市 1 撤収 30m3/min

長野県 天竜川 飯田市 1 待機中 30m3/min

広島県 芦田川 福川 福山市 2 待機中 30m3/min、照明車同行

愛媛県 肱川 久米川 大洲市 1 待機中 30m3/min

高知県 香宗川 香宗川 香南市 1 撤収 30m3/min

高知県 夜須川 夜須川 香南市 1 撤収 30m3/min

愛媛県 肱川 西予市 1 待機中 30m3/min
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 (16) 環 境 省の対応 

・大臣官房総務課危機管理室に環境省災害情報連絡室を設置（7 月 3 日） 

・環境省災害対策チームを設置（7 月 7 日 15:30）し、コアメンバー会議を開催（7 月 8

日 12:00） 

（災害廃棄物関係） 

・災害廃棄物対策室から九州地方環境事務所廃リ課へ台風７号に係る被害情報の収集を

指示（7 月 2 日）。 

・災害廃棄物対策室から全地方環境事務所へ台風７号及び前線等に係る被害情報の収集

を指示（7月 3日）。 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を全都道府県に発出（７月６日）。 

災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

アスベスト飛散防止対策について 

被災した太陽光発電設備の保管等について 

被災したパソコンの処理について 

被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

廃石綿、感染性廃棄物やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物について 

被災した自動車の処理について 

（動物愛護管理関係） 

・動物愛護管理行政を所管する全国の自治体（121 自治体（都道府県、政令市、中核

市））に対して、以下の確認と被害等があった際の環境省への連絡を要請（７月７日

22:00）。 

動物愛護管理センター等関連施設の被害状況 

特定動物（人に危害を加える恐れのある危険な動物）の逸走の有無 

避難所等が設置された場合の「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づいた

各種支援等の有無 

・被害の大きかった 15 関係自治体（岡山県、広島県、愛媛県、山口県及び福岡県（政

令市、中核市を含む。））に対し、以下を確認（７月８日 17:00）。 

動物愛護管理センター等関連施設の被害は無い。 

特定動物の逸走状況については確認中。 

避難所等の状況は多くの自治体で確認中。 

また、現時点で環境省への支援要請は来ていない（７月８日 21:00）。 

（地方環境事務所関係） 

・近畿地方環境事務所現地災害対策本部を設置（７月８日 15:00）。 

・中四国地方環境事務所現地災害対策本部を設置（７月８日 12:00）。 
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８ 地方公共団体における災害対策本部の設置状況 

岐阜県 ６月２９日 １６時５５分 災害対策本部設置（継続設置） 

愛知県 ７月 ５日  ０時３７分 災害対策本部設置 

三重県 ７月 ７日  １時４７分 災害対策本部設置 

→７月 ８日 １０時３７分 廃止 

京都府 ６月１８日 １０時００分 災害対策本部設置（大阪府北部を震源とする地震

からの継続設置） 

鳥取県 ７月 ６日 １９時４０分 災害対策本部設置 

岡山県 ７月 ６日 １６時３０分 災害対策本部設置 

広島県 ７月 ５日 １７時１５分 災害対策本部設置 

愛媛県 ７月 ７日  ７時００分 災害対策本部設置 

高知県 ７月 ５日 １４時００分 災害対策本部設置 

福岡県 ７月 ６日  ９時００分 災害対策本部設置 


