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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 6 日 

7 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象状況（気象庁情報：7月 6日 5:00 現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

・東日本から西日本に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気

の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発になっている。このため、東日本から

西日本では、６日０５時までの２４時間雨量が高知県馬路村で６２２ミリ、長野県王

滝村で３０９.５ミリ、岐阜県関市で２７５.５ミリを観測し７月の月平年値を超える

など、広い範囲で記録的な大雨となっている。 

・東日本から西日本では明日７日にかけて１時間に８０ミリの雷を伴った猛烈な雨が降

り、明後日８日にかけて広い範囲で記録的な大雨となるおそれがある。沖縄・奄美地方

でも明日７日夕方にかけて１時間に５０ミリの雷を伴った非常に激しい雨が降り、大

雨となる所がある見込み。 

・明日７日６時までの２４時間に予想される雨量は、いずれも多い所で、四国地方４０

０ミリ、関東甲信地方・東海地方・九州北部地方３００ミリ、近畿地方・中国地方・九

州南部地方２５０ミリ、北陸地方２００ミリ。その後、明後日８日６時までの２４時間

に予想される雨量は、いずれも多い所で、関東甲信地方・東海地方・近畿地方・四国地

方２００から３００ミリ、北陸地方・九州北部地方・九州南部地方１００から２００ミ

リ、中国地方１００から１５０ミリの見込み。 

・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。東日本から西日本および沖縄地方では土砂災害、河川の増水や氾濫に厳

重に警戒。低い土地の浸水に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。 

(2) 大雨等の状況（6月 28 日 00:00～7 月 6 日 5:00） 

・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 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬  97.0 ミリ  6 日 0 時 30 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 

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 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭  83.5 ミリ  3 日 14 時 29 分まで 
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長崎県 平戸市 平戸  83.5 ミリ 29 日 10 時 18 分まで 

長崎県 島原市 島原  83.5 ミリ 29 日 10 時 48 分まで 

沖縄県 石垣市 盛山  79.0 ミリ  5 日 15 時 36 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 629.0 ミリ  6 日 4 時 40 分まで 

高知県 香美市 大栃 430.0 ミリ  6 日 4 時 40 分まで 

高知県 香美市 繁藤 382.0 ミリ  6 日 3 時 00 分まで 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 362.5 ミリ  4 日 8 時 40 分まで 

沖縄県 宮古島市 城辺 357.5 ミリ  6 日 5 時 00 分まで 

沖縄県 島尻郡久米島町 北原 341.0 ミリ  4 日 4 時 10 分まで 

高知県 長岡郡本山町 本山 334.0 ミリ  4 日 6 時 30 分まで 

長野県 木曽郡王滝村 御嶽山 330.5 ミリ  6 日 2 時 40 分まで 

宮崎県 児湯郡西米良村 西米良 322.0 ミリ  3 日 18 時 40 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 池川 312.5 ミリ  4 日 1 時 50 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 1,274.5ミリ 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 1,087.5ミリ 

高知県 香美市 大栃 1,019.0ミリ 

高知県 長岡郡本山町 本山  993.0 ミリ 

高知県 香美市 繁藤 817.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 池川  785.0 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山  781.0 ミリ 

長野県 木曽郡王滝村 御嶽山 773.5 ミリ 

岐阜県 本巣市 樽見  770.0 ミリ 

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭  715.5 ミリ 

(3) 強風の状況（6月 28 日 00:00～7 月 6 日 5:00） 

・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 24.5m/s (北東)  5 日 3 時 04 分 

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 



3 / 37 

・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 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：7月 6日 7:00 現在） 

人的・物的被害 

 

《死者の状況》 

【兵庫県】 

 ・猪名川町で５０歳代男性が、水路に流され、死亡（７月５日） 

【福岡県】 

・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（７月３日） 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

北海道 8 119

秋田県 1

福島県 8

石川県 5

福井県 1

岐阜県 5 10

滋賀県 1

京都府 1

大阪府 1 1 4 13

兵庫県 1 2

奈良県 4

岡山県 1 2 13

広島県 1 1

山口県 3 1 27

徳島県 2 1

香川県 2 1

愛媛県 1

高知県 1

福岡県 1 7 9 1

佐賀県 2

長崎県 10 1 1

熊本県 1 2

大分県 2 1 1

宮崎県 1

鹿児島県 1 1 2

沖縄県 5

2 1 4 33 1 1 29 17 200 1 2

都道府県名

住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

その他
床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

人　的　被　害

合　計

全壊 半壊
一部
破損

負 傷 者
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３ 避難指示等の状況（消防庁情報：7月 6日 5:30 時点） 

都道府県名 市区町村名 
避難指示（緊急） 避難勧告 

対象 
世帯数 

対象人数 
対象 
世帯数 

対象人数 

石川県 
能美市     87 238 

小計 0 0 87 238 

福井県 

敦賀市     5,819 12,576 

大野市     2,211 6,594 

小計 0 0 8,030 19,170 

長野県 

長野市 849 1,816 15 37 

飯田市     1,121 3,343 

駒ヶ根市     106 293 

上松町     257 534 

南木曽町     85 確認中 

大桑村     31 69 

木曽町     997 2,163 

小計 849 1,816 2,612 6,439 

岐阜県 

高山市     21,271 52,477 

関市     940 2,644 

中津川市     657 1,934 

美濃市     438 1,110 

恵那市     647 1,853 

飛騨市     1,098 3,578 

郡上市 288 764 645 1,877 

下呂市 90 293 503 1,514 

白川町     167 469 

小計 378 1,057 26,366 67,456 

滋賀県 

大津市     51 98 

彦根市     753 1,812 

長浜市     712 2,041 

小計 0 0 1,516 3,951 

京都府 

京都市 59,187 140,414 163,998 364,165 

福知山市     34,646 76,921 

綾部市     127 272 

宇治市     1,698 3,300 

亀岡市     4,519 9,605 

向日市     349 877 
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長岡京市     2,491 5,833 

八幡市     4,567 10,600 

京田辺市     606 1,818 

大山崎町     1,200 3,000 

久御山町     228 579 

井手町     203 482 

和束町     1,710 4,002 

精華町     255 確認中 

小計 59,187 140,414 216,597 481,454 

大阪府 

堺市     845 1,859 

豊中市     8 確認中 

池田市     12,498 28,788 

高槻市 1,092 2,215     

貝塚市     2,023 4,860 

枚方市 1,216 2,748     

茨木市 58 137 9,324 21,318 

泉佐野市     231 894 

富田林市     717 1,544 

寝屋川市     571 1,275 

河内長野市     47,393 106,406 

大東市     5,924 11,981 

和泉市     7,504 18,816 

箕面市 2,075 4,791 13,432 29,607 

東大阪市     33,321 73,865 

泉南市     272 641 

四條畷市     818 2,098 

交野市 2,860 7,089     

阪南市     803 1,705 

島本町     1,720 4,072 

豊能町     1,327 1,990 

能勢町     4,556 10,225 

熊取町     307 700 

岬町     7 16 

小計 7,301 16,980 143,601 322,660 

兵庫県 

神戸市 226 438 48,728 104,060 

西宮市     8,500 18,900 

芦屋市     3,730 9,043 
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伊丹市     127 確認中 

宝塚市     2,559 5,678 

三木市     4,833 15,971 

川西市     3,300 7,507 

三田市     151 378 

加東市     3,887 9,509 

猪名川町     2,010 5,694 

小計 226 438 77,825 176,740 

奈良県 

大和郡山市     2,407 5,630 

生駒市 6 20 4,049 9,444 

平群町     18 40 

三郷町     6 18 

安堵町     741 1,608 

小計 6 20 7,221 16,740 

岡山県 

岡山市     10,500 22,492 

津山市     確認中 確認中 

玉野市     確認中 確認中 

高梁市     確認中 確認中 

新見市     確認中 確認中 

早島町 1 4     

里庄町     確認中 確認中 

鏡野町     確認中 確認中 

奈義町     124 298 

美咲町     1,035 2,464 

小計 1 4 11,659 25,254 

広島県 

東広島市     38 89 

安芸高田市     2,498 5,315 

江田島市      5,404 

小計 0 0 2,536 5,404 

山口県 
下関市     1,154 3,233 

小計 0 0 1,154 3,233 

徳島県 

阿南市     12,175 29,009 

那賀町     1,605 3,111 

海陽町     243 460 

小計 0 0 14,023 32,580 

香川県 
丸亀市     1,318 3,004 

坂出市     325 831 
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土庄町     6,765 14,079 

直島町     1,576 3,120 

多度津町     89 113 

小計 0 0 10,073 21,147 

高知県 

安芸市 22 50     

香美市     3,482 6,639 

大豊町 2,171 3,757     

土佐町 1,966 3,930     

小計 4,159 7,737 3,482 6,639 

福岡県 

朝倉市     21,281 53,706 

東峰村     871 2,153 

小計 0 0 22,152 55,859 

長崎県 
対馬市 12 17     

小計 12 17 0 0 

合  計 72,119 168,483 548,934 1,244,964 

４ 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 6 日 7:00 現在） 

・東京電力：約２００件 

神奈川県：１００件未満 

静岡県：約２００件 

・中部電力：約２００件 

長野県：約２００件 

・関西電力：約４０件 

大阪府：約４０件 

・四国電力：約３００戸 

徳島県：約３００戸 

・中国電力：約４００戸 

岡山県：約３００戸 

広島県：１００戸未満 

    ※東北・九州・沖縄は停電なし 

   ・九州電力：停電解消（４日１９時２１分）（最大：約６１５００戸（３日１７時時点）） 

 ※病院等の重要施設の非常電源は稼働。 

イ ガス・高圧ガス・鉱山・火薬類（経済産業省情報：7 月 6日 7:00 現在） 

・現時点で被害情報なし。 

ウ 水道（厚生労働省情報：7 月 5 日 18:00 現在） 

【断水の状況】 

県、市町村名 最大断水 現在の 断水期間 被害状況 
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戸数 断水戸数 

【北海道】 

蘭越町 

（らんこしちょう） 

158 戸 158 戸 7/5 ～ 水道原水（湧水）の濁度上昇

のため断水。（復旧時期未定） 

【高知県】 

四万十市 

（しまんとし） 

37 戸 

 

0 戸 7/3～7/4  

 

増水により取水口へ土砂が

堆積し浄水場への導水がで

きなくなったため断水（解

消）。 

【長崎県】 

五島市 

（ごとうし） 

3,306 戸 

 

 

0 戸 

 

 

7/3～7/4  停電に伴う送水ポンプ停止

等のため断水（解消）。 

西海市 

（さいかいし） 

 

925 戸 0 戸 7/3～7/4  停電に伴う送水ポンプ停止

のため断水（解消）。 

佐世保市 

（させぼし） 

 

7 戸 0 戸 7/3 ～7/4  倒木による配水管破裂。仮設

配管にて復旧済み。（解消） 

合計 4,433 戸 158 戸   

【応急給水の状況】 

北海道蘭越町については、蘭越町の給水車にて応急給水を実施中。 

高知県四万十市においては、四万十市の給水車 1台にて応急給水を 7 月 4日 11 時 30

分まで実施。 

西海市については、日本水道協会への応援要請に基づき、長崎県内の水道事業者から

４台給水車を派遣し、応急給水活動を実施（7 月 4日 17 時終了）。一部断水地域につ

いては、西海市の給水車 3 台にて応急給水を実施（7 月 4 日 17 時から 21 時 30 分）。 

エ 通信関係（総務省情報：7 月 6 日 6:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 最大被害数 

固
定 

（
注
１
） 

NTT 東日本 ・被害なし。 ・被害なし 

NTT 西日本 ・被害なし。 ・被害なし 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし。 ・被害なし 

KDDI ・被害なし。 ・被害なし 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし。 ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・7→8 局停波 

（北海道 1 局、高知県：6 局、

長崎県 5→1 局、沖縄県 1→0

局） 

※北海道奥尻町の一部にエ

リア支障あり。 

※役場エリアについては支

障なし。 

・61 局停波 

（山口県２局、長崎県 58

局、沖縄県１局） 

 

KDDI(au) ・5→6 局停波 

（京都府 3局、高知県 3局、長

崎県4→0局、島根県1→0局） 

・22 局停波 

（長崎県 21 局、島根県１

局） 
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※高知県香美市の一部にエ

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】 

・17→9 局停波 

（長崎県 11→6 局、鹿児島県 5

→3局、沖縄県 1→0局） 

※エリア支障なし。 

※役場エリアについては支

障なし。 

【PHS】 

・被害なし 

【携帯】 

・54 局停波 

（長崎県 43 局、鹿児島県

８局、沖縄県３局） 

【PHS】 

・被害なし 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・3→2 局停波 

（長崎県 3→2局） 

 ※長崎県西海市の一部にエ

リア支障あり。 

※役場エリアについては支

障なし。 

・10 局停波 

（高知県 1 局、福岡県 1

局、長崎県 8局） 

 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ・7→5 局停波 

（長崎県 7→5局） 

※サービスエリア支障なし。 

※役場エリアについては支

障なし。 

・9局停波 

（長崎県 9局） 

 

◯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 

オ 石油（製油所・油槽所・備蓄基地）（経済産業省情報：7月 6日 7:00 現在） 

・現時点で被害情報なし 

カ 石油（ＳＳ）（経済産業省情報：7月 6日 7:00 現在） 

・現時点で被害情報なし。 

キ ＬＰガス供給関連施設（経済産業省情報：7月 6 日 7:00 現在） 

・現時点で被害情報なし  

ク 放送関係（総務省情報：7 月 6 日 6:30 現在） 

・地上波（テレビ・ラジオ）：被害情報なし 

・ケーブルテレビ：７月３日大分県の杵築
き つ き

市（約 5,880 世帯）で停電により停波 

→復旧済み 
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ケ 郵政関係（総務省情報：7 月 6 日 6:30 現在） 

・19 の郵便局が窓口業務を休止（山梨県５局、岐阜県１局、京都府 11 局、大阪府１

局、福岡県１局） 

 ※累計 26 局休止：北海道２局、山梨県５局、岐阜県１局、京都府 11 局、大阪府１

局、岡山県１局、徳島県１局、福岡県１局、鹿児島県３局 

・北海道の一部地域で交通規制等により郵便物等の配達を一時中止 

・航空・船舶の欠航等により、長崎県、鹿児島県島しょ部、沖縄県を引受・配達地域と

する郵便物等の配達が遅延（長崎県の遅延は解消済み） 

 ※上記以外の地域の配達状況については確認中。 

コ 下水道関係（国土交通省情報：7月 6 日 6:00 現在） 

・現時点で被害情報なし 

(2) 原子力施設関係の状況（原子力規制庁調べ：7月 6日 6:45 現在） 

・被害情報なし 
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(3) 河川（国土交通省情報：7 月 6 日 6:00 現在） 

ア 国管理河川 

 ①一般被害  4 水系 9河川 浸水家屋数（床下 36 戸） 

  

 

②河川管理施設等被害  3 水系 3 河川 3 箇所 

 

イ 都道府県管理河川 

①一般被害  7 水系 23 河川 浸水家屋数（床下 5戸） 

 ※その他内水によるもの（床上 7 戸 床下 95 戸） 

近畿 淀川 桂川 京都市 左岸 18.2 溢水

九州 六角川 六角川 武雄市 右岸 28.0 0 0 0 0 内水
0.0
2

浸水解消

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 21.4 内水 0 0 0 0 内水 1.2 浸水縮小中

中部 木曽川 長良川 岐阜市 右岸 53.0 堤外の旅館街浸水

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 20.0 内水 0 0 0 0 内水 7.6 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右岸 21.2 内水 0 0 0 0 内水 1.2 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 18.6 内水 0 0 0 0 内水 8.0 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右岸 18.8 内水 0 0 0 0 内水 1.6 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右岸 13.4 内水 0 0 0 0 内水 0.6 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 17.1 内水 0 0 0 0 内水 1.3 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 12.6 内水 0 0 0 0 内水 1.5 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 13.0 内水 0 0 0 0 内水 1.0 浸水縮小中

浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 11.4 内水 0 0 0 0 内水 0.7 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右岸 11.5 内水 0 0 0 0 内水 1.0 浸水縮小中

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 8.4 内水 0 0 0 0 内水 0.7

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 10.5 内水 0 0 0 0 内水 0.7

0 内水 0.7

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 5.3 内水 0 0 0 0 内水 0.7

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左岸 6.6 内水 0 0 0 0 内水 1.4

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 22.8 内水 0 0 0 0 内水 0.3

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 23.2 内水 0 0 0 0 内水 0.6

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 12.2 内水 0 0 0 0 内水 8.4

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 14.4 内水 0 0 0 0 内水 1.4

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 11.2 内水 0 0 0 0 内水 4.5

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 12.0 内水 0 3 0 0

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 左岸 24.8 溢水 0 0 0 0 溢水 0.7

北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 0.2 内水 0 20 0 0

北海道 石狩川 雨竜川 沼田町 右岸 29.4～31.0 溢水 0 0 0 0 溢水 32

北海道 石狩川 雨竜川 深川市 左岸 32.0～35.0 溢水 0 0 0 0 溢水 8.9

北海道 石狩川 美瑛川 美瑛町 右岸 15.0 内水 0 0 0 0 内水 0.2

北海道 石狩川 オサラッペ川 鷹栖町 左右岸 0.4～2.6 内水 0 0 0 0 内水 2.1

北海道 石狩川 石狩川 月形町 右岸 66.6 内水 0 0 0 0 内水 9.1

北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 右岸 4.2 内水 0 9 0 0 内水 1.4

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左右岸 147.2～154.7 内水 0 0 0 0 内水 2.4

北海道 石狩川 石狩川 月形町 右岸 56.0 内水 0 0 0 0 内水 21

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)
原因

全壊

(戸)

半壊

(戸)
原因

面積

(約

ha)

北海道 石狩川 石狩川 深川市 左右岸 130.5～135.5 溢水 0 3 0 0 溢水 50

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左右岸 135～137.5 溢水

浸水縮小中

浸水解消北海道 留萌川 留萌川 留萌市 右岸 23.6 内水 0 0 0

浸水解消

浸水縮小中

浸水解消

浸水縮小中

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

北海道 石狩川 産化美唄川 美唄市 左岸 7.5 内水

浸水解消

浸水解消

浸水解消

0 0 0 0 内水 1.0

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

浸水解消

0 1 0 0 溢水 21

浸水解消

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)

北陸 梯川 梯川 小松市 左岸 10k付近 漏水 1 釜段工実施中　詳細は調査中

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 石狩川 石狩川 愛別町 左岸
KP184.0
付近

洗掘 130m
河岸侵食（L=130m程度）
応急復旧（根固めブロック）実施中
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②河川管理施設等被害 

 

(4) 管理ダム（国土交通省情報：7 月 6日 6:00 現在） 

・国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム） 

  

 (5) 土砂災害（国土交通省情報：7 月 6日 6:00 現在） 

 土砂災害発生状況  42 件（1道 1府 13 県） 

  ア 土石流等 

高知県 安芸川 安芸川 安芸市 溢水 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名が不明

石川県 加賀市 溢水 5 浸水解消
京都府 淀川 桂川 亀岡市 溢水 溢水 調査中

北海道 佐呂間別川 小野の沢川 佐呂間町 調査中 調査中 溢水 0.14 浸水解消
北海道 旭川市 調査中 7 90 調査中 内水

北海道 古丹別川 三毛別川 苫前町 調査中 調査中 溢水 7.5 浸水解消
北海道 留萌川 タルマップ川 留萌市 調査中 調査中 溢水 6.0 浸水縮小中

北海道 石狩川 蘭留川 比布町 調査中 調査中 溢水 6.0 調査中
北海道 小平蘂川 ポン沖内沢川 小平町 調査中 調査中 溢水 0.4 浸水解消

北海道 石狩川 石田川 沼田町 調査中 調査中 溢水 3.0 浸水変化なし
北海道 石狩川 安足間川 上川町 調査中 調査中 溢水 2.0 調査中

北海道 石狩川 美葉牛川 北竜町 調査中 調査中 溢水 5.5 浸水解消
北海道 石狩川 留辺蘂川 上川町 調査中 調査中 溢水 1.0 調査中

北海道 石狩川 真布川 沼田町 調査中 調査中 溢水 24 浸水変化なし
北海道 石狩川 屈狩志内川 深川市 調査中 調査中 溢水 20 浸水解消

北海道 石狩川 石渡川 当麻町 調査中 調査中 溢水 1 調査中
北海道 石狩川 八千代川 東神楽町 調査中 調査中 溢水 3.0 浸水縮小中

北海道 石狩川 十五号川 旭川市 調査中 調査中 溢水 0.5 調査中
北海道 石狩川 江丹別川 旭川市 調査中 調査中 溢水 3.3 調査中

北海道 石狩川 倉沼川 旭川市 調査中 調査中 溢水 1.7 調査中
北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 調査中 調査中 溢水 3.15 調査中

北海道 石狩川 ポン牛朱別川 当麻町 調査中 調査中 溢水 3.5 調査中
北海道 石狩川 西八号川 旭川市 調査中 調査中 溢水 1.7 調査中

北海道 石狩川 ペーパン川 旭川市 調査中 5 調査中 溢水 36 調査中
北海道 石狩川 雨紛川 旭川市 調査中 調査中 溢水 2.8 浸水縮小中

都道府県 水　系 河　川 市町村

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)

岐阜県 神通川 瓜巣川 高山市 護岸損壊 1 経過監視

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

岐阜県 神通川 苔川 高山市 護岸損壊 1 経過監視

ダ　ム　名 水系名 河川名
所在地

道府県名
被害状況

留萌 留萌川水系 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

小渋 天竜川水系 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）
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  イ がけ崩れ 

    

・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 

合計 4件 名 名 名 戸 戸 1戸

- - -

大分県 1件 佐伯市 1件 宇目 - - - - - 1戸

鹿児島県 1件 志布志市 1件 松山町 - - - - - -

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

富山県 1件 小矢部市 1件 小森谷 - - - - - -

徳島県 1件 那賀町 1件 蝉谷 - - -

- - - - - -

合計 38件 名 名 名 戸 戸 4戸

- - - - - -

時津町 4件 元村郷他 - - - - - -

熊本県 1件 あさぎり町 1件 皆越 - - - - - 1戸

いの町 1件 下八川 - - - - - -

長﨑県 8件

佐世保市 2件 藤原町他 - - - - - -

西海市 1件 西海町 - - - - - -

長与町 1件 岡郷

- - - - - -

四万十町 1件 大井川 - - - - - -

仁淀川町 1件 長者 - - - - - -

高知県 8件

四万十市 2件 江川他 - - - - - 2戸

須崎市 1件 上分乙 - - - - - -

香南市 1件 香我美町 - - - - - -

案芸市 1件 尾川乙

徳島県 1件 勝浦町 1件 坂本 - - - - - -

香川県 1件 坂出市 1件 江尻町 - - - - - 1戸

山口県 1件 周南市 1件 徳山 - - - - - -

愛媛県 1件 久万高原町 1件 東川 - - - - - -

大阪府 1件 高槻市 1件 萩谷 - - - - - -

兵庫県 1件 神戸市 1件 中央区 - - - - - -

- -

岩内町 1件 岩内東山 - - - - - -

富山県 1件 砺波市 1件 庄川町 - - - - - -

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

北海道 6件

留萌市 4件 瀬越町他 - - - - - -

増毛町 1件 別苅 - - - -

- -

高千穂町 1件 上野 - - - -宮崎県 4件

美郷町 1件 南郷

延岡市 2件 東海町他 - - - -

- -

南方 - - - - - -
鹿児島県 2件

姶良市 1件 蒲生町 - - -

肝付町 1件

沖縄県 2件
中城村 1件

- -

- -

奥間 - - - - - -

那覇市 1件 国場

- - -

- -
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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 

(6) 道 路（国土交通省情報：7月 6 日 6:00 現在） 

ア 高速道路 

・被災による通行止め：5路線 5区間 60.2km、 

・雨量規制等による通行止め：21 路線 31 区間 642.5km 

   

E9京都縦貫道 沓掛IC～亀岡IC 10.7km 降雨事前通行止め 7/5　22：30～ 上下通行止め

E88京滋バイパス 久御山淀IC～大山崎JCT 3.3km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E9京都縦貫道 大山崎JCT～長岡京IC 1.3km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E1名神高速道路 京都南IC～豊中IC 36.7km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 宝塚IC～神戸三田IC　　20.1km 降雨事前通行止め 7/5　21：00～ 上下通行止め

E2山陽自動車道 　神戸JCT～神戸北IC　　2.6km 降雨事前通行止め 7/5　21：00～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 ひょうご東条～吉川IC　　3.9km 法面小崩落 7/5　21：07～ 上下通行止め

E93第二神明道路北
線

長坂IC～永井谷JCT 2.4km
（学園南IC入口閉鎖）

降雨事前通行止め 7/5　21：30～　下り通行止め

E1A新名神高速道路 高槻JCT～高槻IC 0.6km 降雨事前通行止め 7/5　21：45～ 上下通行止め

E73岡山自動車道 有漢IC～北房JCT　8.4km 降雨事前通行止め 7/5　19：00～ 上下通行止め

E9京都縦貫道 長岡京IC～沓掛IC　　8.5km 降雨事前通行止め 7/5　19：10～ 上下通行止め

E32高知自動車道 大豊IC～南国IC　　21.0km 降雨事前通行止め 7/5　19：15～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 津山IC～院庄IC　　10.4km 降雨事前通行止め 7/5　19：50～ 上下通行止め

E2山陽自動車道 三木JCT～神戸西IC　　9.6km 法面小崩落 7/5　20：00～ 上下通行止め

E39　旭川紋別自動車
道

白滝IC～丸瀬布IC　16.3km 土砂流出
7/4　10:15　全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

E1A 新名神高速道路 高槻ＩＣ～川西ＩＣ　　23.7km 降雨事前通行止め 7/5　10：30～ 上下通行止め

E1A 新名神高速道路 川西IC～神戸JCT　　16.8km 降雨事前通行止め 7/5　13：00～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 東城IC～庄原IC　　30.2km 降雨事前通行止め 7/5　16：45～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 北房IC～東條IC　　53.0km 降雨事前通行止め 7/5　19：00～ 上下通行止め

路線名 区間名 被災状況 備考
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※解除済み 

・道路名： E10 宮崎自動車道 

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

・道路名： E3 九州自動車道 

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

・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 

E2山陽自動車道 三木JCT～神戸西IC 9.6km 降雨事前通行止め 7/6　3：00～ 上り通行止め

E93第二神明道路北
線

長坂IC～永井谷JCT 2.4km 降雨事前通行止め 7/5　24:00～ 上り通行止め

E1名神高速道路 京都南IC～京都東IC 9.7km 降雨事前通行止め 7/6　1：20～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 吉川IC～ひょうご東条IC 3.9km 降雨事前通行止め 7/6　2：40～ 上り通行止め

E2A中国自動車道 滝野社IC～ひょうご東条IC 11.9km 降雨事前通行止め 7/6　2：40～ 上下通行止め

E2山陽自動車道 神戸北IC～三木小野IC 25.2km 降雨事前通行止め 7/6　3：00～ 上下通行止め

E9京都縦貫道 沓掛IC～亀岡IC 10.7km 降雨事前通行止め 7/5　22：30～ 上下通行止め

E88京滋バイパス 久御山淀IC～大山崎JCT 3.3km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E9京都縦貫道 大山崎JCT～長岡京IC 1.3km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E1名神高速道路 京都南IC～豊中IC 36.7km 降雨事前通行止め 7/5　22：40～ 上下通行止め

E93第二神明道路北
線

垂水JCT～長坂IC 3km 降雨事前通行止め 7/5　24:00～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 宝塚IC～神戸三田IC　　20.1km 降雨事前通行止め 7/5　21：00～ 上下通行止め

E2山陽自動車道 　神戸JCT～神戸北IC　　2.6km 降雨事前通行止め 7/5　21：00～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 ひょうご東条～吉川IC　　3.9km 法面小崩落 7/5　21：07～ 上下通行止め

E93第二神明道路北
線

長坂IC～永井谷JCT 2.4km
（学園南IC入口閉鎖）

降雨事前通行止め 7/5　21：30～　下り通行止め

E1A新名神高速道路 高槻JCT～高槻IC 0.6km 降雨事前通行止め 7/5　21：45～ 上下通行止め

E73岡山自動車道 有漢IC～北房JCT　8.4km 降雨事前通行止め 7/5　19：00～ 上下通行止め

E9京都縦貫道 長岡京IC～沓掛IC　　8.5km 降雨事前通行止め 7/5　19：10～ 上下通行止め

E32高知自動車道 大豊IC～南国IC　　21.0km 降雨事前通行止め 7/5　19：15～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 津山IC～院庄IC　　10.4km 降雨事前通行止め 7/5　19：50～ 上下通行止め

E2山陽自動車道 三木JCT～神戸西IC　　9.6km 法面小崩落 7/5　20：00～ 上下通行止め

E39　旭川紋別自動車
道

白滝IC～丸瀬布IC　16.3km 土砂流出
7/4　10:15　全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

E1A 新名神高速道路 高槻ＩＣ～川西ＩＣ　　23.7km 降雨事前通行止め 7/5　10：30～ 上下通行止め

E1A 新名神高速道路 川西IC～神戸JCT　　16.8km 降雨事前通行止め 7/5　13：00～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 東城IC～庄原IC　　30.2km 降雨事前通行止め 7/5　16：45～ 上下通行止め

E2A中国自動車道 北房IC～東條IC　　53.0km 降雨事前通行止め 7/5　19：00～ 上下通行止め

路線名 区間名 被災状況 備考
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・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] 

・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] 

イ 直轄国道 

・被災による通行止め：4路線 4区間 43.6km 

  

※解除済み 

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 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）】 

ウ 補助国道 

路線名 区間名 被災状況 備考

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

法面崩落
7/3　6:00事前通行止め、6:15法面崩落発生、17:30区間短縮
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３３３号
北海道紋別郡遠軽町下白滝～遠軽町丸
瀬布南丸

路肩洗掘
土砂流入

7/4　11：00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２２９号
久遠郡せたな町瀬棚区島歌～久遠郡せ
たな町瀬棚区元浦

法面崩落
7/5　8：30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

7/3　20：00全面通行止め
7/4  10:00区間延伸
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道２７３号 北海道上川郡上川町日東～上川町上越 路肩洗掘

国道２３０号
札幌市南区定山渓～虻田郡喜茂別町字
川上

路面冠水のため
7/5　11：00全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し
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 ・被災による通行止め：12 路線 16 区間 

    

※解除済み 

 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）） 

エ 都道府県・政令市道 

・被災による通行止め：計８６区間 

北海道 ８区間（路肩崩壊２、法面崩落５、橋脚沈下１） 

石川県 １区間（路面冠水１） 

長野県３区間（法面崩落２、倒木１） 

富山県２区間（土砂流出１、 トンネル天頂部からの漏水１） 

国道４77号 滋賀県大津市伊香立途中町 土砂崩れ
7/5 21:30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156号 岐阜県高山市荘川町 土砂流出
7/5 23:10全面通行止め
迂回路：あり
人身・物損：無し

国道４77号 京都市左京区花背小布施町 土砂崩れ
7/5 23:20全面通行止め
迂回路：確認
人身・物損：無し

国道１５２号 長野県大鹿村鹿塩 土砂流出
7/5 12:10全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道１５７号 石川県白山市白峰 法面崩落
7/5 15:30全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４８２号 京都府京丹後市弥栄町黒部 路面冠水
7/5 18:00 全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道３１２号 兵庫県豊岡市梶原 路面冠水
7/5 20:50 全面通行止め
迂回路：有り
人身・物損：無し

国道４２０号 愛知県北設楽郡設楽町三都橋 法面崩落
7/5 18:10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

国道１５２号
長野県伊那市長谷栗沢　　～
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４９３号 高知県安芸郡北川村弘瀬 斜面崩壊

7/5 8:00全面通行止め
迂回路：無し
人身・物損：無し
孤立集落：２世帯３名

路線名 区間名 被災状況 備考

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
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岐阜県３区間（舗装損傷１、倒木１、土砂流出１） 

三重県１区間（倒木１） 

滋賀県２区間（土砂崩れ１、沢水流出１） 

京都府６区間（路面冠水３、土砂崩れ３） 

大阪府２区間（路面冠水１、土砂崩れ１） 

兵庫県１３区間（路面冠水９、土砂崩れ４） 

和歌山県４区間（路面冠水４） 

島根県４区間（法面崩落 3、路面損傷 1） 

岡山県５区間（法面崩落 5） 

広島県９区間（法面崩落４、土砂崩れ４、路面冠水 1） 

徳島県１区間（斜面崩壊１） 

愛媛県６区間（法面崩落３、路肩崩壊１ 路面陥没１、倒木１） 

高知県５区間（斜面崩落４、路肩崩壊１） 

福岡県１区間（土砂崩れ１） 

北九州市１区間（土砂崩れ１） 

大分県１区間（土砂流出１） 

宮崎県６区間（倒木１、土砂崩れ４、表層流出１） 

沖縄県２区間（土砂崩れ１、路面冠水１） 

 (7) 交通機関 

ア 鉄道（国土交通省情報：7 月 6 日 6:00 現在） 

（施設の被害等） 

 ・東海旅客鉄道 高山線 飛騨萩原～上呂間 土砂流入 

・北海道旅客鉄道 留萌線 留萌駅構内 線路冠水  復旧済み 

・北海道旅客鉄道 富良野線 西神楽駅構内 線路冠水 復旧済み 

・北海道旅客鉄道 石北線 生野～生田原間 橋梁の橋台 土砂流出 

・北海道旅客鉄道 函館線 黒岩駅構内 線路冠水 

・北海道旅客鉄道 石北線 呼人～女満別間 線路内への水流入 

・北海道旅客鉄道 函館線 倶知安～小沢間 土砂流入 

・北海道旅客鉄道 函館線 小沢～銀山 線路冠水 

・北海道旅客鉄道 函館線 比羅夫～倶知安 土砂流入 

・西日本旅客鉄道 伯備線 足立～新郷間 土砂流入 

・四国旅客鉄道 土讃線 小歩危～大歩危 土砂流入 復旧済み 

・近畿日本鉄道 信貴線 信貴山口～服部川間 土砂流入 

（運行状況） 

・18 事業者 71 路線 運転休止 
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西日本旅客鉄道 北陸線 近江塩津～敦賀 7/5 11:18

西日本旅客鉄道 北陸線 南条～北鯖江 7/5 17:35

西日本旅客鉄道 北陸線 敦賀～南条 7/6 始発

西日本旅客鉄道 越美北線 全線 7/5 始発

西日本旅客鉄道 小浜線 全線 7/5 始発

西日本旅客鉄道 北陸線 近江塩津～米原 7/5 7:42

北海道旅客鉄道 函館線 倶知安～小樽 7/5 7:30 土砂流入（倶知安～小沢間、小沢～銀山間）

北海道旅客鉄道 室蘭線 東室蘭～長万部 7/5 始発 7/5 20:09

西日本旅客鉄道 城端線 砺波～城端 7/5 11:53

北海道旅客鉄道 石勝線 トマム～新得 7/5 始発

北海道旅客鉄道 函館線 森～長万部 7/5 始発 7/5 20:09  線路冠水（黒岩駅構内）

北海道旅客鉄道 函館線 長万部～倶知安 7/5 始発 土砂流入（比羅夫～倶知安間）

北海道旅客鉄道 根室線 新得～芽室 7/5 始発

北海道旅客鉄道 札沼線 石狩月形～新十津川 7/4 始発

北海道旅客鉄道 札沼線 北海道医療大学駅～石狩月形 7/4 15:00

北海道旅客鉄道 石北線 遠軽～西留辺蘂 7/4 16:40 橋梁の橋台土砂流出（生野～生田原間）

北海道旅客鉄道 石北線 西留辺蘂～網走 7/5 9:00 線路内への水流入（呼人～女満別間）

北海道旅客鉄道 根室線 滝川～東鹿越 7/4 始発

北海道旅客鉄道 宗谷線 名寄～稚内 7/4 始発 7/5 13:01

北海道旅客鉄道 石北線 新旭川～上川 7/4 始発 7/4 14:36

北海道旅客鉄道 石北線 上川～遠軽 7/4 始発

北海道旅客鉄道 留萌線 深川～留萌 7/3 始発

北海道旅客鉄道 富良野線 富良野～旭川 7/3 始発 7/5 18:00

北海道旅客鉄道 宗谷線 旭川～名寄 7/4 始発 7/4 16:15

北海道旅客鉄道 函館線 滝川～旭川 7/3 始発 7/3 19:00

北海道旅客鉄道 宗谷線 旭川～名寄 7/3 始発 7/3 12:31

北海道旅客鉄道 石北線 新旭川～上川 7/3 始発 7/3 16:17

東海旅客鉄道 東海道線 関ケ原～米原 7/5 21:19

東海旅客鉄道 中央線 塩尻～中津川 7/6 始発

東海旅客鉄道 御殿場線 山北～沼津 7/6 始発

東海旅客鉄道 飯田線 中部天竜～水窪 7/5 9:00 7/5 12:54

東海旅客鉄道 飯田線 水窪～天竜峡 7/5 9:00 7/5 15:12

東海旅客鉄道 飯田線 中部天竜～駒ケ根 7/6 始発

東海旅客鉄道 高山線 飛騨小坂～猪谷 7/5 21:28

西日本旅客鉄道 高山線 猪谷～越中八尾 7/5 11:29

西日本旅客鉄道 高山線 越中八尾～富山 7/5 15:00

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

西日本旅客鉄道 山陽新幹線 神戸～西明石 7/5 22:42 7/6 始発

東海旅客鉄道 高山線 飛騨萩原～飛騨小坂 6/29 17:22 飛騨萩原～上呂間　土砂流入
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 西日本旅客鉄道 津山線 岡山～津山 7/6 始発

西日本旅客鉄道 伯備線 新見～生山 7/5 19:11 土砂流入（足立～新郷間）　

西日本旅客鉄道 呉線 三原～広 7/5 18:20

西日本旅客鉄道 宇野線 茶屋町～宇野 7/6 始発

西日本旅客鉄道 福塩線 福山～府中 7/6 始発

西日本旅客鉄道 福塩線 府中～塩町 7/5 16:50

西日本旅客鉄道 伯備線 備中高梁～新見 7/5 17:37

西日本旅客鉄道 姫新線 津山～中国勝山 7/5 14:30

西日本旅客鉄道 姫新線 中国勝山～新見 7/5 16:37

西日本旅客鉄道 木次線 木次～備後落合 7/5 14:44

西日本旅客鉄道 因美線 鳥取～智頭 7/5 14:33

西日本旅客鉄道 因美線 智頭～東津山 7/5 14:03

西日本旅客鉄道 姫新線 美作土居～津山 7/6 始発

西日本旅客鉄道 芸備線 備中神代～東城 7/5 16:20

西日本旅客鉄道 芸備線 東城～備後落合 7/5 12:03

西日本旅客鉄道 芸備線 備後落合～志和口 7/5 16:05

西日本旅客鉄道 阪和線 全線 7/6 始発

西日本旅客鉄道 桜井線 全線 7/6 始発

西日本旅客鉄道 環状線 全線 7/6 始発

西日本旅客鉄道 和歌山線 全線 7/6 始発

西日本旅客鉄道 紀勢線 御坊～和歌山 7/6 始発

西日本旅客鉄道 紀勢線 和歌山～和歌山市 7/6 始発

西日本旅客鉄道 片町線 木津～京橋 7/6 始発

西日本旅客鉄道 片町線 木津～松井山手 7/6 始発

西日本旅客鉄道 片町線 久宝寺～放出 7/6 始発

西日本旅客鉄道 播但線 寺前～和田山 7/5 17:19

西日本旅客鉄道 播但線 姫路～寺前 7/5 21:10

西日本旅客鉄道 舞鶴線 全線 7/5 17:36

西日本旅客鉄道 赤穂線 相生～備前福河 7/6 始発

西日本旅客鉄道 草津線 草津～柘植 7/6 始発

西日本旅客鉄道 関西線 亀山～JR難波 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陰線 福知山～豊岡 7/5 14:58

西日本旅客鉄道 山陰線 豊岡～浜坂 7/5 16:25

西日本旅客鉄道 奈良線 全線 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陰線 福知山～豊岡 7/5 14:58

西日本旅客鉄道 山陰線 京都～園部 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陰線 園部～福知山 7/5 19:53

西日本旅客鉄道 山陽線 兵庫～和田岬 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陽線 上郡～和気 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陽線 金光～白市 7/6 始発

西日本旅客鉄道 東海道線 米原～京都 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陽線 西明石～姫路 7/6 始発

西日本旅客鉄道 山陽線 姫路～上郡 7/6 始発

西日本旅客鉄道 加古川線 加古川～西脇市 7/5 16:42

西日本旅客鉄道 加古川線 西脇市～谷川 7/5 20:16

西日本旅客鉄道 姫新線 姫路～上月 7/5 19:24

西日本旅客鉄道 福知山線 宝塚～新三田 7/5 11:45

西日本旅客鉄道 福知山線 新三田～篠山口 7/5 19:22

西日本旅客鉄道 福知山線 篠山口～福知山 7/5 19:46

東日本旅客鉄道 大糸線 南小谷～信濃大町 7/5 17:46

西日本旅客鉄道 湖西線 近江舞子～近江塩津 7/5 11:05

西日本旅客鉄道 湖西線 山科～近江舞子 7/5 21:45

西日本旅客鉄道 北陸線 北鯖江～芦原温泉 7/6 始発

西日本旅客鉄道 北陸線 芦原温泉～小松 7/5 6:30

西日本旅客鉄道 大糸線 糸魚川～南小谷 7/5 7:39
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イ 自動車関係（国土交通省情報：7月 6 日 6:00 現在） 

○高速バス関係  

5 事業者で 8 路線運休  8 事業者で 11 線一部運休 

近畿日本鉄道 信貴線 全線 7/6 始発 土砂流入（信貴山口～服部川間）

若桜鉄道 若桜線 郡家～若桜 7/5 15:16

土佐くろしお鉄道 阿佐線 後免～奈半利 7/6 始発

ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ 宮津線 全線 7/5 15:37

ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ 宮福線 全線 7/5 16:29

智頭急行 智頭線 全線 7/6 17:00

神戸電鉄 神戸高速線 新開地～湊川 7/5 21:00

神戸電鉄 公園都市線 横山～ウッディタウン中央 7/6 始発

叡山電鉄 鞍馬線 二軒茶屋～鞍馬 7/5 15:00

神戸電鉄 有馬線 湊川～谷川 7/6 21:00

神戸電鉄 三田線 有馬口～岡場 7/5 20:00

神戸電鉄 三田線 岡場～三田 7/6 始発

神戸電鉄 粟生線 鈴蘭台～押部谷 7/5 21:00

神戸電鉄 粟生線 押部谷～粟生 7/6 始発

神戸電鉄 有馬線 谷上～有馬温泉 7/5 20:00

阪急電鉄 今津北線 仁川～宝塚 7/6 始発

南海電鉄 高野線 全線 7/6 始発

南海電鉄 本線 樽井～和歌山市 7/6 始発

黒部峡谷鉄道 本線 全線 7/5 13:32

しなの鉄道 北しなの線 豊野～妙高高原 7/5 19:05

阪急電鉄 宝塚線 雲雀丘花屋敷～宝塚 7/6 始発

松浦鉄道 西九州線 全線 7/3 9:20 7/4 始発

嵯峨野観光鉄道 嵯峨野観光線 全線 7/5 10:01

樽見鉄道 樽見線 神海～樽見 7/5 9:30

九州旅客鉄道 日南線 南郷～志布志 7/5 5:42 7/5 10:58

九州旅客鉄道 日豊線 南宮崎～都城 7/5 9:16 7/5 10:40

南阿蘇鉄道 高森線 中松～高森 7/3 8:45 7/3 15:45

九州旅客鉄道 吉都線 全線 7/3 始発 7/3 19:35

九州旅客鉄道 日南線 全線 7/3 始発 7/3 19:34

九州旅客鉄道 指宿枕崎線 山川～枕崎 7/3 始発 7/3 16:03

九州旅客鉄道 日豊線 南宮崎～西都城 7/3 12:54 7/3 19:00

九州旅客鉄道 日豊線 西都城～国分 7/3 10:11 7/3 22:10

九州旅客鉄道 肥薩線 全線 7/3 始発 7/3 21:18

四国旅客鉄道 本四備讃線 岡山～宇多津 7/6 始発

四国旅客鉄道 牟岐線 徳島～牟岐 7/6 始発

九州旅客鉄道 日豊線 佐伯～延岡 7/3 始発 7/3 23:57

四国旅客鉄道 予土線 若井～江川崎 7/3 始発 7/4 15:17

四国旅客鉄道 予土線 江川崎～近永 7/3 8:48 7/4 15:17

四国旅客鉄道 本四備讃線 岡山～高松 7/6 始発

四国旅客鉄道 土讃線 伊野～須崎 7/3 始発 7/4 8:04

四国旅客鉄道 土讃線 須崎～窪川 7/3 始発 7/4 16:31

四国旅客鉄道 土讃線 須崎～窪川 7/5 7:55

四国旅客鉄道 土讃線 琴平～阿波池田 7/4 8:40 7/4 13:22

四国旅客鉄道 土讃線 阿波池田～大歩危 7/4 始発

四国旅客鉄道 土讃線 大歩危～土佐山田 7/3 始発

西日本旅客鉄道 吉備線 岡山～総社 7/6 始発

西日本旅客鉄道 赤穂線 播州赤穂～長船 7/6 始発



22 / 37 

  

○路線バス関係 

10 事業者で 20 路線運休  11 事業者で 21 路線一部運休 

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） 京都～広島 運休

日本交通(株） 鳥取～大阪・神戸 一部運休

日本交通(株） 鳥取～京都 一部運休

とさでん交通㈱ 高知～岡山線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～広島線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～高松線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～松山線 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～徳島線 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～高知線 通常運行

徳島バス㈱ 徳島～高知線 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～高知線 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

ジェイアール四国バス㈱ 高知～岡山線 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～高松線 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～徳島線 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～松山線 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～三宮・大阪線 通常運行

日本交通（株） 鳥取～神戸・大阪 一部運休

日本交通（株） 倉吉・鳥取～東京 一部運休

広交観光㈱ 広島～高知 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～高知 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～高知 通常運行

加越能バス（株） 富山～名古屋線 一部運休

富山地方鉄道（株） 富山～高岡線 一部運休

アルピコ交通（株） 大阪・京都～上高地線 運休

日ノ丸自動車（株） 鳥取～姫路 運休

日ノ丸自動車（株） 鳥取～姫路 運休

沿岸バス(株)
羽幌札幌線Ｂ（特急はぼろ号増
毛経由）

運休

沿岸バス(株) 豊富留萌線 一部運休

沿岸バス(株) 羽幌留萌線 一部運休

宗谷バス(株) 稚内・札幌線 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～上高地 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

北海道中央バス(株) 札幌～遠軽 一部運休

北海道北見バス(株) 札幌～遠軽 一部運休

道北バス(株) 札幌～遠軽 一部運休

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）

運休
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阪急バス（株） 粟生団地線 運休

阪急バス（株） 山下駅前～豊中センター前 一部運休

神姫バス（株） SKY　KOBE　BUS 運休

神姫バス（株） 三宮～有馬温泉 運休

阪急バス（株） さくらやまなみバス 運休

阪急バス（株） 三宮有馬線 運休

阪急バス（株） 有馬線 一部運休

阪急バス（株） 忍頂寺線（８１・８９・１８１系統） 運休

阪急バス（株） 北大阪ネオポリス線 ２３・２５系統 運休

京阪バス（株） 「貴船　納涼川床料理」GKコース 運休

京阪バス（株） 「京の紫陽花、両横綱をたずねて」FDコース 運休

阪急バス（株） 芦屋有馬線　８０系統 運休

阪急バス（株） 芦屋有馬線　８１系統 一部運休

阪急バス（株） 宝塚～有馬温泉～JR西宮名塩　９５系統 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山市 一部運休

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） 「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 運休

富山地方鉄道（株） 富山～神岡・平湯線 一部運休

名阪近鉄バス（株） 大垣市 一部運休

名阪近鉄バス（株） 大垣市 一部運休

名阪近鉄バス（株） 垂井町 一部運休

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 一部運休

南アルプス市 広河原～北沢峠 運休

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） 一部運休

加賀温泉バス（株） 温泉片山津線 通常運行

㈲東ハイヤー 瀬棚須築線 一部運休

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

山梨交通（株） 甲府駅・芦安～広河原線 運休

山梨交通（株） 奈良田～広河原線（２１条） 運休

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

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

旭川電気軌道(株) 旭山動物園線 通常運行

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

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) 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 一部運休

沿岸バス(株) 初山別留萌線 一部運休

沿岸バス(株) 上平古丹別線 通常運行
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㈲嶺北観光 長沢～日の浦 通常運行

㈲嶺北観光 田井～大川 通常運行

㈲嶺北観光 冬の瀬線 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） 大原～貴船口　５５系統 運休

近江鉄道（株） 曲谷線 一部運休

近江鉄道（株） 菅浦線 一部運休

日ノ丸自動車㈱ 智頭線 一部運休

京都バス（株） 京都駅～大原　１７系統 一部運休

京都バス（株） 国際会館～大原　１９系統 運休

京都バス（株） 出町柳駅前～広河原　３２系統 一部運休

京都バス（株） 貴船口駅前～貴船　３３系統 運休

京都バス（株） 出町柳駅前～城山　３４系統 一部運休

神姫バス（株） 三宮～ネスタリゾート神戸 運休

神姫バス（株） 三宮～西脇営業所 運休

神姫バス（株） 三宮～三田 運休

神姫バス（株） 三宮～神戸 一部運休

六甲山観光（株） 六甲ケーブル山上駅～山頂駅 運休

神姫バス（株） 三宮～恵比須駅 運休
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ウ 海事関係（国土交通省情報：7 月 6日 6:00 現在） 

・6事業者 8 航路において運休又は一部運休（94 事業者 114 航路で運航再開） 

 

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 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

福山市 鞆～仙酔島 運航再開

(株)瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運航再開

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～別府 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

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

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

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

坊勢渡船 坊勢～網手 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

防予フェリー(株) 柳井～松山 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

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

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

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

新日本海フェリー 苫小牧東～（秋田）～新潟航路 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 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府航路 運航再開

フェリーさんふらわあ 神戸～別府航路 運航再開

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売～焼尻 運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 一部運休

シィライン 青森～佐井 運休

新日本海フェリー 新潟～小樽航路 運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

ハートランドフェリー 稚内～鷲泊～香深 一部運休

ハートランドフェリー 江差～奥尻 運休

ハートランドフェリー せたな～奥尻 運休
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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

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

唐津汽船 神集島～湊 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）

西海沿岸商船 佐世保～神浦 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

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

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

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

宗像市 地島～神湊 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

蒲江交通 蒲江～深島 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

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

福岡市 小呂島～姪浜 運航再開

福岡市 博多～志賀島 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

九州郵船 印通寺～唐津 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

安田産業汽船 長崎空港～ハウステンボス 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

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

松山市 中須賀～鹿島 運航再開

青島海運 青島～長浜 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

今治市 津島～幸 運航再開
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エ 航空関係（国土交通省情報：7 月 6日 6:00 現在） 

■欠航便 

7 月 2 日：ＡＮＡ １０便、ＪＡＬ ２０便、その他 ６便 

7 月 3 日：ＡＮＡ １３５便、ＪＡＬ ７９便、その他 ７２便 

7 月 4 日：ＡＮＡ ２１便、ＪＡＬ １２便、その他 ２便 

7 月 5 日：ＡＮＡ １９便、ＪＡＬ １２便、その他  ７便 

7 月 6 日：ＡＮＡ １便 

 

  

垂水フェリー 鹿児島～垂水 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）

種子屋久高速船
鹿児島～種子島・屋久島、指宿

～種子島・屋久島
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

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

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

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

木口汽船 久賀～福江～椛島 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）

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 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

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

瀬川汽船 川内～佐世保 運航再開
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(8) 海岸、港湾関係（国土交通省情報：7 月 6 日 6:00 現在） 

○港湾施設（海岸保全施設含む） 

  

(9) 都市公園関係（国土交通省情報：7月 6日 6:00 現在） 

・4公園で被害報告あり 

   

(10) 文教施設関係（文部科学省情報：7 月 5 日 14:00 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 

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

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 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

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 重要 郷ノ浦港 乗船用連絡通路の屋根材剥離

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 池島港 防波堤にクラック

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

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

旭川市 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

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

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

ブルーシートで養生実施
済み

都道府県 所在地名 管理者 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

北海道 旭川市
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・主な被害状況：屋根の破損、空調設備の故障 等 

(11) 医療関係（厚生労働省情報：7月 6 日 6:00 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。 

その他、現時点で被害報告無し。 

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。 

(12) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：7月 6 日 6:00 現在） 

①高齢者関係施設の被害状況 

 沖縄県八重瀬町の特別養護老人ホーム１施設においてシャッター収納カバーの一部

破損、嘉手納町の有料老人ホーム１施設において雨漏り被害あり。いずれもサービス

提供に影響なし。人的被害なし。 

②障害児･者関係施設の被害状況 

沖縄県大宜味村の１件のグループホームで擁壁の一部が崩れる軽微な被害あり。 

人的被害はなし。 

③児童関係施設等の被害状況 

現時点で被害報告無し。 

(13) 心のケア･精神科病院関係（厚生労働省情報：7 月 6 日 6:00 現在） 

①精神科病院の被害状況 

 現時点で被害報告無し。 

(14) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：7月 6日 6:00 現在） 

①人工透析 

 現時点で被害報告無し。 

②その他 

１）感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

 現時点で被害報告無し。 

２）保健衛生施設等 

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）

7 3

2

特別

60

大学

高専

共同

計

4

2

3

国宝(健)

重文(健)

登録(健)

特史

計

佐 賀 県

10

高

大 分 県

1

6道県

幼

19

13

3

2

13

8

3

2

1 12沖 縄 県

宮 崎 県

長 崎 県

幼

小

中

19

3

独法

ほか

特別

小

中

高

青少

15 社体

ほか3

336 48

重文(美)

社教

10

4

18
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現時点で被害報告無し。 

(15) 薬局、薬剤師、毒物劇物関係（厚生労働省情報：7 月 6日 6:00 現在） 

①薬局、薬剤師 

現時点で被害報告無し。 

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、現時点では輸血用血液製剤の安定供給等に係る被害

報告無し。 

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。 

 

(16) 農林水産関係（農林水産省情報：7 月 5 日 14:00 現在） 

区分 主な被害 被害数 
被害額(億円) 

（＊１） 
被害地域(現在９道県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 5,281ha 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 306 件 0.3 
山口、高知、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島 

畜産用施設 9 件 0.0 佐賀県、長崎、熊本 

小計  0.9  

用
施
設
関
係 

農
地
・
農
業 

農地の破損 162 箇所 2.4 
北海道、長野、岐阜、兵庫、島根、

福岡、佐賀、長崎 

農業用施設等 90 箇所 2.4 
北海道、岐阜、兵庫、島根、福岡、

佐賀、長崎 

小計  4.8  

林
野
関
係 

林地荒廃 32 箇所 3.1 
北海道、岐阜、高知、長崎、大分、

宮崎 

治山施設 3 箇所 0.3 北海道、岐阜、宮崎 

林道施設等 22 箇所 1.0 岐阜、宮崎、沖縄 

小計  4.4  

水
産
関
係 

漁具倉庫等 1 件 調査中 長崎 

漁港施設等 2 漁港 0.1 長崎 

小計  0.1  
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合計  10.1  

＊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：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、

葉たばこ、さとうきび、オクラ、ニガウリ、水稲等 

＊３：マンゴー、バナナ 

(17) 災害廃棄物等関係（環境省情報：7 月 6 日 7:00 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、確認中。 

・北海道の留萌南部衛生組合（留萌市、小平町、増毛町）のし尿処理施設が地下ポンプ室

の水没により停止中。 

・北海道の留萌南部衛生組合（留萌市、小平町、増毛町）の生ごみ処理施設が国道 232 号

線の通行止めにより生ごみの搬入を停止中。 

(18) 職業能力開発施設関係（厚生労働省情報：7月 6日 6:00 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。 

６ 政府の主な対応 

(1) 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 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） 

(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～） 

・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～） 

・和歌山県警では、土砂崩れにより自宅玄関ドアが開かなくなった家屋から、63 歳独居

老人（女性）を交番勤務員が救助。 

(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 
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(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 

(5) 防 衛 省の対応 

＜長 崎 県＞ 

  ○ 災害派遣の概要 

１）要 請 日 時  平成３０年７月４日（水）０８時４０分 

２）要 請 元  長崎県知事 

３）要 請 先  陸上自衛隊第４師団長（福岡） 

４）要 請の概要  停電に伴う応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

５）発 生 場 所  長崎県五島市及び南松浦郡新上五島町 

６）撤収要請日時  平成３０年７月４日（水）１０時４７分 

○ 災害派遣までの経緯 

平成３０年７月３日（火）、台風第７号の影響により長崎県五島市及び南松浦郡新上

五島町において停電が発生した。このため、４日（水）０８時４０分、長崎県知事か

ら陸上自衛隊第４師団長に対して、停電に伴う応急復旧のための人員及び資機材の輸

送に係る災害派遣要請があった。 
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○ 防衛省・自衛隊の対応 

１）活動部隊  陸 自  西部方面航空隊（高遊原） 

２）活動規模  航空機  ２機 

３）主な対応状況 

【４日（水）】 

０８時４０分 長崎県知事から陸上自衛隊第４師団長に対して、停電に伴う応急復旧

のための人員及び資機材の輸送に係る災害派遣要請。 

０８時５０分 西部方面航空隊のＣＨ－４７×２機が分屯地を離陸。以後、輸送を実

施。 

１０時４７分 長崎県知事から撤収要請を受け、輸送支援を終了。 

      ※ 輸送支援が終了したことにより、撤収要請があったもの。 

＜京 都 府＞ 

○ 災害派遣の概要 

１）要 請 日 時  平成３０年７月６日（金）０１時１０分 

２）要  請  元  京都府知事 

３）要  請  先  陸上自衛隊第７普通科連隊長（福知山） 

４）要 請の概要  水防活動 

５）発 生 場 所  京都府京都市 

６）撤収要請日時  平成３０年７月６日（金）０７時０５分 

○ 災害派遣までの経緯 

平成３０年７月６日（金）、京都府京都市において、台風７号及びその後の大雨の影

響で、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、

同日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。 

○ 防衛省・自衛隊の対応 

１）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） 

２）活動規模  人 員 約１８５名 

車 両 約５０両 

その他 ＬＯ人員２名、ＬＯ車両１両 

３）主な対応状況 

 【５日（木）】 

   １６時４０分 第７普通科連隊のＬＯ（人員２名、車両１両）が京都府庁に向け駐屯

地を出発 

【６日（金）】 

   ０１時１０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
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請。 

   ０２時２７分 第７普通科連隊の偵察部隊（人員３名、車両２両）が京都府京都市久

我橋付近に向け駐屯地を出発。 

   ０２時３０分 中部方面後方支援隊の偵察部隊（人員３名、車両１両）が京都府京都

市久我橋付近に向け駐屯地を出発。 

   ０２時４０分 第７普通科連隊の部隊（人員約２０名、車両約５両）が京都府京都市

久我橋付近に向け駐屯地を出発 

   ０３時４５分以降 第７普通科連隊の部隊（人員約１２５名、車両約４０両）が京都

府京都市久我橋付近及び桂駐屯地に向け駐屯地を出発 

   ０５時１３分 中部方面後方支援隊の部隊（人員約３５名、車両４両）が京都府京都

市久我橋付近に向け駐屯地を出発 

０７時０５分 京都府知事から撤収要請を受け、水防活動を終了。 

          ※ 水防作業が終了したことにより、撤収要請があったもの。 

＜高 知 県＞ 

○ 災害派遣の概要 

１）要 請 日 時  平成３０年７月６日（金）０３時３０分 

２）要 請 元  高知県知事 

３）要 請 先  陸上自衛隊第５０普通科連隊長（高知） 

４）要請の概要  孤立者の救助 

５）発 生 場 所  高知県安芸市 

○ 災害派遣までの経緯 

 平成３０年７月６日（金）、台風７号及びその後の大雨の影響で、高知県内の河川が

堤防を越水し、高知県安芸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、孤立者の救助に係る災害派遣要請があ

った。 

○ 防衛省・自衛隊の対応 

１）活動部隊  陸 自  第５０普通科連隊（高知） 

２）活動規模  人 員  約１５名 

            車 両  ３両 

            その他  ＬＯ人員４名、ＬＯ車両２両 

３）主な対応状況 

【６日（金）】 

０３時３０分 高知県知事から第５０普通科連隊長に対し、孤立者の救助に係る災

害派遣要請。 

０４時３５分以降 第５０普通科連隊のＬＯ（人員４名、車両２両）が高知県庁及

び安芸市役所へ向け駐屯地を出発。 
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０６時２５分 第５０普通科連隊のファストフォース（人員約１５名、車両３両）       

が安芸市防災センターへ向け駐屯地を出発。 

(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）。 

(7) 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）。 

・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）。 

(8) 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） 

(9) 農林水産省の対応 

・農村振興局が「台風第 7 号接近に伴う事前点検及び災害発生時の復旧箇所における応

急対策の実施について」を通知（平成 30 年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（平

成 30 年６月 29 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（平成 30 年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（平成 30

年７月２日） 

(10) 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：２府４市３町（大阪府島本町、京都府京都市下京区、京都市南区、京都市右

京区、京都市伏見区、京都市西京区、向日市、長岡京市、八幡市、大山崎町、

久御山町）で、のべ１回実施 

○国管理河川のホットライン実施状況 

・留萌川水系 2 回 （留萌市） 

・石狩川水系 12 回（深川市など） 
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・梯川水系 1 回（小松市など） 

・六角川水系 1 回（武雄市など） 

  計 16 回 

  ○水防団による水防活動の実施状況 

<国管理河川> 

   ・1 水系の１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） 

  ○災害対策用ヘリコプター 

   ・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 8:30 花巻空港離陸 11:00 丘珠空港着陸 午後から被災調査を予定 ） 

○TEC-FORCE の派遣 

・TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 

 のべ 87 人・日派遣（29 人派遣中 7 月 6 日 6時時点） 

・TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 

 のべ 29 人・日派遣（6人派遣中 7 月 6 日 6時時点） 

○災害対策用機械等出動状況【のべ 153 台・日派遣（7/2～）】 

・北海道開発局より排水ポンプ 29 台、照明車 22 台、衛星通信車 1 台、Ku-SAT1 台、標

識車 1台、計 54 台を派遣中（7 月 6 日 5:00 時点） 

  ○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＞ 

    

(11) 気 象 庁の対応 

・記者会見（7/5 14:00） 

四国 吉野川 吉野川 石井町 右 19 2 待機中 60m3/min、30m3/min

四国 那賀川 那賀川 阿南市 1 待機中 150m3/min

広島県 江の川 江の川 安芸高田市 左 168.2 1 待機中 30m3/min

四国 吉野川 吉野川 東みよし町 右 62 1 待機中 60m3/min

広島県 江の川 江の川 三次市 左 149.8 1 待機中 30m3/min、照明車同行

広島県 江の川 江の川 安芸高田市 右 167.5 1 待機中 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

島根県 江の川 江の川 川本町 左 31.1 1 待機中 30m3/min、高揚程、照明車同行

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 右 30m3/min

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 30m3/min

北海道 後志利別川 後志利別川 せたな町 左 30m3/min

11.5 1 撤収

北海道 石狩川 美唄川 美唄市 左 30m3/min、高揚程

北海道 天塩川 天塩川 音威子府村 左 30m3/min

北海道 尻別川 尻別川 蘭越町 左 30m3/min

待機中

10.5 1 稼働中

64.9 1 稼働中

北海道 石狩川 牛朱別川 旭川市 右 30m3/min、高揚程

北海道 石狩川 石狩川 旭川市 左 30m3/min

北海道 石狩川 石狩川 深川市 左 30m3/min、高揚程

155.2 1 撤収

123.2 1 撤収

4.2 1 待機中

北海道 石狩川 石狩川 滝川市 左 60m3/min

北海道 石狩川 石狩川 妹背牛町 右 30m3/min、高揚程

北海道 石狩川 オサラッペ川 鷹栖町 左 60m3/min

撤収

5.2 1 撤収

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

4.3 1 稼働中

91.4 1

稼働中

109.2 1 待機中

KP
出動数
（台）

稼働
状況

114 1

20.0 1
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・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）を派遣（7/4～） 

（北海道空知総合振興局、大阪府 のべ 6 名）※TEC-FORCE の内数 

・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。 

(12) 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） 

・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）。 

７ 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 ５日 ２１時１４分 災害対策本部設置 

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） 

広島県 ７月 ５日 １７時１５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 


