
１．本省及び地方支分部局の体制について (平成30年7月豪雨から継続した体制）  
7月3日 6:40 非常体制

北海道開発局 7月9日 17:00 警戒体制 関東運輸局 7月5日 09:15 注意体制
東北地方整備局 7月28日 15:28 注意体制 北陸信越運輸局 7月28日 16:30 注意体制
関東地方整備局 7月27日 15:00 注意体制 中部運輸局 7月7日 13:00 警戒体制
中部地方整備局 7月29日 10:00 注意体制 近畿運輸局 7月4日 07:00 注意体制
近畿地方整備局 7月28日 17:00 警戒体制 神戸運輸監理部 7月5日 10:00 注意体制
中国地方整備局 7月6日 20:45 非常体制 中国運輸局 7月8日 9:00 非常体制
四国地方整備局 7月6日 5:00 非常体制 四国運輸局 7月8日 5:50 警戒体制
九州地方整備局 7月29日 8:45 注意体制 九州運輸局 7月6日 8:00 警戒体制
国土地理院 7月8日 9：00 非常体制 気象庁 7月6日 17:10 非常体制
国土技術政策総合研究所 7月3日 6：40 非常体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（西日本・東日本）（8月1日08時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（7月27日00時～８月１日08時現在）
・主な１時間降水量

（アメダス観測値）
奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾 93.5ミリ 7月29日 2時01分まで
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢 91.0ミリ 7月29日 0時55分まで
奈良県 葛城市 葛城 70.0ミリ 7月29日 3時15分まで
三重県 名張市 名張 68.0ミリ 7月29日 2時00分まで
三重県 志摩市 阿児 65.5ミリ 7月29日 0時20分まで
山梨県 上野原市 上野原 59.0ミリ 7月28日23時58分まで
高知県 高岡郡佐川町 佐川 58.0ミリ 7月29日22時50分まで
三重県 津市 笠取山 57.5ミリ 7月29日 1時34分まで
三重県 松阪市 粥見 54.5ミリ 7月29日 1時31分まで
奈良県 宇陀市 大宇陀 54.5ミリ 7月29日 2時54分まで

（気象レーダー等による解析（※））
奈良県 桜井市 120ミリ以上 7月29日02時30分まで
奈良県 明日香村 120ミリ以上 7月29日02時30分まで
奈良県 吉野町 120ミリ以上 7月29日02時30分まで
奈良県 天理市 約120ミリ 7月29日02時30分まで
奈良県 宇陀市 約120ミリ 7月29日02時30分まで
奈良県 高取町 約120ミリ 7月29日02時30分まで
三重県 名張市 約110ミリ 7月29日02時00分まで
奈良県 曽爾村 約110ミリ 7月29日02時00分まで
奈良県 奈良市 約100ミリ 7月29日02時30分まで
奈良県 田原本町 約100ミリ 7月29日02時30分まで
奈良県 御杖村 約100ミリ 7月29日02時00分まで
奈良県 大淀町 約100ミリ 7月29日02時30分まで
奈良県 東吉野村 約100ミリ 7月29日02時30分まで
高知県 東洋町 約100ミリ 7月27日01時00分まで

○台風第12号は今日１日６時現在、枕崎市の西南西約220kmにあって時速20kmの速さで西に進んでいる。中心の
気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっている。
○台風の影響により、宮崎県で１時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るなど、西日本の太平洋側や奄美地方で
大雨となっている。

○台風第12号は、遅い速度で今日１日から明後日３日にかけて勢力を強めながら東シナ海を西に進む見込み。
○西日本の太平洋側や奄美地方を中心に、暖かく湿った空気が流れ込み非常に激しい雨の降るところがある見込
み。台風の動きが遅いため、明日２日にかけて同じところで雨が続き大雨となるおそれ。
○明日２日６時までの24時間雨量は、多いところで、九州南部、奄美地方で120ミリ、四国地方で100ミリの見込み。
○引き続き、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫等に警戒するとともに、地元市町村や各地の気象台が
発表する情報等に留意。

災　害　情　報
平成30年8月1日10:30作成

国土交通省

台風第12号による被害状況等について（第２報）

国土交通本省

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。
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・主な２４時間降水量
（アメダス観測値）

埼玉県 秩父市 三峰 286.0ミリ 7月29日 8時50分まで
栃木県 日光市 奥日光 245.5ミリ 7月29日 6時40分まで
奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾 212.0ミリ 7月29日 9時10分まで
東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内 210.5ミリ 7月29日 8時30分まで
高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 207.0ミリ 7月30日 8時50分まで
埼玉県 秩父市 浦山 202.0ミリ 7月29日 3時50分まで
埼玉県 秩父市 秩父 193.0ミリ 7月29日 4時10分まで
神奈川県 相模原市緑区 相模湖 193.0ミリ 7月29日 8時10分まで
山梨県 上野原市 上野原 192.0ミリ 7月29日 8時00分まで
山梨県 上野原市 上野原 192.0ミリ 7月29日 8時00分まで
三重県 津市 笠取山 182.5ミリ 7月29日18時50分まで

（気象レーダー等による解析（※））
長野県 御代田町 約500ミリ 7月29日10時00分まで
群馬県 長野原町 約450ミリ 7月29日11時00分まで
群馬県 東吾妻町 約450ミリ 7月29日13時00分まで
静岡県 川根本町 約450ミリ 7月29日17時00分まで
群馬県 高崎市 約400ミリ 7月29日11時00分まで
群馬県 中之条町 約400ミリ 7月29日19時00分まで
長野県 軽井沢町 約400ミリ 7月29日11時00分まで
静岡県 浜松市 約400ミリ 7月29日17時00分まで
栃木県 日光市 約350ミリ 7月29日17時00分まで
群馬県 嬬恋村 約350ミリ 7月29日18時00分まで
静岡県 富士宮市 約350ミリ 7月29日12時00分まで
三重県 尾鷲市 約350ミリ 7月30日23時00分まで

・主な期間降水量
（アメダス観測値）

宮崎県 東諸県郡国富町 国富 325.0ミリ
高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 321.0ミリ
埼玉県 秩父市 三峰 300.0ミリ
栃木県 日光市 奥日光(日光) 276.5ミリ
宮崎県 宮崎市 宮崎 256.5ミリ
高知県 高岡郡四万十町 窪川 245.0ミリ
宮崎県 宮崎市 田野 241.0ミリ
高知県 高岡郡津野町 船戸 238.0ミリ
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚 236.5ミリ
宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 236.0ミリ

（３）強風の状況（7月27日00時～８月１日08時現在）
・主な風速

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 33.0m/s (東北東) 7月28日20時20分
東京都 三宅村 三宅島 30.5m/s (北東) 7月28日16時37分
東京都 三宅村 三宅坪田 28.7m/s (北東) 7月28日17時05分
東京都 神津島村 神津島 28.4m/s (南東) 7月28日20時13分
愛知県 田原市 伊良湖 25.5m/s (東北東) 7月29日 0時23分
愛知県 常滑市 セントレア 25.0m/s (東南東) 7月29日 1時49分
東京都 大島町 大島北ノ山 23.6m/s (北北東) 7月28日17時02分
愛知県 知多郡南知多町 南知多 23.1m/s (東北東) 7月29日 0時38分
三重県 津市 津 22.9m/s (東) 7月29日 1時46分
静岡県 御前崎市 御前崎 21.5m/s (東) 7月28日22時24分

・主な瞬間風速
静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 42.9m/s (東北東) 7月28日20時17分
東京都 三宅村 三宅島 39.0m/s (北東) 7月28日16時33分
東京都 神津島村 神津島 38.6m/s (東南東) 7月28日19時00分
東京都 三宅村 三宅坪田 38.6m/s (北東) 7月28日16時59分
愛知県 田原市 伊良湖 36.7m/s (東北東) 7月29日 0時04分
愛知県 豊橋市 豊橋 36.5m/s (東) 7月29日 0時09分
静岡県 賀茂郡東伊豆町 稲取 35.2m/s (北北東) 7月28日16時23分
三重県 津市 津 34.5m/s (北北東) 7月29日 1時14分
愛知県 知多郡南知多町 南知多 34.2m/s (東北東) 7月29日 0時15分
愛知県 常滑市 セントレア 34.0m/s (北北東) 7月29日 0時19分
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（４）波浪の状況（7月27日00時～８月１日08時現在）
・主な波浪最高値

（波浪観測値）
【国土交通省港湾局所管】

静岡県 御前崎港  6.1m 7月28日 22時40分
GPS波浪計 宮城中部沖  6.5m 7月29日  1時00分
GPS波浪計 福島県沖  6.4m 7月28日 20時40分

３．国土交通省の対応
○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
○国管理河川のホットライン実施状況

・由良川水系（福知山市など） 回

・淀川水系（名張市など） 回

・大和川水系（大和郡山市など） 回

計 回

○災害対策用ヘリコプター
・ほくりく号 7月30日 7:39 新潟空港離陸

9:26 名古屋空港着陸
7月31日 1030 名古屋空港離陸

12:05 高松空港着陸
8月1日 8:52 高松空港離陸　松山空港へ移動

9:55 松山空港着陸
11:00 松山空港離陸（予定）　被災状況調査（宇和島市調査）
15:30 松山空港着陸（予定）
16:00 松山空港離陸（予定）
17:00 高松空港着陸（予定）

○TEC-FORCEの派遣　【のべ  人・日派遣(7/27～7/30)】
・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 人・日派遣(7/29）
・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 人・日派遣(7/30）

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況 （単位：人）

27 28 29 30
0 2 2 0
0 2 2 0
0 2 0 0
0 2 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 2 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 20 12 0

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣状況 （単位：人）
7月

27 28 29 30 31
2 1 1 0 0
0 0 1 0 0
2 2 2 2 0
2 2 2 2 0
6 5 6 4 0

○災害対策用機械等出動状況【のべ 81台・日派遣（7/27～）】

～
～
～
～
～
～

21 21

合　計
合　計
（市町都道府県 市町村等

三重県 三重県庁 気象･地象情 東京管区気象 4 4
奈良県 宇陀市 情報通信班 近畿地整 1 1

広島県
三原市 応急対策班（排水） 北陸地整 8 8
坂町 応急対策班（機械） 東北地整 8 8

7月

派遣先
派遣内容 派遣元

合計

合計 32 32

2
兵庫県 兵庫県庁 近畿地方整備局 2 2
奈良県 奈良県庁 近畿地方整備局 2 2

和歌山県 和歌山県庁 近畿地方整備局 2 2
愛媛県 西予市 四国地方整備局 2 2

伊豆の国市 中部地方整備局 2 2
沼津市 中部地方整備局 1 1
三島市 中部地方整備局 1 1
伊豆市 中部地方整備局 2 2

京都府

京都府庁 近畿地方整備局 2 2
舞鶴市 近畿地方整備局 2 2
福知山市 近畿地方整備局 2 2
綾部市 近畿地方整備局 2

53
32
21

派遣先
派遣元 合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

三重県 三重県庁 中部地方整備局 4 4

静岡県

静岡県庁 中部地方整備局 4 4
函南町 中部地方整備局 2 2

伊勢市

津市
福知山市
福知山市
宇陀市

・近畿地整より排水ポンプ車2台、照明車1台、Ku-SATⅡ1台の計4台を派遣中　（1日　10:00時点）

三重県
船倉排水機場 排水ポンプ車 中部地整 排水支援 1

8

4

5

17

津市
排水ポンプ車 中部地整 排水支援 1 撤収 7/29 7/30

派遣先
機械名 派遣元 出動理由 台数 状況 期間

都道府県 市町村等 地先等

由良川 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 1 待機中 7/27

撤収 7/29 7/29
長浜排水機場 排水ポンプ車 中部地整 排水支援 1 撤収 7/29 7/30
長浜排水機場

京都府
由良川 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 1 待機中 7/27

奈良県 宇陀川 照明車 近畿地整 夜間照明支援 1 待機中 7/29

3/18



～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

４．気象庁の対応

５．海上保安庁の対応（平成30年8月1日09：00時点）
（１）体制
第二管区海上保安本部（塩釜市）

７月２８日１１００　警戒配備発令　　７月２８日１８００　警戒配備解除
第三管区海上保安本部（横浜市）

７月２７日２０００　警戒配備発令　　７月２９日０６００　警戒配備解除
７月２８日１２００　非常配備発令　　７月２９日０３００　非常配備解除

第四管区海上保安本部（名古屋市）
７月２８日１３００　警戒配備発令　　７月２９日０８００　警戒配備解除
７月２８日１８００　非常配備発令　　７月２９日０８００　非常配備解除

第五管区海上保安本部（神戸市）
７月２８日１９００　警戒配備発令　　７月２９日１６００　警戒配備解除
７月２８日２３００　非常配備発令　　７月２９日０８００　非常配備解除

第六管区海上保安本部（広島市）
７月２８日２２００　警戒配備発令　　７月３０日０６００　警戒配備解除
７月２９日０６００　非常配備発令　　７月２９日１０００　非常配備解除

第七管区海上保安本部（北九州市）
７月２９日０８００　警戒配備発令　　７月３０日０７００　警戒配備解除

第八管区海上保安本部（舞鶴市）
７月２８日１６００　警戒配備発令　　７月２９日２３００　警戒配備解除
７月２８日２２３０　非常配備発令　　７月２９日０９００　非常配備解除

第九管区海上保安本部（新潟市）
７月２８日１６００　警戒配備発令　　７月２９日０９００　警戒配備解除

第十管区海上保安本部（鹿児島市）
７月２９日１２００　警戒配備発令　　８月１日０６００　警戒配備解除

（２）人的・物的被害及び主な対応状況
三管区（下田）　 　伊東サンライズマリーナ内無人遊覧船が漂流（対応済み）

7/30
台数（派遣実績） 25

奈良県

広島県

愛媛県

徳島県
阿南市 深瀬町 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 7/28

○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。
○JETT（気象庁防災対応支援チーム）を7月4日より以下の23道府県の地方公共団体へ派遣
（北海道、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、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394名）　※TEC-FORCEの内
数。平成30年7月豪雨への対応を含む。

○台風第12号についての記者会見（7/27　14:00、7/28　11:00） 
○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。

三次市 7/30
宇陀市

中国地整 排水支援 1 撤収 7/27
芦田川出張所

福山市
福山市

福山市

三原市

福山市

三原市
三原市

福山市

大洲市

畠敷排水機場 排水ポンプ車
宇陀川 Ku-SATⅡ 近畿地整 映像配信 1 稼働中 7/29

7/30
駅家町 照明車 中国地整 夜間照明支援 1 撤収 7/28 7/29

排水ポンプ車 東北地整 排水支援 1 撤収 7/27

神辺町 照明車 中国地整 夜間照明支援 1 撤収 7/28 7/29
駅家町 排水ポンプ車 中国地整 排水支援 1 撤収 7/28 7/29

都谷川樋門 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 7/28 7/30
7/29

神辺町 排水ポンプ車 中国地整 排水支援 1 撤収 7/29 7/29
本郷取水場所 排水ポンプ車 北陸地整 排水支援 1 撤収 7/27 7/30

矢口排水機場 排水ポンプ車 中国地整 排水支援 1 撤収 7/27
7/27 7/29

2 撤収 7/27

7/30
本郷（桑和川） 排水ポンプ車 北陸地整 排水支援 1 撤収 7/27 7/30

広島市 7/31

本郷取水場所 照明車 北陸地整 夜間照明確保 1 撤収 7/27

神田谷樋門 照明車 四国地整 夜間照明確保 7/27 7/28
1 撤収

三原市 本郷（桑和川） 照明車 北陸地整 夜間照明確保 1 撤収 7/27 7/30

1 撤収

広島市 太田川河川事務所 排水ポンプ車 東北地整 排水支援 2 撤収
広島市 太田川河川事務所 照明車 東北地整 夜間照明支援
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６．所管施設等の状況

○河川（8月1日09:00現在）

＜国管理河川＞

１）一般被害

1水系1河川1箇所

２）河川管理施設等被害
被害情報なし

＜都道府県管理河川＞
１）一般被害
被害情報なし

２）河川管理施設等被害
1水系2河川

■避難勧告及び避難指示（緊急）等の状況
＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

兵庫県 揖保
いぼ

川
がわ

揖保川
いぼがわ

宍粟市
しそうし

準備 14,629 38,212 7/28 17:13 7/29 9:15 市内全域

滋賀県 淀川
よどがわ

野洲川
やすがわ

、杣川
そまがわ

甲賀
こうが

市
し

準備 5,071 14,877 7/28 20:00 7/29 7:00

京都府 筒
つつ

川
かわ

筒
つつ

川
かわ

伊根町
いねちょう

準備 147 367 7/28 15:00 7/29 7:15

九州 肝属川
きもつきがわ

串良
くしら

川
がわ

垂水市
たるみずし

準備 7,580 14,990 7/29 17:00

都道府県 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型

※ 世帯数 人　数

中国 芦田川
あしだがわ

芦田川
あしだがわ

福山
ふくやま

市
し

準備 184,484 423,319 7/28 16:00 7/29 13:39

九州 球磨川
くまがわ

球磨川
くまがわ

球磨村
くまむら

準備 1,493 3,757 7/29 17:00 7/30 6:00

中国 高梁川
たかはしがわ

高梁川
たかはしがわ

総社市
そうじゃし

勧告 27,375 68,737 7/29 6:30 7/29 13:30

中国 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

倉敷市
くらしきし

準備 7/28 21:30 7/29 11:30

中国 吉井川
よしいかわ

吉井川
よしいかわ

和気町
わけちょう

準備 7/28 20:00 7/29 11:00

中国 旭川
あさひかわ

旭川
あさひかわ

岡山市
おかやまし

準備 7/28 21:30 7/29 10:18

中国 吉井川
よしいかわ

吉井川
よしいかわ

瀬戸内市
せとうちし 準備 7/29 6:30 7/29 12:20

中国 吉井川
よしいかわ

吉井川
よしいかわ

赤磐市
あかいわし

準備 7/29 6:10 7/29 11:30

近畿 大和川
やまとがわ

大和川
やまとがわ

八尾市
やおし

勧告 123,905 266,982 7/28 18:00 7/29 8:00

中国 江
ごう

の川
かわ

江
ごう

の川
かわ

安芸高田市
あきたかたし 指示 7/29 8:00 7/29 14:00

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

笠置町
かさぎちょう

準備 7/28 18:26 7/29 7:38

近畿 淀川
よどがわ

宇陀
うだ

川
がわ

宇陀市
うだし

勧告 302 549 7/28 22:37 7/29 7:00

備　考
類　型

※ 世帯数 人　数

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

伊賀市
いがし

勧告 3,560 8,555 7/28 18:15 7/29 7:00

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

南山城村
みなみやましろむら 準備 7/28 17:30 7/29 7:17

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

奈良県 大和川
やまとがわ

原川
はらかわ

香芝市
かしばし

護岸損壊 1 応急対策中 右岸：約4m　応急対策中

左右岸 KP 原因
床上
(約
戸)

床下
(約戸) 原因

全壊
(約
戸)

半壊
(約
戸)

原因
面積
(約
ha)

近畿 淀川
よどがわ

宇陀川
うだがわ

宇陀市
うだし

左 11.2 道路崩壊L=70m

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

奈良県 大和川
やまとがわ

水越川
みずこしがわ

御所市
ごせし

護岸損壊 1 応急対策完了 右岸：約10m　管理用通路を通行止め

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時
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※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

■国管理河川の出水状況
１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 水系 河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■都道府県管理河川の出水状況
１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

大阪府 石津川
いしづがわ

石津川
いしづがわ

奈良県 大和川
やまとがわ

大和川
やまとがわ

寺川
てらかわ

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

三重県 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

三重県 金剛
こんごう

川
がわ

愛宕
あたご

川
がわ

0 0

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

4 5

中部 雲出
くもずがわ

川 中村
なかむら

川
がわ

近畿 大和川
やまとがわ

大和川
やまとがわ

曽我
そが

川
がわ

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

福岡県 筑後
ちくご

川
かわ

東峰村
とうほうむら

準備 871 2,153 7/29 9:00 7/30 7:00

熊本県 天草市
あまくさし

準備 11,675 27,576 7/29 18:30 7/30 7:00

広島県 賀茂川
かもがわ

賀茂川
かもがわ

竹原市
たけはらし

勧告 7/29 6:00

広島県 矢野
やの

川
がわ

矢野
やの

川
がわ

広島
ひろしま

市
し

指示 7/29 18:31

広島県 沼田川
ぬたがわ

梨和川
なしわがわ

三原市
みはらし

勧告 7/29 5:00

広島県 沼田川
ぬたがわ

三次
みつぎ

川
がわ

三原市
みはらし

勧告 7/29 5:00

広島県 沼田川
ぬたがわ

天井
てんじょう

川
がわ

三原市
みはらし

勧告 7/29 5:00

広島県 沼田川
ぬたがわ

菅
すげ

川
かわ

三原市
みはらし

勧告 7/29 5:00

広島県 沼田川
ぬたがわ

仏通寺
ぶっつうじ

川
がわ

三原市
みはらし

勧告 7/29 5:00

広島県 沼田川
ぬたがわ

入野
にゅうの

川
がわ

東
ひがし

広島市
ひろしまし 勧告 7/29 5:00

広島県 太田川
おおたがわ

榎川
えのきがわ

安芸郡
あきぐん

勧告 7/28 22:00

広島県 太田川
おおたがわ

見坂
みさか

川
がわ

安芸郡
あきぐん

勧告 7/29 6:00

岡山県 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

矢掛町
やかげちょう

勧告 5,449 14,357 7/29 7:00 7/29 13:30

岡山県 高梁川
たかはしがわ

尾坂
おさか

川
かわ

笠岡市
かさおかし

勧告 49,021 22,327 7/29 5:00 7/29 12:00

奈良県 大和川
やまとがわ

岡崎
おかざき

川
かわ

安堵町
あんどちょう

準備 601 1,319 7/29 5:00 7/29 5:45

岡山県 高梁川
たかはしがわ

高梁川
たかはしがわ

総社市
そうじゃし

勧告 27,375 68,737 7/29 6:30 7/29 13:30

奈良県 大和川
やまとがわ

大和川
やまとがわ

・寺川
てらかわ

桜井市
さくらいし

準備 24,668 57,616 7/28 19:30 7/29 7:00

奈良県 大和川
やまとがわ

大和川
やまとがわ

・寺
てら

川
かわ

桜井市
さくらいし

勧告 16,848 38,565 7/29 2:50 7/29 7:00

兵庫県 武庫川
むこがわ

武庫川
むこがわ

三田市
さんだし

準備 43,310 43,310 7/28 18:00 7/29 8:50 市内全域

兵庫県 千種
ちぐさ

川
がわ

千種
ちぐさ

川
がわ

赤穂市
あこうし

準備 20,472 48,044 7/28 18:30 7/29 9:00 市内全域

兵庫県 揖保
いぼ

川
がわ

道
どう

谷
たに

川
かわ

宍粟市
しそうし

勧告 1,408 3,765 7/28 17:13 7/29 9:15
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■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況
＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

■河川管理施設の状況
＜国管理河川の主な河口水門等の開閉状況＞

　
＜都道府県管理河川の主な河口水門等の開閉状況＞

○管理ダム
■被害状況

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

■ダム洪水貯留操作状況
＜洪水貯留操作を実施中のダム＞
　0ダム　（うち国土交通省管理0ダム、水資源機構管理0ダム、道府県管理0ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

＜洪水貯留操作を実施したダム＞
　14ダム　（うち国土交通省管理2ダム、水資源機構管理6ダム、道府県管理6ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

九州 六角川
ろっかくがわ

六角川
ろっかくがわ

六角川河口堰 全開 高潮被害が想定されないため。

都道府県 施設数 開閉状況 備考

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（台）  稼働状況

中国 江
ごう

の川
かわ

馬
ば

洗
せん

川
かわ

三次市
みよしし

1 待機中 30m3/min

中国 太田川
おおたがわ

整備局 水系 河川 施設名称 開閉状況 備考

四国 那賀川
なかがわ

那賀川
なかがわ

阿南市
あなんし

左 16.2 1 撤収 150m3/min（岡崎川樋門）

四国 肱
ひじ

川
かわ

矢落
やおち

川
かわ

大洲
おおず

市
し

左 0.8 1 撤収 150m3/min（都谷川樋門）

太田川
おおたがわ

広島市
ひろしまし

左 11.5 2 待機中 30m3/min

近畿 由良川
ゆらがわ

由良川
ゆらがわ

福知山市
ふくちやまし 2 待機中

事務所で待機中
（福井２台）

中国 高梁川
たかはしがわ

小田川
おだがわ

倉敷市
くらしきし

6 待機中 30m3/min、照明車同行

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP 出動数（台）  稼働状況

近畿 由良川
ゆらがわ

由良川
ゆらがわ

福知山市
ふくちやまし 左 34.1 5 待機中

荒河排水機場で稼働後、待機中
（近技３台、和歌山１台、紀南１台）

合　計 0

水系名

水系名 ダム数 ダム名 備考

ダム数 ダム名 備考

合　計 0

ダ　ム　名 水系名 河川名
所在地

道府県名
被害状況

合　計 2

水系名 ダム数 ダム名 備考

合　計 0

水系名 ダム数 ダム名 備考
荒川 1 二瀬

相模川 1 宮ヶ瀬
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２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

■土砂災害発生状況 (1県)
１）土石流等

２）地すべり

１）土石流等

２）地すべり

３）がけ崩れ

■土砂災害警戒情報の発表状況（7月29日18:00現在）
6県31市町村に発表　　全て解除済み

長野県 軽井沢町 7月28日22:55 7月29日10:10
長野県 長谷 7月28日23:55 7月29日05:25
三重県 津市中西部 7月29日01:50 7月29日04:50

山梨県 大月市 7月29日00:15 7月29日06:35
山梨県 小菅村 7月29日00:45 7月29日06:35
長野県 御代田町 7月28日22:05 7月29日10:10

埼玉県 飯能市 7月29日04:05 7月29日09:45
埼玉県 小鹿野町 7月29日05:55 7月29日09:45
山梨県 上野原市 7月29日00:00 7月29日06:35

群馬県 下仁田町 7月29日06:02 7月29日09:23
群馬県 南牧村 7月29日06:02 7月29日09:23
埼玉県 秩父市 7月28日19:00 7月29日09:45

群馬県 長野原町 7月29日04:54 7月29日13:58
群馬県 上野村 7月29日06:02 7月29日09:23
群馬県 神流町 7月29日06:02 7月29日09:23

戸

都道府県 市町村 発表日時 解除日時
群馬県 東吾妻町 7月29日02:26 7月29日13:58

合計 1件 名 名 名 戸 戸

- -
- - - - - -

千葉県 1件 旭市 1件 清滝 - - - -

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 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

合計 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 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

合計 件 名 名 名 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 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

合計 件
件 件
件 件

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

合計 名 名 名 戸 戸 戸

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

水系名 ダム数 ダム名 備考
荒川 2 浦山・滝沢

合　計 6

1件

水系名 ダム数 ダム名 備考
利根川 1 中禅寺

雲出川 1 君ヶ野

淀川 1 滝川

大和川 3 天理・大門・初瀬

淀川 4 比奈知・青蓮寺・布目・室生

合　計 6
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等
１)水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

九州 長崎県
貝鮒海岸
他216海岸

水門樋門4基全て常時閉鎖
陸閘348基72基は常時閉鎖、残り276基は状況に応じて操
作

九州 熊本県
荒尾海岸
他98海岸

水門68基全て常時閉鎖
陸閘126基全て常時閉鎖

九州 大分県
中津海岸
他7海岸

水門樋門22基全て常時閉鎖
陸閘28基中20基常時閉鎖、残り8基は状況に応じて操作

四国 香川県
坂元海岸
他75海岸

水門・樋門35基中18基は常時閉鎖、17基は閉鎖完了
陸閘235基中119基は常時閉鎖、116基は閉鎖完了

四国 愛媛県
二名海岸
他185海岸

水門・樋門102基中80基は常時閉鎖、8基は閉鎖完了、22基
は状況に応じて操作
陸閘・角落とし498基中229基は常時閉鎖、14基閉鎖完了、
254基は状況に応じて操作

四国 高知県
野根海岸
他83海岸

水門18基は常時半閉状態
陸閘120基中52基は常時閉鎖、68基は状況に応じて操作

九州 福岡県
福岡海岸
他17海岸

水門76基中42基は常時閉鎖、残り34基は状況に応じて操
作
陸閘23基中12基は常時閉鎖、残り11基は状況に応じて操

九州 佐賀県
川副海岸
他12海岸

樋門樋管20基全て常時閉鎖
陸閘11基全て常時閉鎖

近畿 和歌山 10海岸 陸閘、水門31基中16基、閉鎖完了

中国 岡山県
三蟠九蟠海

岸
他３３海岸

陸閘１７９基は閉鎖完了
水門４３基は状況に応じて操作

中国 広島県
廿日市海岸
他１５海岸

陸閘１３基は常時閉鎖、２１９基は閉鎖完了
水門２７基は閉鎖完了

中国 山口県
麻郷海岸
他３２海岸

陸閘１８７基は閉鎖完了
水門・樋門３２基は状況に応じて操作

四国 徳島県
鳴門海岸
他33海岸

水門2基は状況に応じて操作
樋門16基中7基は常時閉鎖、残り9基は状況に応じて操作
陸閘64基中36基は常時閉鎖、28基閉鎖完了

近畿 兵庫県 東播海岸
陸閘6基、閉鎖完了
樋管6基中5基は閉鎖完了、1基は状況に応じて操作

四国 高知県 高知海岸 陸閘18基のうち、6基は常時閉鎖、残り12基も閉鎖完了

整備局 都道府県 海岸 操作状況

関東 神奈川
横須賀海岸

他7海岸
陸閘、水門62基、閉鎖完了

相良海岸
他5海岸

樋門１基（フラップゲート）、陸閘３７基は常時閉鎖
水門１基は閉鎖中、7基は状況に応じて操作

関東 茨城 54海岸 水門、樋門７基閉鎖完了

中部 静岡県

中部 愛知県
名古屋港海

岸
他115海岸

陸閘6基は常時閉鎖、18基は状況に応じて操作
水門1基は常時閉鎖、51基は状況に応じて操作

近畿 兵庫 9海岸 陸閘、水門31基、閉鎖完了

奈良県 東吉野村 7月29日02:37 7月29日06:33
奈良県 天理市 7月29日02:47 7月29日06:33
奈良県 山添村 7月29日02:47 7月29日06:33

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

中部

奈良県 大淀町 7月29日02:47 7月29日06:33
奈良県 大和高田市 7月29日03:06 7月29日06:33
奈良県 広陵町 7月29日03:06 7月29日06:33

静岡県 富士海岸 樋門３基は状況に応じて操作

奈良県 田原本町 7月29日02:37 7月29日06:33
奈良県 高取町 7月29日02:37 7月29日06:33
奈良県 吉野町 7月29日02:37 7月29日06:33

奈良県 桜井市 7月29日02:15 7月29日09:02
奈良県 明日香村 7月29日02:15 7月29日09:02
奈良県 橿原市 7月29日02:27 7月29日09:02

三重県 名張市 7月29日01:50 7月29日04:50
奈良県 宇陀市 7月29日01:50 7月29日06:33
奈良県 曽爾村 7月29日01:50 7月29日06:33
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２）点検対象及び点検状況
■直轄海岸

■都道府県管理海岸

○道路（８月１日　１０：００）

１．高速道路、直轄国道等の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止めなし

※解除済み[台風12号]

区間名：川崎浮島JCT～木更津金田ＩＣ　L=15.1km［7/28 15:45～7/28 19:25 ］

区間名：袖ケ浦ＩＣ～木更津金田ＩＣ（上り線）　L=3.9km［7/28 15:45～7/28 19:25 ］

○ 道路名：E84西湘バイパス

区間名：西湘二宮IC～石橋・箱根口IC　L=14.5km[7/28　18:00～7/29　10:15]

（２）直轄国道

被災による通行止めなし

（３）地方公社

被災による通行止めなし

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

被災による通行止め：１路線１区間   →　　被災による通行止めなし

※解除済み

(２）都道府県・政令市道

７月３０日　６：３０ ８月１日　１０：００

被災による通行止め：計１１区間 被災による通行止め：計１０区間

栃木県 １区間 (路面損傷１) ・栃木県 １区間 （路面損傷１）

群馬県 ０区間 (倒木０) ・群馬県 １区間 （路肩崩落１）

静岡県 ３区間 (倒木３) ・静岡県 １区間 （倒木１）

愛知県 ０区間 (倒木０)

三重県 ４区間 (法面崩落４) ・三重県 ４区間 （法面崩落２、路肩崩落１、倒木１）

奈良県 ３区間 (道路決壊１、路肩崩壊２) ・奈良県 ３区間 (道路決壊１、路肩崩壊２)

○道路名：CA　東京湾アクアライン

○道路名：CA　東京湾アクアライン連絡道

○道路名：国道152号（長野県伊那市分杭峠（7/29 11:00～7/30 11:30））

－近畿 和歌山県 10海岸 - 施設被害、一般被害の情報なし

中部 愛知県
名古屋港海岸
他１１５海岸

－ 施設被害、一般被害の情報なし －

中部 三重県
長島海岸
他26海岸

- 点検完了、異常無し －

近畿 兵庫県 9海岸 - 7/30　点検開始予定 －

関東 神奈川
横須賀海岸

他7海岸
7/29　7：00より点検開始 －

関東 茨城 他54海岸 7/29 点検開始 －

中部 静岡県
相良海岸
他２２海岸

-
施設被害、一般被害の情報なし

（週明けパトロール予定）
－

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

中部 静岡県 富士海岸 － 現時点で被害情報なし －

中部 静岡県 駿河海岸 － 点検完了、異常無し －

近畿 兵庫県 東播海岸 － 7/30　点検開始予定 －

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等
東北 宮城 仙台湾南部 － 点検完了、異常無し －

関東 神奈川 西湘海岸 － 現時点で被害情報なし －

九州 鹿児島県
鹿児島海岸
他14海岸

水門9基は状況に応じて操作
陸閘112基中2基常時閉鎖、残り110基は状況に応じて操
作
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○鉄道（8月2日10:00現在）
（運行状況）

・7月29日（11:00現在）　10  事業者 　42　路線　運転休止

・7月30日 （6:00現在）　 0  事業者  　0　路線　運転休止

（運行状況）

 　０　事業者 　０　路線　運転休止　

○自動車関係

0 事業者で 0 路線運休 0 事業者で 0 路線一部運休

通常運行
千葉交通㈱ 銚子、成田〜大阪 通常運行

・高速バス関係

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

(株)ジャムジャムエクスプレス 仙台～関西 通常運行
京王バス東㈱ 新宿～高山 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～扇沢 通常運行
京王バス東㈱ 新宿～白馬、栂池

神姫バス（株） 神戸～高知線 通常運行

京阪バス（株） 大阪・京都～秋葉原・成田・銚子 通常運行
京阪バス（株） 京都～倉敷岡山線 通常運行
神姫バス（株） 姫路・神戸～渋谷・新宿線 通常運行
神姫バス（株） 神戸～岡山倉敷線 通常運行
神姫バス（株） 神戸～広島線 通常運行

関西空港交通（株） 関西空港～姫路線 通常運行

南海バス（株）
USJ・なんば・大阪・京都～秋葉
原・成田空港・銚子 線

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～今治線 通常運行

近鉄バス（株） 京都～宮崎線 通常運行
近鉄バス（株） 大阪～小浜線 通常運行
近鉄バス（株） 大阪～福山線 通常運行
近鉄バス（株） 三田アウトレット線 通常運行
関西空港交通（株） 関西空港～岡山線 通常運行

近鉄バス（株） 京都～山口線 通常運行
近鉄バス（株） 京都～宿毛・中村線 通常運行
近鉄バス（株） 京都～長崎線 通常運行
近鉄バス（株） 京都～熊本線 通常運行
近鉄バス（株） 京都～大分線 通常運行

阪急バス（株） 大阪～高知線 通常運行
阪急バス（株） 大阪～徳島線 通常運行
阪急バス（株） 大阪～阿波池田線 通常運行
阪急バス（株） 大阪～松江・出雲線 通常運行
阪急バス（株） 大阪～津名・洲本線 通常運行

名阪近鉄バス(株) 大垣伊吹山線 通常運行
名阪近鉄バス(株) 名古屋伊吹山線 通常運行
福井鉄道(株) わかさライナー（小浜－大阪） 通常運行
阪急バス（株） 大阪～三次・新見線 通常運行
阪急バス（株） 大阪～松山・八幡浜線 通常運行

アルピコ交通（株） 栂池高原～新宿線 通常運行
アルピコ交通（株） 扇沢～大宮線 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 通常運行
名鉄バス(株) 名古屋～熊本 通常運行

東京バス（株） 東京〜名古屋 通常運行
アルピコ交通（株） 上高地～新宿線 通常運行
アルピコ交通（株） 上高地～東京線 通常運行
アルピコ交通（株） 上高地～渋谷線 通常運行
アルピコ交通（株） 上高地～大宮線 通常運行

小田急シティバス（株） 新宿〜西条、広島 通常運行
関東バス（株） 東京〜大阪 通常運行
東急トランセ（株） 渋谷〜藤枝 通常運行
東京バス（株） 東京〜大阪 通常運行
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・路線バス関係（台風１２号関係）

0 事業者で 0 路線運休 0 事業者で 0 路線一部運休

・自動車道 １路線　全線通行止め

○海事関係
■運航状況（1日09:00時点）

・5事業者5航路で運休又は一部運休（126事業者151航路で運航再開）

西尾市 一色～佐久島 運航再開
（株）エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運航再開

伊勢湾フェリー（株） 鳥羽～伊良湖 運航再開 ターミナル等に軽微な被害あり

志摩マリンレジャー(株) 和具～賢島 運航再開

フェリーさんふらわあ 大阪～別府航路 運航再開

太平洋ﾌｪﾘｰ(株) 名古屋～苫小牧 運航再開

津エアポートライン(株) 津新港～空港島 運航再開

鳥羽市 鳥羽～神島 運航再開

名鉄海上観光船（株） 伊良湖～河和 運航再開

名鉄海上観光船（株） 師崎～篠島･日間賀島 運航再開

運航再開

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運航再開

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島 運航再開

神新汽船㈱ 神津島～下田 運航再開

太平洋ﾌｪﾘｰ(株) 名古屋～仙台 運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況
川崎近海汽船（株） 宮古～室蘭 運航再開

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運航再開

佐渡汽船㈱ 新潟～両津 運航再開

とさでん交通㈱ 高知～広島 通常運行

小豆島オリーブバス㈱ 神懸線 通常運行

静岡県 熱海ビーチライン 全線通行止め

琴参バス㈱ 本島コミュニティバス 通常運行
琴参バス㈱ 王越線 通常運行

都道府県 路線名 被害状況

(株)井笠バスカンパニー 寄島～新倉敷 通常運行
(株)井笠バスカンパニー 神島線 通常運行
(株)井笠バスカンパニー ベイファーム線 通常運行
北振バス(株) フジグラン～山野田原線 通常運行
宇野自動車(株) 全線 通常運行
中鉄北部バス㈱ （高速）勝山 通常運行

南海バス（株） 関西空港第1・第2ターミナル～ポートターミナル 通常運行
神姫バス（株） SKY BUS KOBE（神戸市内定期観光バス） 通常運行
神戸市交通局 三ノ宮BT～森林植物園 通常運行
芸陽バス（株） 西条～安芸津線 通常運行
おのみちバス（株） 因島線 通常運行
おのみちバス（株） 瀬戸田線 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）
北鉄金沢バス（株） 白山登山バス 通常運行
三重交通(株) 曽爾香落渓線 通常運行
三重交通(株) 飯南波瀬線 通常運行
湖国バス（株） 伊吹山登山バス（米原駅西口～伊吹山スカイテラス駐車場） 通常運行
京阪バス（株） ○「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」LGコース 通常運行

いわくにバス㈱ 広島～東京 通常運行
ジェイアール四国バス㈱ 高松～広島 通常運行
瀬戸内運輸㈱ 今治～広島 通常運行
とさでん交通㈱ 高知～神戸 通常運行

神姫バス（株） 姫路～関西空港 通常運行
神姫バス（株） 姫路～大阪空港 通常運行
防長交通㈱ 萩～東京 通常運行
防長交通㈱ 萩～大阪・京都 通常運行
防長交通㈱ 下松～博多 通常運行

神姫バス（株） 神戸～徳島線 通常運行
神姫バス（株） 神戸～松山線 通常運行
神姫バス（株） 姫路～鳥取線 通常運行
神姫バス（株）

姫路～神戸プレミアムアウトレット
線

通常運行

フェリーさんふらわあ 神戸～別府航路 運航再開

佐渡汽船㈱ 寺泊～赤泊 運航再開

商船三井フェリー㈱ 大洗～苫小牧
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四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～大阪 運航再開

芸予汽船 今治～土生 運航再開

四国急行フェリー 高松～宇野 運航再開

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運航再開

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運航再開

安芸津フェリー(株) 安芸津〜大崎上島 運航再開

山陽商船(株) 竹原〜白水 運航再開

牛島海運(有) 牛島～室積 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

瀬戸内観光汽船(株) 日生～大部 運航再開

備後商船(株) 常石～尾道 運航再開

両備フェリー(株) 岡山～土庄 運航再開

岩国柱島海運(株) 岩国～柱島 運航再開

走島汽船(有) 走島～鞆 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

高福ﾗｲﾅｰ 家島～姫路 運航再開

瀬戸内海汽船㈱ 宇品～松山 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

ジャンボフェリー㈱ 神戸～高松 運航再開

淡路ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ 明石～岩屋 運航再開

三洋汽船 多度津～佐柳 運航再開

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運航再開

観音寺市 伊吹島～観音寺 運航再開

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運航再開

本島汽船 本島～丸亀 運航再開

備讃フェリー 丸亀～広島 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～別府 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運航再開

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運航再開

豊島フェリー 家浦～高松 運航再開

雌雄島海運 男木～高松 運航再開

上島町 長崎～深浦 運航再開

上島町 魚島～弓削～土生 運航再開

内海フェリー 高松～草壁 運航再開

国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運航再開

四国汽船 高松～宮浦～宇野 運航再開

四国汽船 本村～宇野 運航再開

石崎汽船 松山～広島（宇品） 運航再開

中島汽船 三津浜～中島 運航再開

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運航再開

小豆島フェリー 姫路～福田 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

尾道市営フェリー 細島～因島 運航再開

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運航再開

さくら海運(株) 呉ポートピアパーク〜切串 運航再開

萩海運(有) 見島～萩 運航再開

大三島フェリー(株) 忠海〜大三島 運航再開

斎島汽船(株) 斎島〜久比 運航再開

斎島汽船(株) 三角〜久比 運航再開

大崎上島町 白水～契島 運航再開

JR西日本宮島フェリー(株) 宮島口〜宮島 運航再開

宮島松大汽船(株) 宮島〜宮島口 運航再開

(有)阿多田島汽船 阿多田〜小方 運航再開

OM神戸 神戸空港～関西空港 運航再開

高速いえしま 家島～姫路 運航再開

フェリーさんふらわあ 神戸～大分航路 運航再開
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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

嵯峨島旅客船 嵯峨島～貝津 運航再開

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 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

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

崎戸商船 佐世保～友住 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

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

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

新居浜市 大島～黒島（新居浜） 運航再開

大三島ブルーライン 今治～大崎上島（木江）･大三島（宗方） 運航再開

盛運汽船 戸島･日振～宇和島 運航再開

宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運航再開

須崎市 坂内～埋立 運航再開

平戸市 大島～平戸 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

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

郵正丸 馬渡島～呼子 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

島原鉄道 口ノ津～鬼池 運航再開

熊本フェリー 熊本～島原 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

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

宗像市 大島～神湊～地島 運航再開

宗像市 地島～神湊 運航再開

福岡市 能古～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

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

九州郵船 博多～比田勝 運航再開

福岡市 小呂島～姪浜 運航再開

新喜峰 安居島～北条 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

津島渡船 津島～今治 運航再開

田中輸送 大島～八幡浜 運航再開

野母商船 福江～青方～博多 運航再開

鳴門市 黒崎～高島 運航再開

鳴門市 岡崎～土佐泊 運航再開

くるしま 馬島～波止浜 運航再開

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運航再開

岩城汽船 岩城～土生 運航再開

宿毛市 沖の島～片島 運航再開

高知県 長浜～種崎 運航再開

今治市 岡村～今治 運航再開

今治市 津島～津 運航再開

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運航再開

ごごしま
興居島（由良･泊）～松山（高

浜） 運航再開
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）
■施設等の点検状況

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運休

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運休

下関市 竹崎～六連島 運航再開

下関市 蓋井島～吉見 運航再開

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運航再開

山口県 徳山下松港 国際拠点 点検済 点検済
山口県 岩国港 重要 点検済 点検済

広島県 呉港 重要 点検済 点検済
広島県 広島県全域 地方 点検済 点検済
広島県 音戸瀬戸航路 航路 点検済 -
山口県 下関港 国際拠点 点検済 点検済

岡山県 岡山県全域 地方 点検済 点検済
広島県 広島港 国際拠点 点検済 点検済
広島県 福山港 重要 点検済 点検済
広島県 尾道糸崎港 重要 点検済 点検済

和歌山県 和歌山県全域 地方 点検済 点検済
岡山県 水島港 国際拠点 点検済 点検済
岡山県 岡山港 重要 点検済 点検済
岡山県 宇野港 重要 点検済 点検済

兵庫県 柴山港 地方 点検済 点検済
兵庫県 兵庫県全域 地方 点検済 点検済

和歌山県 和歌山下津港 国際拠点 点検済 点検済
和歌山県 日高港 重要 点検済 点検済

兵庫県 神戸港 重要 点検済 点検済
兵庫県 姫路港 重要 点検済 点検済
兵庫県 尼崎西宮芦屋港 重要 点検済 点検済
兵庫県 東播磨港 重要 点検済 点検済

大阪府 大阪港 国際戦略 点検済 点検済
大阪府 堺泉北港 国際拠点 点検済 点検済
大阪府 阪南港 重要 点検済 点検済
大阪府 大阪府全域 地方 点検済 点検済

三重県 三重県全域 重要 点検済 点検済
滋賀県 滋賀県全域 地方 点検済 -
京都府 舞鶴港 重要 点検済 点検済
京都府 京都府全域 地方 点検済 点検済

愛知県 愛知県全域 重要 点検済 点検済
三重県 四日市港 国際拠点 点検済 点検済
三重県 津松阪港 重要 点検済 点検済
三重県 尾鷲港 重要 点検済 点検済

静岡県 静岡県全域 地方 点検済 点検済
愛知県 名古屋港 国際拠点 点検済 点検済
愛知県 三河港 重要 点検済 点検済
愛知県 衣浦港 重要 点検済 点検済

静岡県 清水港 国際拠点 点検済 点検済
静岡県 御前崎港 重要 点検済 点検済
静岡県 田子の浦港 重要 点検済 点検済
静岡県 下田港 地方 点検済 点検済

神奈川県 川崎港 国際戦略 点検済 点検済
神奈川県 横浜港 国際戦略 点検済 点検済
神奈川県 横須賀港 重要 点検済 点検済
神奈川県 神奈川県全域 地方 点検済 点検済

千葉県 木更津港 重要 点検済 点検済
千葉県 千葉県全域 地方 点検済 点検済
東京都 東京港 国際戦略 点検済 -
東京都 東京都全域（離島） 地方 点検済 点検済

都道府県名 港湾名 港格 港湾施設 海岸保全施設
茨城県 茨城港 重要 点検済 点検済

一部運休

茨城県 鹿島港 重要 点検済 点検済
茨城県 茨城県全域 地方 点検済 点検済
千葉県 千葉港 国際拠点 点検済 点検済

奄美海運 鹿児島～喜界～知名

マリックスライン 鹿児島～奄美～沖縄 一部運休

岩崎産業 鹿児島～種子島～屋久島 運休

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
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鹿児島県 西之表港 重要 点検済 点検済
鹿児島県 志布志港 重要 点検済 点検済
鹿児島県 川内港 重要 点検済 点検済
鹿児島県 鹿児島県全域 地方 点検済 点検済

宮崎県 宮崎港 重要 点検済 点検済
宮崎県 宮崎県全域 地方 点検済 点検済

鹿児島県 鹿児島港 重要 点検済 点検済
鹿児島県 名瀬港 重要 点検済 点検済

大分県 中津港 重要 点検済 点検済
大分県 大分県全域 地方 点検済 点検済
宮崎県 細島港 重要 点検済 点検済
宮崎県 油津港 重要 点検済 点検済

大分県 大分港 重要 点検済 点検済
大分県 津久見港 重要 点検済 点検済
大分県 別府港 重要 点検済 点検済
大分県 佐伯港 重要 点検済 点検済

熊本県 三角港 重要 点検済 点検済
熊本県 八代港 重要 点検済 点検済
熊本県 熊本港 重要 点検済 点検済
熊本県 熊本県全域 地方 点検済 点検済

長崎県 長崎県全域 地方 点検済 点検済
長崎県 平戸瀬戸航路 航路 点検済 -
長崎県 万関瀬戸航路 航路 点検済 -
長崎県 蟐蛾瀬戸航路 航路 点検済 -

長崎県 厳原港 重要 点検済 点検済
長崎県 郷ノ浦港 重要 点検済 点検済
長崎県 福江港 重要 点検済 点検済
長崎県 佐世保港 重要 点検済 点検済

佐賀県 唐津港 重要 点検済 点検済
佐賀県 伊万里港 重要 点検済 点検済
佐賀県 佐賀県全域 地方 点検済 点検済
長崎県 長崎港 重要 点検済 点検済

福岡県 博多港 国際拠点 点検済 点検済
福岡県 苅田港 重要 点検済 点検済
福岡県 三池港 重要 点検済 点検済
福岡県 福岡県全域 地方 点検済 点検済

高知県 室津港 地方 点検済 点検済
高知県 上川口港 地方 点検済 点検済
高知県 高知県全域 地方 点検済 点検済
福岡県 北九州港 国際拠点 点検済 点検済

愛媛県 来島海峡航路 航路 点検済 -
高知県 高知港 重要 点検済 点検済
高知県 須崎港 重要 点検済 点検済
高知県 宿毛湾港 重要 点検済 点検済

愛媛県 八幡浜港 地方 点検済 点検済
愛媛県 愛媛県全域 地方 点検済 点検済
愛媛県 四国西南航路 航路 点検済 -
愛媛県 鼻栗瀬戸航路 航路 点検済 -

愛媛県 三島川之江港 重要 点検済 点検済
愛媛県 東予港 重要 点検済 点検済
愛媛県 新居浜港 重要 点検済 点検済
愛媛県 宇和島港 重要 点検済 点検済

香川県 香川県全域 地方 点検済 点検済
香川県 備讃瀬戸航路 航路 点検済 -
愛媛県 松山港 重要 点検済 点検済
愛媛県 今治港 重要 点検済 点検済

徳島県 橘港 重要 点検済 点検済
徳島県 徳島県全域 地方 点検済 点検済
香川県 高松港 重要 点検済 点検済
香川県 坂出港 重要 点検済 点検済

山口県 小野田港 重要 点検済 点検済
山口県 油谷港 避難 点検済 点検済
山口県 山口県全域 地方 点検済 点検済
徳島県 徳島小松島港 重要 点検済 点検済

山口県 三田尻中関港 重要 点検済 点検済
山口県 宇部港 重要 点検済 点検済
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■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

○航空関係
■空港基本施設等に異常無し。
■空港ターミナルビル内の滞留者について
（7/29）
◯羽田空港
  ・滞留者数   約170名程度
  ・毛布を貸与し対応
◯成田空港
  ・滞留者数　約1,700人程度
  ・物資などを配布し対応
◯中部空港
  ・滞留者数    約70人程度
  ・毛布を貸与し対応
◯新千歳空港
  ・滞留者数    約500人程度
  ・毛布を貸与し対応
◯旭川空港
  ・滞留者数    4名
  ・毛布、軽食の提供
■その他

7月29日の欠航　１６２便（ANA４４便、JAL７３便、その他４５便）
7月30日の欠航便はなし
7月31日の欠航　１０便（ANA１０便）
8月1日の欠航　２便（ANA２便）

三重県 三重県 国際拠点 四日市港 千歳２号物揚場の石積みが一部崩壊

神奈川県 神奈川県 地方 真鶴港海岸
海岸護岸のフェンスが約300m倒壊（7/29撤去済）、
琴ヶ浜で摸擬柵が約100m倒壊、遊歩道の捨石が散
乱

静岡県 静岡県 地方 熱海港

外港護岸の水叩き部舗装破損、耐震強化岸壁の車
止め破損、魚釣り公園施設のスロープ破損・転落防
止柵破損
※ いずれも立入防止等の措置済み

静岡県 静岡県 地方 伊東港 防波堤の消波ブロック沈下

愛知県 愛知県 重要 三河港
コンテナ飛散（7/29-30で復旧済）、ゲート門扉損傷
（応急処置にて対応中）

東京都 東京都 地方 神津島港
旅客待合所にある東屋の屋根が一部破損の情報あ
り（詳細確認中）

東京都 東京都 地方 三池港
グレーチング飛散、転落防止柵パネル脱落等の情
報あり（詳細確認中）

東京都 東京都 地方 御蔵島港 護岸の綱枠周り土砂流出の情報あり（詳細確認中）

神奈川県 神奈川県 地方 真鶴港
神奈川県真鶴港管理事務所及び倉庫、トイレが半壊
津波避難タワー入口及びマリーナ港区フェンス約
20m倒壊（有事の際の導線は確保されている）

東京都 東京都 地方 波浮港
高潮による浸水、物揚場の被害、港内に漂流物が流
入の情報あり（詳細確認中）

東京都 東京都 地方 波浮港海岸 転落防止柵流出の情報あり（詳細確認中）

東京都 東京都 地方 利島港
擁壁一部倒壊、港内に漂流物が流入の情報あり（詳
細確認中）

東京都 東京都 地方 式根島港 桟橋破損の情報あり（詳細確認中）

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

東京都 東京都 国際戦略 東京港 ゲート門扉転倒（人的被害無し）
東京都 東京都 地方 岡田港 岸壁上部が一部陥没

東京都 東京都 地方 岡田港海岸
転落防止手摺一部損傷、海浜に漂流物が漂着の情
報あり（詳細確認中）
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○公園

都市公園等

1公園で被害報告あり （8月1日9:00現在）

〇 物流関係

・静岡県、愛知県の営業倉庫3社において、屋根破損等の軽微な被害。

○観光関係
・静岡県熱海市の旅館１軒においてガラス破損。宿泊客４名・従業員１名が軽傷。

○公営住宅、官庁施設
・現時点で被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２
直　通：０３－５２５３－８４６１

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

奈良県 宇陀市 宇陀市

平成榛原子供
のもり公園（へ
いせいはいば
らこどものもり
こうえん）

・一般駐車場の倒木
・野球場レフト側の転落防止柵破損
・森の大橋下カヌーデッキ土砂流入

・倒木は、撤去処
分済み
・転落防止柵は、
経過観察
・土砂撤去予定
（利用者には影響
無し）
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