
平成３０年７月２０日（金）７時時点

平成 30 年 7月 5日－7日梅雨前線豪雨市被害・対応状況について【第 26報】

１．気象状況

平成３０年７月５日－７日の豪雨

累計雨量 ３５５ｍｍ（７月５日７時５０分～７月８日 １時５０分、北木観測点）

３６３ｍｍ（７月５日８時２０分～７月７日１６時５０分、笠岡観測点）

３２５ｍｍ（７月５日８時３０分～７月７日１６時５０分、尾坂観測点）

時間雨量：３２ｍｍ（７月５日１９時００分～２０時００分、笠岡観測点）

２．人家被害状況

死 者 ： ３名

負傷者 ： 調査中

家屋倒壊： 調査中

浸水被害： 北川地区（小田川，尾坂川），吉浜地区（吉田川，有田川）

生江浜地区，白石島

※小田川の増水・越水，尾坂川の堤防決壊 等による浸水被害

※浸水件数（床上・床下）については調査中

３．施設の被害・対応状況

応急対策工事 ５６８件

道路関係 ４０７件

河川，水路関係 １２４件

農地関係 １４件

農業施設関係 ２３件

応急復旧事業費見込額 ２６４，０００千円

その他 ０件 （ ）

４．主な施設の状況

①道路施設

道路崩壊・法面崩壊 調査中５６８件

交通規制 別紙のとおり

浸水通報

吉田川（吉浜 県対応）

５．その他

６日 ２１：００ 避難勧告発令（走出，甲弩地区 ３４２世帯）

６日 ２１：３５ 大雨特別警報発令

６日 ２３：２０ 避難指示発令（笠岡市全域）

７日 ０：３０ 小田川氾濫発生

９日 ９：００ 避難指示（緊急）解除

１１日 ８：１５ 避難勧告解除



別紙

H30.7.19　15:30現在

№ 種別 道路名 通行止め区間 月日 曜日
通行止め
開始時間

月日 曜日
通行止め
解除時間

被害状況 交通規制 備考

５ 一県 北木島線 大浦 7月6日 金 11:30 災害発生の怖れ 全面通行禁止 規制中

７ 一県 神島外港線 神島～神島外浦　海岸線 7月6日 金 13:50 ～ 事前通行規制 片側通行禁止 規制中

８ 主地 倉敷笠岡線 今立　ももの里付近（金山下池付近） 7月6日 金 15:00 ～ 路肩崩壊 全面通行禁止 規制中

１１ 主地 倉敷笠岡線 笠岡　市役所～三愛園 7月6日 金 19:00 ～ 災害発生の怖れ 片側通行禁止 規制中

１３ 市道 北木島大浦豊浦越線 大浦豊浦間 7月6日 金 13:30 ～ 土砂崩れ 全面通行禁止 規制中

１６ 市道 笠岡駅今井線 地福寺～真角間 7月6日 金 19:00 ～ 倒壊家屋 全面通行禁止 規制中

29 一県 神島外港線 横島　笠岡第一病院北側～神島大橋間 7月7日 土 7:40 ～ 災害発生の怖れ 片側通行禁止 規制中

３５ 一県 北木島線 大浦　～丸岩間 7月7日 土 12:30 ～ 崩土 片側通行禁止 規制中

３７ 市道 神島２０６号線 神島１２９６～１２間 7月7日 土 17:00 ～ 土砂崩れ 全面通行禁止 規制中

3-2 市道 笠岡中央線 旧ファミリーマート～追分交差点間 7月7日 土 11:00 ～ 土砂崩れ 大型車両通行禁止 規制中

3-3 市道 笠岡中央線 相生トンネル手前～追分交差点間 7月7日 土 11:00 ～ 土砂崩れ 全面通行禁止 規制中

38 市道 大河１０号線 大河５０７～大河６６５間 7月7日 土 19:35 ～ 陥没 全面通行禁止 規制中

40 市道 走出２５６号線 新地～鰻池間 7月8日 日 12:00 ～ 倒木 全面通行禁止 規制中

42 橋 尾坂川８号橋 甲弩１２７６５－５　北側 7月9日 月 12:00 橋が崩壊しそう 全面通行禁止 規制中

43 林道 寺間水落線 神島外浦79～県道青島新開神島外港線間 7月10日 火 13:00 崩土 全面通行禁止 規制中

44 市道 神島２３１号線 神島3001～テレビ中継所間 7月10日 火 13:00 崩土 全面通行禁止 規制中

45 市道 青池小島屋線 青池～馬飼649-1 7月10日 水 16:00 崩土 全面通行禁止 規制中

47 市道 走出１１９号線 花屋公会堂～走出１３０３ 7月11日 水 17:00 崩土 全面通行禁止 規制中

48 市道 山口１８５号線 妹岡上橋～新山橋 7月14日 土 13:00 路肩崩壊 全面通行禁止 規制中

49 林道 虚空蔵清水線 今立1626-1～山頂 7月11日 水 8:00 路肩崩壊 全面通行禁止 規制中

50 市道 西大島232号線 藤曲池付近 7月12日 木 11:30 路肩崩壊 全面通行禁止 規制中

道路通行規制状況
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