
記 者 発 表 ・ 資 料 提 供
月日(曜日) 担当課名 ＴＥＬ 職・担当者

平成30年7月7日(土) 災害対策警戒本部 088-621-2901 課長 坂東 淳

台風７号から継続する大雨に関する状況等について
(平成30年7月7日13時)

１ 気象警報等
・大雨警報（土砂） 徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、

勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、
海陽町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町

・洪水警報 鳴門市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、
那賀町

２ 県の体制
・7月3日 6時24分【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月4日 7時30分【設置】徳島県水防本部
・7月4日 7時30分【設置】徳島県災害対策警戒本部
・7月4日16時30分【解散】徳島県水防本部
・7月4日16時30分【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月6日 6時 【設置】徳島県水防本部
・7月6日 6時 【設置】徳島県災害対策警戒本部

３ 市町村の体制
・災害対策本部を設置した市町村 三好市、海陽町

４ 人的被害
・現在のところなし

５ 住家被害
・床上浸水 那賀町2棟（解消）
・床下浸水 阿南市4棟（解消） 三好市1棟（解消）
・一部損壊 徳島市1棟 三好市1棟

６ 非住家被害
・地下倉庫の浸水 那賀町1棟
・倉庫の床下浸水 美馬市1棟
・納屋の床下浸水 阿南市1棟
・廃屋倒壊 市道の通行支障有り 小松島市1棟

７ 避難状況
・避難準備・高齢者避難等開始

徳島市（山裾周辺の地域） 19,332世帯 42,749人
阿波市（市場町・土成町の山間部・山裾周辺の地域） 711世帯 1,790人
美馬市（古宮・宮内） 320世帯 698人
那賀町 2,309世帯 5,392人
つるぎ町（一宇） 464世帯 762人
東みよし町（三加茂地区平坦部・三好地区平坦部） 4,875世帯 11,208人

・避難勧告 阿南市（山沿い・福井） 12,175世帯 29,009人
三好市（全域） 12,749世帯 26,409人
那賀町（上那賀・木頭・木沢） 1,605世帯 3,111人
海陽町（宍喰・川上） 243世帯 460人
東みよし町（三好地区山間部・三加茂地区山間部・吉野川沿い地区）

1,412世帯 2,852人
美波町（赤松・山河内地区） 328世帯 753人

・避難指示 三好市（三野・井川・池田町の吉野川浸水想定区域内の世帯、池田町白地井ノ久保天
神丁・北名、山城中野有宮・大和川長谷地区の一部) 1,886世帯 4,667人



・避難世帯 徳島市 1世帯 1人
鳴門市 0世帯 0人
小松島市 0世帯 0人
阿南市 1世帯 1人
吉野川市 0世帯 0人
阿波市 1世帯 1人
美馬市 2世帯 2人
三好市 135世帯 218人
那賀町 18世帯 24人
つるぎ町 7世帯 7人
東みよし町 6世帯 8人

８ 道路規制情報
○県管理道路（27路線39箇所）
・異常気象：13路線20箇所
・潜水橋冠水：5路線7箇所
・道路冠水：3路線4箇所
・山腹崩壊：7路線7箇所
・そ の 他：1路線1箇所

○高速道路
・徳島自動車道：川之江東ＪＣＴ～美馬ＩＣ（上下線）通行止め
・神戸淡路鳴門道：津名一宮ＩＣ～神戸西ＩＣ（上下線）通行止め
・高知道：川之江ＪＣＴ～土佐ＩＣ（上下線）通行止め

○国管理道路
・下記区間は通行止め
一般国道32号 徳島県三好市山城町西宇字島の上～高知県長岡郡大豊町大字高須 間
延長 ２６．３km【大雨】（迂回路なし）
一般国道32号 徳島県三好市池田町白地～徳島県三好市山城町西宇字島の上 間
延長 １４．５km【大雨】（迂回路なし）
一般国道32号 香川県三豊市財田町上字奥の内～徳島県三好市池田町箸蔵 間
延長 11.0km【大雨】（迂回路なし）

９ 公共交通機関
・別紙「公共交通機関運行状況」のとおり

１０ 臨時休校
・臨時休校の措置をとったもの：0校、自宅待機：0校

１１ 土砂災害
・道路啓開完了 (三好市、那賀町)
・倒木・崖崩れ ６箇所（徳島市佐古山町）撤去完了

（徳島市飯谷町居内）撤去完了
（阿南市福井町中連）詳細調査中
（阿南市福井町出見）詳細調査中
（阿南市新野町行友）詳細調査中
（三好市池田町白地 野呂内）撤去完了

・山腹崩壊 ５箇所（東みよし町足代字聖神）解消 （東みよし町東山字貞安）詳細調査中
（東みよし町東山244）詳細調査中
（三好市池田町白地井ノ久保11）詳細調査中
（三好市三野町太刀野山松尾橋の上1.2㎞）詳細調査中

１２ 農林水産関係被害
・三好市 林道阿佐名頃線 路肩一部崩落 全面通行止(迂回路あり）詳細調査中
・三好市 白川谷川右岸山腹崩壊のため県道粟山殿野線 全面通行止(迂回路なし）詳細調査中

１３ 公共土木施設被害
・道路 徳島上那賀線（旧道）路肩一部崩壊 車両通行可（現在調査中）
・道路 一般国道193号那賀町上海川で山腹崩壊 全面通行止 現在、撤去作業中
・道路 腕山花ノ内線 三好市井川町下野住～井内東で山腹崩壊 全面通行止
・道路 久尾宍喰浦線 海陽町小谷で山腹崩壊 全面通行止（迂回路有り）撤去作業中
・道路 東みよし町 町道増川線で山腹崩壊 全面通行止（迂回路有り）詳細調査中
・道路 中野木屋平線 つるぎ町一宇字川又で山腹崩壊 全面通行止 (迂回路有り)詳細調査中
・道路 込野観音寺線 三好市池田町西山～白地野呂内で山腹崩壊 全面通行止 (迂回路有り)詳



細調査中
・道路 一般国道439号 三好市東祖谷見ノ越～徳島県高知県境（京柱峠）森谷橋落橋 全面通行止
・河川 富ノ谷川護岸 変状有

１４ 河川の情報
・水防団待機水位に達している河川4河川（飯尾川、桑野川、日和佐川、那賀川【直轄管理】）
・避難判断水位に達している河川2河川（江川、ほたる川）
・氾濫危険水位に達している河川1河川（吉野川【直轄管理】）

１５ ダムの放流量
正木ダム 82.1(m3/s) max 477.8(m3/s)
宮川内ダム 9.3(m3/s) max 47.3(m3/s)
福井ダム 14.8(m3/s) max 59.7(m3/s)
長安口ダム 854.3(m3/s) max 2,781.0(m3/s)
池田ダム 7,686.9(m3/s) max 7,760.1(m3/s)

１６ ライフライン等
・停電情報
530戸（三好市）

１７ 雨量(アメダス)
降り始め(28日20時)から7月7日13時まで
・那賀町木頭出原 1337.0ミリ
・三好市京上 1015.0ミリ
・上勝町福原旭 817.0ミリ
・三好市池田 617.0ミリ
・つるぎ町半田 409.0ミリ
・海陽 385.0ミリ
・美馬市穴吹 305.0ミリ
・美波町日和佐 298.0ミリ
・徳島市 293.0ミリ
・阿南市蒲生田 117.0ミリ


