平成 29 年 7 月 24 日（月）17：00 現在
平成２９年７月１８日豪雨被害状況
１．概況

7 月 18 日（火）一日の降水量

２：５０ 大雨警報発表

只

２：５８ 土砂災害警戒情報発表

見 251 ㎜ ※87 ㎜（4 時～5 時）

要害山 275 ㎜ ※84 ㎜（4 時～5 時）

３：４０ 洪水警報発表

黒谷川 182 ㎜ ※42 ㎜（5 時～6 時）

４：４０ 災害対策本部及び水防本部設置
４：５０ 町内全域避難指示

※1 時間当たり最大雨量
連続雨量 245 ㎜（3 時～11 時）

１３：２０ 避難指示から避難勧告へ切り替え
１３：２３ 土砂災害警戒情報解除及び洪水警報が注意報へ切り替え
大雨警報継続
２０：４６ 大雨警報解除及び避難勧告解除
２１：００ 水防本部解散
２１：２０ 担当課職員を残し警戒体制解除
３．建物被害
（１）床下浸水 70 棟
（住家 45 棟）叶津 4 件、只見 13 件、舘ノ川 1 件、小川 2 件、黒谷入 3 件、長浜１件、
熊倉 1 件、小林 5 件、坂田 4 件、塩之岐 3 件、梁取 5 件、布沢 3 件
（空家 5 棟）八木沢 1 件、叶津 1 件、舘ノ川 1 件、黒沢 1 件、黒谷入 1 件
（非住家 20 棟）叶津 3 件、只見 10 件、舘ノ川 1 件、黒沢 1 件、石伏 1 件、坂田 2 件、
梁取 2 件
（２）土砂崩れによる一部壊 3 棟（住家 1 棟、非住家 2 棟）布沢
４．交通状況
（１）国道２８９号 小林上川原地内 通行止め（19 日 10：00 解除）
々

長浜杉沢地内

通行止め（19 日 10：00 解除）

々

叶津中の平地内 片側通行

（２）国道２５２号 宮渕～県境間 通行止め（19 日 16：00 解除）
々

沼田～叶津間 通行止め（19 日 11：00 から終日片側通行）

々

蒲生地内久保橋 通行止め（20 日 17：30 から終日片側通行）

（３）県道小林舘ノ川線 亀岡～小林間

通行止め（20 日 17：00 解除）

々

荒島～一ノ坪間 通行止め（20 日 17：00 解除）

々

荒井原～関野間 通行止め（20 日 12：00 解除）

々

肘折～黒沢間

通行止め（20 日 9：30 解除）

（４）県道会津宮下停車場線 夕沢～渡戸 通行止め（21 日 17：00 解除）
（５）県道布沢横田線 松坂峠 通行止め（21 日 18：00 解除）
（６）町道
・路体・路側決壊 5 か所 L＝
・土砂流出

495ｍ 被害額 13,400 千円

16 か所 L＝1,665ｍ 被害額 9,000 千円 総額 22,400 千円

（７）林道（調査中）
・路体・路側決壊 30 か所 L＝

747ｍ 被害額 318,000 千円

・法面等崩落

200ｍ 被害額 99,000 千円

5 か所 L＝

・小災害

35 か所 L＝2,114ｍ 被害額 10,660 千円 総額 427,660 千円

（８）鉄道 只見～小出間：18 日終日運休、19 日終日運休、20 日午後運転再開
只見～川口間代行バス：18 日終日運休、19 日一部運休、20 日午後運休
21 日から通常運行
（９）雪んこタクシー 18 日運休、19 日から通常運行（20 日午後運休）
５．農地・農業用施設（調査中）
・水田 82 か所

31,000 ㎡ 被害額 41,000 千円

・畑地 11 か所

2,000 ㎡ 被害額 2,000 千円

・水路

2 か所

被害額 5,000 千円 総額 48,000 千円

６．農作物被害（調査中）
・トマト

15,600 ㎡ 被害額 5,091 千円

・アスパラガス

1,500 ㎡ 被害額 502 千円

・リンドウ

9,800 ㎡ 被害額 617 千円

・水稲

42,900 ㎡ 被害額 3,979 千円

・大豆

2,200 ㎡ 被害額

35 千円

・エゴマ

7,100 ㎡ 被害額 596 千円

総額 10,820 千円

７．河川被害
・土砂流出

12 か所

L＝1,300ｍ 被害総額 20,700 千円

８．避難者の状況
全避難所閉鎖（21：00） 避難者総数 106 名
９．ライフラインの状況
水道：黒谷簡易水道

1 戸 長浜字柄沢地内水道管流出により断水（19 日復旧）

布沢集落水道 10 戸 水が出なくなったので、タンクを配置（19 日復旧）
電話：布沢地区 携帯電話不通（ドコモ、au が移動基地局を設置）
固定電話一部不通（19 日復旧）
電気：布沢地区 停電 125 戸（18 日復旧）

