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平成 30 年台風第 21 号による被害に関する情報について（第５報） 

 

                                                      ９月６日 14 時 00 分現在                                                       

１ 予報および警報等 

（１）気象警報発表状況（９月３日 20 時 33 分発表から５日 11 時 01 分発表までの履歴） 

 

    土砂災害警戒情報    大津市北部、長浜市、米原市 

    大雨警報        全域 

    洪水警報        大津市南部、大津市北部、高島市、長浜市、米原市、 

彦根市 

    暴風警報        全域 

    大雨、雷、強風注意報  全域 

洪水注意報       大津市南部、草津市、守山市、栗東市、野洲市、 

近江八幡市、東近江市、甲賀市、湖南市、大津市北部、 

高島市、長浜市、米原市、彦根市、愛荘町、豊郷町、 

多賀町 

（参考） 

  【土砂災害警戒情報】  

大津市北部（４日 15:35 発表） → ４日 18:00 解除 

長浜市  （４日 16:30 発表） → ４日 19:35 解除 

米原市  （４日 16:45 発表） → ４日 19:35 解除 

 

  【主な日最大瞬間風速】 

   ４日 彦 根  46.2m/s （観測史上最大） 

今 津 35.9m/s （観測史上最大） 

 長 浜 33.6m/s  （観測史上最大） 

土 山 33.2m/s （観測史上最大） 

信 楽 33.0m/s （観測史上最大） 

 

 

 

mailto:as00@pref.shiga.lg.jp


（２）雨量情報  

降り始めからのアメダスの総雨量（３日 22 時から５日 14 時まで）単位：ｍｍ 

土山（甲賀市） ８５．０ 朝日（米原市） ８１．５ 

余呉町柳ケ瀬（長浜市） ７０．５ 彦根（彦根市） ６８．５ 

信楽（甲賀市） ６８．０ 今津（高島市） ６６．５ 

近江八幡（近江八幡市） ５９．５ 唐国（長浜市） ５９．０ 

南小松（大津市） ５２．５ 萱野浦（大津市） ５１．０ 

桜川東（東近江市） ４７．０ 朽木平良（高島市） ３２．５ 
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（１）人的被害の概要 

場所 概要 

大津市 21 歳 男性（軽傷）：瓦の落下により頭部負傷 

大津市 71 歳 男性（軽傷）：転倒し、顔面負傷、両手首および右肘を打撲 

大津市 51 歳 男性（軽傷）：倒木を切断時に、枝が手に刺さったもの。 

大津市 42 歳 男性（軽傷）：解体工事現場において、建築資材が風で飛ん

できて負傷。 

大津市 38 歳 男性（軽傷）：風により転倒し、左ひじを骨折。 

大津市 70 歳 男性（軽傷）：台風で破損した野小屋のシャッター応急処置

のため、脚立に登り作業をしていたところ、

風にあおられ転倒。右肩を負傷。 

長浜市 88 歳 男性（重傷）：屋外で倒れているのを発見される。意識不明。

後頭部負傷。 

長浜市 61 歳 男性（軽傷） 

61 歳 女性（軽傷）：トタンに当たり負傷。 

長浜市 68 歳 女性（重傷）：転倒し、後頭部負傷。 

長浜市 73 歳 男性（軽傷）：扉に指を挟み負傷。 

長浜市 84 歳 男性（軽傷）：脚立が頭部に当たって負傷。 

長浜市 75 歳 女性（軽傷）：室外機に脇腹を打撲。 

長浜市 89 歳 女性（軽傷）：屋外で転倒し、大腿骨頸部骨折の疑い。 

草津市 38 歳 男性（軽傷）：バイクを運転中、強風にあおられ転倒し、右



足甲を骨折。 

草津市 34 歳 男性（重傷）：通用口から屋内に入るところ、突風に煽られ

て閉まったドアに右手を挟み、右手中指切断。 

草津市 40 代 男性（軽傷）：台風による強風にあおられた看板が飛んでき

て男性客の背中にあたり負傷。 

草津市 59 歳 男性（軽傷）：作業中に風にあおられたガラスが割れて負傷。 

守山市 49 歳 男性（不明）：ガラス戸のガラスが割れ前頭部を負傷。 

守山市 22 歳 男性（軽傷 or 不明） 

32 歳 男性（軽傷 or 不明）：ガラス戸を押さえていたところ、突

風にあおられガラスが割れて足を負傷。 

守山市 29 歳 男性（軽傷）：風でガラスが落ちてきて頭に当たった。 

野洲市 28 歳 男性（軽傷）：車で走行中、バス停が車に倒れてきて車の屋根越

しに頭に当たった。 

野洲市 61 歳 男性（軽傷）：飛んできたガラスで首を切創。 

高島市 33 歳 女性（軽傷）：雨戸を抑えていた際、雨戸が外れ左足切創。 

高島市 48 歳 男性（軽傷）：強風で割れた窓ガラスを片付け中、右手を切

創。 

高島市 42 歳 男性（軽傷）：トタンを押さえていて、後頭部を打撲。 

高島市 51 歳 男性（不明）：転倒により右大腿部打撲。 

高島市 56 歳 男性（不明）：家の周りの作業中、棒状のものにより右前腕

切創。 

高島市 24 歳 男性（不明）：トタンが飛んできて、左前腕切創。 

高島市 62 歳 男性（不明）：左人差し指を切創。 

高島市 64 歳 女性（軽傷）：トタンが飛んできて右手を負傷。 

高島市 78 歳 女性（軽傷）：ベランダの片開き戸で手を詰めて、負傷。 

高島市 57 歳 男性（不明）：玄関ドアが倒れてきて大腿部打撲。 

高島市 66 歳 男性（軽傷）：台風の後始末中に左母指をひっかけ切創。 

高島市 59 歳 女性（不明）：倒れてきた倉庫を受けようとして、後頭部と

左肘、左手、右膝、右足関節を打撲。 

高島市 39 歳 男性（不明）：倒れてきたカーポートで後頭部を打撲。 

高島市 72 歳 女性（不明）：台風で落ち葉が散らかっていたところの溝に

左足をはめ、負傷。 

高島市 49 歳 女性（不明）：窓ガラスが割れて、左前腕部を切創。 

高島市 63 歳 男性（不明）：縁側のガラスが割れて両膝関節付近および左

下腿部を切創。 

高島市 52 歳 男性（不明）：台風での対応中に目にゴミが入り、負傷。 

高島市 65 歳 男性（軽傷）：停電により転倒し後頭部等打撲。 

東近江市 71 歳 男性（死亡）、男性２名（軽傷）： 

建物の倒壊により３人が負傷し、うち１人が意識不明。搬送先

の病院にて死亡を確認。 

東近江市 80 歳 男性（軽傷）：窓ガラスが破損し、下にいた方の頭部にあた

り負傷。 



米原市 64 歳 男性（軽傷）：トラック横転により右肘挫創、左前額部腫脹。 

米原市 70 歳 女性（軽傷）：屋外で転倒し、後頭部負傷。 

米原市 80 歳 男性（軽傷）：屋根から転落し、胸部打撲。 

東近江市 83 歳 男性（軽傷）：外で作業中、風に煽られ転倒。後頭部、鎖骨

付近の打撲 

東近江市 80 歳 男性（軽傷）：ガラスが割れ鼻部切創、左手背部数か所切創 

東近江市 38 歳 男性（軽傷）：ガラスが割れ右大腿部を負傷 

東近江市 78 歳 男性（重傷）: 飛散物を除去作業されていた方が倒れてい

た。後頭部擦過創 左肘裂創 嘔吐あり。 

東近江市 65 歳 女性（軽傷）：台風の飛散物で頭部・右手を負傷 

近江八幡市 62 歳 男性（軽傷）：風にあおられた雨戸で右頬部打撲痕、下顎前

歯打撲 

近江八幡市 59 歳 男性（軽傷）：飛散物でガラスが割れ頭頂部及び左手背部負

傷 

近江八幡市 89 歳 女性（重傷）：強風に煽られ転倒し、右大腿部負傷 

近江八幡市 62 歳 女性（軽傷）：ガラスが割れ上口唇部約 2cm 切創する 

近江八幡市 69 歳 男性（重傷）：梯子で作業中に左頬打撲、左側胸部～腸骨痛 

左手首腫脹（記憶曖昧）  

 

（２）住家被害の概要    

場所 概要 

彦根市 強風により民地の塀倒壊 

守山市 個人宅のベランダが外れた。 

栗東市 個人宅の門扉および塀が倒壊。 

甲賀市 市営城山団地 (空き家)の屋根の一部が剥がれた。 

野洲市 住宅の木塀が倒壊。 

高島市 住宅屋根倒壊。 

高島市 住宅屋根飛散。 

高島市 家の裏山の木が倒木。屋根、壁面に当たり、雨漏り。 

高島市 屋根が全部飛散。鴨川平の市道を塞いでいる。 

高島市 倒木により、住宅損壊 

 

（３）非住家被害の概要 

   場所 概要 

長浜市 下水道工事現場における作業員待機所が強風のため横転。付近の

道路に影響はなく、第３者、作業員の怪我人なし。 

近江八幡市 加茂町 蓮光寺釣鐘堂が倒壊。 

甲賀市 強風により保育園の園舎屋根が落下。 けが人なし。 14：30、甲

南地域市民センターへ園児２人、職員４人避難。 

高島市 マキノ中学校  ガラス、グランド倉庫、自転車小屋屋根等破損 

高島市 総合福祉センター 軒天 10 ㎡程度破損。屋根瓦も数枚飛散。 

高島市 高島Ｂ＆Ｇ海洋センタープール体育館棟入口天井ガラスの破損 



高島市 マキノ東小学校。ガラス等の多数の破損。 

高島市 西浜団地（公園側）の屋根が飛散 

高島市 マキノ駅前第２団地 屋根材が飛散 

高島市 アイリッシュパーク屋根瓦剥落（50 枚）、駐車場防犯灯倒壊（2 基） 

高島市 今津総合運動公園の管理棟の屋根破損。艇庫シャッター4 枚破損 

高島市 陽光の里 南棟庇が一部落下 

東近江市 建物の倒壊により３人が負傷し、うち１人が意識不明。午後４時

８分、搬送先の病院にて死亡を確認。 

東近江市 下水道工事現場における現場事務所が強風のため倒壊。付近の道

路への影響なし。 第３者・作業員の怪我人なし。 

米原市 お寺の釣鐘堂が倒壊 

米原市 境内のイチョウの木の倒木により、社務所が倒壊 

 

（４）土砂災害の概要 

   無し 

 

（５）その他    

場所 概要 

守山市 屋上に設置されていた太陽光湯沸器が強風により路上に落下。 

栗東市 ブロックフェンスが倒れて駐車中の車が破損。 

 

３ ライフライン被害等の概要 

（１）道路・鉄道 

   別紙１のとおり 

 

（２）停電（６日 13 時 00 分現在） 

県計 （関西電力 HP より） 

総停電件数 約 169,000 軒 

未復旧   約 4,000 軒 

※関電の自動システムによる停電件数の集約作業が滞っており、市町別内訳は不明。 

 

４ 県の体制および対応 

  ９月４日  ６時 00 分 災害警戒本部設置  

10 時 00 分 第１回災害警戒本部員会議開催 

17 時 00 分 第２回災害警戒本部員会議開催 

    ９月５日  16 時 00 分 第３回災害警戒本部員会議開催 

  ９月６日  16 時 00 分 第４回災害警戒本部員会議開催 

16 時 31 分 災害警戒体制移行 

 

５ 滋賀県警の体制 

  ９月４日  ６時 15 分 災害警備連絡室設置 

９月５日  ５時 30 分 警戒体制移行 



６ 避難および市町の体制に関する情報 

現在開設している避難所はなし 

市町の体制については別紙２のとおり 

 

７ 知事からのメッセージ 

  ４日８時 30 分 知事からメッセージを発出しました。 

   滋賀県ＨＰに掲載 

(http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shobo/bousai/kinkyu/files/180904chijimeltuse-ji.pdf) 

 



台風21号による土木交通部管理施設被害状況の確認　【9/6　14:00時点】
区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

9月4日 13:30 9月4日 14:30 国道422号
大津市大石東町～
大津市大石東

倒木による通行止め 通行止め解除 1

9月4日 14:30 大鹿寺倉線
米原市山室～
米原市多和田

倒木による通行止め
倒木除去の際、関電による作業あり

2 ○

9月4日 14:00 9月4日 18:30 国道307号
東近江市御園町～
東近江市瓜生津町

風によりトラック横転による片側交互通行規制
→16:00～レッカー作業のため通行止め 通行止め解除 3

9月4日 14:30 9月4日 16:00 国道307号
日野町深山口～
日野町迫

倒木による片側交互通行 通行止め解除 4

9月4日 15:00 9月5日 15:30 国道367号
高島市今津町保坂～
高島市朽木荒川

倒木による通行止め
電柱が折れている

通行止め解除 5

9月4日 15:00 9月4日 16:30 国道303号
高島市今津町藺生～
高島市今津町杉山

倒木による通行止め 通行止め解除 6

9月4日 15:00 郷野湖北線
長浜市郷野町～
長浜市小室町

倒木による通行止め
倒木除去の際、関電による作業あり

7 ○

9月4日 15:00 9月6日 13:00 小浜朽木高島線
高島市朽木麻生木地山～
三ツ石交差点

倒木による通行止め 通行止め解除 8

9

9月4日 14:30 9月4日 21:30 彦根八日市甲西線
愛荘町安孫子～
愛荘町沖

電柱倒壊による通行止め 通行止め解除 10

9月4日 15:00 9月5日 6:00 下鴨大津線 大津市山中町 倒木による通行止め 通行止め解除 11

9月4日 15:00 麻生古屋梅ノ木線
高島市朽木麻生（麻生口）～
高島市朽木小川（京都市境）

倒木による通行止め 12 ○

13

9月4日 15:30 9月5日 14:00 国道365号
余呉町中河内（福井県境）～
余呉町坂口

倒木による通行止め
倒木除去の際、関電による作業あり

通行止め解除 14

9月4日 15:30 9月4日 20:10 間田長浜線 米原市市場 倒木による通行止め 通行止め解除 15

9月4日 15:30 国道303号
木之本町金居原（岐阜県境）～
木之本町川合

倒木による通行止め
倒木除去の際、関電による作業あり

16 ○

9月4日 16:00 9月5日 18:00 山東本巣線 米原市小田
倒木による通行止め
倒木除去の際、関電による作業あり

通行止め解除 17

9月4日 15:30 9月4日 19:00 丁野虎姫長浜線
長浜市湖北町河毛～
長浜市中野町

倒木による通行止め 通行止め解除 18

9月4日 16:00 9月4日 19:00 祇園八幡中山線
長浜市祇園町～
長浜市三ツ谷元町

路面冠水による通行止め 通行止め解除 19

9月4日 16:00 9月5日 16:30 国道367号 大津市葛川貫井町
倒木による通行止め
倒木除去の際、NTTによる作業あり

通行止め解除 20

9月4日 16:00 9月4日 19:30 伊香立浜大津線 大津市坂本 倒木による通行止め 通行止め解除 21

9月4日 16:30 国道367号 大津市伊香立途中町 倒木による通行止め ※京都府対応 22 ○

9月4日 15:30 9月4日 17:50 国道422号 大津市石山南郷町
倒木による通行止め
→17:50　片側交互通行

片側交互通行中 23

9月4日 16:30 9月5日 18:00 佐目敏満寺線 多賀町藤瀬
建物の屋根の倒壊による通行止め
関電による作業あり

通行止め解除 24

9月4日 16:00 9月4日 19:00 樋口岩脇線 米原市西円寺 倒木による通行止め 通行止め解除 25

9月4日 16:00 9月4日 19:00 山東一色線 米原市野一色 倒木による通行止め 通行止め解除 26

9月4日 18:30 9月4日 21:30 彦根近江八幡線
近江八幡市長命寺町～
近江八幡市沖島町

倒木による通行止め 通行止め解除 27

道路被害による通行止め

●県管理　１１路線　１２区間（２８路線　３４区間）

小浜朽木高島線　孤立集落
木地山地区

麻生古屋梅ノ木線　孤立集落

朽木能家
のうげ

、朽木中牧、朽木小
お

入
にゅう

谷
　だに

、朽木生
おい

杉
すぎ

、朽木古屋、朽木桑原
くわばら

、朽木平
へ

良
ら

、朽木小川
こがわ

緊急車両の通行は可能（9/6 1:00～）

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

■道路

別紙１ 



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

9月4日 19:00 9月4日 20:30 大房東横関線
近江八幡市八木町～
近江八幡市中小森町

電線の垂れ下がり 通行止め解除 28

9月4日 22:30 大津南郷宇治線
大津市石山南郷町～
大津市大石曾束町

倒木による通行止め
関電による作業あり

29 ○

9月5日 6:00 9月6日 10:00 多賀醒井線
多賀町宮前～
多賀町落合

落石による通行止め 通行止め解除 30

9月4日 16:30 千町石山寺辺線 大津市石山千町
倒木による通行止め
関電による作業あり

31 ○

9月5日 9:30 中河内木之本線
余呉町下丹生～
木之本町川合

倒木による通行止め
関電による作業あり

32 ○

9月5日 17:00 杉本余呉線
木之本町杉本～
余呉町上丹生

倒木による通行止め
関電による作業あり

33 ○

9月5日 17:00 余呉湖線
余呉町川並
木之本町飯浦

倒木による通行止め 34 ○

9月6日 13:00
国道303号
（旧道区間）

木之本町金居原 倒木による通行止め 35 ○

9月3日 1:30 国道477号
甲賀市土山町大河原～
三重県県境

降雨による事前通行止め（三重県側基準）
→三重県側で倒木（中部電力作業待ち）

雨量規制から、道路
被害による規制へ移
行

36 ○

9月3日 1:30 国道477号
甲賀市土山町大河原～
三重県県境

降雨による事前通行止め（三重県側基準）
→三重県側で倒木（中部電力作業待ち）

倒木被害のため、道路
被害による規制へ移行

37

9月4日 12:00 9月5日 7:00 栗東信楽線
栗東市荒張～
栗東市荒張（大津市境）

規制雨量超過前
事務所判断により通行止め

通行止め解除 38

9月4日 14:00 9月5日 7:00 多賀永源寺線
多賀町萱原～
東近江市政所町

降雨による事前通行止め 通行止め解除 39

9月4日 14:00 9月5日 7:00 多賀永源寺線
多賀町霜ヶ原～
多賀町小原

降雨による事前通行止め 通行止め解除 40

9月4日 14:00 9月5日 6:00 多賀醒井線
多賀町水谷～
多賀町霊仙

降雨による事前通行止め 通行止め解除 41

9月4日 14:00 9月5日 7:00 百済寺甲上岸本線
東近江市百済寺甲町～
東近江市上山町

降雨による事前通行止め 通行止め解除 42

9月4日 14:30 9月5日 6:30 国道421号
東近江市黄和田町～
東近江市永源寺相谷町

降雨による事前通行止め 通行止め解除 43

9月4日 15:30 9月5日 7:00 山東本巣線
米原市曲谷～
米原市小泉

降雨による事前通行止め
片側交互通行止め
解除　9/5 18:00

44

9月4日 15:30 9月5日 7:00 山東本巣線
米原市吉槻～
米原市甲津原

降雨による事前通行止め 通行止め解除 45

9月4日 14:35 9月4日 16:00
近江大橋
（大津草津線）

大津市丸の内町～
草津市新浜町

通行止め（風速25m/秒以上） 通行止め解除 46

(特筆情報なし) 47

(特筆情報なし) 48

9月4日 14:30 9月4日 17:05
琵琶湖大橋
（国道477号）

大津市今堅田三丁目～
守山市今浜町

通行止め（風速25m/秒以上） 通行止め解除 49

●県管理　０路線　０区間（８路線　１０区間）

●国管理

●高速

●その他

規制雨量超過による事前通行規制



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

9月4日 18:05 奥びわスポーツの森
・倒木20本程度
・フェンス損壊　1箇所

園路閉鎖し倒木処理
作業中

50 ○

9月4日 18:08 びわこ地球市民の森

・倒木40本程度
・フェンス損壊　３箇所
・あずまや屋根損壊　２棟
・森づくりセンターセミナールーム浸水に
よる床板損傷

51 ○

9月4日 18:35
湖岸緑地
（南湖東岸地域）

全域
・倒木　150本程度
・野洲川河口なぎさエリア閉鎖
・中主吉川閉鎖

52 ○

9月4日 19:00 びわこ文化公園

・倒木　150本程度
・フェンス損壊　2箇所
・照明灯灯具損壊　1箇所
・トイレ屋根一部損壊　1箇所
・園路側溝破損　６m程度
・子供広場への全進入口閉鎖

53 ○

9月4日 19:45
湖岸緑地
（湖東湖北地域）

全域

・倒木　87本
・トイレ使用不能　１箇所
・隣接施設フェンス損壊　１か所
・姉川河口一部閉鎖

54 ○

9月4日 21:42

湖岸緑地（堅田雄琴
地区、北大津地区）
尾花川公園
春日山公園

本堅田～衣川
比叡辻～唐崎苑
尾花川公園
春日山公園

・倒木　60本程度
・フェンス損壊　1箇所
・木製複合遊具破損　1箇所
・照明灯　1基転倒
・四阿スレート屋根剥離　１基

55 ○

9月4日 15:20 9月4日 18:15 柿田川
甲賀市水口町虫生野
木村工務店付近左岸

倒木 撤去済み 56

9月4日 15:25 茶釜川 湖南市梅影町
㈱サンユ技工第３工場付近右岸

倒木および倒木によりフェンス損傷
→18:15直営によりバリケード設置済み

9月6日以降撤去予定 57 ○

9月5日 15:00 滝川
甲賀市水口町山上
広域農道付近

河川内立木の倒木 9月6日以降撤去予定 58 ○

9月5日 9:00 櫟野川
甲賀市甲賀町大久保
小倉保橋下流右岸

護岸背面の吸出しによる河川管理用道
路の陥没

9月6日以降修繕予定 59 ○

9月6日 9:30 谷川
甲賀市信楽町長野
信楽電水工業㈱付近左岸

倒木により河川断面のおおよそ半分の
流下阻害

9月6日以降撤去予定 60 ○

9月5日 9:30 愛知川
東近江市福堂町
～阿弥陀堂町

倒木により管理用道路通行止め 撤去指示済み 61 ○

9月5日 17:00 琵琶湖 近江八幡市沖島町 消波ブロック流失 62 ○

9月4日 17:37
水防倉庫
（天川大供）

高島市今津町大供 シャッター、屋根一部破損
人的被害なし
応急処理済

63 ○

9月4日 19:20 三上1号地区
急傾斜地崩壊防止施設

野洲市三上 倒木による落石防護柵損傷 撤去指示済み 64 ○

■砂防

閉鎖区域の開放につ
いては未定。
その他については、
倒木及び施設被害箇
所への立入防止措置
済み。

●県管理

■公園

■河川

●県管理



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

9月4日 15:00 9月5日 14:00
開出今（彦根）
県営住宅

彦根市開出今町1800・1769
番地

窓ガラス破損（住戸部分） 応急処置完了 65

9月4日 15:00 9月5日 14:00
黒田（長浜）
県営住宅

長浜市木之本町黒田637
窓ガラス破損（住戸部分）
ベランダ戸境隔壁破損（２か所）
敷地境界フェンス傾き

応急処置完了 66

9月4日 15:00 9月5日 14:00
八坂（彦根）
県営住宅

彦根市八坂町1956番-5 窓ガラス破損（住戸部分） 応急処置完了 67

9月4日 15:00
今掘（東近江）
県営住宅

東近江市今堀町431-1 屋根瓦めくれ（落下）
現地確認済
修繕方法検討中

68 ○

9月4日 15:00
春日（東近江）
県営住宅

東近江市春日町2-13 屋根瓦めくれ（落下）
現地確認済
修繕方法検討中

69 ○

9月4日 15:00
東沼波（彦根）
県営住宅

彦根市東沼波町1240番 敷地内の倒木 現地確認中 70 ○

9月4日 15:00
神領（大津）
県営住宅

大津市三大寺二番地
物置転倒（自治会）
ベランダの天井板の落下

修繕手配中 71 ○

9月4日 17:00 9月5日 16:00
渋川（草津）
県営住宅

草津市西渋川二丁目6番5号 敷地内の倒木
応急復旧完了
敷地内通路確保

72

9月4日 17:00
鷹飼（近江八幡）
県営住宅

近江八幡市鷹飼町874-1 敷地内広報用拡声器支柱の損壊 現地確認済 73 ○

9月4日 17:00
拝戸（高島）
県営住宅

高島市拝戸162-2 窓ガラス破損（住戸部分） 復旧依頼済 74 ○

9月4日 18:40 9月5日 11:30
北新（長浜）
県営住宅

長浜市新庄中町195番
停電および停電による断水
（給水ポンプ）

復旧完了 75

9月5日 8:00
田代ケ池（湖南）
県営住宅

湖南市岩根499-131
ベランダ側面モルタル部剥離
物置外壁、隔壁破損

現地確認済 76 ○

9月5日 14:00
神領（大津）
県営住宅

大津市三大寺二番地
屋根瓦（スレート）落下
敷地内の倒木（９本）

現地確認済 77 ○

9月5日 14:00
神領（大津）
県営住宅

大津市三大寺二番地
Ｅ５棟Ｅ８棟屋根、Ｅ１棟屋上の破損
Ａ９棟屋根の破損

現地確認済 78 ○

9月5日 14:00
石山（大津）
県営住宅

大津市大平一丁目11
敷地内の架空線に飛散物が飛来
雨樋破損

関西電力未
現地確認済（指管者）

79 ○

9月5日 14:00
朝日が丘（大津）
県営住宅

大津市朝日が丘5-5 Ｃ棟　敷地内案内看板転倒 現地確認済 80 ○

9月5日 14:00
石山南（大津）
県営住宅

大津市大平二丁目33番
２棟前消化ホース格納箱転倒
敷地内倒木（１本）

9月6日現地確認予定 81 ○

9月5日 14:00
栗林（大津）
県営住宅

大津市栗林町4番17号
自治会館の屋根の破損（車損傷）
ベランダ戸境隔壁破損（４か所）

現地確認済 82 ○

9月5日 14:00
陽ノ丘（草津）
県営住宅

草津市木川町1212 駐車場看板の転倒 9月6日現地確認予定 83 ○

9月5日 14:00 9月5日 16:00
川辺（栗東）
県営住宅

栗東市川辺551 敷地内の倒木（１本） 応急処理完了 84

9月5日 14:00
小平井（栗東）
県営住宅

栗東市小平井115-2 ゴミ置き場屋根損傷 9月6日現地確認予定 85 ○

9月5日 14:00
石田（守山）
県営住宅

守山市石田町260-2 団地内公園の倒木（１本） 9月6日現地確認予定 86 ○

9月5日 14:00
久保（守山）
県営住宅

守山市播磨田町1430 プロパン庫の屋根損傷 9月6日現地確認予定 87 ○

9月5日 14:00
永原第二（野洲）
県営住宅

野洲市永原1541 駐輪場の屋根損傷（１／２程度） 88 ○

9月5日 14:00
沖野原（東近江）
県営住宅

東近江市沖野四丁目6番
敷地内公園の倒木
ベランダ戸境隔壁破損（２か所）

現地確認中 89 ○

9月5日 14:00
弘川（高島）
県営住宅

高島市今津町弘川77-8 窓ガラス破損（住戸部分） 現地確認済 90 ○

9月5日 14:00
平ケ崎（高島）
県営住宅

高島市今津町日置前379
Ｅ－１棟屋根スレート損傷（落下）
玄関扉ガラス損傷（１か所）

91 ○

9月6日 9:00
石山南（大津）
県営住宅

大津市大平二丁目33番 敷地内倒木（６本） 9月6日対応予定 92 ○

9月6日 9:00
東沼波（彦根）
県営住宅

彦根市東沼波町1240番 屋根瓦の落下（飛散） 現地確認済 93 ○

9月6日 9:00
北新（長浜）
県営住宅

長浜市新庄中町195番 テレビ受信障害（近隣含）
復旧作業中：9月6日
午後5時完了予定

94 ○

■県営住宅　　　　26団地 30件



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

9月4日 14:30 9月6日 湖北合同庁舎 長浜市平方町1152－2 照明灯のガラスカバーが落下し破損 安全処置済 95

9月4日 17:00 東近江合同庁舎 東近江市八日市緑町7－23 車庫棟の電動シャッター破損 業者修繕依頼中 96 ○

9月4日 9:00 9月5日 始発 東海道新幹線 東京～新大阪 平常運転 97

9月4日 9:53 9月6日 始発 東海道本線 大垣～米原 平常運転 98

9月4日 12:15 9月5日 13:55 北陸線 敦賀～長浜 平常運転 99

9月4日 12:15 9月5日 13:55 長浜～米原 平常運転 100

9月4日 12:15 9月6日 始発 米原～京都 平常運転 101

9月4日 12:15 9月6日 始発 ＪＲ京都線 京都～大阪 平常運転 102

9月4日 12:15 9月6日 始発 湖西線 京都～近江塩津 平常運転 103

9月4日 12:15 9月5日 13:55 草津線 柘植～草津 平常運転 104

9月4日 10:10 9月5日 7:31 全線 全線 平常運転 105

9月4日 12:30 9月5日 13:02 全線 全線 平常運転 106

9月4日 12:10 9月4日 23:00
大津線（京津線、石
山坂本線）

全線 平常運転 107

9月4日 11:00 9月6日 始発 全線 平常運転 108

9月4日 12:30 9月5日 6:30 全線 平常運転 109

9月4日 11:40 9月6日 始発 全線 平常運転 110

9月4日 12:00 9月6日 始発 全線 平常運転 111

9月4日 10:00 9月5日 6:30 全線 平常運転 112

9月4日 12:00 9月6日 始発 全線 平常運転 113

信楽高原鐵道

近江鉄道

京阪電気鉄道

●バス

余呉バス

近江鉄道バス・湖国バス

帝産湖南交通

江若交通

京阪バス

滋賀バス

■合同庁舎

●私鉄

ＪＲ東海管内

ＪＲ西日本管内　　　　　　　　※以下情報は、「ＪＲ西日本HP_列車運行状況（5：25更新）」による

琵琶湖線

●ＪＲ在来線

●ＪＲ東海道新幹線

■鉄道



滋賀県 本部設置状況 設置日時 解散日時

県本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

南部地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

甲賀地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

東近江地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

湖東地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

湖北地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

高島地方本部 災害警戒本部 2018/09/04 06:00

市町 本部設置状況 設置日時 解散日時

災害警戒本部 2018/09/04 09:45

警戒体制 2018/09/04 19:00

彦根市 警戒体制 2018/09/03 15:00 2018/09/05 05:27

災害警戒本部 2018/09/04 13:00

警戒体制 2018/09/04 20:15

近江八幡市 警戒体制 2018/09/04 06:14 2018/09/05 06:00

草津市 警戒体制 2018/09/04 13:00 2018/09/04 22:00

守山市 警戒体制 2018/09/04 06:14 2018/09/05 17:15

栗東市 災害対策本部 2018/09/04 11:30 2018/09/04 20:30

甲賀市 災害警戒本部 2018/09/04 08:30 2018/09/05 03:13

野洲市 警戒体制 2018/09/04 07:00 2018/09/04 20:45

湖南市 災害警戒本部 2018/09/04 08:30 2018/09/04 19:25

災害警戒本部 2018/09/04 10:00

警戒体制 2018/09/05 00:15

災害警戒本部 2018/09/04 11:15

災害対策本部 2018/09/04 15:30

災害警戒本部 2018/09/04 18:00

警戒体制 2018/09/04 19:00

災害警戒本部 2018/09/04 13:30

警戒体制 2018/09/04 19:00

日野町 警戒体制 2018/09/04 11:00 2018/09/04 20:50

竜王町 災害警戒本部 2018/09/04 11:00 2018/09/04 20:15

愛荘町 災害警戒本部 2018/09/04 07:45 2018/09/04 22:30

豊郷町 警戒体制 2018/09/04 13:00 2018/09/04 23:30

甲良町 災害警戒本部 2018/09/04 11:29 2018/09/04 20:20

災害対策本部 2018/09/04 08:45

災害警戒本部 2018/09/04 18:00

警戒体制 2018/09/04 19:00

本部体制報告 一覧表 災害名：平成30年台風第21号による被害

市町一覧

滋賀県一覧

多賀町

2018/09/05 06:15

大津市

長浜市

高島市

東近江市

米原市

2018/9/5 19:30

2018/09/05 05:27

2018/09/05 05:30

別紙２ 



平成30年台風第21号による被害状況等 

 

県民生活部   

 

平成30年９月６日 ９時00分現在 （下線部は、前回本部員会議からの更新情報） 

 

１ 地方行政機関、公の施設 

   消費生活センター   － 

   県民交流センター   － 

   びわ湖ホール     － 

   文化産業交流会館   － 

   希望が丘文化公園   中央道希望の橋東側 標識倒れ、西ゲートバス待合所

の屋根・柱の破損、グラウンドゴルフ場受付前テント

の倒壊、南ゲート管理棟・倉庫の屋根の破損、多目的

広場 看板杭折れ、青年の城通用口屋根の破損、倒木 

   近代美術館      倒木 

   長浜ドーム      ドーム外周 回路灯の破損 

   彦根総合運動場    スタンド入口門扉 鍵取付部分の破損 

   県立体育館      誘導灯カバー脱落 

   県立武道館      屋外立体駐車場２階の壁の破損、屋上避雷針の傾き 

   栗東体育館      － 

   柳が崎ヨットハーバー 南側桟橋、水道管(艇整備用)の破損 

   アイスアリーナ    駐車場 固定看板の脱落 

   琵琶湖漕艇場     ブイ庫シャッター屋根の脱落、審判塔屋根防水シート

めくれ、倒木 

   スポーツ会館     － 

   伊吹運動場      － 

   ライフル射撃場    － 

 

２ 情報ネットワーク関連  － 

 

３ 会議、イベント等 

 ・第２回滋賀県スポーツ振興審議会 （４日 14:00～ 大津合同庁舎） 延期 

 ・専門統計研修 （５日 10:00～ 県庁） 延期 

 



9月6日 14:00現在

月日 時

1 9月4日 14:16
琵琶湖流域下水道東北
部
稲枝マンホールポンプ

彦根市稲枝町
・停電によりマンホールポンプ停止。
・16:11に可搬型発電機に切り替え。
・21:44に復電済。

2 9月4日 14:50

琵琶湖流域下水道東北
部
湖東幹線下里工区管渠
工事現場

東近江市湯屋町

・台風21号による強風により、プレハ
ブ2階建ての現場事務所が転倒した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

3 9月4日 15:05
琵琶湖流域下水道高島
中庄マンホールポンプ

高島市マキノ町中
庄

・停電によりマンホールポンプ停止。
・19:00に可搬型発電機に切り替え。
・9/5 7:00現在、可搬型発電機にて対
応中。

4 9月4日 16:00
琵琶湖流域下水道湖西
浄化センター

大津市苗鹿町

・汚泥燃料化施設のトラック汚泥受入
れシャッターが強風により、２枚損傷
し、開閉不能となった。8:30損傷部の
切断作業により開閉可能となった。

5 9月4日 16:30
琵琶湖流域下水道高島
高島東幹線・高島南幹線

高島市安曇川町
北船木
高島市高島町鴨

・停電により北船木第1、北船木第2、
太田、南船木、鴨マンホールポンプ停
止。
・20:45以後、順次各マンホールポンプ
を可搬型発電機へ切り替え。
・5:00に北船木第1、北船木第2、太
田、南船木は復電済。
・鴨マンホールポンプは10:35に復電
済。

6 9月4日 17:00

琵琶湖流域下水道東北
部
木之本西幹線田中工区
管渠工事現場

長浜市湖北町

・台風21号による強風により、プレハ
ブおよび簡易トイレが転倒した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

7 9月4日 16:00
クリーンセンター滋賀
（環境事業公社）

甲賀市神

・仮保管庫建屋１棟　破損（テントシー
トの破損）［設置場所：処分場内　南
側]
・センターは受入れを休止しているた
め、業務への影響はなし。

8 9月4日 18:00
クリンセンター滋賀
（環境事業公社）

甲賀市神

・展開検査場建屋２階出入口ドア　強
風により破損（ガラス飛散）。［設置場
所：処分場内　東側]
・センターは受入れを休止していたて
ため、業務への影響はなし。

9 9月4日
旧RD最終処分場二次対
策工事現場

栗東市

・作業ハウスの転倒等
・車両重量スケールの一部が移動
・付近の民有地の倒木が電線に接触
・防塵シート、養生シートのめくれ

10 9月4日
林業普及センター

野洲市北桜
・敷地内で倒木6本、折損1本
・建物への被害はなし
・来週中に処理予定

11 9月4日 油日林木育種場 甲賀市甲賀町
・敷地内で折損6本
・建物被害なし
・撤去終了

No

平成30年　台風21号に伴う琵琶湖環境部所管に係る被害状況等について

発生
施設名等 状　　　　　　況所在地



月日 時
No

発生
施設名等 状　　　　　　況所在地

12 9月4日 湖北林業苗ほ 米原市夫馬

・倒木2本、折損1本
・折損本が隣接する忠魂碑(米原市市
　場)の塀に倒れ込み
・建物被害なし
・折損木は本日撤去予定
・倒木は来週中に処理予定

13 9月4日 結いの森・藤尾 大津市藤尾奥町

藤尾神社の総代から電話があり、相
当数の倒木被害がある模様。神社の
損傷とは無関係だが、倒木が道路を
ふさいでいるとのこと。本日午後に現
場を確認する。
・倒木・折損木等が100本以上発生し
　ている模様。
・被害の詳細については調査中。
・周辺に複数の所有者が存在するた
　め、被害木が「結いの森」のもので
　あるかを確認中。

14 9月4日 近江富士花緑公園 野洲市北桜

昨日は臨時休園。枝が折れている木
があるとの連絡あり。本日も臨時休園
とし、被害状況の詳細確認を行う。安
全確認が取れれば開園する。なお、
本日、日中友好の植樹が行われる予
定。

15 9月4日
14:00
～

17:00
琵琶湖環境科学センター 大津市柳が崎

・車庫破損（シャッター飛散・落下、屋
根のめくれ等）
・施設（１階～４階）窓枠等から雨水の
浸入、雨漏り
・屋根軒下パネル剥離飛散
・１階通用口天井パネル落下飛散
・樹木の枝折れ（５日15時　職員によ
り枝の切断・撤去を実施・完了）
・屋上大気観測機器管喪失
・屋上百葉箱屋根剥離
・大気守山測定局屋根飛散
・チラー（冷房機器）の室外機破損
・大気測定車タンク口のへこみ（対応
済み）
※いずれも職員・第三者への人的被
害なし

16 9月4日 17:00

琵琶湖博物館
（９月３～７日まで設備の
メンテナンスのため閉館
中）

草津市下物町
（「道の駅草津」設
置）

・台風21号による強風により、案内看
板（１．８ｍ×５ｍ）全体が４本の支柱
ごと転倒した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

17 9月4日 17:00 琵琶湖博物館
草津市下物町
（博物館駐車場入
口）

・台風21号による強風により、観覧料
金等を示す案内看板（１．５ｍ×２ｍ）
全体が土台となるコンクリートブロック
が破砕し転倒した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。



月日 時
No

発生
施設名等 状　　　　　　況所在地

18 9月4日 17:00 琵琶湖博物館
草津市下物町
（博物館駐車場
ゲート付近）

・台風21号による強風により、駐車場
ゲートに設置されたテントが土台とな
るコンクリートブロックが破砕し転倒し
た。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

19 9月4日 17:00 琵琶湖博物館
草津市下物町
（屋外展示）

・台風21号による強風により、メタセコ
イア、山桜など１０数本が倒木した。
・うち数本は道路を塞ぎ、うち１本は屋
外水槽に入った。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

20 9月4日 15:00 琵琶湖博物館
草津市下物町
（館内Ｂ展示室）

・台風21号による大雨により、館内Ｂ
展示室付近の天井から雨漏りが発生
した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。

21 9月4日 琵琶湖博物館別館 草津市下物町1091・敷地内植栽の倒木6本

22 9月4日 琵琶湖博物館別館
草津市下物町
1091

・施設内雨漏れ（２F研修室準備室、１
F玄関ホール、１F宿泊棟集会室）

23 9月4日 自然公園施設 岡山園地
倒木10本（40～50cmほどの木）、あず
まやの板金めくれ

24 9月4日 自然公園施設 西ノ湖園地
倒木６本（40～50cmほどの木）、あず
まやの板金めくれ

25 9月4日 自然公園施設 長命寺周遊基地 あずまやの板金めくれ

26 9月4日 自然観察施設 野鳥の森
湿地のフェンスが倒れている。探鳥路
倒木40本程度。小さな土砂崩れで通
行不能。

27 9月4日 自然観察施設 三島池 トイレ屋根に倒木（4ｍ程度）

28 9月4日 自然公園施設
湖岸緑地　早崎尾
上片山園地

倒木φ20cm×ｈ4ｍ　３～４本、枝折
φ10ｃｍ×ｈ3ｍ　10本程度

29 9月4日 自然公園施設 大浦
大浦園地、障害者トイレの換気扇カ
バー破損、枝折φ10ｃｍ×1ｍ程度
10本ほど。軽微であり利用上支障なし

30 9月4日 自然公園施設 奥出浜園地 枝折　φ20ｃｍ×3～4ｍ　10本程度

31 9月4日 自然公園施設
湖岸緑地　鴨川勝
野園地

倒木15本、折れ1本（内訳　萩野浜：倒
木7本、横江浜：倒木8本、折れ1本）

32 9月4日 自然公園施設
湖岸緑地　安曇川
浜園地

倒木3本

33 9月4日 自然公園施設
湖岸緑地　新旭浜
園地

倒木10本、折れ4本（内訳　太田浜2
本、入道浜3本、源氏浜5本、針江4本
折れ）

34 9月4日 自然公園施設 桂浜園地 倒木3本、折れ4本

35 9月4日 自然公園施設 浜分沼園地 倒木2本、折れ4本

36 9月4日 自然公園施設 今津百瀬川園地 倒木1本

37 9月4日 自然公園施設 海津園地 枝折れ3本

38 9月4日 自然公園施設 東海自然歩道
倒木20本、トイレ衝立折れ（国分2丁
目）



月日 時
No

発生
施設名等 状　　　　　　況所在地

39 9月4日
昭和町の椋の木（自然記
念物）

東近江市昭和町

枝折れ１本
（落下した枝により、椋の木を囲うフェ
ンスおよび北側のマンションのフェン
スが破損、軽自動車に損傷）

※椋の木の所有者は神社

40 9月4日
長岡神社のイチョウ（自然
記念物）

米原市長岡

枝折れ１本
（落下した枝により、神社の社務所が
損傷）

※イチョウの所有者は長岡区



市町（公共下水道） 9月6日 14:00現在

月日 時

1 9月4日 15:00 豊郷町 豊郷町石畑、吉田

・停電により石畑、吉田マンホールポ
ンプ停止。
・19:35に吉田が復電済。
・バキューム車にて引き抜き対応後、
3:00に石畑が復電済。

2 9月4日 16:30 米原市
米原市村居田、坂
口、野一色、井之
口、小田地先

・停電によりマンホールポンプ10箇所
停止。
・バキューム車2台にて引き抜き対応
後、1:00に復電済。

※　この他に１３市町138箇所のマンホールポンプが停電により停止したが、復電により130箇所が再稼働
し、8箇所が可搬式発電機等により対応中。なお、現時点で溢水被害はなし。

平成30年　台風21号に伴う琵琶湖環境部所管に係る被害状況等について

No
発生

施設名等 所在地 状　　　　　　況



健康医療福祉部 

【H30.9.6 14:00時点】 

 

台風 21号 健康医療福祉部関係の被害状況確認 

 

（１）救急施設・医療機関 

・高島市民病院で停電が発生、自家発電機が稼働中。自家発電機により 72 時間対応可能

ではあるが、同病院は災害拠点病院であるため、医療政策課から関西電力に対し優先復

旧の要請をした。（復旧済：停電時間 9/4 15:10～9/4 17:45） 

・琵琶湖病院で停電が発生、自家発電機が稼働中（診療には影響なし）（復旧済：停電時間

9/4 15:00～9/5 5:30） 

 

（２）高齢者福祉施設 

①特別養護老人ホーム安土やすらぎの郷（近江八幡市安土町下豊浦） 

・特養入所者、ショート利用者 53名は問題なし 

・中庭側の一室の窓ガラスが破損、また、フェンスの一部が破損 

    ・停電で厨房が使えず、夕食は備蓄の非常食で対応 ⇒4日 17時ごろ停電復旧済 

       ・朝食は通常食を厨房でつくって提供予定 

    ・隣接する市施設（やすらぎホール）の屋根の一部が当施設入り口付近に落下、風

雨が強く撤去等できていない。 

②特別養護老人ホームふじの里（高島市安曇川町下小川） 

 ・定員 80人 ショートステイ 20人 

 ・ウッドデッキ３箇所全壊 

・屋外時計塔全壊 

 ・アンテナ設備損傷 

③特別養護老人ホームけやきの杜（長浜市高月町柏原） 定員 60人 

    ・9/4 14時頃から停電。自家発で明かりは確保済みだが、エアコン停止、水道使用

できず。（9/5 4時半ごろ復旧済） 

④特別養護老人ホーム姉川の里（長浜市大井町） 定員 30人 

    ・15 時半頃から停電している。長浜市から自家発２台借りて対応。（4 日 23 時に復

旧済）  

⑤特別養護老人ホーム坂田青成苑（米原市野一色） 定員 100人 

 ・停電の影響で、フロアーに３台あるエアコンのうち１台がエラー表示で作動しな

くなった。２台あるエアコンで空調は問題無い。修理に２～３日かかる。 

 

（３）障害者福祉施設 

①障害者支援施設（入所施設）湖北タウンホーム（長浜市月ヶ瀬町） 定員 50人 

 ・非常口扉２か所、窓ガラス１か所破損および居室１室の雨漏り 

    ・近所の電線に倒木が倒れており、今後断線・停電する可能性がある。 

    ・停電に備え、同施設が所有する固定式自家発電機に加え、ポータブルの 自家発

電機３台での対応も検討するとのこと。 

   ②障害者支援施設（通所施設）おもや（栗東市霊山寺） 

    ・ビニールハウス 4棟半壊、休憩場全壊 



健康医療福祉部 

【H30.9.6 14:00時点】 

  ③障害者支援施設（入所施設）杉山寮（高島市杉山） 定員 30人 

   ・停電が継続し、水道の使用、電話の発信ができない状態（サービス提供への影響な

し） 

 

（４）児童福祉施設 

①高島市マキノ児童館 で門扉が破損した。 

②彦根市の 児童心理治療施設さざなみ学園 の駐車場脇の欅の木が根元から倒木。人

的被害、その他の物損なし。 

③彦根子ども家庭相談センター 一時保護所脇の通路上の外部蛍光灯一基の破損。郵便

受けが支柱から脱落して破損。人的被害、その他物損なし。 

④大津市立ひえい平保育園で停電により給食提供ができなくなった。また、通園路上

の倒木により登園が困難な状態。（9/5休園、9/6通常保育） 

⑤長浜市立あざい認定こども園 で強風吹き込みによる玄関天井パネル落下により保

育室への入室ができない。（9/5休園、9/6～今週中は希望保育のみ） 

⑥湖南市立水戸保育園 で屋根の鉄板約 10 枚が剥離し園庭に散乱、園庭が使えない状

態。（鉄板は撤去済） 

⑦甲賀市立甲南北保育園 で木造平屋建園舎の鋼板屋根約 150 ㎡が下地部分から飛ば

されたため園舎の使用ができなくなった（人的被害なし）。しばらくの間休園となる

見込みのため近隣の甲南西保育園で代替保育を行っている。 

 

（５）停電に係る難病患者への対応について 

①保健所により安否確認を行った結果、２名は入院調整を行った。（うち 1名は在宅療養

となった。） 

 

（６）県の機関・施設 

①総合保健専門学校・看護専門学校 

・9/4は臨時休校 

   ・看護専門学校駐車場で、職員の自動車３台のウィンドウガラスが飛来してきた石に

より破損した。 

  ②衛生科学センター 

   ・敷地内の樹木が強風で倒され、付近に駐車していた職員の自動車１台を損壊した。 

・脱臭装置のカバーが飛ばされ、損壊した。 

  ③障害者福祉センター 

   ・9/4午後の部の施設利用（プール、トレーニング室）を休止した。 

  ④びわ湖こどもの国 

・園内の松の木が約 20 本倒木。人的被害、その他の物損なし。 

  ⑤平和祈念館 

・敷地内駐車場で、公用車１台のウィンドウガラスが破損した。 

  ⑥視覚障害者センター 

   ・道路沿いに設置してあったセンターの看板（吊下げ式のもの）が落下した。（車両等

への被害はなし） 



健康医療福祉部 

【H30.9.6 14:00時点】 

  ⑦淡海学園 

   ・甲賀寮屋根瓦のズレ、台風 20号により発生した被害の拡大（外灯破損、調理棟屋根

瓦飛散、温室ガラス屋根破損） 

 

（７）水道施設 

①草津市北山田浄水場で停電が発生したため自家発電で対応中。（復旧済） 

②甲賀市、米原市、高島市および長浜市で停電に伴う水道施設停止による断水（断水可

能性を含む。）が発生し、応急給水対応をしている。（甲賀市、米原市および高島市は

復旧済）  ※別紙参照 

 

（８）高島市朽木の孤立集落への対応 

①針畑地区(能家、小入谷、生杉、中牧、古屋、桑原、平良、小川)の避難所に入った高

島市職員からは医療・保健支援の要請はない。 

②木地山地区は、高島市の保健師３名が集落に入り４世帯９名の安否を確認した。今の

ところ医療・保健支援の要請はない。 

  ③両地区には高齢者が多いため、高島市を通じて介護保険サービスの利用状況を確認中。

（特に住民の健康被害に関する情報はない。） 



【別紙】

９月４日　滋賀県台風２１号による水道施設被害状況（９／６　１３：３０現在）

戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口

滋賀県 1 甲賀市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（上水道施設【新田地区】）

断水→解消
９月４日

　午後８時 21 105 復旧済み（復電） 21 105 ９月４日
　午後10時

0 0 2018/9/5 9:00

2 米原市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水(簡易水道施設【伊吹北部】）

断水→解消
        ９月５日
　　　　午前９時 284 648 復旧済み（復電） 284 648

９月５日
　午後４時

0 0 2018/9/5 16:00

3 高島市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（飲料供給施設【家一】）

断水→解消
９月４日

　午後３時 8 24 復旧済み（自家発電） 8 24
9月5日
午後4時

0 0 2018/9/6 9:00

4 高島市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（飲料供給施設【立戸】）

断水→解消
９月４日

　午後３時 4 7 復旧済み（自家発電） 4 7
9月5日
午後4時

0 0 2018/9/6 9:00

5 高島市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【野尻】）

断水→解消
９月５日

　午前６時30分 94 207 復旧済み（復電） 94 207
9月5日
午後3時

0 0 2018/9/6 9:00

6 高島市
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【古川】）

断水→解消
９月５日

　午前10時30分 44 106 復旧済み（復電） 44 106
9月5日
午後3時

0 0 2018/9/6 9:00

7 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（上水道施設【高月】）

断水→解消
９月５日

　午前６時 19 58 復旧済み（自家発電） 19 58
9月5日
午後0時

0 0 2018/9/6 9:00

8 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【余呉・木之
本】）下余呉

断水→解消
９月５日

　午前６時 168 417 復旧済み（復電） 168 417
９月５日

　午前10時30
分

0 0 2018/9/5 13:40

9 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【余呉・木之
本】）文室、池原、小谷、柳ケ瀬

断水→解消
９月５日

　午前６時 154 340 復旧済み（復電） 154 340
9月5日

午後４時
0 0 2018/9/6 9:00

10 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【余呉・木之
本】）中河内

断水→解消
９月５日

　午前６時 28 30 復旧済み（復電） 28 30
9月5日

午後2時45
分

0 0 2018/9/6 9:00

11 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【余呉・木之
本】）菅並

今後断水になる可能性があ
る

９月６日
　午後１時 202 429

給水タンク(500L)設置による応急給
水

0 0 - 202 429 2018/9/6 13:30

12 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【西浅井】）菅
浦

今後断水になる可能性があ
る

９月５日
　午前６時 107 172

給水タンク(500L)設置による応急給
水

0 0 - 107 172 2018/9/6 13:30

13 長浜水道企業団
受電停電に伴い、水道施設停止によ
る断水（簡易水道施設【西浅井】）岩
熊

断水→解消
９月５日

　午前６時 99 267 復旧済み 99 267
９月５日

　午前11時30
分

0 0 2018/9/5 13:40

計 1,232 2,810 923 2,209 309 601

都道府県 No
給水制限
終了時刻

状況確認日時

担当： 生活衛生課水道係

被害事業体名 被害発生状況
給水制限状況

（断水又は濁水等）

断減水等の影響 復旧対策状況
（系統変更、給水車対応等）

復旧 未復旧給水制限
開始時刻



H30.9.6 商工観光労働部 

 

台風第２１号による被害状況等 

 

１．商工観光労働部所管施設の主な被害状況（平成30年9月6日 14時現在） 

◆東北部工業技術センター 彦根庁舎 

     窓ガラス、換気扇等が一部破損 

◆ＪＣＭＵ（ミシガン州立大学日本センター）［彦根］ 

     宿舎棟屋根の軒裏部分が一部破損、庭園樹木の倒木等 

◆陶芸の森 

9月4日 休園 

◆高等技術専門校（米原・草津） 

  9月4日 休校 

（米原）実習家屋の屋根が一部破損 

（草津）エアコン室外機が一部破損 

◆滋賀県労働相談所、ヤングジョブセンター、シニアジョブステーション 

  9月4日 休所 

◆マザーズジョブステーション 

  9月4日 閉所 

  

以下施設は、特段の被害無し 

○ＳＯＨＯ（草津・米原） 

○工業技術総合センター（栗東、信楽窯業技術試験場） 

     ○東北部工業技術センター（長浜庁舎） 

     ○計量検定所 

     ○テクノファクトリー 

     ○男女共同参画センター 

     ○パスポートセンター（大津・米原） 

 

２．ミシガン州友好親善使節団の出発等への影響について 

（１）使節団の出発式の中止 

   9月5日11時に県庁正面玄関で予定していた、第 22回滋賀県ミシガン州友好親善使節団の出

発式を中止（9/4記者資料提供済） 

（２）知事の出発日程の変更 

   9月5日、知事が出発する経路・時間を次のとおり変更 

   ［変更前］ 伊丹空港   8時00分発 →（飛行機）→成田空港 10時50分発  

   ［変更後］ ＪＲ京都駅 10時26分発→（新幹線等）→成田空港 15時40分発※ 

      ※搭乗予定機の機体の不具合により、9月6日 10時 50分発に再変更（9/6記者資料提供済） 

（３）使節団および県議会議員団は予定どおり出国 

   使節団および県議会議員団は予定どおり、9月5日16時45分発の便で中部国際空港から出国 

（４）県経済団体団は予定どおり出国 

   県経済団体団は、9月3日に予定どおり出国 

 

※なお、米国ミシガン州と滋賀県の姉妹提携50周年記念式典（9月 7日）の内容については、影響なし 




































