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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９報） 

 

                                                      ９月 13 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 

洪水注意報       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、愛荘町、豊郷町、多賀町 

    暴風警報        全域 

    大雨、雷、強風注意報  全域 

 

  【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） 

 

（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 

 

 

 

 



２ 被害状況一覧 
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１ - ９ 55 11 １ ６ 1,008 - - 756 250 - ２ 

※「非住家被害」の「その他」は、住家および公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物。 

（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）：解体工事現場で、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、

脚立に登り作業中に、風にあおられ転倒。右肩負傷。 

彦根市 69 歳 男性（重傷）：強風にあおられ転倒、骨折。 

89 歳 男性（軽傷）：強風にあおられ転倒。 

8 歳（女）、4 歳（男）：飛んできた大屋根が車に直撃し乗っていた 2 名 

（8 歳女児 4 歳男児）が負傷した。 

50 歳 女性（軽傷）：トラック運転中強風にあおられ横転。 

68 歳 女性（軽傷）：強風にあおられ転倒。 

72 歳 男性（軽傷）：停電による在宅療養継続困難。 

86 歳 女性（軽傷）：停電による在宅療養継続困難。 

長浜市 88 歳 男性（重傷）：屋外で倒れているのを発見。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（重傷）：屋外で転倒し、大腿骨頸部骨折の疑い。 

長浜市 不明 女性（軽傷）：室内で避難中に転倒。左肘にひび。 

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） 



近江八幡市 66 歳 女性（重傷）：強風にあおられ転倒 大腿骨骨折 入院 

26 歳 男性（軽傷）：瓦で滑り(？)右足挫傷 

29 歳 男性（軽傷）：強風にあおられ転倒 

39 歳 女性（軽傷）：飛来物が頭部に当る 

54 歳 男性（軽傷）：強風にあおられ転倒 

58 歳 男性（軽傷）：強風にあおられ転倒 手を打撲 

（医療機関から市への報告分を追加） 

草津市 38 歳 男性（軽傷）：バイク運転中、強風にあおられ転倒、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）：強風で飛んできた看板が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（軽傷）：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）：ガラス戸を押さえていたところ、突風にあおられ 
32 歳 男性（軽傷）：           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）：車で走行中にバス停が倒れ、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、両膝関節付近と左下腿部切創。 

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。 



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 

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。 

愛荘町 65 歳 女性（軽傷）：飛散物が頭部、腕にあたる。 

愛荘町 48 歳 男性（軽傷）：屋内への漏水で足を滑らせて転倒し腰を痛めた。 

風により扉で手を挟み指を切った。 

（２）住家被害の概要    

     市町別件数は別表のとおり 

（３）非住家被害の概要 

     市町別件数は別表のとおり 

※「非住家被害」の「その他」は、住家および公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物。 

（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 

    道路関係は別紙１のとおり。鉄道はなし。 

（２）停電 

県計（関西電力 HP） 総停電件数 約 169,000 軒（11 日 17 時 10 分解消） 

 

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 

 

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) 



平成30年台風第２１号　市町別被害件数一覧 平成30年９月11日　14時00分

重傷 軽傷 程度不明 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 公共建物 その他

大津市 6 50 22

彦根市 1 7 34 70 0

長浜市 3 6 96 145 1

近江八幡市 3 8 107 116 33

草津市 1 3 1 61 41 82

守山市 4 4 47 調査中

栗東市 1 45 7

甲賀市 25 2

野洲市 2 20 20 18

湖南市 0 0 1

高島市 7 11 1 2 103 37

東近江市 1 1 7 1 84 150 14

米原市 3 15 32 8

日野町 1 144 1 28

竜王町 1 57 12 2

愛荘町 2 139 34 7

豊郷町 29 0 2

甲良町 16 0 0

多賀町 23 6 23

1 0 9 55 11 1 6 1,008 0 0 756 250

75

非住家被害住家被害
負傷者

負傷者計

死者
行方
不明

人的被害



台風第21号による土木交通部管理施設被害状況の確認　【9/13　13:00時点】 別紙　１

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

9月4日 14:30 9月6日 18:00 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

通行止め解除

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

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

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

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

■道路

道路被害による通行止め

●県管理　５路線６区間（２９路線　３５区間）

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

9月4日 15:00 9月11日 10:30 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

通行止め解除

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

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

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

9月4日 15:00 9月11日 9:00 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）
高島市朽木雲洞谷～
高島市朽木小入谷

倒木による通行止め
→9/6 17:00区間変更

通行止め解除

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

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

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

9月14日通行止め解
除予定

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

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

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

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

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

9月4日 16:30 9月6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

通行止め解除

9月4日 15:30 9月7日 16:30 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

通行止め解除

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

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

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

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

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

9月4日 22:30 9月6日 16:45 大津南郷宇治線
大津市石山南郷町大石曾束町
～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
→9/6 15:00区間変更

通行止め解除

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

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

規制区間内 であっても緊急車両 の通行 は可能（9/6 1:00～）



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 16:30 9月10日 9:00 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

通行止め解除

9月5日 9:30 中河内木之本線
余呉町下丹生 木之本町大見
～木之本町川合

倒木による通行止め→9/11 15:00区間
変更
関電による作業あり

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

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

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
9月14日通行止め解
除予定

9月3日 1:30 9月7日 16:30 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）

通行止め解除

9月7日 15:00 野瀬下山田線
湖北町上山田町～
長浜市寺師町長浜市谷口町

倒木による通行止め
→9/11 10:30区間変更

9月18日通行止め解
除予定

9月3日 1:30 9月5日 8:00 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

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

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

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

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

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

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

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

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

(特筆情報なし)

9月4日 14:55 9月5日 0:45
名神高速道路
（上下線）

高槻JCT～八日市IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:55 9月5日 0:45
新名神高速道路
（上下線）

草津JCT～甲賀土山IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:15 9月4日 22:45
名神高速道路
（上り線）

八日市IC～彦根IC 交通事故による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:15 9月5日 0:30
名神高速道路
（下り線）

八日市IC～彦根IC 交通事故による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:45 9月4日 22:45
北陸自動車道
（上下線）

米原IC～木之本IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:45 9月4日 21:00
北陸自動車道
（上下線）

米原IC～武生IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:45 9月5日 4:00
北陸自動車道
（上り線）

長浜IC～米原IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:45 9月5日 4:20
北陸自動車道
（上り線）

木之本IC～長浜IC 強風による通行止め 通行止め解除

9月4日 14:55 9月5日 0:45
京滋バイパス
（上下線）

瀬田東～大山崎 強風による通行止め 通行止め解除

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

規制雨量超過等による事前通行規制

●県管理　０路線　０区間（８路線　１０区間）

●国管理

●その他

●高速



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 15:20 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

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

近日中に撤去予定

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 近日中に撤去予定

9月5日 9:00 9月6日 15:00 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

復旧完了

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

近日中に撤去予定

9月5日 9:30 9月11日 10:30 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
通行止め解除
（川表法面の倒木は9
月下旬に撤去予定）

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

9月4日 17:37 9月7日 15:00
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

9月4日 18:00
草津川　他７河川
（南部管内）

草津市山寺町他７地先 倒木
撤去作業中
うち５箇所撤去済み

9月5日 10:00
姉川　他８河川
(長浜管内)

米原市井之口他１７地先 倒木
撤去作業中
うち11箇所撤去済み

9月6日 10:00
麻生川　他３河川
（高島管内）

高島市朽木麻生他６地先 倒木
現地確認済
近日中に撤去予定

9月4日 15:00
布引川　他５河川
（東近江管内）

東近江市蛇溝町他６地先 倒木、倒竹
撤去作業中
うち１箇所撤去済み

9月4日 15:00
安曇川　他９河川
（大津管内）

大津市葛川坂下町他９地先 倒木
撤去作業中
うち７箇所撤去済み

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 近日中に撤去予定

9月5日 14:00
沖島地区　他２地区
急傾斜地崩壊防止施設

近江八幡市沖島町　他２地先 倒木 近日中に撤去予定

9月5日 15:00 藤尾川　他３河川 大津市藤尾奥町　他３地先 倒木、土砂堆積 近日中に撤去予定

9月4日 18:05 9月11日 奥びわスポーツの森
・倒木20本程度
・フェンス損壊　1箇所

倒木処理済み

9月4日 18:08 9月12日 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

利用に支障がある箇所
は、順次処理中
その他倒木周辺を立入
り防止措置を実施し、9
月末までに伐採予定

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

中主吉川、野洲川河口
(マリオット前)は、閉鎖
措置済、倒木が多く処
理方法等検討中
その他、立入防止措置
実施済、9月末までに伐
採予定

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

子供広場への通路閉鎖
は、倒木が多く処理方
法検討中
その他のエリアについて
は、9月末をめどに順次
伐採予定

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

立入防止措置済み
9月末をめどに順次伐採
予定

9月4日 21:42 9月12日
湖岸緑地（大津地域）
尾花川公園
春日山公園

全域
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

倒木撤去完了
木製遊具は立入り禁止
措置済、その他施設は
応急処置済

●県管理　４３河川６５箇所

●県管理　８箇所

■公園

■河川

■砂防

●県管理　３公園



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） 応急処置済

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

応急処置済

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） 応急処置済

9月4日 15:00 9月7日 17:00
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） 応急処置済

9月4日 15:00 9月8日 17:00
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） 応急処置済

9月4日 15:00 9月6日 17:00
東沼波（彦根）
県営住宅

彦根市東沼波町1240番 敷地内の倒木 応急処置済

9月4日 15:00 9月7日 14:00
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

応急処置済

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 応急処置済

9月4日 17:00 9月7日 14:00
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 応急処置済

9月4日 17:00 9月7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） 応急処置済

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

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

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

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

9月5日 14:00 9月7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

応急処置済

9月5日 14:00 9月7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 応急処置済

9月5日 14:00 9月7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）

応急処置済

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

9月5日 14:00 9月7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 応急処置済

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） 応急処置済

9月5日 14:00 9月7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 応急処置済

9月5日 14:00 9月7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） 応急処置済

9月5日 14:00 9月7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 応急処置済

9月5日 14:00 9月7日 14:00
永原第二（野洲）
県営住宅

野洲市永原1541 ゴミ庫の屋根損傷（１／２程度） 応急処置済

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）

現地確認済

9月5日 14:00 9月7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） 応急処置済

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）

現地確認済

9月6日 9:00 9月7日 14:00
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） 応急処置済

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

9月6日 9:00 9月6日 17:00
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） 応急処置済

9月8日 10:00 9月8日 17:30
鷹飼（近江八幡）
県営住宅

近江八幡市鷹飼町874-1 高架水槽損傷、断水 応急処置済

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

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 業者へ修繕依頼中

■県営住宅　　　　２６団地 ３１件

■合同庁舎



県管理施設 9月13日 13:00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
の現場事務所が倒壊した。
・第3者への被害はなし。
・作業員等への人的被害なし。
・9/11 15:30に撤去作業完了。

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。
・9/6 15:43に復電済

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、プレハブ休憩所お
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。
・9/6 16:00に全撤去済

7 9月4日 淡海環境プラザ 草津市矢橋町
・強風により屋根トタン製軒、軒裏天井板および
タイルが強風により破損。
・今週（～9/14）中に修復作業着手の予定。

8 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。

9 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。

10 9月4日
旧RD最終処分場二次対
策工事現場

栗東市

・管理ハウスの転倒等
・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

11 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

12 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

13 9月4日 湖北林業苗ほ 米原市夫馬

・倒木2本、折損71本(含 先折れ70本)
・折損木１本が隣接する忠魂碑(米原市市場)の
塀に倒れ込み　損傷なし
・建物被害なし
・折損木は本日撤去予定
　→9/6撤去完了
・倒木は来週中に処理予定
・その他被害木の緊急処理を検討中

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

14 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。9/5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。
・9/7午後、森林組合とともに再度現地確認を行
う予定。
・現地確認の結果、林道沿いなど緊急対応が必
要な被害木120本程度
・9/10ドローンで上空から確認したところ、尾根
付近等にも一部倒木被害が見られ、全体では
200本程度の被害の見込み

15 9月4日 近江富士花緑公園 野洲市北桜

9/4は臨時休園。枝が折れている木があるとの
連絡あり。9/5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、9/5に日中友好の植樹が行われる予定。
・木橋付近に倒木1本　伐採済
・展望台付近に倒木1本　伐採済
・遊具広場に倒木3本　伐採済
・9/6通常どおり開園　危険箇所なし

16 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）

17 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。

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。

19 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。

20 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。

21 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。



月日 時
No

発生
施設名等 状　　　　　　況所在地

22 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

23 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、１F玄関ホー
ル、１F宿泊棟集会室）

24 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

25 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

26 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

27 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。

28 9月4日 自然観察施設 三島池 トイレ屋根に倒木（4ｍ程度）

29 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×ｈ
3ｍ　10本程度

30 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

31 9月4日 自然公園施設 奥出浜園地 枝折　φ20ｃｍ×3～4ｍ　10本程度

32 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）

33 9月4日 自然公園施設
湖岸緑地　安曇川
浜園地

倒木3本

34 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）

35 9月4日 自然公園施設 桂浜園地 倒木3本、折れ4本

36 9月4日 自然公園施設 浜分沼園地 倒木2本、折れ4本

37 9月4日 自然公園施設 今津百瀬川園地 倒木1本

38 9月4日 自然公園施設 海津園地 枝折れ3本

39 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）

40 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

41 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

42 9月4日 塩津園地
長浜市西浅井町
塩津

倒木3本、折れ1本

43 9月4日 生杉自然保護地 高島市朽木生杉 倒木2本

44 9月4日 賤ヶ岳園地
長浜市木之本町
大音

四阿損傷、付帯施設損傷



市町（公共下水道） 9月13日 13:00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。

市町（林道） 9月13日 13:00現在

月日 時

1 9月4日 林道被害 高島市朽木桑原
・１路線１箇所で路肩欠損が発生し、通行止め
・市が復旧対応を調整中

2 9月4日 林道被害 東近江市甲津畑
・１路線１箇所で法面崩壊が発生
・市が土砂撤去し、通行可能

市町（森林） 9月13日 13:00現在

月日 時

1 9月4日 山地災害
近江八幡市馬淵
町

・人家裏で山腹崩壊が発生
・人的、家屋等被害無し
・市が応急対応済み

2 9月4日 山地災害
甲賀市信楽町小
川

･県道上部で山腹崩壊が発生
・人的、家屋等被害無し
・市が対応済み、県道通行可

3 9月4日 造林地等被害
大津市、長浜市、
高島市、甲賀市、
東近江市、日野町

・約45ｈａの民有人工林で風倒木被害が発生
・被害面積は、まとまって倒れているものを集計
したもので、単木被害を含まず
・対応は、森林組合において検討中

No
発生

施設名等 所在地 状　　　　　　況

No
発生

施設名等 所在地 状　　　　　　況

※　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、9/8 13:00をもって復電によりすべてのマ
ンホールポンプが再稼働した。なお、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


