
資 料 提 供 

  (県    政) 

提供年月日：平成 30 年(2018 年)10 月 2 日 

所 属 名：災害警戒本部事務室総務班 

   （防災危機管理局） 

担当者名：岩崎、宮部 

内  線：7412 

メ ー ル：as00@pref.shiga.lg.jp 

──────────────────────────────────────―――

平成 30 年台風第 24 号による被害に関する情報について（第６報） 

 

                                                      10 月 2 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 29 日 16 時 49 分発表から 10 月１日 15 時 20 分発表までの履歴） 

    大雨警報        全域 

    洪水警報        大津市北部、彦根市、長浜市、甲賀市、高島市、東近江市、

米原市、愛荘町、多賀町 

    暴風警報        全域 

洪水注意報       草津市、守山市、湖南市、日野町、豊郷町、甲良町 

雷注報         全域 

    土砂災害警戒情報    高島市、東近江市、多賀町 

 

２ 被害状況一覧（2 日 14 時 00 分現在） 
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（１）人的被害の概要 

場所 概要 

東近江市 88 歳 男性（重傷）：自宅屋外で強風にあおられ転倒し、頭部負傷 

高島市 50 歳 男性（軽傷）：屋根裏の雨漏りの場所を確認していたところ天

井が抜け、高さ約３メートル付近から転落 

甲賀市 46 歳 男性（死亡）：警備のため製薬会社工場を巡回中、河川に転落 

 

（２）住家被害、非住家被害の概要 

場所 概要 

甲賀市 土山地域市民センターの窓ガラスが破損（非住家被害） 

近江八幡市 住家（安土町石寺）の屋根が一部損壊（住家被害） 
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高島市 マキノ図書館の屋根の一部が破損（非住家被害） 

高島市 高島 B&G 海洋センターの玄関・体育館の屋根の一部が破損（非住家

被害） 

高島市 南古賀収蔵庫の屋根が破損（非住家被害） 

栗東市 森の未来館の屋根のトタンが破損（非住家被害） 

 

 

（３）その他（道路（市町管理等））被害の概要 

場所 概要 

愛荘町 町道金剛輪寺上蚊野線（松尾寺付近）で路肩崩れ（L=20ｍ） 

日野町 道路（私道）の一部が陥没（上駒月付近）。あわせて陥没により断水

が発生。(水道仮復旧 １日 １９：３０分 完了) 

 

３ ライフライン被害等の概要 

（１）道路・鉄道 

    別添資料のとおり 別紙１ 

（２）停電（2 日 14 時 00 分現在） 

県計 （関西電力 HP より）  総停電件数 0 件 

（３）その他 

   農業水産被害は、別紙２のとおり 

   林道等の被害は、別紙３のとおり 

   県立学校の被害は、別紙４のとおり 

 

４ 県の体制および対応 

  ９月 30 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 

  10 月１日 11 時 00 分 第３回災害警戒本部員会議開催 

                19 時 00 分 第４回災害警戒本部員会議開催 

        19 時 10 分 災害警戒体制へ移行 

５ 滋賀県警の体制 

  ９月 30 日  ７時 10 分 災害警備連絡室設置 

10 月 １日 ８時 7 分  警戒体制に移行 

 

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および設置している体制なし 

 

７ 知事からのメッセージ 

  28 日 17 時 00 分 知事からメッセージを発出しました。 

  30 日 10 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/tijimessage0930.pdf） 

http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shobo/bousai/kinkyu/files/tijimessage0930.pdf


台風第24号による土木交通部管理施設被害状況の確認　【10/2　14:00時点】 別紙　１

☆建設業協会各支部の応援に関して、各土木事務所から待機の要請済み

区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

9月30日 23:30 10月1日 7:30
大野木志賀谷長浜
線

米原市北方～
米原市北方

路面冠水 通行止め解除

9月30日 22:00 10月1日 13:00 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）

事前通行規制より移行（10/1 7:00）
倒木、土砂流出

通行止め解除

9月30日 20:00 10月1日 6:00 栗東信楽線
栗東市荒張～
大津市上田上大鳥居町

木枝および飛散物による通行支障のため 通行止め解除

10月1日 10:30 野瀬下山田線
長浜市谷口町～
長浜市谷口町

倒木（作業中） 3日午後解除予定

10月1日 13:00 10月2日 11:20 国道４７７号
甲賀市土山町大河原～
三重県県境

倒木（作業中） 通行止め解除

9月29日 16:00 10月1日 13:00 国道４７７号
甲賀市土山町大河原～
三重県県境

規制雨量超過
倒木被害のため、道
路被害による規制へ
移行

9月30日 15:30 10月1日 7:30 国道４２１号
東近江市黄和田町～
東近江市永源寺相谷町

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 18:00 10月1日 6:00 多賀醒井線
多賀町水谷～
多賀町霊仙

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 18:00 10月1日 6:00 多賀永源寺線
多賀町萱原～
東近江市政所町

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 18:00 10月1日 6:00 多賀永源寺線
多賀町霜ヶ原～
多賀町小原

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 18:00 10月1日 2:00 国道４７７号
甲賀市土山町大河原～
蒲生郡日野町蔵王

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 18:00 10月1日 6:00 百済寺甲上岸本線
東近江市百済寺甲町～
東近江市上山町

規制雨量超過見込みのため 通行止め解除

9月30日 21:30 10月1日 7:00 山東本巣線
米原市吉槻～
米原市甲津原

規制雨量超過 通行止め解除

9月30日 21:30 10月1日 7:00 山東本巣線
米原市伊吹～
米原市小泉

規制雨量超過 通行止め解除

9月30日 22:00 10月1日 7:00 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）

規制雨量超過
倒木被害のため、道路
被害による規制へ移行

9月30日 23:00 10月1日 5:30 国道３６７号
大津市葛川中村町～
大津市葛川梅ノ木町

規制雨量超過 通行止め解除

9月30日 23:00 10月1日 3:30 大河原北土山線
甲賀市土山町鮎河～
甲賀市土山町大河原

規制雨量超過 通行止め解除

9月30日 23:30 10月1日 5:30 麻生古屋梅ノ木線
大津市葛川梅ノ木町～
大津市葛川梅ノ木町

規制雨量超過 通行止め解除

(特筆情報なし)

9月30日 17:00 10月1日 7:00 名神高速道路 西宮IC 京都南IC～八日市IC 台風の暴風域に入るため 通行止め解除

9月30日 17:00 10月1日 4:00 名神高速道路 八日市IC～関ヶ原IC 台風の暴風域に入るため 通行止め解除

9月30日 17:00 10月1日 5:30 北陸自動車道
米原JCT～木之本IC
米原IC～木之本IC

台風の暴風域に入るため
米原JCT～米原IC 10/1 4:00解除

通行止め解除

9月30日 17:00 10月1日 7:00 新名神高速道路 草津JCT～甲賀土山IC 台風の暴風域に入るため 通行止め解除

9月30日 19:00 10月1日 2:15 新名神高速道路 甲賀土山IC～亀山JCT 台風の暴風域に入るため 通行止め解除

●高速

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

■道路

●県管理　0路線　0区間　（10路線　13区間）

規制雨量超過等による事前通行規制

●国管理

道路被害による通行止め　1路線　1区間　（5路線　5区間）

●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30日 17:00 10月1日 7:00 京滋バイパス
瀬田東IC～久御山淀IC
大山崎JCT

台風の暴風域に入るため 通行止め解除

(特筆情報なし)

●その他



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）

10月1日 7:30 10月1日 7:30 春日山公園 倒木　2本
立入防止措置済み
利用支障なし

10月1日 11:10 10月1日 11:10
湖岸緑地（薩摩宇曽
川地区）、(松原米川
地区)

倒木　2本
立入防止措置済み
利用支障なし

10月1日 10:40 10月1日 10:40 びわこ文化公園
倒木　10本、傾斜木　30本、
堆肥置場トタン屋根損傷　1箇所

立入防止措置済み
利用支障なし

10月1日 9:35 10月1日 9:35 奥びわスポーツの森 倒木　2本
立入防止措置済み
利用支障なし

10月1日 10:00 櫟野川 甲賀市甲賀町大久保 護岸欠損

10月1日 10:00 櫟野川 甲賀市甲賀町上野 護岸欠損

10月1日 17:00 石田川 高島市今津町角川 護岸欠損

(特筆情報なし)

(特筆情報なし)

10月1日 未明 10月1日 9:00 湖北合同庁舎 長浜市平方町1152－2 屋外掲示板（掲示部分）の落下 安全処置済

●県管理

■県営住宅

■合同庁舎

■公園

■河川

●県管理

■砂防

●県管理



台風第24号による滋賀県内交通機関の運行状況　【10/2　14:00時点】
区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

9月30日 13:15 10月1日 8:00 東京　～　新大阪 通常運転 1

9月30日 12:00 10月1日 9:52 東海道本線 大垣　～　米原 通常運転 2

9月30日 12:30 10月1日 9:00 北陸線 近江塩津　→　長浜 通常運転 3

9月30日 12:30 10月1日 9:00 長浜　→　近江塩津 通常運転 4

9月30日 12:30 10月1日 9:00 琵琶湖線 長浜　→　米原 通常運転 5

9月30日 12:30 10月1日 9:00 米原　→　長浜 通常運転 6

9月30日 12:30 10月1日 4:50 琵琶湖線 米原　→　京都 通常運転 7

9月30日 12:30 10月1日 4:50 京都　→　米原 通常運転 8

9月30日 12:30 10月1日 4:50 JR京都線 京都　→　大阪 通常運転 9

9月30日 12:30 10月1日 4:50 大阪　→　京都 通常運転 10

9月30日 12:30 10月1日 9:00 湖西線 近江塩津　→　近江今津 通常運転 11

9月30日 12:30 10月1日 9:00 近江今津　→　近江塩津 通常運転 12

9月30日 12:30 10月1日 8:00 湖西線 近江今津　→　京都 通常運転 13

9月30日 12:30 10月1日 8:00 京都　→　近江今津 通常運転 14

9月30日 12:30 10月1日 9:00 草津線 柘植　→　草津 通常運転 15

9月30日 12:30 10月1日 9:00 草津　→　柘植 通常運転 16

9月30日 11:48 10月1日 7:31 全線 全線 通常運転 17

9月30日 13:15 10月1日 8:09 日野－貴生川 通常運転 18

9月30日 13:15 10月1日 9:09 八日市－日野 通常運転 19

9月30日 13:15 10月1日 7:35 その他 通常運転 20

9月30日 13:10 10月1日 5:20
大津線
（京津線、石山坂本線）

全線 通常運転 21

9月30日 13:20 10月1日 8:00 全線 通常運行 22

9月30日 10月1日 始発 通常運行 23

9月30日 13:00 10月1日 6:58 全線 通常運行 24

9月30日 15:30 10月1日 11:19 内畑線 通常運行 25

9月30日 15:30 10月1日 7:50 その他路線 通常運行 26

9月30日 12:00 10月1日 始発 全線 通常運行 27

9月30日 12:00 10月1日 始発 全線 通常運行 28

■鉄道

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

●ＪＲ東海道新幹線

●ＪＲ在来線

ＪＲ東海管内

ＪＲ西日本管内　　　　　　　　

●私鉄

江若交通

京阪バス

滋賀バス

余呉バス

信楽高原鐵道

近江鉄道

京阪電気鉄道

■バス

近江鉄道バス・湖国バス

帝産湖南交通

※下表「状況」欄には調査時点の状況のみ記載 



別紙　２

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所（棟、箇所） 備考
草津市 ビニールハウス ビニール等破損 2

ビニールハウス ビニール等破損 1
鉄骨ハウス ビニール等破損 2
農舎・農業用倉庫 ビニール等破損 1
ビニールハウス ビニール等破損 2
鉄骨ハウス ビニール等破損 4

小計 12
甲賀市 ビニールハウス 一部破損、ビニール等破損 4
湖南市 調査中 調査中 調査中
小計 4

近江八幡市 ビニールハウス ビニール等破損 3
ビニールハウス ビニール等破損 12
鉄骨ハウス 一部破損、ビニール等破損 2
農舎・農業用倉庫 一部破損 1

日野町 調査中 調査中 調査中
竜王町 ビニールハウス ビニール等破損 1
小計 19
彦根市 ビニールハウス ビニール等破損 4
愛荘町 調査中 調査中 調査中

ビニールハウス ビニール等破損 2
農舎・農業用倉庫 一部破損 1

甲良町 調査中 調査中 調査中
多賀町 調査中 調査中 調査中
小計 7
長浜市 調査中 調査中 調査中
米原市 調査中 調査中 調査中
小計
高島市 調査中 調査中 調査中
小計

県計 42

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害面積(ha) 備考
草津市 野菜類（軟弱野菜） 収穫不可 0.18
野洲市 野菜類（軟弱野菜） 収穫不可 0.03
小計 0.21
甲賀市 調査中 調査中 調査中
湖南市 調査中 調査中 調査中
小計

近江八幡市 野菜類（ブロッコリー） 倒伏 6.50
野菜類（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾋﾟｰﾏﾝ､ｷｬﾍﾞﾂ） 倒伏、浸水 7.03
花き（小菊） 倒伏、浸水 0.01

日野町 野菜類（ヒノナ） 茎折れ 2.00
竜王町 調査中 調査中 調査中
小計 15.54
彦根市 調査中 調査中 調査中
愛荘町 調査中 調査中 調査中
豊郷町 野菜類（ブロッコリー） 浸水 0.70
甲良町 調査中 調査中 調査中
多賀町 調査中 調査中 調査中
小計 0.70
長浜市 調査中 調査中 調査中
米原市 野菜類（ブロッコリー） 倒伏 10.08
小計 10.08
高島市 果樹（くり、りんご） 落果、枝折れ 16.20
小計 16.20

県計 42.73

甲賀

大津南部

湖北

湖北

大津南部

野洲市

甲賀

高島

豊郷町

湖東

農業施
設関係

守山市

東近江

湖東

東近江

平成30年台風第24号に伴う農水産業被害に関する情報について    
（平成30年10月2日12時現在）

高島

東近江市

東近江市

農作物
関係

ヶ所 ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ha ha  ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所 ㎡  

ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所  

ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所  

ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所 ha  

ha ヶ所 ha ヶ所 ヶ所 ha  



区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所（箇所） 備考

県計 －

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所（統、隻、箇所） 備考
大津南部 大津市 漁港施設 防波堤、防砂堤損傷 2
県計

調査中

※　今後の調査により、被害面積・箇所等に修正がある可能性があります。
※　被害面積は、被害を確認した農地全体の面積です。

水産業
関係

耕地
関係



別紙　３

10月2日 14:00現在

月日 時

1

9月30
日
～

10月1
日

琵琶湖環境科学研究セン
ター

大津市柳が崎 屋上：南・東側の雨どいの破損

2

9月30
日
～

10月1
日

林業普及センター 野洲市北桜
・敷地内前庭で樹木２本枝折れ
・今週中に撤去予定

No

平成30年　台風24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



市町（林道） 10月2日 14:00現在

月日 時

1 9月30日 東近江市林道 東近江市君ケ畑
・１路線１箇所で法面崩壊が発生し、
　　現在通行不可能。
・10/2中に市が応急対応する予定。

平成30年　台風24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



教育委員会事務局　平成30年10月２日

※下線は、前回とりまとめ（10/1 14:00現在）以降、追加で報告のあった学校

膳所高校 テニスコート防砂ネット破損

体育館器具庫雨漏れ

教室棟階段踊り場雨漏れ

物理教室前廊下雨漏れ

堅田高等学校 １号棟西側階段３階天井雨漏れ。

大津商業高校 格技場外壁部の縦樋が破損。

河瀬高校 校舎雨漏れ

セミナーハウス雨漏れ

彦根工業高校 第一本館窓サッシから雨漏り等

第一本館から第二本館の渡り廊下雨漏り

機械科棟壁亀裂から漏水

体育館東側壁面全面漏水、東側壁塗料はく離

グランド防球ネット亀裂拡大

油脂庫扉上部変形。ヒンジ破損

長浜北高校 新館屋上空調機の室外機のパネル破損（１枚）

弓道場のシャッター破損（２枚）

２号館(福祉棟)の雪止め部材はずれ（1箇所）

新館のステンドグラス下の壁から雨漏れ

長浜農業高校 園芸科ハウスビニールフィルム破損

八幡高校 グラウンド外周防球ネット破損

セミナーハウス外壁配管の脱落、ズレおよびたるみ

八日市南高校 ポプラ並木高所枝折れ

庭園サクラ枝折れ

防球ネット破損

ガラス温室の破損（野菜）

育苗ハウスの破損

平成30年台風24号　県立学校における被害状況（10月2日　12:00現在）

学校名 被害状況



学校名 被害状況

草津東高校 旧体育館軒天上の雨漏れ

サッカー場フェンスの傾き

湖南農業高校 機械収納庫　屋根の天窓破損

守山中学・高校 防球ネット破損

普通教室（高２－３）内の天井から雨漏り

水口高校 本館３階２年２組教室。後方窓付近から雨漏り

水口東高校 格技場窓ガラスの破損（２枚）

トレーニングルームのガラス破損

グラウンドネットの破損

体育館および体育教官室への雨漏り

図書館棟階段踊り場の雨漏り

甲南高校 農場園芸ガラス温室屋根破損（５枚）

農場園芸資材置き場波板破損（６枚）

農場林業ハウスビニール破損

日野高校 第２グラウンド防球ネット破損

中庭のキュービクルの囲い破損

第２グラウンド物置　横転

渓泉会館裏側　松の木の枝が折れ

体育館、２階渡り廊下で窓の隙間などから雨漏り

米原高校 石灰庫扉およびその蝶番部分が破損

伊香高校 豪雨によりグランドの砂が流失

多目的ルーム壁材の一部剥落

トレーニングセンター屋根材のめくれが拡大

温室のガラスの破損

法面シートの剥離

高島高校 １号棟２階・３階ホームルーム前廊下　雨漏

聾話学校 図書館屋根からの雨漏り

甲良養護学校 体育館雨漏れ

新旭養護学校
防犯カメラ１台からの映像が受信できなくなった。
警備会社が確認したところカメラ本体の故障によるものであった。


