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令和３年８月 13 日からの大雨による被害に関する情報について 

 

                                                 ８月 18 日 15 時 00 分現在 

 

１ 予報および警報等 

（１）気象警報発表状況（18 日 15 時 30 分発表）  

 

   土
砂
災
害 

警
戒
情
報 

警報 注意報 

大雨 洪
水 

暴
風 

大
雨 

洪
水 

強
風 

雷 

土
砂
災
害 

浸
水
害 

南部 近江南部 大津市南部  ○       ○ 

草津市      〇   ○ 

守山市      〇   ○ 

栗東市      〇   ○ 

野洲市      〇   ○ 

東近江 近江八幡市      〇   ○ 

東近江市      〇   ○ 

日野町      〇   ○ 

竜王町      〇   ○ 

甲賀 甲賀市      〇   ○ 

湖南市      〇   ○ 

北部 近江西部 大津市北部  ○       ○ 

高島市  〇       ○ 

湖北 長浜市      〇   ○ 

米原市      〇   ○ 

湖東 彦根市      〇   ○ 

愛荘町      〇   ○ 

豊郷町      〇   ○ 

甲良町      〇   ○ 

多賀町      〇   ○ 

 

（２）雨量情報 

連続雨量の多い観測点（18 日 16 時 30 分まで）       単位：ｍｍ 

地点 連続雨量 地点 連続雨量 

多賀町（保月） 426 東近江市（蛭谷） 326 

大津市（途中） 348 東近江市（石榑） 322 

東近江市（押立） 347 東近江市（大萩） 312 

※連続雨量：24 時間以上の無降雨期間の後、降り始めからの降雨量の積算 

   ※土木防災情報システム（https://shiga-bousai.jp/index.php） 
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２ 被害状況一覧 

人的被害 住家被害 
非住家被

害 
土
砂
災
害 

そ
の
他 死

者 

行
方
不
明
者 

負傷者 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

公
共
建
物 

そ
の
他 

重
傷 

軽
傷 

不
明 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 件数 件数 

― ― ― ― ― ― ― ― ８ 

40 程度 

詳細 

調査中 

１ ７ 
14 

※１ 

― 

※ 人的被害 なし 

 

（１）住家被害の概要 

場所 概要 

日野町佐久良 床下浸水１棟 

東近江市垣見町 床下浸水 10 棟 

大津市山中町 床上浸水７棟、床下浸水 12 棟 

大津市滋賀里 床下浸水 ※詳細確認中 

大津市見世 床下浸水 ※詳細確認中 

栗東市雲仙寺 床下浸水２棟 

彦根市稲枝町 床下浸水２棟 

彦根市高宮町 床上浸水１棟 

彦根市安食中町 床下浸水４棟 

彦根市日夏町 床下浸水１棟 

彦根市服部町 床下浸水２棟 

守山市洲本町 床下浸水１棟 

湖南市夏見 床下浸水１棟 

 

（２）非住家被害の概要 

場所 概要 

湖南市夏見 作業場浸水 

湖南市三雲 倉庫への浸水 

多賀町立多賀小学校 床上浸水 5cm、校庭中庭冠水、裏山から鉄砲水により土砂流出 

日野町佐久良 農舎３軒、作業場１軒浸水 

近江八幡市多賀町 土砂流入により小屋倒壊 
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（３）土砂災害の概要 

場所 概要 

湖南市平松 市道法面の崩壊 

湖南市夏見 里道路肩崩落 

日野町別所 法面崩壊 

日野町別所 法面崩壊 

日野町別所 法面崩壊 

日野町中山 農道の法面崩壊 

日野町迫 田の畦畔崩壊 

日野町鳥居平 民地法面崩壊に伴う水路閉塞 

湖南市下田 農道法面崩れ 

湖南市下田 農道法面崩れ 

東近江市五個荘山本町 土砂流出による車道閉塞 

東近江市五個荘日吉町 （確認中） 

湖南市石部雨山 道路への土砂流出 

大津市朝日が丘 法面崩壊 

※１ 道路被害は３（１）①に記載。 

 

３ ライフライン被害等の概要 

（１）道路・河川 

  ① 県・国管理道路および河川 

    別紙１のとおり 

 ② 市管理道路・河川 

場所 概要 

市道（甲賀市水口町八田

１２６） 

道路法面崩壊水道左弁露出（対応済み規制なし） 

市道（湖南市吉永１３

１） 

道路の冠水により全面通行止め→復旧完了 

市道（守山市今浜町２５

７４−４） 

道路の冠水により全面通行止め 

市道（守山市幸津川町３

８４１） 

土手崩れ（幸津川地先）により全面通行止め 

市道（守山市洲本町２３

１４−３） 

道路の冠水により全面通行止め 

住宅道（野洲市三上５６

７） 

路盤の流出により通行止め措置中 

市道（野洲市竹ヶ丘１） 道路の冠水により通行止め（復旧完了） 

市道（野洲市大篠原２７

５８） 

路肩の崩壊により全面通行止め 

市道（野洲市冨波甲８１

０） 

道路の冠水により通行止め（復旧完了） 
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市道（湖南市夏見１０４

４） 

道路の冠水により全面通行止め→復旧完了 

市道（栗東市井上２１

０） 

土手一部崩壊 市道に少量の土砂が流出したため路肩規制を実施

（通行は規制なし） 

市道（栗東市東坂４２

３） 

倒木により通行止め 

林道（東近江市五個荘川

並町） 

路肩欠損により全面通行止め 

市道（湖南市岩根３５６

０） 

道路冠水（復旧完了） 

市道（吉永１７８－４） 冠水・土砂堆積（復旧完了） 

普通河川穴田川（野洲市 

小南１０９８） 

護岸一部崩落 

 

（２）鉄道 

別紙２のとおり 

 

 

（３）停電 

   高島市 マキノ町海津  10 軒未満 ※復旧済 

マキノ町小荒路 約 170 軒 ※復旧済 

マキノ町野口  約 100 軒 ※復旧済 

 

４ 農水関係被害 

別紙３のとおり 

 

５ 林道関係被害 

  別紙４のとおり 

 

６ 避難および県・市町の体制に関する情報 

  別紙５のとおり 

  避難所の開設なし 

 

７ 滋賀県警察の体制   

  ８月 13 日 10 時 14 分 災害警備準備室設置 

    ８月 13 日 17 時 58 分 災害警備連絡室 

  ８月 14 日 20 時  災害警備本部 

  ８月 15 日 8 時 23 分   災害警備連絡室 

８月 15 日 13 時 20 分    災害警備連絡室閉設 

８月 17 日 10 時      災害警備連絡室 

 

 



大雨による道路の被害状況の確認　【８/１８　14:00時点】 別紙１

区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

 8月13日 20:00  8月14日 1:00  宇治田原大石東線
 大津市大石龍門町 ～ 大津
 市大石小田原町

 路面冠水（20cm程度）

 8月13日 21:00  8月14日 12:00  相谷原杣線
 東近江市山上町 ～ 東近江
 市和南町

 土砂流出（土砂撤去済み。現地確認後、
 解除予定）

 8月14日 6:00  8月15日 14:00  下鴨大津線
 大津市山中町 ～ 大津市南
 滋賀町

 土砂・立木流出あり　撤去済み
 一車線欠損あり　今後復旧作業予定

片側交互通行継続中
大型車両規制解除

 8月14日 6:30  8月16日 14:30  南郷桐生草津線  草津市馬場町
 橋台背面の洗掘（五百呂橋（いおろはし））
 兼用護岸破損による二車線欠損。

 片側交互通行→14:30
 解除

 8月14日 13:30  8月14日 18:30  大房東横関線  近江八幡市大森町  路面冠水  未定

 8月14日 11:00  8月14日 17:30  今浜水保線  守山市水保町
 バイパス工事現場内（地球市民の森）を
 流れる水路があふれ、道路冠水。

 未定

8月15日 12:00 上石津多賀線
多賀町大字栗栖～多賀町大
字保月

舗装損傷（天候回復後に対応予定） 未定

 8月15日 15:00 8月16日 17:00  牧甲西線
 甲賀市信楽町宮町 ～ 湖南
 市三雲

 倒木・路肩欠損（16日対応予定）  8/16解除予定

 8月15日 15:00  8月16日 16:00  栗東信楽線
 栗東市荒張 ～ 大津市上田
 上大鳥居町

 栗東側路肩欠損あり（16日対応済）
 大津側NTTケーブル垂れ下がりあり（15日夜対
 応済）

 8月16日16時解除予
 定

8月18日 8:30 大津信楽線 大津市上田上桐生町 崩土 未定

 8月14日 10:00  8月16日 5:00  国道161号
 仰木雄琴ＩＣ～皇子山ランプ
 （下り）

 土砂流出
 8/16 5:00下り（南向）
 解除

8月14日 10:00 国道161号 近江神宮ランプ（上り） 土砂流出 未定　本線は通行可

 8月14日 12:10  8月14日 22:25  国道161号
 藤尾南ランプ～坂本北ＩＣ（上
 り）

 冠水

8月14日 22:30 国道1号 大津市大谷町 土砂流出

8/19AM５時に解除予定
名神（大津IC～京都東IC)
無料措置は規制解除時点
で終了

 8月13日 19:00  8月15日 15:00  牧甲西線
 甲賀市信楽町宮町 ～ 湖南
 市三雲

 路肩欠損仮復旧済み
 規制雨量超過による事前通行規制は解
 除（道路被害による通行止め継続）

 8月13日 19:30  8月15日 15:00  栗東信楽線
 栗東市荒張 ～ 大津市上田
 上大鳥居町

 規制雨量超過による事前通行規制は解
 除（道路被害による通行止め継続）

 8月13日 20:00  8月15日 16:30  国道306号
 三重県境 ～ 多賀町大字大
 君ケ畑

 未定

 8月13日 20:30  8月14日 7:30  西明寺水口線
 日野町大字音羽 ～ 日野町
 大字鎌掛

 未定

 8月13日 21:00  8月15日 12:00  大津南郷宇治線
 大津市石山外畑町 ～ 大津
 市大石曾束町

 8月13日 21:00  8月15日 12:00  国道422号
 大津市大石富川町 ～ 甲賀
 市境

 8月13日 21:00  8月15日 15:00  大津信楽線
 大津市上田上牧町 ～ 甲賀
 市信楽町黄瀬

 8月13日 22:00  8月15日 17:30  国道477号
 甲賀市土山町大河原 ～ 三
 重県境

 17:30解除予定

 8月13日 23:00  8月15日 16:00  国道421号
 三重県境 ～ 東近江市黄和
 田町

 8月14日 1:30  8月15日 9:30  百済寺甲上岸本線
 東近江市百済寺甲町 ～ 東
 近江市上山町

 未定

 8月14日 1:30  8月15日 9:30  多賀永源寺線
 多賀町大字萱原 ～ 東近江
 市政所町

 未定

 8月14日 6:00  8月15日 14:00  下鴨大津線
 大津市山中町 ～ 大津市南
 滋賀町

規制雨量超過による事前通行規制は解
除（道路被害による片側交互通行継続）

 14：00～片側交互通
 行

 8月14日 8:00  8月15日 11:00  中河内木之本線
 長浜市余呉町下丹生～木之
 本町川合

 未定

 8月14日 8:00  8月15日 11:00  中河内木之本線
 長浜市余呉町中河内～余呉
 町菅並

 未定

 8月14日 8:00  8月16日 10:00  葛籠尾崎塩津線  長浜市西浅井町月出～菅浦  8/16朝確認後

 8月14日 8:00  8月16日 10:00  葛籠尾崎大浦線  長浜市西浅井町菅浦～菅浦  8/16朝確認後

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　2路線　2区間

●国管理　2路線　2区間

●県管理　0路線　0区間



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

 8月14日 11:30  8月15日 11:00  彦根近江八幡線
 近江八幡市白王町～長命寺
 町

 未定

 8月14日 13:00  8月15日 11:00  国道303号
 岐阜県境～滋賀県木之本町
 川合

 未定

 8月14日 14:00  8月15日 9:30  多賀永源寺線  犬上郡多賀町霜ヶ原～小原  未定

 8月14日 14:00  8月15日 9:30  多賀醒井線  犬上郡多賀町下水谷～落合  未定

 8月14日 18:00  8月15日 10:30  山東本巣線  米原市伊吹～小泉  未定

 8月14日 18:00  8月15日 10:30  山東本巣線  米原市吉槻～甲津原  未定

 8月14日 10:00  8月14日 17:30
 【参考】びわこ地球市民
 の森（国道477号ＢＰ工
 事個所）

 守山市水保町
 公園内の水路からBP工事個所を通じて
 公園外に流出

 8月14日 6:30  8月16日 6:00  草津川
 草津市馬場町
 （五百呂橋上流左岸）

 左岸側　護岸崩落、床止め破損、橋台裏
 洗掘（河川部の応急復旧工事完了）

 県道南郷桐生草津線通行
 止解除（片側交互通行）

 8月14日 11:10  8月14日 18:50  三明川  近江八幡市鷹飼町南三丁目  溢水
 溢水解消済（8/14 18：
 50現地確認）

 8月14日 12:40  8月14日 16:00  躰光寺川  東近江市垣見町  溢水
 溢水解消済（8/14 16：
 00現地確認）

 8月14日  8月14日 16:00  法竜川  守山市中町  溢水
 溢水解消済（8/14 16：
 00現地確認）

 8月14日 17:00  8月14日 19:00  伯母川  草津市青地町
 左岸側　護岸欠損
 （応急対応済）

8月15日 不明 思川
甲賀市水口町伴中山
（馬場橋下流両岸）

護岸の背面土砂流出
（応急復旧 工事準備工事中）

 8月15日 12:40  8月16日 17:30  瓜生川  東近江市佐野町
 矢板護岸の背面土砂流出
 (応急対応済)

 市道（歩道）通行止解除

 8月15日 15:00  8月16日 17:30  山路川  東近江市林町
 石積護岸の崩落
 (応急対応済)

 8月16日 10:00  8月16日 17:00  幸津川  守山市幸津川町
 護岸損傷
 (応急対応済 )

8月16日 不明 大宮川 大津市坂本
護岸損傷
（応急復旧 工事準備工事中）

8月16日 不明 四宮川 大津市横木
護岸損傷
（応急復旧 工事準備工事中）

 8月16日  不明 8月18日 14:00  吾妻川  大津市京町
 護岸損傷
 （応急復旧工事準備応急対応済み）

8月17日 15:00 荒川 湖南市三雲
護岸背面土砂流出
(応急復旧工事中)

●高速

●国管理

●その他

■公園

●県管理　 １   ０公園

■河川

●県管理　  ７　４河川　  ７  ４箇所

■砂防

●県管理　0箇所

参考

8/15　8：05　瀬田川洗堰を全開放流するなど、早期の琵琶湖水位の低下に向けた対応を近畿地方整備局長に要請
8/15　14:30　放流量変更の開始　300m3/s→全開放流



交通戦略課による土木交通部管理施設被害状況の確認　【8/18 14：00時点】 別紙２

区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

 8月14日 13:49 8/15 15:06  東海道線  （米原～岐阜）
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15:06 運転再開

 8月13日 15:00 8/15 9:05  北陸線  （長浜～近江塩津）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ（始発～昼頃まで）
 9：05運転再開

 〃 15:00 8/15 9:05  琵琶湖線  （米原～長浜）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ（始発～昼頃まで）
 9：05運転再開

 〃 18:35  草津線  （草津～柘植）  運転見合わせ
 20：33より通常運
 行

 〃 21:47  草津線  （草津～柘植）  運転見合わせ(三雲～甲西　線路冠水）  終日

 8月14日  始発 8/15 9:40  湖西線  （近江今津～近江塩津）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ（始発～昼頃まで）
 9：40運転再開

 〃 8:35 8/15 18:28  琵琶湖線  （京都～米原）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ
 18:28運転再開

 京都～野洲
 8/15　16:11 運転再開
 野洲～米原
 8/15　少なくとも18時
 頃まで運転見合わせ

 〃 8:35 8/15 16:31  湖西線  （京都～近江今津）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ
 16:31運転再開

 8/15　16：30頃運
 転再開見込み

 〃 11:05 8/15 15:04  草津線  （草津～柘植）
 8/14運転見合わせ
 8/15運転見合わせ
 15:04運転再開

 8月14日 17:06 8/15 12:54  全線
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 12：54運転再開

 8月14日 15:33 8/15 15:22  本線  米原～彦根
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15：22運転再開

 〃 15:46 8/15 15:13  本線  彦根～八日市
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15：13運転再開

 〃 15:04 8/15 15:18  本線  八日市～貴生川
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15：18運転再開

 〃 15:33 8/15 15:27  多賀線  高宮～多賀大社前
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15：27運転再開

 〃 16:03 8/15 15:14  八日市線  八日市～近江八幡
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転見合わせ
 15：14運転再開

 8月14日 8:59  京津線  全線  運転見合わせ

 8月14日 8:59  石山坂本線  全線  運転見合わせ

発生 解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

●私鉄

■交通

鉄道

●ＪＲ東海道新幹線

●ＪＲ在来線

ＪＲ東海管内

ＪＲ西日本管内

信楽高原鐵道

近江鉄道

京阪電気鉄道



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）

 8月15日  始発から 8/15 15:46  石山坂本線  近江神宮前～坂本比叡山口
 運転見合わせ
 15:46 運転再開

 8月15日  始発 8/16 16:34  京津線  御陵～びわ湖浜大津
 運転見合わせ
 （土砂流入およびトンネル内浸水による
 復旧作業のため）

 8/16 16:30以降
 順次運転再開予
 定
 (15:00試運転)

8月13日
伊吹山登山バス
伊吹山星空観光バス

運転見合わせ
（伊吹山ドライブウエイ通行止めに伴う）

8/17 8/18まで

 8月14日 18:00  8月15日  始発から
 長命寺線、市内循環
 線、江頭線、舟木線

 全線（全て近江八幡市）
 8/14 運転見合わせ
 （道路の一部が冠水しているため）
 8/15 運転再開

 8月13日 19:07  田上～信楽線
 田上車庫～信楽駅
 牧口～信楽駅

 8/13 運転見合わせ（県道大津信楽線
 土砂災害の恐れあり）
 8/14 運転見合わせ（牧口～信楽駅）（県
 道大津信楽線通行止めに伴う）

 運転再開予定
 （17：38～）

 8月14日 9:10  ミホミュージアム線  田上車庫～ミホミュージアム
 8/14 運転見合わせ（県道大津信楽線通
 行止めに伴う）

 運転再開予定
 （16：26～）

 8月14日 12:20  8月15日  始発から  ミホ～信楽駅線  ミホミュージアム～信楽駅
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転再開

8月18日 8:30
石山駅～ミホミュー
ジアム線

牧口～ミホミュージアム
8/18 石山～牧口までの折り返し運行
（土砂災害の影響による）

8月18日 8:30
ミホミュージアム発～
信楽駅線

ミホミュージアム～信楽駅 8/18 運休

8月18日 8:30
田上車庫～信楽駅
線

牧口～信楽駅
8/18 田上車庫～牧口までの折り返し運
行
（土砂災害の影響による）

 8月14日 8:30  比叡山シャトルバス
 （比叡山頂から延暦寺バス
 センター）

 8/14 運転見合わせ

 8月14日 11:47  比叡山シャトルバス  (堅田駅西口駅～比叡山山頂)  8/14　運転見合わせ

 8月14日 13:00  8月15日  始発から  坂本ケーブル線  全線
 8/14 運転見合わせ
 8/15 運転再開

8月14日 8:30 びわ湖バレイ線 全線
運転見合わせ
（びわ湖バレイ営業休止のため）

運転再開未定

 8月13日 23:00  8月15日 12:00  大石～内畑４F  曽束～内畑（４F）

 8/13 運転見合わせ（県道大津南郷宇治
 線の通行止に伴う）
 8/15 運転見合わせ
 12:00 運転再開

 8月15日  始発から  8月15日 12:00  大石～内畑4B、４H
 外畑～内畑（４B）
 曽束～内畑（４H）

 8/15 運転見合わせ（県道大津南郷宇治
 線の通行止に伴う）
 12:00 運転再開

8月14日 6:20 8月18日

比叡平
7：50発

大津京
駅
8：10発

大津比叡平線 全線
 運転見合わせ（県道下鴨大津線一車線
 欠損による大型車通行止に伴う）

 運転再開未定
規制解除により
運行再開

帝産湖南交通

余呉バス

江若交通

京阪バス

バス

近江鉄道

湖国バス



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
日野町 農業用倉庫 浸水 1
日野町 パイプハウス 浸水 1
東近江市 パイプハウス 浸水 1

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害面積(ha) 備考
大豆 浸水 2.20

小計 2.20
大豆 浸水 14.30
小豆 冠水 0.60
果樹（ぶどう） 浸水 3.00
野菜（ネギ） 浸水 0.30
水稲 倒伏 18.10
その他（バラ苗木） 浸水 0.10
その他雑穀（そば） 冠水 0.30
大豆、小豆 冠水、浸水 1.60
その他雑穀（そば） 浸水 0.20
水稲 倒伏 19.50
大豆 浸水、冠水 13.40
野菜（ズッキーニ、なす、さつまいも） 浸水 0.70
水稲 冠水 5.00

小計 77.10
小豆 浸水 10.00
大豆 浸水 24.00
野菜（キャベツ、ブロッコリー） 浸水 0.30

小計 34.30
県計 113.60

※「冠水」：作物が侵入した水により完全に水没した状態。
　「浸水」：通常よりも多くの水が侵入した状態で、作物が水面上に出ている状態。

区　分 地域名 市町名 被害対象 被害状況 被害箇所（箇所） 備考
農道・ため池 法面の崩れ等 6
農地 畦畔と法面の崩れ 4
田 畦畔と法面の崩れ 4
農道、水路 法面の崩れ 2

愛荘町 法面 法面の崩れ 1
甲良町 ため池 法面の崩れ 1

県計 18

※　被害面積は、被害を確認した農地全体の面積です。
※　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。

令和３年８月１３日からの大雨に伴う農水産業被害に関する情報について（第4報）
（令和３年８月１８日１４時現在）

農業施
設関係

東近江

農作物
等関係

大津南部
守山市

東近江

近江八幡市

東近江市

竜王町

湖東
愛荘町

耕地
関係

甲賀 甲賀市

東近江 日野町

湖東

ヶ所haヶ所haヶ所ヶ所ヶ所ヶ所ヶ所ha

haヶ所ヶ所ヶ所棟ヶ所ヶ所haヶ所

hahaヶ所haヶ所ヶ所㎡

haヶ所haヶ所ヶ所

別紙３
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林道被害 8月18日 15時現在

発生

年月日 市町 大字

1 令和3年8月14日
東近江市所管
林道被害（観音寺線、岩ケ谷
線）

東近江市 五個荘
・路肩欠損
・市が補助事業を検討中

2 R3.8.11以降
高島市所管
林道被害（角川線、中野線）

高島市 今津町角川　他
・路肩欠損
・市が補助事業を検討中

3 令和3年8月16日
米原市所管
林道被害（上丹生柏原線）

米原市 上丹生
・路肩欠損
・市が補助事業を検討中

山地災害 8月18日 15時現在

発生

年月日 市町 大字

1 R3.8.11以降 山地災害（斜面崩壊） 大津市 龍門町
・斜面崩壊
　（造林地 約0.1ha）

No 災害の種類 状　　　　　　況
（被害の概要、復旧の状況等を記入）

所在地

令和３年８月１１日からにかけて豪雨前線に伴う琵琶湖環境部所管に係る被害状況等について

状　　　　　　況
（被害の概要、復旧の状況等を記入）

No 災害の種類
所在地



災害名：令和3年8月12日からの大雨による被害

令和3年8月13日からの大雨による県・市町本部体制一覧（令和３年８月18日 16時30分現在）

滋賀県 本部設置状況 設置・廃止日時 報 報告機関

県本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 2 防災危機管理局
南部地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 1 南部土木事務所
甲賀地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 2 甲賀土木事務所
東近江地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 2 東近江環境事務所
湖東地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 1 湖東土木事務所
湖北地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 1 長浜土木事務所
高島地方本部 災害警戒本部 2021/08/13 17:58 1 高島土木事務所

市町 本部設置状況 設置・廃止日時 報 報告機関

大津市 警戒体制 2021/08/17 10:00 4 危機・防災対策課
彦根市 廃止 2021/08/18 15:30 6 危機管理課
長浜市 警戒体制 2021/08/17 16:30 4 長浜市防災危機管理局
近江八幡市 廃止 2021/08/18 15:30 6 危機管理課
草津市 廃止 2021/08/15 12:00 4 草津市河川課
守山市 廃止 2021/08/15 12:00 2 危機管理課
栗東市 廃止 2021/08/18 15:30 4 危機管理課
甲賀市 廃止 2021/08/18 15:30 7 甲賀市　危機管理課
野洲市 廃止 2021/08/18 16:30 3 危機管理課
湖南市 廃止 2021/08/18 15:30 6 危機管理・防災課
高島市 警戒1-2号体制 2021/08/17 15:24 7 危機管理局防災課
東近江市 廃止 2021/08/18 15:30 7 防災危機管理課
米原市 廃止 2021/08/18 15:30 4 防災危機管理課
日野町 廃止 2021/08/18 15:30 6 総務課
竜王町 廃止 2021/08/18 15:30 8 生活安全課
愛荘町 廃止 2021/08/18 15:30 7 くらし安全環境課
豊郷町 廃止 2021/08/15 09:00 4 総務課
甲良町 廃止 2021/08/18 15:30 5 総務課
多賀町 廃止 2021/08/18 15:30 8 総務課

滋賀県一覧

市町一覧

別紙５
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令和3年8月18日11:00
番号 市町 施設等名称 状況
1 大津市 びわ湖バレイ 荒天のため8月18日（水）はロープウエイを含む全営業を中止。
2 大津市 ガーデンミュージアム比叡 豪雨による設備不良のため臨時休園（当面休園）。
3 多賀町 高取山ふれあい公園 オートキャンプサイトの土砂流出（一部受け入れ可、全面復旧には日数を要する見込み）。
4 多賀町 河内の風穴 増水により洞窟内立ち入り不可。（増水の状況を見ながら一部受け入れ）。
5 近江八幡市 観音正寺 五箇荘林道および安土林道が土砂崩れのため通行止め。（表参道石段1200段は通行可）
6 近江八幡市 桑實寺 防災道が土砂崩れ。桑實寺から観音寺城まで危険なため通行当面通行不可。
7 近江八幡市 安土山 入山の際には注意を呼び掛けている。

＜8月18日11:00時点の状況＞
※ １と２は各施設のHPで確認した情報
※ ３、4はびわこビジターズビューローから施設に問い合わせ確認
※ 5～７は、びわこビジターズビューローから各市町観光協会に問い合わせ確認（土砂崩れ復旧には２～３か月を要する見込み）

大雨による観光関係の被害・影響の状況
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