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（対応状況の報告）

資料１



大雨注意報での避難場所設置について 

（危機管理総室） 

１ 概要  

台風第15号では、市内各地で土砂災害が発生したほか、砂防･治山施設の被災、不安定土砂の

堆積などにより、２次的な災害が発生するリスクが高い状態にある。このような懸念のある世帯

をリストアップし、早期の避難を呼びかけるとともに、土砂災害警戒区域等についても、通常よ

り早い段階で避難情報を発表する。

２ 現在（被害の詳細がわからない状態） 

（１）大雨注意報で避難指示 

避難の対象：台風第15号で土砂災害が発生した場所（40地区103町丁目）周辺 

開設する避難場所：該当地区の風水害緊急避難場所（都市部は数を集約し34とする） 

（２）大雨警報(土砂災害)で避難指示 

避難の対象：土砂災害警戒区域等 

開設する避難場所：該当地区の風水害緊急避難場所 

※通常の土砂災害警戒情報発表時の対応と同じ 

３ 現地確認後 

災害発生箇所を現地確認し、災害リスクに応じて避難開始のレベルを設定 

（１）大雨注意報かつ対象地区の土砂キキクル（危険度分布）黄色で避難指示 

避難の対象：特に注意が必要とする地域（清水区布沢、葵区油山等） 

開設する避難場所：地域ごとに設定 

（２）大雨警報(土砂災害)で避難指示 

避難の対象：土砂災害警戒区域等（土砂災害発生場所を含む） 

開設する避難場所：該当地区の風水害緊急避難場所 

※通常の土砂災害警戒情報発表時の対応と同じ 



大雨注意報で開設する避難場所 

葵区 20箇所 

【静岡市北部に大雨注意報が発表されたとき】 

大河内生涯学習交流館、玉川生涯学習交流館、井川生涯学習交流館、清沢生涯学習交流館 

【静岡市南部に大雨注意報が発表されたとき】 

伝馬町小学校、城北小学校、千代田東小学校、西奈小学校、北沼上小学校、麻機小学校、賤機

南小学校、賤機中小学校、賤機北小学校、安倍口小学校、美和中学校、松野小学校、服織小学

校、服織西小学校、南藁科小学校、中藁科小学校 

※横内小学校、安東小学校、美和小学校は開設せず、それぞれ伝馬町小学校、城北小学校、安

倍口小学校に集約 

駿河区 ５箇所 

豊田中学校、東豊田小学校、大谷小学校、長田西小学校、城山中学校 

※東源台小学校、久能小学校、長田北小学校は開設せず、東豊田小学校、大谷小学校、長田西

小学校に集約 

清水区 ９箇所 

清水船越小学校、飯田生涯学習交流館、高部生涯学習交流館、有度生涯学習交流館、庵原生涯

学習交流館、興津生涯学習交流館、小島生涯学習交流館、両河内生涯学習交流館、由比生涯学

習交流館

土砂災害発生箇所位置図
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災害救助法に基づく「障害物の除去」の概要について 

支援の概要 
台風 15 号に伴う災害により、半壊又は床上浸水した住家に対し、日常生活に必要不可欠な最小
限度の部分の障害物について、静岡市が業者に除去を依頼し、その費用を市が直接業者に支払う。 

対象となる方（世帯） 
次のすべての要件を満たす方（世帯）が対象となる。 

  （１）災害により半壊又は床上浸水した住家で、日常生活に著しい支障を及ぼしている。 
  （２）自力及び自らの資力では障害物を除去できない。 

除去の対象物 
土石及び竹木等（畳、家財等の除去は含まない。また、 
除去後の清掃や消毒は含まない。） 

除去の対象場所 
居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所 
（住家の入口が閉ざされている場合の玄関回りも含む。） 

現状の広報 
・市民税課が発行しているり災証明書に、障害物の除去についてのチラシを同封し、情報の周知を行
っている。 
・市 HP に掲載済 

相談件数 
現在建築総務課で相談を受けた件数は７件 
・住家外の敷地内に堆積した土砂の相談や、住家付近の河川や道路に堆積した土砂に関する相談
が５件。 
・上記以外２件。



災害ごみの収集について

収集体制 

■ 一日の災害ごみ収集車台数   約６５台 

   収集車６１台（２t/回） 平ボディトラック ３台(１t/日) 軽トラック１台(0.3t) 

■ １日の収集量 

   ６５台 × 平均２トン × ４回／日 ＝520ｔ 

■ 収集組織 

  ・市 直 営  

・協力団体 静岡県産業廃棄物協会・静岡市環境公社・静岡県トラック協会・清水一般廃棄物処理業協同

組合・消防団 

  ・自 治 体 （静岡県内）富士市・富士宮市・沼津市・伊豆市・伊豆の国市・裾野市 

        （静岡県外）名古屋市・横浜市・川崎市・熊本市・港区・佐野市 

仮 置 場 

■ 仮置場①  清水区袖師町  10 月３日(月)開設 (約 14,000 ㎡、約8,000ｔ受入可能)   

■ 仮置場②  清水区大内新田 10月 10日(月・祝)開設予定 (約 15,000 ㎡、約 8,000ｔ受入可能) 

■ 一時保管場 葵区内     市民持込み以外の災害ごみ一時保管場(約 15,000 ㎡、約 5,000ｔ受入可能) 

行    程 

災害廃棄物処理の流れ 

2022.10.7 環境局



第１フェーズ
（約7,000t）

10/3(月)  10/16(日) 2w

・生活環境上問題がある公園などの大きな集積所

20ヶ所(200t～1000t)
（葵区:3ヶ所、駿河区:3ヶ所、清水区:14ヶ所）

第2フェーズ
（約7,000t）

10/17(月)  10/31(月) 2w

・その他の集積所（2～50t）
・公園に出せなかったごみ（2～10t）
・自宅に保管してあるごみ（1t以下）

200～300ヶ所

仮置場①
エネオス

（約14,000㎡）
約8,000ｔ受入可能

仮置場②
大内新田
（15,000㎡）

約８,000ｔ受入可能

災害ごみ集積所位置
第3フェーズ
（約6,000t）

11/1(火)  12月末

主に
・個別収集
・追加で発生した災害ごみ等



○運営状況

令和４年９月２６日（月）１３時００分 開設

令和４年９月２７日（火）１０時００分 被災者ニーズの受付開始

１２時００分 ボランティア事前登録開始

○ボランティア事前登録者数 ３，５９２名（１０月６日現在）

○ボランティア活動人数(９月２９日からの累計)

（令和４年10月６日）

静岡市災害ボランティアセンター 活動状況 市民部

葵区 駿河区 清水区 計

399 98 446 943

○活動拠点と主な活動場所



この度の災害において被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

静岡市は、台風 15 号に伴う被災者のニーズ受付と、ボランティアのコーディネー 

トを行うため「災害ボランティアセンター」を開設しました。 

【運営：社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会】

下記へお電話下さい(受付時間：10：00 から 16：00 まで) 

葵  区にお住まいの方 080-5071-9507 

080-5071-9520 

駿河区にお住まいの方 080-5071-9525

清水区にお住まいの方 080-5071-9581  090-8049-9449 

080-5071-9630  090-8049-9450 

災害ボランティアに参加してみませんか？ 

ボランティアを希望される方の受付は、 

こちらの二次元コードから事前登録をお願いします。

※ボランティアは県内在住者を対象とします。

被災された方（支援を希望する方）へ

発行元 ： 静岡市葵区追手町５番１号 静岡市役所 市民局 市民自治推進課市民協働促進係 

                           電話：054-221-1372   FAX：054-221-1538 

ボランティア活動募集中



○開設時期 １０月１１日（火）開設（～１１月中旬頃まで）
〇開設時間 葵・駿河区：平日 ８：３０～１７：１５

清水区： 平日 ８：３０～１７：１５
土日祝 ９：００～１６：００

※専門家による無料相談はいずれの区も１０：００～１６：００

○設置場所 葵 区：静岡庁舎新館１階ロビー
駿河区：駿河区役所３階
清水区：静岡市清水産業・情報プラザ２階

○対応内容 ◆災害に伴う住家被害等に対する見舞金など
◆住宅の応急的な修理に対する支援
◆被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
◆専門家による無料相談（生活なんでも相談会）

～静岡県災害対策士業連絡会の協力～

◆行政書士による廃車手続きサポート ～静岡県行政書士会の協力～

※開催日は別添の「ちらし」を参照

〇その他 支援に係る一覧表「被災者支援制度のご案内」（随時更新）を作成
し、１０月３日（月）よりＨＰへの掲載や市関係施設などに配架して
います。

【専門家による無料相談(生活なんでも相談会)】

○開設時期 １０月３日(月)から１０月３１日(月)
〇開設時間 葵・駿河区：平日１０：００～１６：００

清水区： 平日・土日祝１０：００～１６：００

○設置場所 葵区役所 １階 地域総務課市民相談室
駿河区役所 ３階 地域総務課市民相談室
清水区役所 ４階 ４階 ４Ｃ会議室

○対応内容 静岡県災害対策士業連絡会による建築や不動産、法律、税金、
その他各種専門家による相談と支援制度等についての資料の提供

〇相談実績 相談件数：１０７件（葵区 23件、駿河区 12件、清水区 72件）
※ １０月６日時点
相談内容：生活再建支援制度にどのようなものがあるか。

事業主からの補償の相談。 など

※静岡県災害対策士業連絡会
弁護士、司法書士、行政書士、建築士、土地家屋調査士などの多数の
専門家団体で構成されている。

被災者支援窓口の設置 市民部

（令和４年10月６日）
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第３回災害対策本部会 報告事項①【保健福祉 寿局】R4.10.7 

台風第 15 号の災害に係る健康支援活動について 

１ 目的 
 市内の浸水被害及び断水が発生したエリアにおいて、慢性疾患の持病の悪化、生活環境上の健康リス
ク等の健康課題が発生すると考えられることから、災害の程度が深刻な地区について、保健師等による
個別の家庭訪問を実施し、高齢者等の健康福祉ニーズの把握と相談対応を行った上、要支援者には必要
な対応を実施する。 

２ 緊急訪問地区（実施済み） 
（１）抽出方法 
  保健福祉センターの保健師が現地視察や 治会（  委員及び保健委員）の聴き取りを９月 27 日
（火）行い、早急な対応が必要な地区を抽出した。対象世帯として、避難行動要支援者名簿から①要
介護認定 3 ５、② 体又は精神障害１ ２級、③療育Aの市 がいる世帯を絞り込んだ。 

（２）調査内容  世帯員の健康状況（既往歴、被災後の自覚症状）等の健康福祉ニーズ 
（３）訪問時期と体制 

 10 月３日（月） 10 月４日（火） 10 月５日（水） 
１班は保健師２人 ２班体制 ４班体制 ５班体制 

（４）訪問結果 
ポイント：各世帯は地域や支援サービス等のつながりがある。医療的支援を要する世帯はなかった。 

 ・浸水の想定地域では、医薬品等の必需品を２階へ備蓄するなどの備えができていた。 
 ・発災直後から近隣のつながりや自治会役員（  委員及び保健委員等）等による安否確認がなされ、
水の配布や子どもの託児等の地域の助け合いがなされていた。 

 ・すでにＳ型デイサービスも再開しており、普段の生活が戻ってきているとの声が多かった。 
 ・災害ごみ等の片づけに係るボランティア派遣や、罹災証明に係る家屋調査を求める声が多かった。 
  （関係部署には伝達済み） 
                                        （世帯数） 

地区名 調査対象 調査済 不在 居住なし 要支援 
横砂中町 17 10 6 1 0 
大内、鳥坂 66 47 16 3 0 

天王南・東・ 、
石川本町、石川新町 

82 56 26 0 0 

合計 165 113 48 4 0 
  ※不在の世帯には、緊急連絡先と担当者名を記載したチラシをポスティングした。 

３ 今後の対応方針 
最も被害の程度が大きいと考えられる地区において、緊急的に医療の支援を要する世帯がなかった
ことから、今後は、これまでと同様に、 治会（  委員及び保健委員）や地域包括 援センターな
どと連携し、健康相談に応じていく。また、「被災者支援制度のご案内（令和４年台風 15 号）」等で、
健康相談窓口を広報し、健康相談に対応する。 



第３回災害対策本部会 報告事項②【 】R4.10.7

簡易水道、飲料水供給施設にかかる被害状況について

施設総数 被害状況 対応状況
市営簡易水道
（上下水道局所管分を除く）

3施設 671 日向簡易水道（給水119

ていたため断水はなかったが、平時水源とし
て使用している表流水取水口が土砂により閉
塞した。

・表流水取水口の土砂を取り除いた
が水量が十分に回復せず、導水管
に土砂が溜まっているとみられる。
・導水管の土砂を取り除くためドレ
ン管を設置予定。

8施設 413 １施設で半日断水（小坂上簡易水道。50
150人に給水。市営上水道の給水区域内）

・9/24復旧済

146施設 1484 11施設被災（R4.10.6時点） ※下記参照
法寺庵水道組合（葵区足久保奥組） 5 取水施設破損、水道管破断 ・9/27応急復旧済

谷沢高山水道組合（葵区足久保奥組） 20 取水施設破損、水道管破断 ・9/28応急復旧済

草木沢水道組合（葵区足久保奥組） 7 取水施設埋没、水道管破断 ・9/25応急復旧済

由比向山上水道組合（清水区入山） 4 浄水施設流失 ・9/25応急復旧済

諸子沢柿平水道組合（葵区諸子沢） 12 取水施設破損、水道管破断 ・9/25応急復旧済

権現沢水道組合（葵区相俣） 10 取水施設・浄水施設流失、
水道管破断

・9/28応急復旧済

本村寺平水道組合（葵区栃沢） 18 取水施設埋没 ・9/27応急復旧済

奥池ヶ谷水道組合（葵区奥池ヶ谷） 12 取水施設破損 ・9/29応急復旧済

郷土水道組合（葵区柿島） 5 取水施設破損 ・10/2に地元にて応急作業、10/4通水するも減水
状態にある。(週内復旧見込。飲料水2Lペット
ボトルを9/29に24本、10/4に30本、職員が配付)

柿島水道組合（葵区柿島） 19 取水施設破損、水道管破断 ・9/24応急復旧済
泉の会（清水区河内） 3 取水施設破損 ・9/28応急復旧済

●簡易水道施設及び飲料水供給施設について、断水や施設破損等の被害は見られたが、応急復旧や飲料水の配付等、必要な対応が図られて
いる。なお、飲料水供給施設については、今後、地元と協議し、本復旧に向けて必要な措置を講じていく。（R4.10.6現在）

【簡易水道】
水道法上、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、給水人口

が100人を超え5,000人以下であるものをいいます。

【飲料水供給施設】

10人以上の
飲料水 、水道
施設の新設・改良・修繕にかかる補助を行っています。

一般的な飲料水供給施設の構成

権現沢水道組合 配水施設（平時）柿島水道組合 取水施設（平時）

取水施設 浄水施設 配水施設 給水栓
水道管 水道管 水道管

【参考情報】



災害義援金の受付状況について 

 １ 受付期間 

令和４年９月 30 日（金）～令和４年 12月 28 日（水） 

２ 受付方法 

（１）口座振込（清水銀行 静岡支店） 

（２）窓口受付（静岡市会計室、駿河区役所戸籍住民課、清水区役所戸籍住民課） 

３ 受付金額等（10 月６日 17:15 現在） 

  （１）件数 429 件（内訳：口座振込分 299 件 窓口受付分 129件） 

（２）金額 21,023,013 円（内訳：口座振込分 17,077,274 円 窓口受付分 3,945,739 円） 

４ 配分方法 

   ・後日立ち上げる委員会にて協議の上、被害を受けた市民に直接配分します。 

   ・他都市の事例では、人的被害（「死亡者」「重傷者」等）や住家被害（「全壊」「半壊」等でり

災証明書の交付を受けている方）を対象に義援金を配分しています。 

【参考：受付金額の内訳】（10月６日 17:15 現在）                     

月日 
振込 

窓口 

静岡庁舎 駿河区 清水区 計 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

9/30 86 6,146,063 24 414,236 12 122,000 6 37,000 42 573,236

10/3 132 8,398,939 15 1,248,000 12 111,000 6 1,045,000 33 2,404,000

10/4 32 665,780 9 128,000 5 135,000 5 101,876 19 364,876

10/5 23 1,239,507 6 164,000 13 202,314 4 86,662 23 452,976

10/6 26 626,985 7 77,000 3 35,000 3 38,651 13 150,651

合計 299 17,077,274 60 2,030,236 45 605,314 24 1,309,189 129 3,945,739

第３回災害対策本部会議 報告事項③【保健福祉 寿局】R4.10.7









（１０）ふるさと納税（財政局）、企業版ふるさと納税（企画局） 

被災された市民の皆様の支援や、道路や河川、公共施設の復旧作業などを実施してい

くため、「ふるさと納税」「企業版ふるさと納税」を通じた寄附を募集しています。 

既にふるさと納税では、全国の皆様から、多くのご寄附をいただいております。 

引き続き、ご支援、ご協力をお願いします。 

１ ふるさと納税（９月 27日より募集開始）等の寄附について 

（１）寄附金の受付 

 以下のポータルサイト（３サイト）に本市災害復興支援特設ページを開設しました

ので、いずれかのサイトからお手続きをお願いします。 

「さとふる」      https://www.satofull.jp/city-shizuoka-shizuoka/ 

「ふるさとチョイス」 https://www.furusato-tax.jp/city/product/22100 

  「楽天ふるさと納税」 https://item.rakuten.co.jp/f221007-shizuoka/9999999/ 

（２）留意事項 

  ①寄附者は、通常のふるさと納税と同様に所定の手続きを行うことで、住民税や所

得税の還付・控除の対象となります。 

  ②特設ページから復興支援の寄附をしていただいた方には、返礼品のお返しはあり

ません。 

（３）寄付の状況（10月６日 17:00） 

   サイトからの寄附  ①寄附件数 693 件 ②寄附金額 8,963,007 円 

 ふるさと納税以外の企業寄附 

    ①市内 ２社  ②寄付金額 2,350,000 円 

合計      11,313,007 円 

２ 企業版ふるさと納税（９月 30日より募集開始）

（１）制度概要 

 企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し

て企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。損金算入に

よる軽減効果と合わせ、税の軽減効果が最大約９割となります。 

  寄附要件等は、以下のとおりです。 

① 静岡市外に本社のある企業が本制度の対象です。 

② １回当たり 10 万円以上の寄附が本制度の対象です。 

③ 寄附企業に対し、寄附の代償として経済的な利益の供与は禁止されています。 

制度の詳細は、内閣府ポータルサイトをご覧ください。 

 （https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html） 

（２）寄附金の受付  

まずは、企画課へご相談ください。 

  詳細は、市ホームページをご覧ください。 

（https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000282.html） 

【参考】ＪＴＢポータルサイト「ふるさとコネクト」に本市特設ページ掲載済み 



財政局 R4.10.７ 
財政局 

【家屋調査の進捗状況・罹災証明書の発行状況】

床上浸水の場合、罹災証明書の発行のために、第二次調査（家の内部の調査）が必要

になります。被災家屋調査へのご協力をお願いします。 

１ 被災家屋調査の進捗状況  （令和４年 10月 6日現在） 

第一次調査・・・外観による調査です。床下浸水の場合、第一次調査のみで罹災証明

書を発行します。 

第二次調査・・・家の内部調査が必要になります。床上浸水の場合、第二次調査の対

象になります。 

◆他市町からの被災家屋調査応援派遣 

 10月６日（木）～11日（火）県内市町からの応援職員受入れ 

（富士市・富士宮市・伊東市） 

 10月８日（土）～10日（月）政令市からの応援職員受入れ  

                     （横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市）    

２ 罹災証明書の申請受付と交付の状況  （令和４年 10月 6日現在） 

【罹災証明書の受付】 

《葵 区》【窓 口】固定資産税課（静岡庁舎新館２階26番窓口）  

       【郵送先】424-8602  

静岡市葵区追手町５番１号 静岡市役所市民税課 

  《駿河区》【窓 口】駿河区役所２階22会議室横受付窓口  

       【郵送先】424-8602 

静岡市葵区追手町５番１号 静岡市役所市民税課 

  《清水区》【窓 口】清水庁舎２階21会議室（清水市税事務所） 

       【郵送先】424-8701 

静岡市清水区旭町６番８号  清水市税事務所 市民税係    

市全体 葵区 駿河区 清水区 

一次 二次 一次 二次 一次 二次 一次 二次 

床下 床上 床下 床上 床下 床上 床下 床上 床下 床上 床下 床上 床下 床上 床下 床上 

942 1787 22 924 364 421 0 343 158 112 2 83 420 1254 20 498 

市全体 葵区 駿河区 清水区 

申請受付 交付 申請受付 交付 申請受付 交付 申請受付 交付 

4,389 265 866 111 218 58 3,305 96 



１．主な被害状況・対策（10月６日時点）

平野農業集落排水施設
▼管理委託の受託者である組合員１名が施設内で倒れた状態で発見。救急搬送されたが死亡を確認。
▼現在は警察が死亡原因を調査中。

▼市内農道 1,621路線のうち、252路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。用水路17箇所で土砂堆積等が発生。
▼市内農道252路線のうち234路線の現地調査を実施し、15路線応急復旧済。21路線復旧対応中。
▼用水路17箇所のうち15箇所の現地調査を実施し、今後、応急復旧予定。
▼公共災害対象事業は10件。

▼市内林道 158路線のうち、94路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。
▼94路線のうち82路線の現地調査を実施し、７路線の道路啓開完了（林道水見色新間線ほか） ２路線において啓開作業中。
▼公共災害対象事業は11件。

▼322件（JA静岡市管内 208件、JAしみず管内 114件）
▼主な被害：土砂流入・浸水。
▼農林水産省の災害復旧事業の活用を視野に農地・農作物の被害状況について現地調査を実施中。
▼287件のうち152件の現地調査を実施。（JA静岡市管内129/208、JA清水管内23/114）
▼公共災害対象事業は現在、調査中。

農業集落排水施設関係

農道関係

林道関係

農地関係

令和４年 台風15号について（経済局農林水産部所管分） 経済局（農林水産部）



令和4年台風15号による被災状況

10月5日現在

河川

駿河区 清水区 計

河川課 土木事務所

44 192 450 （箇所）

土砂堆積 37 128 333 （箇所）

法面・護岸崩壊 3 35 62 （箇所）

その他 4 29 55 （箇所）

道路

駿河区 清水区 計

葵南道路
整備課

葵北道路
整備課

駿河道路
整備課

清水道路
整備課

226 102 95 386 809 （箇所）

法面崩壊 27 4 4 66 101 （箇所）

路肩決壊 22 12 3 68 105 （箇所）

倒木 8 6 3 14 31 （箇所）

土砂堆積 169 80 85 238 572 （箇所）

1,259 （箇所）

葵区

河川課

214

168

被災箇所数

被災箇所数
河川・道路計

被災箇所数

24

22

葵区



護岸崩壊・河川埋そく

護岸崩壊

河川の埋そく

河川の埋そく

河川の埋そく

河川の埋そく

河川の埋そく

河川の埋そく

護岸崩壊・洗堀

① -1（準）門屋川（門屋） ①-2（準）門屋川（門屋） ②新間谷川（新間）

⑤鳴沢川（牛妻）

④足久保大沢川（足久保奥組）

③慈悲尾谷川（慈悲尾）

⑥尾羽川（尾羽）

ぬのざわみやざわ
⑦布沢宮沢（布沢）

ふしぎがわ
⑧伏木川（西里）

⑨前沢（茂野島）

令和４年９月 台風15号による主な被災状況（河川） 令和4年10月7日現在

きょうだいやとがわ
⑩兄弟谷戸川（内牧）

河川の埋そく

応急対応完了

応急対応完了
応急対応完了

応急対応作業 
10月14日完了見込

応急対応作業 
10月14日完了見込

応急対応完了

応急対応完了

応急対応作業 
10月７日完了見込

応急対応完了

応急対応完了

河道確保（作業中）

応急対応完了

凡 例

応急対応作業中
応急対応完了（河道確保済）

応急対応作業中 10月14日完了見込

応急対応完了

応急対応完了

応急対応作業中 10月７日完了見込

応急対応作業中 10月14日完了見込 応急対応完了

応急対応完了応急対応完了応急対応完了

応急対応完了



令和４年９月 台風15号による主な被災状況（道路）

凡 例

作業中・調査実施中

車両通行対応済（応急復旧を含む）

被災による車両通行不可路線

被災による大型車通行不可路線

車両通行可能路線

迂回路線(大型不可)

※通行可能路線でも幅員減少等規制がある場合があります。

１

黒俣

①（主）南アルプス公園線（大間）

8

路肩崩壊 集落への影響なし

河川兼用護岸の崩壊

法面崩壊 迂回路有

河川兼用護岸の崩壊
通行幅を確保済

道路上崩土堆積（除去作業中）

和田島

法面崩壊
崩土除去により通行可能

清地

温泉

新田

蕨野

赤水 戸持

大代 本村

関之沢

入島

藤代

有東木

渡

中平

平野

横山

大平

大間

富沢
３

水見色

住民避難済

５

４

７

迂回路有 復旧調査実施中

橋梁全壊 住民避難済

大原

令和４年10月７日現在

通行幅を確保済（車両通行可）

⑤（主）梅ヶ島温泉昭和線（蕨野）

道路崩壊 迂回路確保済

９
昼居渡

⑥（主）清水富士宮線（和田島）

応急復旧10月31日完了見込

工事用道路の完成により、
10月8日（土）より通行可能

（時間制限等あり）復旧完了済
復旧調査実施中

応急復旧11月15日完了見込

10月７日より車両通行可

北側（笠張峠）経由・
林道経由のルート確保済

10

河川兼用護岸の崩壊
迂回路有
応急復旧 全区間10月31完了見込

（一部区間は10月4日完了）
河川兼用護岸の崩壊
歩行可能通行幅を確保済
工事用道路10月15日完了見込
応急復旧11月4日完了見込

11

河川兼用護岸の崩壊 迂回路有
復旧調査実施中

２

②（主）藤枝黒俣線（黒俣）

⑪（一）奈良間手越線（奈良間）⑨（国）362号（昼居渡）

６

復旧調査実施中

⑩（市）草ヶ谷吉原線（山切）

集落への影響なし 復旧調査実施中

迂回路有 応急復旧11月15日完了見込 迂回路有 復旧調査実施中

応急復旧 全区間10月31日完了見込
（一部区間は10月4日に完了）

⑧（市）清地１号線（清地）

工事用道路 10月8日より通行可能
（時間制限等あり）

崩土除去完了 通行可能

④（市）大原水見色線（大原）

本日７日より通行可能
工事用道路 10月15日完了見込
応急復旧 11月4日完了見込

③（市）大原釜戸線（大原）

⑦（一）大向福士線（大平）

応急復旧 10月31日完了見込


