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表１ 西日本豪雨災害の進行と政府等の対応一覧 

―7月 5日～8日の初動対応を中心として― 

 

作成：醍醐 聰 

日 時刻 災害の状況 自治体の動き 消防庁の動き 防衛省・自衛隊の動き 政府の対応 

7／2 16：41 

  

（消防庁）全都道府県、指

定都市に対し、警戒情報を

発出 

 

 

7／3 11：30   消防庁災害対策室を設置   

7／5 05：23 各地で大雨の恐れ 土砂災害など厳重警戒 河川

の氾濫に警戒が必要（日テレ） 

    

 11：46 神戸市 10 万人超に避難勧告 地震被災地に避難指

示も（テレ朝） 

    

 11：49 6日昼にかけ大雨も 土砂災害・増水に厳重警戒（テ

レ朝） 

    

 12：00 東～西日本、激しい雨 各地で避難指示・勧告

（NHK） 

 （消防庁まとめ）避難指示 4

市171世帯；避難勧告12市・

5 町 76,225 世帯 

  

 12：31 北海道、石川、長野、滋賀、京都、大阪、兵庫の市

町村で「土砂災害警戒情報」を発表（TBS） 

    

 13：30 
   

 大雨と台風 7号に関する

関係省庁災害警戒会議 

 14：00 気象庁、緊急記者会見： 

・西～東日本の広い範囲で記録的な大雨の恐れ。 

・土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫

に厳重な警戒が必要 

    

 16：00 東～西日本中心に各地で激しい雨。土砂災害。河川

の氾濫の危険性高まる（NHK） 

    

 16：54 
  

（消防庁）全都道府県、指

定都市に対し、大雨警戒情
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報を発出 

7/5（続） 17：13 気象庁が異例の記者会見（日テレ）     

 17：58 京都・桂川、氾濫の恐れ（テレ朝）     

 18：57 気象庁が「50年に一度の記録的大雨」と注意（TBS）     

 19：00 東～西日本中心に各地で激しい雨。土砂災害。河川

の氾濫の危険性高まる。気象庁、臨時の記者会見

（NHK） 

    

 20：28 

 

    安倍首相、赤坂自民亭に出

席（21:38 私邸へ） 

 20：30   消防庁長官を長とする災害

対策本部に改組 

  

 21：00 記録的大雨の恐れ、各地で被害も（NHK）  広島県へ職員 4 名の派遣を

決定（以後、8日にかけて、

岡山県岐阜県への派遣・増

員を決定） 

  

 23：30 “災害レベル”梅雨前線で各地に被害。京都市で10万

人以上に避難指示、神戸市で 426人に避難指示、岐

阜県下呂市で 96世帯に避難指示、高知県で 10世帯

が孤立（テレ朝、報道ステーション） 

    

7／6 01：10  京都府知事、自衛隊に対し

水防について派遣要請 

   

 02：40    京都第 7 普通科連隊（20

名、5車両）久我橋付近

に向け出発 

 

 03：30  高知県知事、陸上自衛隊に

孤立者救援のため派遣要請 

   

 03：45

以降 

   京都第 7 普通科連隊（125

名、40 車両）久我橋付近

及び桂駐屯地に向け出発 

 

 04：35    第 50連隊（2名、1車両）

高知県庁に向け出発 

 

 05：00     （国交省四国整備局）非常
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体制 

7／6 

続 

05 時頃    中部方面部隊、京都久我橋

付近で土嚢積み実施 

 

 05：51 観測史上 1 位の大雨も 今日も災害級の大雨に警

戒（テレ朝） 

    

 06：25    高知 50連隊（15名、3車

両）安芸市防災センターに

向け出発 

 

 06：44 京都市内でも桂川、危険水域を突破、京都市、１４

万人に避難指示（TBS） 

    

 09：00   消防庁災害対策本部へ改組   

 09：56  福岡県、陸上自衛隊に人命

救助・孤立者救助のため派

遣要請、追加の派遣要請 

   

 10：26    福岡陸上自衛隊FAST-

Force（25 人、10車両）

が現地（北九州市門司

区）に向け出発 

 

 11：26 気象庁「猛烈な雨あさってまで降り続く恐れ。今
後、重大な災害の発生する恐れが著しく高まり、
大雨特別警報を発表する可能性がある」と説明
（日テレ） 

    

 11：40    福岡陸上自衛隊第 40 普通

科連隊の主力隊（60 人、

15 車両）が現地（北九州

市門司区）に向け出発 

 

 13：58    防衛省災害対策連絡室設

置 

官邸連絡室設置 

 14：30     関係省庁災害対策会議 

 17：10 （気象庁）福岡県、佐賀県、長崎県に「大雨特別警

戒情報」を発表 

   （総務省）災害対策本部を

設置 

 19：40 （岡山気象台）県北部全域と岡山地域、高梁地域な     
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どに大雨特別情報を発表（KBS 瀬戸内海放送） 

7／6

（続） 

19：50   消防庁より愛知、滋賀、大

阪、島根、山口、徳島、香川、

愛媛の各府県に対し、緊急

消防援助隊の出動可能隊数

の報告と出動準備を依頼 

  

 20：30  広島県、緊急消防援助隊の

応援要請 

   

 20：45     （国交省中国整備局）非常

体制 

 21：00 広島地方気象台、広島県・岡山県・鳥取県に特別警

報発表。「これまでに経験したことがないような大

雨」「重大な危険が差し迫った異常事態」 

広島県、陸上自衛隊（海田

駐屯地）に人命救助のため

派遣要請 

消防庁職員 4 名を広島県へ

派遣決定 

  

 21：20   大阪府知事に対し、広島県

への緊急援助隊の出動要請 

  

 21：48    広島県第 46普通科連隊の

FAST-Force（25 名、5車

両）が安芸消防署に向け出

発 

 

 21：50   愛知県知事に対し、広島県

へ緊急援助隊の派遣要請 

  

 22：00 倉敷市真備地区全域に避難勧告（NHK）     

 22：15

～ 

  大阪市、堺市の消防局支援

隊、広島県に向け出動。 

以後、名古屋市、大阪府、愛

知県の支援隊、順次、広島県

に向け出動 

  

 ~22：30 岡山地方気象台、岡山市・倉敷市など 23 市町村に

大雨特別警戒情報（土砂災害）を発表（山陽新聞） 

    

 23：10   名古屋市消防局の支援隊、

広島県に向け出動 

  

 23：11  岡山県、陸上自衛隊（海    
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田）に人命救助のため派遣

要請 

7／6 

（続） 

23：30    自衛隊岡山地方協力本部

（4 名）県庁に向け出発 

 

 23：32 広島県坂町で土砂崩れの通報相次ぐ     

 23：45  倉敷市真備地区の小田川南側に避難指示（NHK）     

       

7／7 01：00    岡山、第 305施設隊（三軒

屋、20名、10車両、ボー

ト 8 隻）が高梁市役所に向

け出発 

 

 01：30 真備地区の小田川北川の地域に避難指示（NHK）     

 未明～ 真備地区で。「助けて」の SOS（ツイッターで）相

次ぐ。（山陽新聞） 

    

 02：54 岡山県倉敷市真備町で救助要請相次ぐ（NHK）     

 4 時頃～ まび記念病院（真備町）で 1階が水没、約 300人が

孤立（山陽新聞） 

    

 4 時 30

分以降 

   福岡陸上自衛隊第 40 普通

科連隊の主力隊（45 名、

10 車両）が現地（北九州

市門司区）に向け出発 

 

 05：45 岡山県高梁の特別養護老人ホームで約 100 人が 2

階に避難 

    

 06：10  京都府、人命救助のため、

陸上自衛隊第 7 普通科連隊

（福知山）に派遣要請 

   

 7 時現在 （消防庁情報）死者 4 名、行方不明 7名     

 07：13

以降 

   京都普通科連隊（85 名、

20両）綾部市に向け出発 

 

 07：15  広島県から消防庁に緊急消

防支援隊の増隊要請 

   

 07：25   福岡市消防ヘリが広島県に   
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向け出動 

以後、長崎県、香川県、奈良

県、東京消防庁の防災ヘリ

が広島県に向け、順次、出動 

7／7 

（続） 

07：35  山口県、人命救助のため自

衛隊（海田）に派遣要請 

   

 08：00    岡山、自衛隊（50 名、15

車両）が出発 

 

 08：00    第 49普通科連隊（豊川）

（50名、15 両）、海田駐屯

地、三軒屋駐屯地に向け出

発 

 

 08：30  岡山県から消防庁に緊急消

防支援隊の応援要請 

   

 09：00    山口、陸上自衛隊第 17普

通科連隊 FAST ｰ Force

（50名、5車両）岩国市に

向け出発 

 

 09：42  京都府、海上自衛隊舞鶴地

方総監に対し、人命救助の

ため派遣要請 

   

 10：01     大雨に関する関係閣僚会

議（10：16まで 15分間） 

「事態は極めて深刻」「人

命第一の方針で救助部隊

を遅滞なく投入し、被災者

の救命救助に全力 

 10：16 愛媛県西予、住宅に浸水、15 人が屋根の上に避難

（NHK） 

    

 10：29 神戸市灘区で裏山崩れ住宅に土砂、11人救助     

 10：30 気象庁発表「西日本と東日本における記録的な大雨

について」 
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・土砂災害、河川の増水・氾濫に最大級の警戒が必 

 要 

・特別警報が出ていない地域でも厳重な警戒が必 

 要 

7／7 

（続） 

11：02

以降 

   舞鶴地方隊（40名、3両）

舞鶴市城屋に向け出発 

 

 11：20 

11：40 

  11：20 滋賀県大隊、岡山県

に向け出動 

11：40、奈良県大隊も岡山県

に向け出動 

  

 11：44   福岡市消防ヘリが呉市に出 

動、7名救出 

  

 11：49     安倍首相、私邸着 

 11：55 福岡県久留米市、「家に取り残された」通報が数十件

（NHK） 

    

 正午頃～   岡山県高梁市で市の消防本部、消防団、高梁署など約 60

人が重機で行方不明者を捜索（山陽新聞） 

真備町でも消防団や自衛隊がヘリやボートで取り残され

た住民を救出（山陽新聞） 

 

 12：30   香川県防災ヘリが三原市に

出動、20名救出 

  

 12：38      

 13：15 岡山県倉敷市、ツイッターで救助求める書き込み相

次ぐ（NHK） 

    

 13：30   山口県防災ヘリが呉市に出

動、7名救出 

  

 13：39   愛知県緊急援助隊、真備町

で活動開始 

  

 14：05    第13飛行隊（防府）のUH-

1×1、OH-６×1機が情報

収集及び救助活動のため

駐屯地を離陸 
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7／7 

（続） 

14：15 大雨、14人死亡、50人行方不明（NHK）     

 14：23   岡山県防災ヘリが倉敷市に

出動、5名救出 

  

 15：11   奈良県防災ヘリが倉敷市に

出動、5名救出 

  

 15：23    自衛隊の給水車 2 台が給

水不可の高梁市に向かう

（山陽新聞） 

 

 16：38 岡山県倉敷真備地区、救助求める人は 400 人超

（NHK） 

    

 15：58   大分県防災ヘリが倉敷市に

出動、9名救出 

  

 21：11 岡山県倉敷の老人ホーム、冠水で 150 人孤立、「食

料必要」の要請（NHK） 

    

 21：14 岐阜県飛騨、孤立状態 250人に（NHK）     

 22：52 豪雨 51人死亡、3人重体、48人安否不明（NHK）     

7／8 0：42 岡山県真備の病院で約 200人孤立、電気水も使えず

（NHK） 

    

 05：00   （消防庁情報）避難指示 76

市 29 町 2村、91 万 5,849

世帯、200 万 7,849人 

  

 06：00 （消防庁情報）死者 44人、行方不明 21 人、住宅全

壊 20 棟、半壊・一部破損 182 棟、床上浸水 1,218

棟、床下浸水 2,367 棟 

    

 06：29 高知県宿毛市で救助要請相次ぐ（NHK）     

 08：00     非常災害対策本部設置 

 08：44 山口県下松笹戸島、道路陥没などで 350世帯頃津状

態（NHK） 

    

 09：02     第 1 回非常災害対策本部

会合（9：22まで 20 分間） 

以後、毎日対策本部会合 



9 

 

 

7／8 

（続） 

（朝から）   真備町川辺で、自衛隊や消防団がボートで救出  

 12：21 岡山県倉敷真備町で 1,000 人以上が孤立、救助待つ

（NHK） 

    

 13：19 岡山県倉敷市、浸水被害は 4,600戸以上か（NHK）     

 13：34 広島県三原で浸水被害、ツイッターで救助求める声

相次ぐ（NHK） 

    

 13：43 長野県王滝村、村道陥落で 25人が孤立     

 14：29     安倍首相、私邸着 

 14：52 愛媛、宇和島で大きな被害、ツイッターに訴える声

相次ぐ（NHK） 

    

7／9      政府調査団派遣（広島、岡

山） 

7／10       

 15：00    真備町内で仮設風呂の入

浴サービス開始（山陽新

聞） 

 

7／11      安倍首相視察（岡山） 

 朝から   真備町で自衛隊・警察・消防が行方不明者の捜索、遺体

収容、給水活動（山陽新聞） 

 

 17：51    即応予備自衛官の招集、行

動命令、300名 

 

 


