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表 2 西日本豪雨～岡山県真備町の状況と政府等の対応一覧 

 

作成：醍醐 聰 

日 時刻 気象庁・行政の動き 被災者の動き 消防隊の動き 自衛隊の動き 

      

7／5 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 

   

7／6 11：30 （倉敷市）「避難準備・高齢者避難開

始」発令 
  

 

 11：55 高梁市中井西方では斜面がはがれ敷

地に土砂が（KSB瀬戸内海放送） 
  

 

 15：00  （倉敷市）避難者 1世帯 1人、自主避難者 1世帯2人   

 17：00  （倉敷市）避難者 18世帯 28人   

 19：40 岡山気象台、県北部全域と岡山地域、

高梁地域などに大雨特別情報を発表

（KBS瀬戸内海放送） 

   

 19：50   （消防庁）愛知県ほか 8府県に対し、

緊急消防援助隊の出動可能隊数の報

告及び出動準備を依頼 

 

 20：00 新見市、恵庭市、笠原市で観測史上最

大の雨量を観測（瀬戸内海放送） 

   

 21：50   消防庁より広島県へ派遣要請  

 22：00 （倉敷市）小田川の水位が急上昇、真

備町川辺・岡田ほか地区に避難勧告 

   

 22：40 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
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害）を発表（山陽新聞） 

7／6 

（続） 

23：10   名古屋市消防局緊急援助隊、広島へ向

け出発 

（8：50、派遣先を岡山県に変更） 

 

 23：11 （岡山県）陸上自衛隊に人命救助のた

め派遣要請 

   

 23：45 （倉敷市）真備地区全域に避難指示発

令 

   

7／7 00：00 （倉敷市）高梁川の水位急上昇のた

め避難勧告発令 

   

 0時過

ぎから 

 真備町から倉敷市消防局へ浸水からの救助を求める通報が

ひっきりなし（朝日新聞、7日、22時 08分） 

  

      

 01：00    岡山、自衛隊（20名、10車

両）が高梁市役所に向け出

発 

 01：30 （倉敷市）高梁川の堤防が越水のため

避難指示発令。「すみやかに高台へ避

難してください。」 

避難指示が出る前に水が押し寄せた可能性（NHK、7月

13日、19時 08分） 

「避難指示、決壊の 4分前」（西日本新聞、7月 10日、18

時 06分） 

  

 3 時現在 （倉敷市）避難者、587世帯、2,012

人 

    

 04 時頃～  まび記念病院、1階から水没し約 300人孤立（山陽新聞、

21時 18分） 

  

 05：35  有井○○〇—△ ×××■■ 一階は完全に冠水 外は冠

水しており避難できない状態です。救助お願いします。 

  

 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   

 06：07 （倉敷市ツイッタ－）「市役所から自

衛隊に派遣要請をしており、順次、

救助活動に入りますので、もうしば

らく、なるべく安全な場所で待機し

て下さい」 
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 06：52 国交省、小田川で堤防決壊を確認（共

同ニュース） 

   

7／7 

（続） 

08：00    岡山、自衛隊（50名、15車

両）が出発 

 08：30 （岡山県）消防庁に緊急消防支援隊

の応援要請 

   

 08：50   広島県に向け出動中の名古屋消防局

支援隊、愛知県隊、出動先を岡山県に

変更 

 

 09：07  （有井）岡山にいる家族が大雨の影響で自宅 1階が浸水し

身動きが取れない状態です。有井○○〇－△救助求めてま

す。 

  

 09：20  近くの高田川が決壊した真備町有井付近は道路が完全に水

没し、住宅の屋根だけが見える状況（朝日）新聞 

  

 09：29  （岡田より）「大人二人、こども 3人、住宅二階に取り残さ

れています。助けて下さい！」 

  

 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」 

・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 

   

 10：33  有井○○〇〇－△ 重機リース建物に従業員、妹2人彼

氏、犬がいます！救助お願いします！ 

  

 10：58 
 

「救助ヘリを飛ばして下さい。2階も浸水している人が沢

山います。早く助けて、お願いします。」 
 

 

 11：07 

 

〇田○○○○-△ 1階建ての室内の畳の部屋の押し入れか

ら母から限界の連絡がありました。1階建てなので早く救

助お願いします。 

 

 

 11：20 

11：40 
  

滋賀県隊、岡山県に向けて出動 

奈良県隊、岡山県に向けて出動 

 

 11：41  「川辺より」「おじおば宅 60代 2人です。冠水のため避難   
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できず２階に取り残されています。救助をお願いします」 

7／7 

（続） 

正午以降 
  

消防団、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） 

 

 12：08  （川辺より）「外は冠水しててまうすぐ二階まで水がきま

す 避難できません 高齢者 2人男性 1人女性 1人犬四匹

が二階に取り残されています。早く助けて下さい。お願い

します。」 

  

 12：20 

 
真備町では小田川が氾濫、広い範囲で住宅が浸水、救助要

請相次ぐ（瀬戸内海放送） 

真備町の特別養護老人ホームの入居

者ら 20人、取り残される。自衛隊・消

防あわせて約 50 人がボートで救助活

動（瀬戸内海放送） 

 

 12：38 

 

高齢の両親と身障者の妹と従兄弟の 4人二階に閉じ込めら

れています。ベランダにタオルをかけています。救助お願

いします 岡田○○〇－〇  

 

 12：44   奈良県消防ヘリが岡山県に向け出動 

 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   愛知県隊、真備町で救援活動開始  

 13：41 

 

（川辺より）「白い屋根の方の 2階に老人が 2人取り残さ

れています。一人は足が悪く屋根まで登れそうにありませ

ん！救助をよろしくお願いします！ 

  

 14：09  「岡山県が大変な事になってる NHKは放送してくれな

い AbemaTVさんのヘリコプター頑張って！ 倉敷市真

備町の●田だけじゃなくて川辺や岡田の地区も放送し

て！」 

  

 14：23   岡山県防災ヘリが倉敷市に出動、5 名

救出 

 

 14：53  「NHK 今その番組必要？ この瞬間にも屋根の上で救

助を待っている方がどれだけいるか！〔！マークが 15〕

そうでなくても情報少なすぎるのに！ 理解に苦し

む！！」 

  

 15：11   奈良県防災ヘリが倉敷市に出動、5 名  
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救出 

7／7（続） 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） 

 15：32 （倉敷市 tw）「119 番につながらない

場合は次の番号へかけてみて下さい。

消防総務課××、警防課××、指令室

××、予防課×× 

危険物保安課×× 

→これにリツィート 14,709件 

   

 15：43  （まび記念病院より）「病院孤立してます。支援物資も届

かず、水も出ない、電気も通ってない。食糧も患者と避難

してきた人へ優先してます。電波も悪く連絡もあまりとれ

ません。助けに行きたいのに近づけない。救助を待ってい

る人は多いと思いますがどうか一刻も早い救助をお願いし

ます。」 

  

 15：52  （川辺より）「大至急助けてください！子供 2人、大人

（女性）1人で家の二階に避難していましたが足首まで水

が来ており体温がどんどん奪われています！子供が小さく

屋根に登っての救助要請ができません！！一刻も早く救助

をお願いします！」 

  

 15：58   大分県防災ヘリが倉敷市に出動、9 名

救出 

 

 16：38  岡山県倉敷真備地区、救助求める人は 400人超（NHK）   

 17：10   熊本県防災ヘリが倉敷市に出動  

 17：11  （●田）「〇〇〇〇 80代女性 1人です。祖母が 2階の押

し入れの中にいます。足が不自由で耳が遠くてきこえにく

く窓も締め切っているようです。できるだけ大きな音をた

ててください窓は割ってもらっても構いません。助けてく

ださい お願いします」 

  

 17：16  （川辺より）「大人１人 子ども２人が取り残されていま

す！！ 水位が上昇し、全く身動きが取れず非常に危険な
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状態です。早急な救助をどうかよろしくお願いします。」 

7／7 

（続） 

17：26  （岡田より）「助けて下さい バッテリ－が残り少ないと

の事で代わりにツイートしています。大人４名（60代２

名、40代 2名）子供 2名（中学生 2名）猫 1匹 2階建

ての自宅の 2階にいます。1階はまもなく天井まで水位が

上ってきそうな状況です 救助を待っています よろしく

お願いします」 

  

 18：02  （有井より）「この住所に大人 2人 子供 2人いるらしい

です。友達とその家族が取り残されています。何時間も前

から救助をまっています。助けたってくださいお願いしま

す。もう 2階にまで水がきています。」 

  

 18：06  （辻田鴨池団地より）「私のおばあちゃんちで 2階の 6人

いて 1階浸水。もうすぐ 2階まできます。その他、近所の

人も多数取り残されています。数時間前に助けを求めまし

たが、まだ来ていません。」 

  

 18：45   滋賀県大隊が倉敷市の災害現場に到

着、活動開始 

 

 18：49  真備地区で「どうか他しけて下さい」救助ツイート相次

ぐ」（毎日新聞、7月 7日、18時 49分） 

  

 18：51   愛知県援助隊、大分県防災ヘリと連携

して活動（名古屋消防局 tw） 

 

 19：00   奈良県大隊が倉敷市の災害現場に到

着、活動開始 

 

 20：05 

 

「＃救助要請 真備町で川が氾濫し、浸水して 2階に避難

しています。大人 4人います。1階は、ほぼ浸水して、い

つ水がひくのか分からない状態です。」 

 

 

 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） 

  

 22：08  冠水の倉敷で何が シャツ振って木にしがみつき SOS（朝

日新聞） 

  

 深夜  知人や家族を助けようと自らボートでこぎ出す人が次々現

れた。ある男性「窓からライトを振って『助けて』という
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人がまだまだいる」と話した。『もう乗れないんです。堪

忍してください。救助は続いてるから頑張ってと声かける

しかなかった』（朝日新聞、８日、17時 27分） 

7／8 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） 

  

 00：13   ライフタウンまびで 66名の救助完了  

 0：42 岡山県真備の病院で約 200人孤立、電

気水も使えず（NHK） 

   

 05：42   浸水エリアの東側で愛知県隊、中央で

滋賀県隊、西側で奈良県隊が活動（名

古屋消防局 tw） 

 

 06：30 真備直では夜を徹して救助作業。まび

記念病院では患者と避難してきた近

くに住む人ほか約 200人が孤立（瀬戸

内海放送） 

   

 08：31   浸水エリアを 4 つに分けて自衛隊、愛知県隊、滋賀県隊、奈良県隊

が救助活動 

 （朝から）   真備町川辺で、自衛隊や消防団がボートで救出 

 10：27   東京消防庁、まび記念病院で救出活

動。真備上空では奈良・大分・熊本各

県の防災ヘリが活動（名古屋市消防局

tw） 

 

 11：40  「真備町妹の地域 水害被害で救助入らず孤立状態です。

物資も援助もない中、少ない食料で 3日間救助を待ってい

ます。ライフライン止まり連絡は“無事”という一報以降取

れません。大事な友達の家族です。どうか助けて下さい」 

  

 午後から   国交省中国地方整備局が緊急排水作業（瀬戸内海放送） 

 12：21  岡山県倉敷真備町で 1,000人以上が孤立、救助待つ

（NHK） 

  

 13：11  真備町、いまだ 1千人孤立、新たに 4人の遺体発見（朝日

新聞） 

  

 13：19  岡山県倉敷市、浸水被害は 4,600戸以上か（NHK）   
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7／8 

（続） 

13：43   真備上空で名古屋市の消防ヘリ「のぶ

なが」が救助活動を開始。奈良県・大

分県・鳥取県・熊本県の防災ヘリも活

動 

 

 16：13   ライフタウンまびで 66 名の救助、完

了（名古屋消防局 tw） 

 

 17：55 倉敷市で死者 17人。 

まび記念病院で約 300 人全員の救助

を終える。 

倉敷市の発表では真備地区を中心に

浸水約 460戸 

（瀬戸内海放送） 

 自衛隊、消防、警察約 990人がヘリ 11機、ボート 50隻を使って孤

立した住民の救助活動。18時までに 1800人を救助（瀬戸内海放送） 

7／9 22：58   愛知県第3次派遣隊、さきほど到着（名

古屋消防局 tw） 

 

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 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 

 


