
 

８月７日にかけての大雨等による被害状況等（第２報修正） 

 

 

 

 

※これは速報値であり、数値等は今後変わることがあります。 

 

１ 気象警報等の発表状況 

  ・大雨警報：宗谷（宗谷北部、利尻・礼文） 

  ・洪水警報：宗谷（宗谷北部、利尻・礼文） 

  ・暴風警報：空知（南空知）、石狩（石狩北部、石狩南部）、後志（後志北部、後志西部、羊蹄山麓）、 

胆振（胆振中部）、檜山（檜山北部、檜山南部、奥尻島）、 

上川（上川北部、上川中部、上川南部）、留萌（留萌北部、留萌中部、留萌南部）、 

宗谷（宗谷北部、利尻・礼文） 

  ・波浪警報：石狩（石狩北部）、後志（後志北部、後志西部）、渡島（渡島西部）、 

檜山（檜山北部、檜山南部、奥尻島）、留萌（留萌北部、留萌中部、留萌南部）、 

宗谷（宗谷北部、利尻・礼文） 

  ・土砂災害警戒情報：宗谷（稚内市、利尻町、利尻富士町、礼文町、猿払村） 

  ・水防警報：宗谷（宗谷南部） 

 

２ 被害状況 

（１）人的被害：程度不明１：石狩（恵庭市１） 

軽傷者 １：渡島（函館市１） 

（２）住家等被害：一部損壊７戸 

後志４（喜茂別町１、倶知安町１、余市町１、赤井川村１）、 

渡島３（函館市３） 

床下浸水７戸 

宗谷７（稚内市２、猿払村１、礼文町１、利尻町３） 

（３）非住家被害：倉庫一部損壊１：宗谷１（利尻富士町１） 

（４）避難等の状況 

別紙のとおり 

（５）ライフライン 

① 国  道：２路線２区間通行止め 

② 道  道：１１路線１４箇所通行止め 

③ 高速道路：通行止めなし 

④ Ｊ  Ｒ：運休 特急９本、普通４本 

⑤ 電  気：約９００戸 

⑥ 水  道：断水なし 

（６）産業被害 

・林地崩壊（被害額調査中）：稚内市、礼文町、利尻富士町 

Ｒ２年８月７日（金） 午前１２時００分時点 

北海道総務部危機対策局危機対策課 

連絡先：災害応急対策係(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 011-204-5900 

※別紙 「４ 避難所開設・避難者数」最大避難者数の計を修正 



 

３ 自衛隊災害派遣要請：なし 

 

４ 災害対策本部等の設置 

【北海道】本     庁：災害対策連絡本部    （8/ 7  7:00～） 

     宗谷総合振興局：災害対策地方連絡本部（8/ 7  4:38～） 

東 京 事 務 所：災害対策地方連絡本部（8/ 7  7:00～） 

【市町村】利尻富士町  ：災害対策本部      （8/ 7  4:38～） 

礼文町    ：災害対策本部      （8/ 7  5:25～） 

 

５ 河川氾濫等 

稚内市（クサンル川、チララウスナイ川） 

 

６ 臨時休校等の状況（７日８時３０分現在） 

空知２（三笠市２） 

宗谷１（猿払村１） 



別紙

１　避難指示（緊急）

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数

宗谷 稚内市 8月7日 5:50

稚内市 8月7日 6:00

利尻富士町 湾内 8月7日 5:00

利尻富士町 雄忠志内 8月7日 6:00

礼文町 カフカイ川、キトウス川、ナイロ川周辺

世帯 人

２　避難勧告

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数

宗谷 稚内市 緑 8月7日 6:00

礼文町 船泊村 8月7日 5:54

利尻富士町 港町 8月7日 7:00

利尻富士町 野塚 8月7日 7:00

稚内市 大黒 8月7日 6:10

稚内市 恵比寿、港、宗谷岬、宝来、潮見 8月7日 7:00

豊富町 東三条、四条、五条、六条 8月7日 8:30

世帯 人

３　避難準備・高齢者等避難開始

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数

宗谷

世帯 人

住 民 避 難 情 報

発令日時 解除日時

計

発令日時 解除日時

理由

理由

計

発令日時 解除日時

計

理由



４　避難所開設・避難者数

振興局 市町村 地区 開設 閉鎖 避難者数 最大避難者数 最大時点 備考

宗谷 礼文町 香深村 １８：００

礼文町 香深村 １８：００ 3人 3人

礼文町 香深村 １８：００ 22人 22人

礼文町 船泊村 １８：００ 2人 2人

礼文町 船泊村 １８：００ 3人 3人

利尻町 沓形 ２０：００ 人

利尻町 仙法志 ２０：００ 1人 1人

利尻富士町 １８：００ 避難者数未確認

稚内市 南 ７：１５ ９：００

稚内市 南 ７：１５ 20人 20人

稚内市 北 ７：１５

稚内市 港 ７：１５

稚内市 大黒 ７：１５ １０：００

稚内市 ７：１５

稚内市 宝来 ７：１５ 14人 14人

稚内市 宝来 ７：１５ 5人 5人

稚内市

豊富町 ８：３０ 7人 7人

豊富町 ８：３０

利尻富士町 野塚 ７：００ 38人 38人

利尻富士町 りぷら ７：００ 51人 51人

豊富町 ８：３０

稚内市 ９：４５ 7人 7人

稚内市 ９：４５ 3人 3人

稚内市 ７：３０ 30人 30人

稚内市

稚内市

猿払村 ９：３０ 人

猿払村 ９：３０ 人

猿払村 ９：３０ 人

礼文町 29人 29人

礼文町 7人 7人

礼文町 30人 30人

礼文町 人

礼文町 12人 12人

礼文町 人

礼文町 人

礼文町 人

礼文町 2人 2人

礼文町 1人 1人

286人 287人

北宗谷農業協同組合

定住支援センター

豊富町民センター

富岡ハマナス

緑体育館

東浦町内会館

保健福祉総合センター

猿払村農村環境改善センター

猿払村老人憩いの家

礼文番屋

入船自治会館

西上泊自治会館

鉄府

浜中自治会館

市立図書館

港ふれあいセンター

宝来地区活動センター

多数（解錠して自主避難者に開放）

総合交流促進施設「りぷら」

野塚自治会館

北コミュニティセンター

大岬小学校

稚内中学校

計（6市町村） 37避難所（最大39箇所）

避難所

知床地区防災避難所（一時）

元地地区防災避難所（一時）

町民活動総合センター（ピスカ21）（一時）

スポーツ文化交流センター（輝交流館）（一時）

須古頓地区防災避難所（一時）

増幌小学校

市役所

上泊

赤石自治会館

総合体育館潮騒ドーム

キトウス自治会館

内路自治会館

利尻町総合体育館夢交流館（一時）

利尻町公民館（一時）

南地区活動センター

南小学校

東地区活動拠点センター


