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埼玉県情報連絡室（危機管理防災部）     
直通 048-830-8111  

代表 048-824-2111 内線 8111 
E-mail: a8170-01@pref.saitama.lg.jp 

令和４年７月１２日の大雨による被害状況について（第８報） 
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。） 

 

令和４年７月１５日１５時００分現在 

アンダーラインは前回からの変更箇所 

 
 
概 況 

 

  ＜生命に関する情報＞ 

   ・警戒レベル５緊急安全確保 全て解除（１３日６時１０分） 

 ・警戒レベル４避難指示   全て解除 

   ・警戒レベル３高齢者等避難 全て解除 

  ＜生活に関する情報＞ 

   ・電力 障害情報なし 

   ・通信・ガス 障害情報なし 

・鉄道 ＪＲ八高線 高麗川～北藤岡 復旧 

      川越線 川越～高麗川  復旧 

    西武秩父線、新宿線 復旧、東武越生線 復旧 

・道路 関越自動車道 鶴ヶ島 IC～東松山 IC（下り） 復旧 

  ＜被害の概要＞ 

   ・人的被害 軽傷１名 

  ＜県の対応＞ 

   ・災害即応室から情報連絡室へ移行し被害情報の収集等を実施中 

  ＜その他＞ 

   ・災害廃棄物仮置き場を鳩山町が設置（１か所） 

 

１ 生命に関する情報 

（１）避難情報の発令状況 

  ・警戒レベル５緊急安全確保 全て解除 

・警戒レベル４避難指示   全て解除 

  ・警戒レベル３高齢者等避難 全て解除 

（２）避難所等の開設 

・避難所開設 鳩山町（閉鎖）、ときがわ町（閉鎖）、東松山市（閉鎖）、 

         越生町（閉鎖）、坂戸市（閉鎖）、毛呂山町（閉鎖）、 

         吉見町（閉鎖）、滑川町（閉鎖） 

  

２ 生活に関する情報 

（１）ライフライン 

  ＜電力＞＜通信＞＜ガス＞ 

  ・なし 

（２）鉄道 

  ・ＪＲ八高線 高麗川～北藤岡 復旧 

  川越線 川越～高麗川  復旧 

  ・西武秩父線、新宿線 復旧、東武越生線 復旧 

（３）道路（通行止め） 



 

2/5 

 ○圏央道     通行止め全て解除 

 ○首都高速道路  通行止め全て解除 

 〇関越自動車道  通行止め全て解除 

 〇県管理道路   通行止：２か所（２路線）、片側交互通行：１か所（１路線）、 

          自転車道通行止：１か所（１路線） 

          歩道規制：３か所（３路線） 

 ○市町村管理道路 通行止：１４か所（川越市）、７か所（東松山市）、 

              １か所（桶川市）、２か所（坂戸市） 

  

３ 被害の概要 

（１）人的被害 

   ・軽傷１名 

（２）住家被害 

   ・床上浸水 越生町４世帯、狭山市１世帯、東松山市４世帯、 

         坂戸市１世帯、鳩山町２３世帯、毛呂山町５世帯、 

         ときがわ町２世帯、川越市２世帯 

   ・床下浸水 川越市７世帯、東松山市１１世帯、嵐山町１世帯、越生町７世帯、 

         狭山市５世帯、鶴ヶ島市３世帯、坂戸市７世帯、鳩山町１０世帯、 

         さいたま市２世帯、毛呂山町１５世帯、滑川町２世帯、 

         ときがわ町８世帯、幸手市１世帯 

   ・土砂災害による被害（被害程度不明） ときがわ町６世帯 

（３）河川・土砂関係 

   ・土砂災害・土砂流出 

     ときがわ町６件 

     鳩山町１２件 

     東松山市１０件 

     嵐山町３件 

     越生町２件 

   ・河川越水、溢水情報 

     葛川（坂戸市（大字東和田））溢水（現在は解消） 

     飯盛川（坂戸市(片柳、坂戸市小沼)）溢水（現在は解消） 

     九十九川（東松山市（田木））越水（現在は解消） 

     庄兵衛堀川（久喜市（台除堀））越水（現在は解消） 

     鳩川（鳩山町（赤沼、石坂、熊井））溢水（現在は解消） 

   ・河川施設被害情報 

     川越県土整備事務所（２件） 

     ・東川   所沢市坂之下地内 管理用通路陥没 

     ・新河岸川 川越市宮下町地内 護岸損傷 

     飯能県土整備事務所（３件） 

     ・小畔川  日高市高萩地内 鋼矢板護岸崩壊 

     ・葛川   坂戸市北峰地内 護岸損傷 

     ・大谷木川 毛呂山町前久保南地内 のり面崩落 

     東松山県土整備事務所（８件） 

     ・鳩川   鳩山町熊井地内 転落防止柵損傷（２ヶ所） 

     ・都幾川  嵐山町鎌形地内 護岸損傷（大型ブロック） 
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     ・都幾川  ときがわ町玉川地内 堤防浸食 

     ・都幾川  ときがわ町馬場地内 護岸損傷（張りブロック） 

     ・都幾川  ときがわ町本郷地内 堤防浸食 

     ・都幾川  ときがわ町本郷地内 のり面崩落 

     ・雀川  ときがわ町玉川地内 のり面崩落 

     杉戸県土整備事務所（１件） 

     ・青毛堀川 久喜市 のり面崩落 

     総合治水事務所（１件） 

     ・古利根川 杉戸町杉戸地内 土砂流出によるのり面崩落 

（４）農林業関係 

   ア 農作物の状況   

   農作物（大豆、ねぎ等）の圃場の一部で浸水・冠水（解消に向かっている） 

      水田の一部に土砂流入（毛呂山町） 

   イ 農業施設の状況   

      被害報告無し     

   ウ 農業基盤施設及び林業基盤施設の状況   

   （ア）農業基盤施設   

      ため池堤体の一部被災（越生町） 

      水路のり面の一部被災（鳩山町） 

   （イ）林業基盤施設   

      林道路肩崩壊（一部通行止め）（越生町） 

      土砂流出（東松山市・ときがわ町・鳩山町） 

（５）その他 

   ・道路冠水情報 （ ）内はピーク時 

    鳩山町０件（１２件）、ときがわ町０件（１件）、嵐山町０件（２件）、 

        入間市０件（１件）、北本市０件（４件）、狭山市０件（５件）、 

    鴻巣市０件（１件）、川越市０件（１５件）、鶴ヶ島市０件（６件） 

    東松山市１件（１９件）、日高市０件（４件）、毛呂山町０件（４件）、 

    蓮田市０件（３件）、白岡市０件（１件）、 

    さいたま市０件（１５件）、杉戸町０件（２件）、幸手市０件（２件）、 

    熊谷市０件（１０件）、滑川町０件（７件）、吉見町０件（６件）、 

    川島町０件（１件）、桶川市０件（８件）、春日部市０件（７件）、 

    坂戸市０件（１９件） 

（６）県管理施設の被害情報 

  ア 企業局 

   ・浄水場 

     行田浄水場管内（江南中継ポンプ所）で浸水被害（解消済み） 

       ※送水・配水への支障なし 

  イ 都市整備部 

   ・こども動物自然公園 

     ４か所で土砂崩れが確認され、土砂の撤去等を実施（なかよしコーナー：土砂   

     の撤去及び仮復旧作業完了、旧ツル舎付近：立入禁止禁止区域として設定、フ 

     ラミンゴ・鶴・トキ舎の裏：立入禁止区域として設定、動物公園橋付近：土砂 

     の撤去完了、仮復旧作業中） 

     野外ステージへの土砂流入の為、一部を立入禁止区域として設定 
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     放送設備の浸水被害（動作確認済み、復旧） 

      ※７月１３日～７月１５日まで臨時休業、１６日営業再開予定 

  ウ 教育局 

   県立学校 

   ・杉戸町 県立高等学校 管理普通教育棟１階視聴覚室前半分床上浸水 

   ・入間市 県立高等学校 食堂兼合宿所１階・地下室床上浸水 

（７）毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

   ・ポンプ場 

    鳩山町鳩川の氾濫による鳩山第２中継ポンプ場冠水が、７月１２日（時刻不明）

に発生し、２０時１０分に遠隔監視により下水処理機能停止を確認した。 

    バキューム車によるポンプ場内侵入水排除が１４日に完了し、１５日、緊急放流 

   口からバキューム車による汚水輸送を開始 

    ※人的被害なし 

    １４日中に地域住民に対して節水要請文を配布（期間１週間程度） 

   ・汚水管 

    毛呂山町 松貫橋（越辺川）に添架の汚水管の破損 

    ※人的被害なし 

    １４日中に地域住民に対して防災無線で節水を要請（期間１週間程度） 

  

４ 気象情報、雨量等 

（１）県内の注意報等の状況 

  ７月１２日 １７時２７分 洪水注意報発表（北西部） 

  ７月１２日 １７時４６分 大雨洪水警報発表  

  ７月１２日 １８時４５分 土砂災害警戒情報 第１号 東松山市・鳩山町 

  ７月１２日 １９時２０分 土砂災害警戒情報 第２号 

               坂戸市・越生町・嵐山町・ときがわ町（追加） 

  ７月１２日 １９時５５分 土砂災害警戒情報 第３号 小川町（追加） 

  ７月１２日 ２０時４５分 土砂災害警戒情報 第４号 毛呂山町（追加） 

  ７月１２日 ２１時０５分 土砂災害警戒情報 第５号 日高市（追加） 

  ７月１２日 ２２時０５分 土砂災害警戒情報 第６号 飯能市（追加） 

  ７月１２日 ２２時１０分 土砂災害警戒情報 第７号 狭山市（追加） 

  ７月１２日 ２３時２５分 土砂災害警戒情報 第８号 吉見町（追加） 

  ７月１３日  １時４０分 土砂災害警戒情報 第９号 鴻巣市（追加） 

  ７月１３日  ３時４０分 土砂災害警戒情報 第１０号 

              飯能市 東松山市 狭山市 鴻巣市 坂戸市 日高市 

              毛呂山町 越生町 嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町（解除） 

  ７月１３日  ５時２５分 土砂災害警戒情報 第１１号 ときがわ町（全解除） 

  ７月１３日  ５時５６分 大雨洪水注意報切替 

  ７月１４日  ４時２４分 洪水注意報解除 

（２）水防警報等 

  ・なし 

（３）県内の降雨量・最大風速 

  ・気象庁アメダス調べ（１２日 ～ １５日１５時） 

寄居   １１４．５mm 三峰    ９４．５mm  飯能    １５４．０mm 

熊谷   １６２．５mm 秩父    ５９．０mm  さいたま  １１８．５mm 

上吉田   ５２．０mm 浦山    ５８．０mm  越谷     ９７．５mm 
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鴻巣   １６８．０mm ときがわ ２６２．５mm  所沢     ７４．５mm 

久喜   １３５．５mm 鳩山   ４３５．５mm 

 ※１時間当たりの最大雨量 １１０．０mm（１２日 １９時～２０時 鳩山） 

  ・日最大風速     ８.０m/s（１２日 １８時～１９時 鳩山） 

  ・日最大瞬間風速   １４．１m/s（１２日 １７時５８分 鳩山） 

 

５ 県の対応 
７月１２日   １７時２７分 情報連絡室を設置し、被害情報の収集等を開始。 
７月１２日   ２２時５０分 災害即応室に格上げし、被害情報の収集等を継続 
７月１４日   １７時１５分 情報連絡室に移行し、被害情報の収集等を継続  
         

６ その他 

  ・災害廃棄物仮置き場を鳩山町が設置（１か所） 


