
平成30年7月豪雨災害における被害・影響状況調査結果（平成30年8月末現在）

被害の有無（回答数）

地域 都道府県 有 無 計

福井県 3 8 11

岐阜県 2 12 14

愛知県 1 18 19

三重県 0 13 13

京都府 1 7 8

大阪府 2 9 11

兵庫県 4 19 23

奈良県 2 12 14

和歌山県 0 4 4

鳥取県 0 1 1

島根県 0 13 13

岡山県 1 15 16

広島県 3 16 19

山口県 4 9 13

愛媛県 3 2 5

高知県 0 5 5

26 163 189

各施設からの情報

地域 都道府県

状況
第２駐車場に隣接する山から土が崩れたことにより水路がふさがったた

め、山水が通路にあふれ、駐車場の一部に土がたまった。

修繕 豪雨の翌日に当館職員と教育委員会事務局職員とで清掃作業を行った。

福井県 運営 地元中学校吹奏楽部の利用申請があったが、大雨のため中止となった。

福井県 状況
7/7・8開催予定のイベントが大雨災害キャンセル（公共交通機関停止によ

る）となった。

状況
◎交通機関マヒによる貸館のキャンセル‥被害総額約３０万円

◎正面玄関のひさしの雨漏り

修繕 経過観察

福井県 その他

①貸館を行っているが、参加者の交通手段に障害があり、施設使用が一部

キャンセルとなった。

②今回の豪雨に特化したものでなく、従前から、風雨が強い場合に、小規

模ではあるが地階で漏水がある。雨水の侵入経路（原因）が把握できず修

繕に取り組めない点で困っている。漏水経路把握の有効な手段がもしあれ

ば情報提供願いたい。
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高浜町文化会館

福井県国際交流会館

福井県生活学習館

坂井市みくに市民セン

ター

みくに未来ホール

福井県県民ホール
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７月に発生した西日本豪雨災害の被害等調査の結果について、以下のとおり公表します。

報告のあった１８９館のうち、被害があったとする施設は２６館でしたが、報告のなかった施設の中には、河川の氾濫に

よって水没し、長期間の休館を余儀なくされているところもあります。また、今回は交通機関が不通になり、事業実施に著

しく支障をきたすなど、大きな影響を与えました。

災害はいつどこで発生するか分かりません。日頃からの防災についてしっかりとした対応を心がけましょう。

当調査が、各施設の参考となれば幸いです。

福井県

福井県



地域 都道府県 施設

建物 地下変電室内に若干の漏水。

運営 通常通り開館

活動状況 避難勧告・避難指示が発令された場合、指定避難場所となっている。

建物 地下の控室、倉庫、電気室等が浸水した。

修繕 控室の畳を取り換えるなどを検討

岐阜県 被害状況

建物への浸水や設備の破損はなかったが、7月5日（金）から7日（日）に

かけて、施設内、及び外壁の展示ギャラリーにおいて数か所雨漏りが発生

した。以前より大雨の際に雨漏りが発生していた箇所ではあるが、特に外

壁の展示ギャラリーにおいては雨漏りがひどく、蛍光灯の漏電が懸念され

たため、一部ブレーカーを落として対応した。8日（月）にはすべての箇

所で雨漏りが止まっていることが確認された。

建物
メインホールホワイエにて、雨漏りが数か所あった。

楽屋3・4(地下)で、壁から水が染み出した。

運営 通常どおり開・閉館をした

活動状況

７月８日(日)午前０時過ぎ、長良川の水位上昇に伴い、長良地区周辺に避

難勧告が発令され、近隣住民7世帯14名の避難場所になった。午前４時ご

ろ、長良川の水位が低下し、避難者は自己判断により全員帰宅した。

状況
建物の職員通用口からの浸水発生。

夜間であったが職員を招集し排水作業を行った

運営

市内各地で豪雨災害が発生、自主事業のコンサートを当日中止とした。

警報発令中における貸館のキャンセルが多数あった。特別措置としてキャ

ンセル料金の請求はしていない。

岐阜県 その他
７月５日夕方～６日朝まで、指定避難所として１０名避難。（以降は隣接

の小学校を避難所として開設したため避難所としては使用しなかった。）

被害状況
・舞台上手・下手それぞれ奥の壁より雨漏り

・ピンスポットルームの天井より雨漏り

修繕
今回の豪雨に限らず、大雨の際に雨漏りがする箇所であり、市に対して修

繕を要求しているが、修繕時期は未定。

建物 楽屋事務室前雨漏り、１階南回廊付近雨漏り

修繕 雨漏りは、大雨、強風時にのみ発生するため、しばらく様子を見る

活動状況 通常営業で運営している

被害状況

天井パネル３ヶ所が屋上シーリング老朽部分より浸水し、パネルが変色。

その内1ヶ所のパネル部材が一部落下。他 鉄管排水柱から水が浸水。館内

エイジレスセンターも雨漏りを確認。

自主事業「七夕交流コンサート」が中止。7/5～7/8まで貸館でキャンセル

が40件ありました。

運営 通常どおり開館（一部イベントは中止）

修繕 修繕に向けて、亀岡市と協議。調整中

被害状況

右京区京北地域では、数件の床下浸水と幹線道路を含めた数カ所の土砂災

害による通行止めなどが発生しました。一部を除いて程なく解消されまし

た。

当館及び周辺については大きな被害はありませんでした。

運営 5日～8日までは全ての利用がキャンセルとなりました。

被害状況

6月18日の地震により、建物の屋根、内壁にヒビが生じた。

外壁にひずみ、ヒビのようなものが出来た。

後日の豪雨により、雨漏り、浸水が発生した。

建物
雨漏り、壁の亀裂（複数室）

浸水（地下機械室）

修繕 大阪府文化課が調整中

碧南市文化会館

ガレリアかめおか

下呂交流会館

春日井市民会館

京都府立ゼミナールハ

ウス

センチュリーオーケス

トラハウス

岐阜市文化センター

高山市民文化会館

ぎふ清流文化プラザ

岐阜市民会館

長良川国際会議場
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岐阜県

岐阜県

岐阜県

愛知県

愛知県

京都府

京都府

大阪府



地域 都道府県 施設

活動状況 通常業務

被害状況 館内で数カ所雨漏りがあった程度で、運営等に支障は出ていない。

運営
当日は通常開館とした。但し、公共交通機関である鉄道が運休したため、

施設利用に支障があった利用者には利用料の減免を実施した。

活動状況 通常の運営を実施

被害状況 文化センター、ホール棟雨漏り３箇所　　図書館、２箇所雨漏り

建物 地下１階電気室/地下雨水による少量の浸水

運営 通常運営（南海本線全線及びJR阪和線は終日運休）

修繕 雨漏りは老朽化もあり、大規模修繕の為阪南市と協議中

活動状況 避難場所には指定されておりません

その他 小会議室及び練習室でのお客様都合の順延依頼４件

大阪府 その他
沿線であるJR学研都市線が運休。職員の出退勤や利用者の来館に影響し

た。

被害状況

今回の大雨による、負傷者、建物の被害はありませんでしたが、7月7日

（土）14：00から事業（第11回、夏・夏・夏　ワンコインコンサート）を

開演し、公共交通機関の運休、遅延により来館出来なかったお客様が発

生。当該お客様で希望者には入場料を返金対応中です。

運営 開館致しました。

建物 以前からの漏水箇所で漏水あり

修繕 適宜修繕

被害状況

豪雨の影響で漏水。漏水箇所は①中ホールロビー窓際②ゴミ庫上部の搬入

庫大屋根③2階事務所窓際④大ホールにつながるパスロード⑤2階発電機室

⑥1階エントランスホール西側の柱の溝蓋下部⑦地下1階～1階の間の踊場

壁面下部の7カ所。内、中ホールロビー窓際と搬入庫大屋根の2カ所は今回

の豪雨で初めて漏水を確認した。現在はすべて止水している。

運営
開館。7月5日～8日の貸館利用者で、豪雨の為利用されなかった団体・個

人には振替対応。

活動状況 通常どおり運営

被害状況
・雨漏りが５ヶ所（うち4ヶ所は、壁面に雨が滲み、1ヶ所は、水滴落下）

・大ホール舞台搬入口で水高約１０㎝の浸水

建物
・大ホール舞台搬入口で水高約１０㎝の浸水があった。

　雨水の排水を良好にした為、浸水はおさまり大きな被害はなし。

運営
・ホール運営には問題が無かったため、通常開館した。

　ただし、施設利用者と電話で使用確認等おこなった。

修繕

・雨漏りの場所に関しては、業者に排水周辺の防水を依頼予定。

・浸水に関しては、当日中におさまっていた為、今後修繕の予定は特にな

し

活動状況 ・通常開館しています。

その他
・利用キャンセルは、７月６日１件(練習場）、

　７月７日４件（大ホール１件、練習場３件）

兵庫県 被害状況
ホワイエの天井に軽度の雨漏りはありましたが、使用には問題ありませ

ん。

運営 通常通り、開館。

活動状況 夜間、避難所として開設したが、避難者は0人であった。

和泉市生涯学習センター大阪府

東リ いたみホール

（伊丹市立文化会館）

西宮市民会館

神戸文化ホール

多可町文化会館

ベルディーホール

センチュリーオーケス

トラハウス

岸和田市立浪切ホール

阪南文化センター・図書館

堺市立西文化会館

大東市立文化ホール
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地域 都道府県 施設

兵庫県 被害状況

雨漏り

①小ホールロビー：排水溝が詰まったため。排水処理後、ルーフドレンを

取り換え。

②大ホール映写室行階段の天窓隙間

③リハーサル室舞台：排水溝が詰まったため。排水処理後、ルーフドレン

を取り換え。

④リハーサル室渡り廊下、舞台倉庫、小ホール２Ｆ畳倉庫：補修

被害状況 12階東南角ガラス面等の雨漏り

運営 予定通り開館

建物 既知の場所で雨漏り有り（新たな発生場所は無し）

運営 特に行わなかったが、数件の使用取消有り

運営 通常開館（一部自主事業開催規模縮小）

活動状況 災害時避難指定場所とはなっていない

運営 通常開館

活動状況 避難所開設（3日間）

運営 公演があったが警報が発令されたため延期した

活動状況 避難場所となっている

被害状況
・複数個所からの雨漏り発生（６月の地震の影響もあると考えられる）

・7/6開催の主催公演１公演を中止、全額払い戻し。

建物 豪雨による建物浸水・破損はなし

運営 通常の休館日以外の閉館は行っていない。

修繕 一部の対策工事を実施済み。後日、補修工事を予定

活動状況 平常通り開館、主催公演・貸館公演とも予定通り開催

運営 通常通り開館

活動状況

避難場所となっており、当時午前２時半に避難場所として開設（会館職員

２名、避難所担当市職員２名出勤）

７名避難（来館）される

奈良県 運営
葛城市に警報が出ていた為、７月６日（金）の午前中は閉館としました

（午後からは警報が解除された為、開館）。

運営 警報発令により閉館

活動状況
午後より北葛地区保護司会による催しがあり、正午前に警報解除となり、

催し物を行いました。

被害状況

７月５日終日の降雨により、６日、正面玄関エントランスホール天井よ

り、雨漏りが発生。

雨が収まり、次第に雨漏りは止まった。

運営
通常どおり開館

主催判断により催しの延期・中止があった

修繕 未定

被害状況 エントランスロビーの一部の床からの浸水。

修繕 未定

活動状況
浸水した部分の水を外へ押し出したり、拭きあげたりして対応し、通常開

館した。

被害状況
ビルの３階に位置するホールということもあり、揺れの影響でラックに乗

せていた照明器具が２個落下していたが破損はなし。

運営 通常通り

奈良県 運営 通常通り開館/施設使用ｷｬﾝｾﾙについては全額返金対応

兵庫県民会館

奈良県

兵庫県立芸術文化セン

ター

奈良県

奈良県

明石市立市民会館

西部市民会館

三田市総合文化センター

三木市文化会館

篠山市立 たんば田園

交響ホール

DMG MORI やまと郡

山城ホール

葛城市新庄文化会館

葛城市當麻文化会館

奈良県文化会館

奈良市ならまちセンター

奈良市北部会館市民文

化ホール

斑鳩町文化振興セン

ター

（いかるがホール）

兵庫県

奈良県

奈良県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

姫路市文化センター

兵庫県
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地域 都道府県 施設

和歌山県 その他
建物が古い事もありますが、やはり、通常よりもひどい雨漏れは数か所あ

りました。しかし、運営に支障をきたすほどではありませんでした。

活動状況 通常通りです

その他 当財団の管理する体育施設に被害を受けたものがあります。

島根県 その他
降雨量は多く、河川の増水等はありましたが、当施設において建物被害、

負傷者等はありませんでした。

被害状況
今回の豪雨での被害はなかったが、常態化している雨漏りが数ヶ所発生し

た。

活動状況
通常どおりの運営

避難場所としての運営・活動はなし

その他 会議室利用のキャンセルが10件ほど発生した。

運営
7/6（金）閉館時間22：00→18：00に変更

7/7（土）終日閉館

活動状況 避難場所に指定（7/7～7/9）

岡山県 運営 7月7日(土)臨時閉館（道路不通で出勤不可のため）

被害状況
建物被害はないが、河川敷駐車場が冠水。大部分が洗掘により使用不可。

自動車の被害はなし。

運営 避難所となったため７月６日から９日まで閉館。

修繕 修繕予定

建物 浸水破損等の発生はありません

運営

特別警報が発令された時点で、会議室等の有料使用があったため、利用者

の安全確保の観点もあり、閉館措置は取らなかった。

避難所開設の可能性や浸水等の恐れもあったため、1名が終夜館内で待機

した。

活動状況

真庭市の避難所に指定されており、避難所開設の可能性もあったため、職

員1名を終夜待機させた。

結果的に避難所として開設されることはなかった。

岡山県 運営

7月6日（金）17時から避難所として運営。

7月7日（土）は1日中避難所として運営。

7月8日（日）は通常どおり運営

岡山県 運営 閉館はないが、当日予定していた行事を中止

岡山県 活動状況
臨時浴場（隣接の避難所への避難者、断水地域住民及びボランティア等が

利用）となっている。一時、避難所としても利用。

建物 地下２階空調機械室　雨漏りによる浸水（機械に影響なし）

運営
7/7（土）、7/8（日）両日とも臨時で17：00閉館

通常は20：00まで開館

その他

貸館行事の中止　ホール行事５件（7/21時点）

主催事業の中止　呉市新人コンサート

広島交響楽団第２８回呉定期演奏会

被害状況 広島市の中心に位置しており、全く被害なし

運営 通常どおりの営業をしております。

活動状況

当館周辺についても、まったく被害がないので、通常営業しています。

当館は、市の施設でないので、指定避難場所や生活避難場所となっていま

せん。

その他

・県から要請があれば、いつでも避難場所として利用できる体制にありま

す。

・災害以降報告日までに3件がホール中止となりました。

　

　

中

　

四

　

国

広島県

島根県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

島根県

御坊市民文化会館

江津市総合市民セン

ター

建部町文化センター

勝山文化センター

真庭市久世エスパスセ

ンター

備前市市民センター

岡山県天神山文化プラザ

高梁総合文化会館

呉市文化ホール

松江市八雲林間劇場

（しいの実シアター）

　

　

近

　

畿

広島県民文化センター

島根県立県民文化会館

学び館「サエスタ」



地域 都道府県 施設

運営 平常どおり開館

その他 道路事情，鉄道事情等により施設利用のキャンセル9件

広島県 その他
災害の影響により、催事の中止、延期（時期不明）が十数件有り。

施設の利用料金は全額返還で対応する。

広島県 被害状況 7月29日に実施予定だった消防音楽隊コンサートが中止になった。

広島県 運営 7月7日を臨時休館

広島県 運営 災害に起因する施設利用のキャンセルは全額返金している。

被害状況
オーケストラピットへの湧水の浸水

地下機械室への一部浸水（オーバーフロー分）

運営
市全体の取り組みとして断水期間中の休館が指示され、

7月8日18：00～14日まで休館とした。

広島県 活動状況 庄原市の避難場所として開館

広島県 活動状況 7日のみ帰宅困難者の一次避難所として受け入れる

建物
電気室（合築施設共用部分）の自動制御機器及びエアコンの漏電故障

施設の利用には現在のところ重大な支障無し

運営

通常通り開館（7月9日は休館日）

ただし貸館利用については、7月7日以降、利用者の避難や復旧作業、公共

交通機関の不通、道路の寸断により来館できない等の理由によるキャンセ

ル、使用日の変更が多数あった。

活動状況

文化センターについては通常どおりの状況であるが、建物が安芸区総合福

祉センターとの合築施設であるため、現在、安芸区社会福祉協議会による

災害ボランティアセンターが施設共用部分及び駐車場の一部を使用して開

設されている。

その他
最寄駅のJR海田市駅以東の山陽線・呉線いずれも海田市駅～三原駅間が不

通となっている。（平成30年7月31日現在）

広島県 運営 7/6（金）小ﾎｰﾙ夜間,7/7（土）大ﾎｰﾙの公演中止

被害状況 7月6日夕刻から冠水し、消防設備・エレベーター等浸水被害にあった。

建物
１階駐車場階が冠水（１，７００）消防設備・EV・ボイラー・電気系統な

ど損傷した。

運営 7月7日から15日まで休館

修繕

消防設備は7月24日で復旧工事終了

エレベーターは、8月21日まで使用不可

ボイラーは未定

活動状況 避難所となり210名の避難者を受け入れた。

山口県 運営 通常通り開館

被害状況
大雨による地下水上昇により、大ホール客席（２列）床面が浸水した。

また、地下空調機械室も同様に浸水した。

建物
①大ホール客席床面（２列分）浸水

②地下空調機械室浸水

運営

7月6日（金）の大ホール行事（1）、7月7日（土）の小ホール行事（2）を

中止した。

また、7月中の主催事業はすべて延期した。

修繕 ①②とも、排水、清掃完了

山口県 その他
公共交通機関が全て不通となり、

7月8日実施の公演で一部払い戻し対応をとった。

　

　

中

　

四

　

国

広島県

広島県

広島県

山口県

広島市安芸区民文化セ

ンター

下関市民会館

光市民ホール

山口県民芸術文化ホー

ルながと

・ながと総合体育館

広島県民文化センター

ふくやま

広島国際会議場

広島市郷土資料館

広島市江波山気象館

広島市西区民文化センター

三原市芸術文化センター

庄原市民会館

東広島芸術文化ホールくらら

ふくやま芸術文化ホール

三次市民ホール（きり

り）
広島県



地域 都道府県 施設

被害状況 運営行事及び施設の被害等はありません。

建物
集中豪雨で通常の排水処理が限界を超えたため職員数人で排水作業を実施

した。

活動状況 避難場所は地区の交流センターで二次避難場所が当会館となっています。

被害状況 施設内各所で雨漏り

建物 浸水や具体的な破損はなし

運営 通常営業

修繕 雨漏りのため経過観察

建物
館内数ヶ所で小規模な雨漏りが発生。

その他の浸水・破損は発生せず。

運営 通常開館

修繕
随時実施

そのための休館等はなし

その他
近隣の住民から当館への避難受入れについて確認の電話あり。当館は避難

所に指定されていないため、市が設定した近隣の避難所を案内した。

被害状況 第19楽屋の漏水による天井の一部落下

運営 第19楽屋の使用中止

修繕 修繕期間は未定

その他 催し物が利用中止となった場合、前納している利用料を返還。

被害状況
以前からの影響もあるが、壁面の雨浸透により、自動警備のセンサー内部

品がショートして破損したため、交換修理。

運営
7月7日（土）の午前、午後の講座、7月8日（日）の午前の講座を休講し、

別途期日に延期した。

修繕 西日本豪雨災害によるものは特になし

被害状況 天井からの漏水7ヶ所（突発的）

運営 7月7日（土）閉館

修繕 漏水個所の修繕を今年度中に実施予定

活動状況 当館は避難場所ではない

被害状況

7/7土、午前中よりホール前後からホール床、及び地下倉庫に雨水が流入

（泥水は流入はしていない、地下水位上昇の為雨水がホールに浸み込んで

きたと考えられる。）

会館職員、教育委員会職員10人にて拭き取り作業を実施、作業後も若干の

流入があったが、翌7/8日午前中の拭き取り作業にて完全復旧をする。

※当館は可動席の為、床はフローリングである。

運営
ホール利用は土日と警報発令の為キャンセルとなっていたが、会館及び複

合施設である図書館も通常営業をする。

高知県 活動状況
避難所に指定される可能性があるとの連絡が自治体よりあった（結果指定

なし）

運営 通所通り開館したが、貸館は不可。

活動状況
避難所として運営

２F和室を使用。

高知県 活動状況
7月5日（木）の午後から、8日（日）の午後5時まで、避難所指定となって

いた。
のいちふれあいセンター

　

　

中

　

四

　

国

愛媛県

愛媛県

高知県

山口県

山口県

山口県

愛媛県

愛媛県

松山市民会館

松前総合文化センター

山口市民会館

宇部市文化会館

宇部市渡辺翁記念会館

山口県民文化ホールい

わくに

（シンフォニア岩国）

愛媛県県民文化会館

（ひめぎんホール）

愛媛県生涯学習センター

高知市春野文化ホール

ピアステージ

夜須公民館マリンホール


