調査研究ノート

西日本豪雨（平成 30 年 7月豪雨）
を
テレビはどう伝えたか
入江さやか

メディア研究部

2018 年 6 月末から 7 月上旬にかけて，日本付近に停滞していた前線と台風の影響により，西日本を中心に広い
範囲で記録的な大雨が降った。気象庁は 7 月 6 日から 8 日にかけて 1 府 10 県に大雨特別警報を発表，最大級の
警戒を呼びかけた。九州から東海にかけての広い範囲で同時多発的に河川の氾濫や土砂災害が発生，死者は
200 人を超え，平成に入って最悪の豪雨災害となった。被害が広域に及ぶ特異な災害であり，近い将来に発生が
想定される南海トラフ地震などの大規模災害への対応を考えるうえでも，十分な調査・検証がなされなければなら
ない。本稿では，この災害を NHK の全国放送や在京民放キー局はどう伝えたか，発災前から発災後の報道を
時系列で示し，今後検証すべき課題を整理した。

1）
Ⅰ．西日本豪雨（平成30年7月豪雨）
の概要

（1）降雨

分の降水量の 2 ～ 4 倍に達したところがあった
ほか，九州から北海道の多くの観測点で観測
史上最大の降水量を記録した。

2018 年 6月28日以降，前線と台風 7 号の影
響により日本付近に非常に温かく湿った空気が
2）

流れ込み，広い範囲で大雨となった 。特に7

（2）河川の氾濫
国土交通省によると，国が管理する47 河川，

月6日から 8日にかけては，西日本を中心に広

都道府県が管理する227 河川で浸水の被害が

い範囲で記録的な豪雨となり，気象庁は，福

発生した 3）。岡山県倉敷市真 備 町では，小田

岡県，佐賀県，長崎県，岡山県，広島県，鳥取県，

川とその支川の氾濫で地区の面積の 3 分の 2，

兵庫県，京都府，岐阜県，高知県，愛媛県の1 府

住宅約 4,000 棟 以上が浸 水し，50人が死亡。

10 県に「大雨特別警報」を発表した。数十年

愛媛県では肱川が氾濫し，西予市と大洲市で

に1 度の災害の可能性があり，最大限の警戒

9人が死亡した。

ま

ひじ かわ

び

せい よ

おお ず

を呼びかける「特別警報」がこれほど広範囲に

（3）土砂災害

発表されたのは初めてである。
長時間にわたって記録的な豪雨が続いたの

国土交通省のまとめでは，1,700 件余りの土

が特徴で，降り始めからの雨量は，馬 路 村魚

砂災害（土石流，地すべり，がけ崩れなど）が

梁瀬（高知県）で1,852.5ミリ，郡 上 市ひるがの

発生。最多は広島県で 624 件，次いで愛媛県

うま じ

な せ

や

ぐ じょう

（岐阜県）で1,214.5ミリなど，平年の 7月1か月
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が 250 件，山口県が 178 件となっている。

図1

西日本豪雨の被害と特別警報が発表された府県（警察庁・総務省消防庁・気象庁資料などによる）

大雨特別警報が
発表された府県
福岡県

死者4 人
住宅全壊 14 棟

広島県

岡山県

死者 108人
行方不明者 6人
住宅全壊 1,029 棟

死者 61 人
行方不明者 3人
住宅全壊 4,427 棟

滋賀県

兵庫県

死者 2 人
住宅全壊 13 棟

死者 1 人

岐阜県

死者 1 人
住宅全壊 12 棟

佐賀県

死者 2 人
住宅全壊 3 棟

京都府
奈良県

鹿児島県

愛媛県

死者 2 人
住宅全壊 1 棟

宮崎県

死者 1 人

山口県

高知県

死者 27人
住宅全壊 584 棟

警察庁や総務省消防庁などによると，河川

死者 1 人

死者 3人
住宅全壊 14 棟

死者 3人
住宅全壊 18 棟

（4）被害

死者 5人
住宅全壊 15 棟

※死者，行方不明者のある府県を示した
（2018年8月21日現在）

7 月 5 日（木）
西日本豪雨をめぐる報道が本格化したのは，

の氾濫や土砂災害で，8月21日現在で 221人が

気象庁が 5日午後 2 時に行った臨時記者会見

死亡，9人が行方不明となっている（図 1）。住

以降である。前線による豪雨について事前に

宅全壊は約 6,200 棟，床上浸水は約 9,000 棟，

記者会見をすることは珍しく，3日先までの長

床下浸水は約 2 万棟にのぼり，社会インフラや

期間の警戒を呼びかけたのも異例であった。

産業への影響も甚大である。

Ⅱ．NHK・在京キー局の報道
（時系列整理）

NHKは会見を中継と記者解説で詳しく伝え，
5日午後からは定時のニュース枠を拡大して警
戒を呼びかけた。午後 10 時からの『クローズ
アップ現代＋（プラス）』も「記録的大雨のおそ

かつてない広域にわたる豪雨災害は，発災

れ」に予定を変更し，気象予報士などが今後

前の減災・防災報道，発災後の被害全容の把

の注意点などを解説した。また，深夜から未

握などについて多くの課題を残した。これらの

明にかけて総合テレビで予定していた「ウィン

課題を検討するためのベースとして，NHKの

ブルドンテニス中継」をE テレの放送に切り替

全国放送と在京民放キー局の報道内容を時系

え，特設ニュースで降雨の状況を伝えた。

列で整理することを試みた（53 〜 63 ページ表

日本テレビとテレビ朝日も，午後の情報番組

1）。以下は，適宜，この表を参照しながら読

のトップ項目で「歴史的豪雨」
「
“災害級”の大雨」

み進めていただきたい。当然ながら各地のロー

と表現し，各地からの中継や気象庁の会見，

カル局の対応も非常に重要であるが，本 稿を

気象予報士の解説などで警戒を呼びかけた。

執筆している8月の段階では，いまだ被災地は

7 月 6 日（金）

災害報道の最中にあるため，後日改めて整理
したいと考えている。

6日未明の段階では，すでに各地で 7月1か
月の平年降水量を上回る記録的な雨量が観測
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されていた。NHKは午前 4 時半からの『おはよ

京都府と兵庫県にも大雨特別警報が出された。

う日本』で土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒

7 月 7 日（土）

を呼びかけ，高知県安芸市で浸水した住宅か

日付が変わると，岡山県内の被害を伝える報

らの救出を求める住民がいるという情報などを

道が増えてきた。岡山県西部を流れる一級河川

伝えた。気象予報士が気象庁の土砂災害危険

の高梁川沿いの高梁市や総 社市などで浸水が

度分布の図を使い，
「西日本はどこで斜面が崩

起き，救助要請が相次いでいた。午前 0 時 30

れてもおかしくない」と強くコメントした。

分ごろには倉敷市真備町箭田で高梁川支流の

たか はし

そう じゃ

や

た

民放各局も朝の情報番組で大きく扱った。氾

小田川が氾濫した。一方，午前 0 時 50 分には岐

濫危険水位に近づいていた京都市・桂川から

阜県に大雨特別警報が発表された。NHKは未

中継した局が多い。桂川は大雨特別警 報が

明から朝にかけて毎正時と30 分に特設ニュース

初めて発表された 2013 年豪雨でも氾濫してお

を放送した。TBS は午前 2 時台の『TBS ニュー

り，当時のVTRで危機感を伝えようとした局

スバード』の枠で，大阪毎日放送
（MBS）のキャ

もあった。

スターが特別番組として近畿地方の避難情報

午前 9 時前にオウム真理教の麻原元代表ら

や河川の状況について詳しく伝えた。

の死刑執行の一報が飛び込んできた。NHKと

NHK は午前 3 時すぎの段階で「倉敷市真備

民放各局は一斉にオウム関連のニュースに切り

町の広範囲で冠水 救助要請相次ぐ」と伝え，

替えた。このころから，物 部 川（高知県）で氾

国土交通省の情報として小田川が高梁川との

濫が発生，北九州市門司区では土砂が住宅に

合流点近くの 3 か所で氾濫しているとしたが，

流入し数人が巻き込まれるなど，九州や四国

この段階では現場の映像は入っておらず，現地

で複数の被害情報が報じられ始めた。

の深刻な状況はわからなかった。

もの べ

気象庁は午前 10 時半に再び 記者会見を開

NHK は午前 7 時台に真備町住民から寄せら

き，大雨特別警報を発表する可能性に言及し，

れた映像で屋根まで水没した現地の状況と，

各局は昼のニュース枠や情報番組でこれを伝

救助を求めるTwitter のメッセージが相次いで

えた。ただ，6日午後の段階で報道された被

いることを伝えた。TBS は午前 6 時台のニュー

害はピンポイントで，大規模な災害には至って

スで未明の真備町の映像を放送した。

いなかった状況がうかがえる。

午前 8 時以降は，
NHK，民放ともヘリコプター

気 象庁は午後 5 時すぎに福岡県，佐賀県，

による被災地上空からの中継を始めた。ヘリ中

長崎県に，午後 7 時半ごろ岡山県，広島県，

継は広島県内の土砂災害現場が主だった。午

鳥取県にそれぞれ大雨特別警報を発表した。

前 9 時すぎに愛媛県の肱川が氾濫すると，流域

このころから，広島県内各地の土砂災害の情

の大洲市や西予市などでの浸水被害の情報も

報が次々と入ってきた。NHK は被害情報とと

入ってきた。倉敷市真備町については，各局と

もに，広島県内の自治体が出す「避難指示（緊

も地上からの中継やVTRで深刻な状況を伝え

急）」を全国放送できめ細かく伝え始めた。民

ていたが，被害の全容を上空からとらえた映像

放でも午後 9 時以降のニュース枠で広島県内の

が放送されたのは午後 4 時以降であった（写真

土砂災害を相次いで報じた。午後 11 時前には

1）
。夕方から夜にかけてのニュース番組では真
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備町の情報が徐々に入ってくるが，大規模な浸

全容を把握し伝えるまでには時間を要した。言

水のため現場周辺には容易に近づけないうえ，

い古されたことだが，被害が深刻な地域ほど

倉敷市の真備支所や消防署も浸水しており，取

情報が出てこず，報道はもとより救助・救援に

材が難航している状況がうかがわれた。

も支障をきたすという「災害時の情報空白」の
問題が今回も繰り返されたのではないだろう
か。発生が想定される南海トラフ地震や首都
圏広域水害などの大規模災害に向けて取り組
むべき重要な課題である。また，西日本の広
域で通信障害が発生して携帯電話・固定電話
やネットが使えなくなる事態になり，これが取
材にどのような影響を与えたか，今後，検証

写真 1 真備町の上空からの映像
（NHK 7日午後 4 時すぎ）

7 月 8 日（日）
8日の午前 6 時前には新たに愛媛県と高知県
にも大雨特別警報が発表された。NHK，民放

が必要であろう。そうした中で被災地の住民
から提供された映像は，取材の手が届いてい
ない現地の状況を知るための重要な情報源と
なった。ただ，故意にフェイクの映像を提供し
た事例があったことにも留意しておきたい。

ともに真備町や広島県・愛媛県各地の被害や
救出・救援が報道の中心となっていった。ただ

（2）氾濫に関する情報をどう伝えるか

し，被災地が広域にわたることもあり，8日の

各局の報道を見ると，河川の氾濫発生情報

段階では被害の全容をつかむことは困難だっ

や氾濫危険情報については，観測所の所在地

た。NHK は 8日も通常のニュース枠を拡大し

の名称のみを伝えたところが多かった。これで

たり，予定していた番組を変更したりして，終

は河川が氾濫したとき，どこまで浸水被害が及

日，豪雨関連のニュースを伝えた。民放各局も

ぶのかを視聴者はイメージしにくい。国土交通

定時のニュース番組の枠で被災地からの中継

省などが発表する氾濫危険情報などの文面に

などを盛り込みながら，災害報道に多くの時間

は，浸水が想定される市町村名・地区名が明

をあてていた。

記してある。今回，日本テレビでは，河川の名

Ⅲ．西日本豪雨の報道から
見えてきたもの

称と浸水が想定される自治体名を画面上に示
した（次ページ写真 2）。水害のたびに「ここま
で水が来るとは思わなかった」という住民の声

7月5日から 8日にかけてのNHKの全国放送

を聞く。放送の中でも，浸水想定区域の情報

と在京民放キー局の報道を整理した。その中

やハザードマップを積極的に活用すべきではな

から見えてきた主な課題を以下に示す。

いだろうか。翌 8月下旬の台風 20 号による大雨
で和歌山県の熊野川が氾濫した際には，NHK

（1）広域災害における被害状況の把握
前項でも述べたように，報道機関が被害の

も浸水想定区域を詳しく伝えた。ただ，全国
放送の中できめ細かな情報を出していくのには
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危機感を共有し，迅速・的確な情報発信をす
る仕組みが必要だと考える。

（4）避難の呼びかけの改善
岡山県警などの調べでは，真備町では浸水
で亡くなった人の 77％が 65 歳以上の高齢者で
あった 4）。高齢者や障害者などの「避難行動要
写真 2 浸水が想定される自治体名を示した
画面（日本テレビ 6日午前 8 時すぎ）

支援者」に早期に安全に避難してもらうための

限界がある。ローカル放送の中でどこまで対応

「避難準備・高齢者等避難開始」情報をより強

が可能かを改めて検討していくべきであろう。

く発信し，避難行動要支援者の早期避難を促

方策が改めて問われている。メディアは既存の

進すべきではないだろうか。西日本豪雨の反省

（3）ダム放流情報の周知

を踏まえ，翌 8月上旬の台風 13 号の際には各

愛媛県の肱川では上流の 2 つのダムの貯水

局とも，
「避難準備・高齢者等避難開始」の意

量が限界に達し，基準を大きく上回る緊急放

味を強調し，早めの避難や高齢者などへの声

流を行ったが，ダムの下流の西予市や大洲市

がけを促していた。

の住民への周知が十分ではなかったとの指摘
がなされている。今回の豪雨では各地のダムが

Ⅳ．まとめ

満水となり緊急放流を行ったが，桂川（京都

本稿は「調査研究ノート」として，西日本豪

府）上流の日吉ダムを管理する国土交通省近畿

雨のテレビの報道を概観したうえでの個人的な

地方整備局では，河川部長が緊急に記者会見

「気づき」の一部をメモ的にまとめたものであ

を行って流域の住民に注意を喚起した。広島

る。今後，被災地の住民を対象とした調査や

県も野呂川ダムが満水になったことを受けて，

ローカル局・自治体へのヒアリングなどを通じ

「大至急避難を」という強いメッセージを発信

て，広域災害時の注意喚起のあり方や被害状

した。NHKもこれらの情報を繰り返し放送し

況の把握の方策について掘り下げていきたい。

た（写真 3）
。緊急時にダム管理者とメディアが

（いりえ さやか）

注：

写真 3 野呂川下流の住民に“大至急避難”を
呼びかける画面（NHK 7 日午前 7 時すぎ）
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1）気象庁は今回の豪雨を「平成 30 年 7月豪雨」と命
名したが，NHKは放送で「西日本豪雨」という呼
称を使用しており，本稿でも「西日本豪雨」で統
一する
2）気象庁「災害をもたらした気象事例 平成 30 年
7月豪雨」
（2018 年 7月13日）
3）内閣府「平成 30 年 7月豪雨による被害状況等に
ついて【概要版】
」
（2018 年 8月21 日）
4）NHKニュース7「西日本豪雨 岡山県内の死者
95％が水死 高齢 者中心に避難の遅れ」
（2018
年 7月11日）

表1
記号について

○：
◆：
▲：
■：
※：

NHK・在京民放キー局の報道（2018 年 7 月 5 日〜 8 日）

行政の発表・対応
被害に関する情報
河川の状況に関する情報
避難に関する情報
注意喚起など

〔Ｖ〕放送局の撮影した VTR
〔視聴者Ｖ〕視聴者提供の動画
〔視聴者Ｐ〕視聴者提供の写真
〔ヘリＶ〕ヘリコプターの空撮 VTR

【Ｎ】日本テレビ
【Ｔ】TBS
【Ｆ】フジテレビ
【Ａ】テレビ朝日

注）被害情報や河川氾濫については，原則として最初に報道された時点・最初に映像が放送された時点を示した。
その後の続報や繰り返しは記していない。
日
政府・自治体の動きなど
時間
NHK の放送（全国放送）
在京民放キー局の放送
7/5 ○気象庁 臨時記者会見 午後 2 時台 【定時ニュース枠拡大】
各局 情報番組の中で警戒呼びかけ
（木） 「記録的な大雨となる
○気象庁記者会見〔中継〕
【Ｎ：情報ライブ ミヤネ屋】
おそれ」
「西日本と東日本 記録的な大雨のおそれ
「歴史的豪雨の恐れ」
土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要」
中継）京都，大阪，福岡，高知など
記者解説：高解像度降水ナウキャスト 土砂災害危険 【Ｔ：ゴゴスマ】
度分布 大雨に警戒の必要な期間
「“災害級”の大雨」
◆猪名川町（兵庫）の造成工事現場で男性作業員流さ 中継）岐阜羽島市・下呂市（岐阜）
れ死亡〔Ｖ〕
○気象庁記者会見〔Ｖ〕
◆神戸市 住宅の裏山崩れ避難指示〔Ｖ〕
【Ｆ：直撃 LIVE グッディ！】
ロボットカメラ中継）神戸
「記録的大雨」
注）以降のニュース枠では，毎回雨量の実況と今後の Ｖ）鴨川（京都）
見通し，土砂災害警戒情報，氾濫危険水位に達した ○気象庁記者会見〔Ｖ〕
河川名，避難指示・勧告の出ている地域を伝えたが，
紙幅の関係ですべてを記載することはできないため
割愛した。
午後 3 時台 【定時ニュース枠拡大】東日本・西日本各地で激しい雨 【Ｎ：情報ライブ ミヤネ屋】全国 10 万人に避難勧告
▲桂川（京都） 避難判断水位超える〔ロボカメ中継〕 中継）石川，京都，大阪，岐阜
【Ｆ：直撃 LIVE グッディ！】
▲氾濫危険水位超えの河川 兵庫，石川，山口
Ｖ）鴨川（京都）
○気象庁記者会見〔Ｖ〕
午後 4 時台 【定時ニュース枠拡大】土砂災害・氾濫危険性高まる 【Ｔ：ゴゴスマ】
▲氾濫危険水位超えの河川 桂川（京都），美囊川（兵 中継）高山市（岐阜），桂川（京都），加賀市（石川）
庫），多治比川（広島）
○気象庁記者会見 鴨川（京都），宮古島（沖縄）
〔Ｖ〕
【ニュース シブ 5 時】
【Ａ：スーパー J チャンネル】
ロボカメ中継）鴨川（京都）
◆猪名川町（兵庫） 工事現場で男性流される
◆京都市山科区 住宅 1 棟が床上浸水
◆神戸市中央区 住宅の裏山で土砂崩れ〔Ｖ〕
▲氾濫危険水位超えの河川 桂川（京都），川上谷川
◆神戸市 神戸大学で法面崩落〔Ｖ〕
（兵庫），多治比川（広島）
▲長良川（岐阜）が増水〔V〕
中継）桂川（京都）
午後 5 時台 【ニュース シブ 5 時】
【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】
気象予報士解説
▲大豊町（高知） 河川増水〔Ｖ〕
V）下呂市（岐阜），桂川（京都）
【Ｎ：news every.】
午後 6 時台 【ニュース シブ 5 時】土砂災害・氾濫厳重警戒
▲氾濫危険水位超えの河川 桂川・福田川・牧川（京 ◆猪名川町（兵庫） 工事現場で作業員流され 1 人死亡
都），川上谷川（兵庫），多治比川（広島）
【Ａ：スーパー J チャンネル】
◆広島市安佐北区 中学生が側溝に流される〔Ｖ〕
◆広島市安佐北区 中学生が側溝に流され不明
午後 7 時台 【ニュース 7】記録的大雨のおそれ
V）各地の雨の状況まとめ：佐世保市（長崎），安芸市
（高知），宮古島（沖縄）
◆加賀市（石川） 浸水被害〔Ｖ〕
◆八雲町（北海道） 高速道路で土砂崩れ〔Ｖ〕
▲氾濫危険水位超えの河川 桂川・川上谷川・福田川・
佐濃谷川（京都），姉川（滋賀），国兼川・多治比川
（広島）
※ 2013（平成 22）年 7 月豪雨の VTR で注意喚起
※「夜間に急激に状況悪化も 夜暗い時間の大雨に厳
重警戒」
午後 8 時台 通常番組
午後 9 時台 【ニュースウオッチ 9】
【Ｎ：フラッシュニュース】近畿では激しい雨
各地の雨の状況・被害まとめ
▲桂川（京都），姉川（滋賀）など氾濫危険水位超え
◆室蘭市（北海道） 土砂崩れ〔Ｖ〕
る〔V〕
▲能美市（石川） 河川増水〔Ｖ〕
【Ａ：報道ステーション】 京都市 10 万人に避難指示
◆神戸市 土砂崩れ相次ぐ〔Ｖ〕
▲桂川（京都） 氾濫危険水位超え〔中継〕
※「状況が悪化する前に避難 避難が難しい場合は屋
内で安全確保を」
午後 10 時台 【クローズアップ現代＋】（番組の内容を変更）
【Ａ：報道ステーション】
「記録的大雨のおそれ」
中継）亀岡市（京都） 桂川に最大級の警戒必要
気象予報士などが状況や見通しを解説
中継）長良川（岐阜）
中継）桂川（京都）
◆箕面市（大阪） 流木が用水路をせき止める〔Ｖ〕
Ｖ）佐世保市（長崎），深川市（北海道）など
V）京都市の避難所
午後 11 時台 【ニュースチェック 11】大雨への厳重警戒呼びかけ
【Ｎ：NEWS ZERO】週末にかけ記録的大雨
中継）桂川（京都）〔国土交通省カメラ〕
◆宮古島（沖縄）で観測史上最大の雨量 住宅浸水〔視
◆各地の被害まとめ 加賀市（石川），神戸市〔Ｖ〕
聴者 V〕
◆安芸高田市（広島） 男性が川に流されていると通
◆加賀市（石川） 市街地が冠水〔V〕
報〔Ｖ〕
◆八雲町（北海道） 道央道脇の斜面が土砂崩れ〔V〕
◆恵庭市（北海道） 農地が浸水〔Ｖ〕
※ 2013 年の桂川氾濫時の VTR で注意喚起
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日
政府・自治体の動きなど
7/5
（木）

7/6
（金）

○京都府が自衛隊に災害
派遣要請（午前 1 時 10
分）

時間

NHK の放送（全国放送）
在京民放キー局の放送
■岩内町（北海道） 避難所〔Ｖ〕
◆安芸高田市（広島） 60 代男性が川に流されている
▲氾濫危険水位超えの河川 桂川（京都），美囊川（兵
と通報〔V〕
庫）など
【Ｔ：News 23】「記録的大雨」も “線状降水帯”は？
※氾濫危険水位超え河川の水位をグラフで表示
▲吉井川（岡山県津山市）が増水 河川敷の重機が浸
水〔Ｖ〕
V）各地の雨の様子 高知市，宮古島市（沖縄）
◆札幌市 道路が冠水〔V〕
◆八雲町（北海道） 高速道路で土砂崩落〔V〕
◆鴨川（京都）が増水 女性取り残される〔V〕
◆神戸大学の裏山崩れる〔視聴者Ｖ〕
【Ｆ：FNN プライムニュースα】京都市などに 11 万人
避難指示
▲鴨川（京都）が増水 遊歩道立ち入り禁止〔V〕
◆安芸高田市（広島） 60 代男性が川に流されたと通
報〔V〕
◆猪名川町（兵庫） 作業員流され 1 人死亡〔Ｖ〕
午前 0 時台 【特設ニュース】（ウィンブルドンテニス中継中断）
記録的大雨のおそれ 厳重警戒を
雨の実況 土砂災害警戒情報
Ｖ）今治市（愛媛），岡山市（岡山）
▲氾濫危険水位超えの河川 常呂川（北海道），飛驒
川・長良川（岐阜），桂川（京都），姉川（滋賀），
美囊川（兵庫），旭川・吉野川・高梁川（岡山），御
調川（広島），錦川（山口）
午前 1 時台 通常番組
午前 2 時台 【特設ニュース】（ウィンブルドンテニス中継中断）
局地的に非常に激しい雨 土砂災害などに厳重警戒
◆岐阜市の長良川増水 道路に水あふれる〔Ｖ〕
ロボカメ中継）高知
気象予報士解説
午前 3 時台 通常番組

【Ｔ：TBS ニュースバード】“記録的大雨”続く 厳重
警戒を
▲桂川（京都府亀岡市）で氾濫危険水位超える〔国土
交通省カメラ〕
【Ｎ：Oha！4】
午前 4 時台 【おはよう日本】
◆下呂市（岐阜） 先週の大雨による土砂災害の復旧
※冒頭で注意呼びかけ
作業が中断〔V〕
「外がまだ暗いなど外出が危険な場合は，屋内で少
▲桂川（京都） 下流の増水を懸念する住民〔V〕
しでも安全な行動を」
【Ｔ：はやドキ！】
中継）桂川（京都）〔国土交通省カメラ〕
○平年の 7 月 1 か月に匹
午前 5 時台 【おはよう日本】平年の 7 月 1 か月を上回る記録的な大 【Ｎ：Oha！4】
敵または上回る記録的
雨
▲桂川（京都）が増水 渡月橋が通行止めに〔V〕
な大雨
ロボカメ中継）徳島市，高知市
【Ｔ：はやドキ！】
48 時間雨量：馬路村（高
◆安芸市（高知） 住宅十数件で浸水の情報
中継）桂川（京都）〔国土交通省カメラ〕
知）900 ミリ近く／本巣
▲桂川（京都） 水あふれるおそれ
【Ｔ：あさチャン！】
市（岐阜）421.5 ミリ／
▲安芸川（高知） 堤防越え水あふれたか 農地浸水
中継）桂川（京都）
飯田市（長野）270 ミリ
〔Ｖ〕
【Ｆ：めざましテレビ】
超
◆安芸市（高知） 十数軒の住宅浸水 複数の住民が
▲増水した河川 大豊町（高知），桂川・鴨川（京都）
助け求める 家の屋根に避難しているとの情報
〔V〕
◆宮古島市（沖縄） 冠水した道路を走る車〔視聴者
V〕
■大阪府北部地震の被災地（高槻市など）に避難指示・
勧告〔V〕
【Ａ：グッド！モーニング】京都市で 10 万人・京都府
で 14 万人以上に避難指示
▲鴨川（京都）が増水〔V〕
▲桂川（京都）下流 氾濫危険水位に〔V〕
午前 6 時台 【おはよう日本】高知で猛烈な雨 各地で厳重警戒を 【Ｎ：ZIP！】
▲安芸川（高知） 氾濫危険水位超え 堤防越え水あ
▲桂川（京都）に氾濫危険情報〔中継・国土交通省カ
ふれる〔Ｖ〕
メラ〕
【Ｔ：あさチャン！】
◆宮古島市（沖縄） 50 年に 1 度の大雨で道路冠水〔V〕
▲鴨川（京都） 増水〔V〕
※伊豆大島土砂災害（2013 年）や九州北部豪雨（2017
年）などの VTR で注意喚起
◆下呂市（岐阜） 土砂災害現場〔V〕
【Ｆ：めざましテレビ】
▲長良川（岐阜市） 一時氾濫危険水位に 旅館駐車
場が浸水〔中継〕
○京都市防災課長〔電話インタビュー〕
「桂川上流の日吉ダムが放流量増加 河川に近づか
ないように」
【Ａ：グッド！モーニング】
◆真狩村（北海道） 路肩が崩落〔V〕
◆大豊町（高知） 道路が崩落 10世帯13人が孤立〔V〕
◆高山市（岐阜） 住宅街の側溝があふれる〔V〕
○高知県が自衛隊に災害
派遣要請（午前 3 時 30
分）
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日
政府・自治体の動きなど
時間
NHK の放送（全国放送）
在京民放キー局の放送
7/6
午前 7 時台 【おはよう日本】
【Ｎ：ZIP！】
（金）
※気象予報士が土砂災害危険度分布を使って解説
○高山市（岐阜）災害対策本部対応に追われる〔V〕
「状況は悪化している 西日本はどこで激しく降っ
▲京都市伏見区で氾濫のおそれ 京都府が自衛隊に災
てもおかしくない どこで斜面が崩れてもおかしく
害派遣要請
ない」
◆山陽新幹線 大雨のため広島～博多で運転見合わせ
◆近鉄信貴線（大阪） 土砂が線路に流出 運転見合 【Ｔ：あさチャン！】
わせ
※伊豆大島土砂災害（2013年）
，関東・東北豪雨（2015
◆山陽新幹線 運転見合わせ
年）
，九州北部豪雨（2017年）などのVTRで注意喚起
◆香南市（高知） 人が乗った車が流される
中継）桂川（京都）
中継）下呂市（岐阜） 土砂災害現場
中継）高山市（岐阜） 中部縦貫道の土砂崩れ現場
【Ｆ：めざましテレビ】
▲飛驒川（岐阜） 氾濫危険水位に〔V〕
○京都市防災課長〔電話インタビュー〕
「河川の増水や土砂災害に引き続き注意を」
【Ａ：グッド！モーニング】
中継）桂川（京都）
【Ｎ：スッキリ！】
午前 8 時台 【あさイチ】（冒頭で特設ニュース）
土砂災害 氾濫の危険高まる 明日にかけ猛烈な雨
これまでの被害状況 避難勧告・指示まとめ
中継）鴨川（京都）〔情報カメラ〕
厳重警戒を
▲氾濫危険情報 園部川（京都），佐保川（奈良），物
◆亀岡市（京都） 50 代女性帰宅せず 車が川で見つ
部川（高知），常呂川（北海道）
かる
※川の名称と浸水のおそれのある市町村名を併記して
伝える
速報スーパー「オウム真理教の元代表 死刑執行」
【Ｔ：ビビット】
（8：46）
これまでの被害状況 避難勧告・指示まとめ
【特設ニュース】（08：46 ～ 11：00）
▲増水した鴨川（京都）〔V〕
「オウム真理教 松本元代表らに死刑執行」
【Ｆ：とくダネ！】
「各地で記録的大雨 土砂災害などに厳重警戒」
特に川の状況を中心に伝える
◆香宗川（高知） 人が乗った車が流される
中継）桂川（京都），第二寝屋川（大阪府南大阪市）
▲長良川（岐阜）〔V〕
【Ａ：羽鳥慎一モーニングショー】
これまでの被害状況 避難勧告・指示まとめ
▲飛驒市高原川・高山市宮川（岐阜）〔V〕
◆広島市 側溝に中学生流される〔V〕
◆安芸高田市（広島） 男性が川に流される〔V〕
◆亀岡市（京都） 50 代女性が不明 車見つかる
◆安芸川（高知） 周辺で浸水
10 世帯 20 人 屋根の上で救助求める
◆山陽新幹線 新神戸～新明石駅間で線路に土砂流入
運転見合わせ
※各社，「オウム真理教の元代表 死刑執行」の一報
以降は番組の内容を変更して放送
午前 9 時台 【特設ニュース】
▲物部川（高知） 氾濫発生〔Ｖ〕
▲米多比川（福岡） 午前 7 時 20 分ごろあふれる
◆香南市（高知） 人の乗った車流される〔V〕
◆安芸市（高知） 栃ノ木東地地区で複数の住宅が浸水
◆山陽新幹線 土砂が線路に流入 運転見合わせ
◆北九州市 土砂が住宅に流入 数人巻き込まれる
○気象庁 記者会見（午 午前 10 時台 【特設ニュース】
前 10 時 30 分）
◆北九州市 中学生が用水路に流される
大雨特別警報を発表す
◆岐阜市 長良川の排水機場で女性の遺体発見
る可能性に言及
◆飯塚市（福岡） 道路陥没
「西日本・東日本では
◆北九州市 住宅に土砂流入 2 人取り残される
猛烈な雨が 8 日まで続
○気象庁記者会見〔中継〕
く見込み」
▲安芸市（高知） 安芸川が溢水 住宅が浸水〔視聴
「今後重大な災害が発
者Ｖ〕
生する可能性が著しく
▲土佐山田町（高知） 物部川の水があふれる〔Ｖ〕
高まる」
◆高松市 裏山の斜面崩れ住宅に流れ込む〔Ｖ〕
◆内子町（愛媛） 住宅 2 棟床下浸水〔Ｖ〕
◆坂出市（香川） 裏山の斜面崩れ住宅に流れ込む
午前 11 時台 【定時ニュース】
○気象庁 「大雨特別警報の可能性 過去を大きく上
回る記録的大雨になるおそれ」〔Ｖ〕
Ｖ）北九州市門司区の土砂崩れ現場
▲吉井川（岡山）〔Ｖ〕
全国放送で L 字開始（11:23）
○福岡県が自衛隊に災害
派遣要請（午前 9 時 56
分）

【Ｔ：ひるおび！】
◆北九州市 土砂崩れで 2 人生き埋め
◆飯塚市（福岡） 道路陥没〔V〕
◆唐津市（佐賀） 徳須恵川の堤防 100 メートル決壊
【Ｆ：FNN プライムニュース デイズ】
◆北九州市 住宅に土砂流入 住民取り残される〔中継〕
◆嘉瀬川（佐賀）沿いでバス立ち往生〔V〕
▲香南市の河川増水（高知）〔V〕
▲物部川（高知） 増水〔中継〕
◆関西の交通網に打撃
【A：ワイド！スクランブル】
川の水位をまとめて伝える
▲氾濫発生 物部川（高知）
▲氾濫危険水位 桂川（京都），厳木川・牛津川・嘉
瀬川（佐賀）
◆北九州市 住宅に土砂流れ込む〔V〕
◆亀岡市（京都） 女性不明〔V〕
◆安芸高田市（広島） 男性心肺停止〔V〕
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日
政府・自治体の動きなど
7/6
（金）

時間

NHK の放送（全国放送）

午後 0 時台 【定時ニュース枠拡大】土砂災害など厳重警戒 特別
警報発表の可能性
◆北九州市小倉北区 22 か所で道路陥没・浸水
◆下関市（山口） 数か所で土砂崩れ
県道でパトカーなど立ち往生〔Ｖ〕
◆安芸高田市（広島） 男性が川に流され心肺停止
※デジタルマップで各地の被害状況を整理して解説
午後 1 時台 【定時ニュース枠拡大】
◆北九州市小倉北区 道路冠水の状況〔視聴者Ｖ〕
【広島】土砂災害警戒情
報（広島市）

午後 2 時台 【定時ニュース枠拡大】3 人死亡 3 人行方不明
▲物部川（高知） 氾濫発生情報
◆神戸市 道路脇の斜面崩れ道路ふさぐ
◆内子町（愛媛） 土砂崩れで 70 世帯が孤立
◆亀岡市（京都府） 冠水した道路
中継）安芸市（高知）
◆安芸市（高知） 住宅浸水〔視聴者Ｖ〕
※「暗くなってからの避難は困難 早めの避難を」呼
びかけ

午後 3 時台 【定時ニュース】
中継）北九州市門司区
▲厚東川（山口） 川の水が周囲にあふれる〔Ｖ〕
◆唐津市（佐賀） 道の駅駐車場の斜面崩れ車 3 台巻き
込まれる〔V〕
◆和歌山市岡崎地区 床下浸水の通報数件〔Ｖ〕
◆和歌山市 土砂崩れで 145 世帯孤立
◆大和郡山市（奈良） 男性が水路を見に行き戻らず
〔Ｖ〕

午後 4 時台 【定時ニュース枠拡大】4 人死亡 4 人不明 14 府県
約 52 万人に避難指示
中継）北九州市門司区
※中央大学 山田正教授インタビュー
「過去の経験が生きないレベルの雨 ふだんの 2 倍・
3 倍をイメージしてほしい」
※東京理科大学 二瓶泰雄教授
「規模の大きな土砂災害がどこで起きてもおかしく
ない」
▲各地で川が増水 室見川（福岡），厚東川（山口）
〔Ｖ〕

○午後 5 時 10 分 大雨特 午後 5 時台
別警報（福岡県，佐賀
県，長崎県）
【広島】土砂災害警戒情
報（坂町）
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【ニュース シブ 5 時】
速報スーパー 大雨特別警報（福岡，佐賀，長崎）
◆筑前町（福岡） ため池決壊で周辺浸水 小学児童
ら孤立
◆福岡県内 床上浸水 1 棟・床下浸水 37 棟 道路被害
15 件〔Ｖ〕
▲岡垣町（福岡） 川の水があふれる
▲氾濫危険水位超えの河川 野間川（兵庫），矢矧川
（愛知），乳垂川（福岡）
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在京民放キー局の放送
◆香南市（高知） 男性車ごと流される〔V〕
▲紫川・板櫃川（北九州市）が氾濫危険水位〔中継〕

【A：ワイド！スクランブル】
○気象庁 大雨特別警報の可能性
▲氾濫危険情報 椹野川（山口）
◆安八町（岐阜） 河川敷のゴルフ場水没〔中継〕
【Ｎ：情報ライブ ミヤネ屋】
中継）安芸川（高知），桂川（京都）
◆飯塚市（福岡） 道路陥没で車転落〔中継〕
【Ｔ：ゴゴスマ】
○気象庁 大雨特別警報の可能性も
中継）桂川（京都），安芸川（高知），長良川（岐阜）
◆北九州市 土砂崩れで住宅巻き込まれる〔V〕
▲紫川（北九州市）が増水 周辺が冠水〔V〕
◆宗像市（福岡） 町一面が冠水〔視聴者 V〕
◆飯塚市（福岡） 道路下の法面崩れ車転落〔V〕
▲友田川（山口県下関市）周辺で浸水被害〔V〕
【Ｆ：直撃 LIVE グッディ！】
ヘリ V）鏡川（高知）
▲安芸川（高知） 増水〔Ｖ〕
◆飯塚市（福岡） 道路陥没で車転落〔Ｖ〕
◆内子町（愛媛） 土砂崩れ〔Ｖ〕
【Ｎ：情報ライブ ミヤネ屋】
◆神戸市兵庫区 山から住宅地の道路に土砂〔V〕
◆北九州市 小倉駅近くのアンダーパス冠水〔V〕
◆北九州市 住宅地の道路冠水〔視聴者 V〕
◆北九州市 土砂崩れで住宅倒壊〔V〕
▲紫川（北九州市）が氾濫 住宅街が浸水〔視聴者 V〕
◆飯塚市（福岡） 路面から水が噴き出す〔視聴者 V〕
中継）高知市，高山市（岐阜）
情報カメラ中継）大阪市
▲円山川（兵庫県豊岡市）〔中継〕
※ 2004 年台風 23 号で決壊した際の VTR で注意喚起
【Ｔ：ゴゴスマ】
▲長良川（岐阜），紫川（北九州市）〔中継〕
◆北九州市 土砂崩れで住宅巻き込まれる〔中継〕
【Ｔ：Ｎスタ】
▲物部川（高知） 氾濫
▲筑後川（福岡）〔中継〕
【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】5 人死亡 2
人不明
◆神戸市兵庫区 土砂崩れ〔Ｖ〕
▲物部川（高知） 氾濫危険水位に迫る〔Ｖ〕
▲佐賀市 川が増水〔Ｖ〕
○気象庁記者会見 大雨特別警報の可能性〔Ｖ〕
◆安芸市（高知） 馬路村に通じる道路通行止め〔Ｖ〕
◆香南市（高知） 道路浸水 牛乳配達の男性不明〔Ｖ〕
◆安芸高田市（広島） 男性死亡
▲桂川・鴨川（京都） さらに水位上がる
【Ａ：スーパー J チャンネル】
◆安芸市（高知） 住宅浸水 住民救助
▲室見川（福岡） 氾濫危険水位〔Ｖ〕
▲淀川（大阪） 水位上がる〔ヘリＶ〕
◆香南市（高知） 男性が川に流される
中継）北九州市 土砂崩れ現場
※国土交通省「川の防災情報」の見方を解説
【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】
◆亀岡市（京都） 土砂崩れ 〔Ｖ〕〔視聴者Ｖ〕
◆大阪駅 交通機関まひ〔Ｖ〕
▲長良川（岐阜）情報カメラの映像でおととい（7 月 4
日）からの水位変化を見せる
◆羽島市（岐阜） 排水機場で女性の遺体〔Ｖ〕
○大雨特別警報（福岡，佐賀，長崎）
速報スーパー 市町村名を繰り返し読み上げ
◆佐賀市 道路崩落 川の護岸崩落〔Ｖ〕
中継）飯塚市（福岡） 浸水住宅からボートで住民救出
中継）安芸市（高知） 住民孤立
中継）佐賀市 嘉瀬川
【Ａ：スーパー J チャンネル】
○大雨特別警報（福岡，佐賀，長崎）
速報スーパー 市町村名を繰り返し読み上げ
◆高山市（岐阜） 住宅街浸水〔Ｖ〕
◆北九州市 トラックが道路で水没 〔視聴者Ｖ〕

日
政府・自治体の動きなど
7/6
（金）
【広島】土砂災害警戒情
報（呉市）
○気象庁 大雨特別警報
に関する記者会見
○近畿地方整備局河川部
長緊急会見：桂川上流
の日吉ダム放流 下流
の住民に避難呼びかけ

○午後 7 時 39 分 大雨特
別警報（岡山県，広島
県，鳥取県）

○気象庁 大雨特別警報
に関する記者会見

○広島県が自衛隊に災害
派遣要請（午後 9 時）

【岡山】倉敷市真備町全
域に避難勧告（午後 10
時）
小田川 氾濫危険情報
（午後 10 時 20 分）
○午後 10 時 50 分 大雨
特別警報（兵庫県，京
都府）

時間

NHK の放送（全国放送）

在京民放キー局の放送
◆唐津市（佐賀） 道の駅の駐車場 法面崩れる
中継）桂川（京都）
※上流の日吉ダムの貯水量が 99％に 放流増の場合氾
濫の危険
午後 6 時台 【ニュース シブ 5 時】3 人死亡 4 人行方不明 数十年 【Ｔ：Ｎスタ】
に 1 度の災害差し迫る
○気象庁記者会見〔中継〕
◆ JR 筑肥線の列車 崩れた土砂に乗り上げて脱線
◆北九州市 冠水した道路〔視聴者Ｖ〕
けが人なし（佐賀）
中継）牛津川（佐賀）〔国土交通省カメラ〕
○気象庁記者会見〔中継〕
◆宗像市（福岡） 冠水した道路〔Ｖ〕
「重大な危険が差し迫った異常事態 災害が発生し 【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】
ていてもおかしくない」
中継）JR 長崎駅前
「夜になるので周囲の状況を十分に確認し行動を」
○気象庁記者会見〔中継〕
「今後中国地方にも大雨特別警報の可能性 近畿地
◆内子町（愛媛） 川沿いの倉庫流される〔Ｖ〕
方でも雨の降り方により特別警報の可能性」
【Ａ：スーパー J チャンネル】
○気象庁記者会見〔中継〕
午後 7 時台 【ニュース 7 拡大】各地で土砂災害が発生 河川氾濫も
17 府県 約 34 万世帯に避難指示
中継）嘉瀬川（佐賀） 河川敷浸水
中継）北九州市門司区 土砂崩れ現場
◆ JR筑肥線の列車 崩れた土砂に乗り上げて脱線〔Ｖ〕
◆高槻市（大阪） 土砂崩れで住宅倒壊〔ヘリＶ〕
○近畿地方整備局 桂川（京都）上流のダムが満水で
放流開始
下流の嵐山などで水位急上昇のおそれ 注意呼びか
け〔ヘリＶ〕
◆みやこ町（福岡） 住宅そばの斜面崩れ 1 棟倒壊〔Ｖ〕
速報スーパー 大雨特別警報（岡山，広島，鳥取）
◆広島市東区 土砂崩れ現場〔Ｖ〕
◆広島市と坂町で救助要請相次ぐ
南区 土砂で家が崩れた
東区 人が埋まった
安佐北区 土砂が住宅に流れ込み 2 人埋まっている
坂町 数人が埋まっている
※これ以降，広島県内の避難指示をきめ細かく伝える
午後 8 時台 【特設ニュース】
中継）広島市安佐北区 救助にあたる人々
◆江田島市（広島） 土砂崩れで 8 人逃げられず
◆広島市東区の特別養護老人ホームの男性（談話）
「近くの川があふれて浸水 住宅の裏山が崩れたと
の情報も 近隣の住民 13 人がホームに避難」
◆安佐北区の男性（談話）
「暗くなってきたころから前が見えないくらいの雨
家の前を自動車が流れていった 流木で川が埋まっ
て水があふれ自宅が床上 50 センチ浸水」
■広島市安佐北区全域に避難指示
◆ JR 芸備線安芸矢口駅（広島）周辺の道路冠水
車が複数浸水
■千代川（鳥取）水位上昇 智頭町1,228 世帯に避難指示
■桂川の水位上昇 京都市 34 万人余りに避難指示
■熊野町（広島）全域に避難指示
中継）安芸矢口駅前
中継）高梁市（岡山）の避難所
午後 8 時すぎから一気に避難者増える
■坂町（広島） 全域に避難指示
■府中町（広島） 全域に避難指示
◆小郡市（福岡）のショッピングモール浸水の映像〔視
聴者Ｖ〕
午後 9 時台 【ニュースウオッチ 9 拡大】
【Ｔ：フラッシュニュース】
◆筑紫野市（福岡） 消防隊員と 60 代の女性流された ◆広島市南区 道路冠水〔Ｖ〕
◆広島市・熊野町・坂町（広島）などで救助要請相次 ◆坂町（広島） 広い範囲でがけ崩れ 救助要請〔Ｖ〕
ぐ
◆広島市安佐北区 2 人埋まった
◆海田町（広島） 道路陥没 車 1 台巻き込まれる
◆広島市安芸区 「流されそう」と通報のあと電話切
◆府中市（広島） 川に人が転落
れる
◆坂町 建物に閉じ込められている
午後 10 時台 【ニュースウオッチ 9 拡大】
【Ａ：報道ステーション】
◆広島市西区 土砂が住宅に 60 代女性が腰の骨折る ◆神戸市北区 土砂崩れ〔視聴者Ｖ〕
▲高梁川（岡山県高梁市） 県内複数河川で氾濫危険水 中継）JR 筑肥線脱線現場（佐賀）
位超え〔中継〕
中継）広島市安佐北区 安芸矢口駅周辺が水没 近隣
※岡山局キャスターコメント
が孤立
「岡山では過去に例のないような雨が降り，さらにこ 中継）物部川（高知）
れから雨の量が増えます。これまでの経験は役に立 ◆北九州市各地で冠水した道路〔視聴者Ｖ〕
ちません。最大級の警戒をしてください」
◆小郡市（福岡） 浸水したショッピングモール〔視聴者Ｖ〕
◆北川村（高知）土砂崩れ 9 か所 230 人が孤立
▲氾濫危険情報 沼田川・芦田川（広島）
○広島県発表 大戸川（庄原市），沼田川（東広島市・ ◆広島市南区 土砂崩れで救助要請相次ぐ
三原市），野呂川（呉市） 上流のダムがまもなく満 ◆東広島市（広島） 10 人生き埋め
水「あふれた水が下流に流れるおそれ 大至急安全
確保を」
■総社市（岡山） 高梁川が氾濫のおそれ 全域に避難
指示
◆福岡市西区 中学校運動場下の法面崩壊〔視聴者Ｖ〕
◆亀岡市（京都） 浸水の様子〔視聴者Ｖ〕
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日
政府・自治体の動きなど
7/6
（金）
○岡山県が自衛隊に災害
派遣要請（午後 11 時
11 分）
【岡山】倉敷市 真備地
区小田川の南側に避難
指示（午後 11 時 45 分）
○気象庁 大雨特別警報
に関する記者会見

7/7 【岡山】小田川氾濫発生
（土） 情報（午前 0 時 30 分・
真備町箭田付近）

【岡山】倉敷市 真備地
区小田川の北側に避難
指示（午前 1 時 30 分）

○愛媛県が自衛隊に災害
派遣要請（午前 6 時 10
分）
○記録的短時間大雨情報
愛媛・宇和島市付近
100 ミリ
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時間

NHK の放送（全国放送）
在京民放キー局の放送
速報スーパー 大雨特別警報（兵庫，京都）
▲桂川（京都）〔国土交通省カメラ中継〕
▲沼田川（広島） 氾濫発生情報
午後 11 時台 【ニュースチェック 11 拡大】19 府県 56 万世帯 127 【Ｎ：NEWS ZERO】
万人余りに避難指示
◆東広島市（広島）で 9 人生き埋め
◆熊野町（広島） 数軒の住宅で住民閉じ込め
○広島市中区 48 時間で 307 ミリの雨 観測史上最高
◆三原市（広島） 土砂が住宅に流れ込み 1 人閉じ込め ◆海田町（広島） 道路が川のよう〔視聴者Ｖ〕
中継）豊岡市（兵庫）
Ｖ）長崎市，新見市（岡山）
◆神戸市垂水区 土砂崩れ 床下浸水 20 棟〔視聴者Ｖ〕 ○気象庁記者会見〔中継〕
▲桂川（京都）上流の日吉ダムの放流続く
最大で通常の6倍以上
亀岡市（京都）で朝より水位 1.5 メートル上昇
◆坂町（広島） 冠水した道路〔Ｖ〕
◆東広島市（広島） 国道 375 号で土砂崩れ 複数の車
が立ち往生
◆伊万里市（佐賀） 20 代男性が川に流されたか
◆坂町（広島） 住宅に土砂 2 人埋まったのでは
小屋浦地区では道路ふさがれ住宅 3 軒が孤立
午前 0 時台 【特設ニュース】（ウィンブルドンテニス中継は E テレ 【Ｆ：FNN プライムニュース】
に変更）
◆神戸市北区 土砂崩れ〔視聴者Ｖ〕
中継）広島市安佐北区
◆広島市南区 がけ崩れで住民取り残される〔Ｖ〕
◆高梁市（岡山） 66 歳の男性行方不明
◆広島市中心に生き埋めなどの情報相次ぐ 市内各地
◆高梁市内各地で住宅浸水 屋根に避難した住民から
で川が氾濫
救助求める通報
◆筑紫野市（福岡） 道路陥没〔視聴者Ｖ〕
◆高梁市（岡山） JR 伯備線備中広瀬駅周辺で孤立の ◆小郡市（福岡） ショッピングモール浸水〔視聴者
住民いるとの情報
Ｖ〕
◆総社市（岡山） JR 伯備線日羽駅周辺で複数の人が ◆神戸市熊野町 住民取り残され救助
流された 高梁川から水があふれ一帯が水につかっ 中継）広島市安佐北区 広島県内 20 人以上安否確認で
ている
きず
中継）高梁川（岡山県高梁市）
午前 1 時台 【特設ニュース】
◆高梁市（岡山） コンビニエンスストアの屋根の上
に 20 人が取り残されている
▲小田川（岡山県倉敷市） 氾濫発生情報
◆ JR 坂駅（広島） 道路冠水〔Ｖ〕
◆坂町（広島） 土砂で家が崩れた
○神戸地方気象台会見・大阪地方気象台会見〔Ｖ〕
○総社市（岡山）片岡聡一市長〔電話インタビュー〕
「総社市下原のアルミ工場で爆発 近くの民家が類
焼 高梁川決壊の可能性 指定避難場所に避難を」
▲高梁川（岡山）の観測所 3 か所水位観測不能に
午前 2 時台 【特設ニュース】
【Ｔ：JNN ニュース】
◆総社市（岡山） 国道 180 号線で通行止め作業中に複 ◆広島県内 十数人行方不明
数の人が流される
◆総社市（岡山） 警備員 3 人流される
◆高梁市（岡山） 浸水した住宅から避難する住民〔視 【Ｔ：TBS ニュースバード】
聴者Ｖ〕
大阪毎日放送（MBS）から伝える
◆府中市（広島） 裏山崩れ 3 人巻き込まれる
兵庫，京都に大雨特別警報 避難情報
◆高梁市 裏山崩れ住宅 2 軒巻き込まれる
▲佐濃谷川（京都） 計画高水位超える
◆井原市（岡山） 住宅倒壊で親子 2 人巻き込まれる
▲牧川（京都），揖保川（兵庫） 氾濫危険水位超える
◆神戸市内で土砂崩れ
午前 3 時台 【特設ニュース】
◆高梁市（岡山） 特別養護老人ホーム 1 階部分が冠水
2 階に 100 人避難
◆倉敷市真備町（岡山） 広範囲で冠水 住民から救
助要請相次ぐ 人が流されたとの情報も
◆松山市怒和島（愛媛） 住宅に土砂 3 人不明
○国土交通省岡山河川事務所〔Ｖ国土交通省カメラ〕
高梁川の氾濫は監視カメラで確認できず
小田川は高梁川との合流地点の西側 3 か所で氾濫確
認 高梁川周辺の浸水は内水氾濫の可能性
午前 4 時台 【特設ニュース】
【Ａ：ANN ニュース】
◆東広島市（広島） 土砂崩れで複数の車が巻き込ま
◆岡山県内 新見市などで 6 人安否不明〔Ｖ〕
れる
◆総社市（岡山）でアルミ工場爆発〔Ｖ〕
◆広島県内 土砂崩れで 10 人不明
▲沼田川（広島） 氾濫
◆小郡市（福岡） 市街地が浸水
午前 5 時台 【定時ニュース】
【Ｎ：ズームイン！
！サタデー】
◆竹原市（広島） 住宅 3 棟に土砂流入
中継）坂町の土砂災害現場（広島）
◆呉市（広島） 人が埋まっているとの情報
◆倉敷市真備町有井付近（岡山）が冠水 2 人流され
る
午前 6 時台 【おはよう日本】
【Ｎ：ズームイン！
！サタデー】
Ｖ）被害まとめ：怒和島（愛媛），総社市（岡山），東 ◆海田町（広島） アンダーパス冠水〔視聴者Ｖ〕
広島市（広島）
◆長崎市 土砂崩れ〔Ｖ〕
◆東広島市 軽自動車が崖の下に転落
◆総社市（岡山） アルミ工場で爆発〔Ｖ〕
◆総社市 避難所の昭和小学校が床上浸水 住民ら 2
◆小郡市（福岡） ショッピングモール浸水
階に
【Ｔ：JNN ニュース】
◆岩国市（山口） 家の中に土砂 2 人の安否わからず ◆広島県で土砂崩れ
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7/7 ○広島県が緊急情報発表
（土） 「野呂川ダム満水 河
川の氾濫危険性高まる
大至急避難してくださ
い」（午前 6 時 30 分）
○記録的短時間大雨情報
愛媛・西予市付近 100
ミリ
○山口県が自衛隊に災害 午前 7 時台
派遣要請（午前 7 時 35
分）
○記録的短時間大雨情報
愛媛・宇和島市，鬼北
町付近 100 ミリ

【愛媛】肱川 氾濫発生
情報（午前 9 時 20 分・大
洲市阿蔵地区）

○関係閣僚会議 「事態
は極めて深刻」
官邸連絡室を対策室に
○気象庁 記者会見

○菅官房長官記者会見
警察・消防・自衛隊 4
万 8,000 人体制
○記録的短時間大雨情報
高知・香南市付近 120
ミリ

NHK の放送（全国放送）
◆三原市（広島） 1 人死亡 3 人連絡とれず
◆熊野町（広島） 土砂崩れ 複数の住宅で住人が閉
じ込め
◆綾部市（京都） 住宅 2 棟倒壊 5 人連絡とれず

在京民放キー局の放送
◆倉敷市真備町（岡山） 小田川氾濫で浸水
深夜の救助活動〔Ｖ〕 未明の真備町〔Ｖ〕
◆筑前町（福岡） 小学生 200 人孤立
【Ｆ：めざましどようび】予定を変更して放送
○高知県危機管理課長〔電話インタビュー〕
◆広島県 数十人の安否不明

【おはよう日本】4 人死亡 少なくとも 27 人安否不明
◆倉敷市真備町（岡山） 屋根まで浸水した住宅〔視
聴者Ｐ〕
救助求める Twitter メッセージ相次ぐ
「屋根の上にいる 助けが必要 冠水していて自力
で避難できない」〔パソコン画面接写〕
○野呂川ダム（広島） 午前 5 時 50 分ごろ満水 浸水
被害の可能性 “大至急避難を”

【Ｎ：ズームイン！
！サタデー】
中継）坂町（広島） 土石流の現場
中継）三次市（広島） 増水した川
【Ｆ：めざましどようび】
◆三原市（広島） 住宅に土砂 1 人死亡
◆東広島市（広島） 橋の欄干で男性発見 心肺停止
土砂崩れに車数台巻き込まれる
○岡山県危機管理課長〔電話インタビュー〕
「県内の 3 つの大きな河川のうち 2 つで堤防破堤
100 戸単位で大きな被害」
○高知県危機管理課長〔電話インタビュー〕
午前 8 時台 【おはよう日本】
【Ｎ：ウェークアップ！ぷらす】過去最大規模の特別警
◆総社市（岡山） 住民救助の消防隊員 3 人流される
報
◆倉敷市真備町（岡山） 人が流されたとの情報相次ぐ ※京都大学防災研究所 中北英一教授出演
中継）松山市怒和島
【Ｔ：サタデープラス】
中継）広島市安佐北区
中継）北九州市 土砂崩れ現場
中継）高梁市（岡山） 土砂崩れ現場
ヘリ中継）広島市安芸区
中継）総社市内（岡山）を走行中の車内から
ヘリ中継）坂町（広島）
※これ以降 4 番組を休止
午前 9 時台 【特設ニュース】6 人死亡 少なくとも 36 人安否不明 【Ｎ：ウェークアップ！ぷらす】
ヘリ中継）坂町（広島）
中継）鴨川（京都）の河岸崩れる
◆岡山市東区 浸水した住宅街〔Ｖ〕
▲洪水予報発表中の河川一覧 （氾濫発生・氾濫危険
◆総社市（岡山） 川のようになった道路〔Ｖ〕
水位）
○広島県発表 椋梨ダム満水のおそれ 椋梨川，沼田
川下流の東広島市，三原市住民に注意呼びかけ
中継）坂駅前（広島）
中継）福山市（広島）
▲肱川（愛媛） 氾濫発生情報〔国土交通省カメラ〕
◆綾部市（京都） 2 棟倒壊 3 人連絡とれず
中継）由良川（京都）〔国土交通省カメラ〕
中継）綾部市内を走行中の車内から
◆神戸市灘区 住宅の裏山崩れる
◆高島市（滋賀） 用水路で作業していた男性流される
午前 10 時台 【定時ニュース拡大】7 人死亡 少なくとも 40 人不明
ドローンＶ）広島市安佐北区 土砂崩れ現場
ヘリ中継）広島市南区 土砂災害現場
◆広島市安芸区 地区全体が浸水〔視聴者Ｖ〕
◆呉市黒瀬川（広島） 橋が流される〔視聴者Ｖ〕
中継）倉敷市真備町（岡山） 自衛隊の救出活動
○気象庁記者会見〔中継〕
「特別警報の出ていない地域も厳重に警戒を」
◆倉敷市真備町 ほとんどの住宅が浸水〔Ｖ〕
◆ 2 階以上まで浸水した真備町有井地区〔警察Ｖ〕
◆玉島消防真備分署浸水 職員・住民が屋上へ避難
◆倉敷市真備支所浸水 職員・住民 39 人が避難
ヘリ中継）広島市安佐北区 土砂崩れ現場
▲肱川（愛媛県大洲市）氾濫〔国土交通省カメラ〕
◆西予市野村町（愛媛） 広い範囲で 2 階まで浸水〔視
聴者Ｖ〕 肱川近くで 15 人が屋根の上に避難 消防
ヘリは天候悪く飛べず 救助のめど立たず
◆宇和島市（愛媛） 道路を濁流が覆う〔視聴者Ｖ〕
◆宇和島市 吉田町，三間町で 8 人不明
中継）高知市鏡川
◆高知自動車道 大豊町（高知）で橋が崩れる
〔NEXCO 西日本 HP 接写〕
◆安芸市（高知） 大規模な通信障害で災害対策本部
の固定電話・ネット使えず〔Ｖ〕
午前 11 時台 【定時ニュース拡大】
【Ｎ：ストレイトニュース】
◆馬路村魚梁瀬（高知） 6 日午後 5 時以降，通信障害 ○気象庁記者会見〔Ｖ〕
で雨量加算されず
呉市（広島）のダム満水 住民に大至急避難呼びかけ
▲吉野川（徳島県三好市） 氾濫危険水位〔Ｖ〕
中継）倉敷市真備町（岡山） 住民救助
○菅官房長官記者会見〔Ｖ〕
◆高梁市（岡山） 特別養護老人ホーム孤立
中継）倉敷市真備町（岡山）
V）政府が関係閣僚会議
「6 時ごろ，堤防が約 100 メートルにわたって決壊し 【Ｔ：JNN ニュース】
ているのを職員が確認」
中継）広島市国道 2 号線崩落現場
中継）高梁川（岡山県高梁市），総社市（岡山）
ヘリＶ）呉市天応地区（広島） 土砂崩れ
◆総社市 午前 1 時にアルミ工場爆発〔Ｖ〕
中継）倉敷市真備町（岡山） 取り残された住民救助
○総社市災害対策本部 片岡聡一市長インタビュー
◆綾部市（京都） 土砂崩れ
〔中継〕
ヘリＶ）北九州市 土砂崩れ
◆大洲市阿蔵・東大洲地区（愛媛）〔Ｖ〕
中継）松山市怒和島（愛媛） 土砂崩れ現場
◆宇和島市吉田町（愛媛）〔Ｖ〕
▲肱川（愛媛県大洲市）氾濫 ボートで救出〔Ｖ〕
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NHK の放送（全国放送）

在京民放キー局の放送
【Ｆ：FNN プライムニュース】死者 8 人 安否不明 57 人
ヘリ中継）呉市（広島） 市街地が水没
中継）岡山市東区 市街地冠水
◆倉敷市真備町 2 つの川の合流点付近で逆流
住宅の2階部分まで浸水 橋が落ちているとの情報も
被害が広範囲で把握できていないのが現状
〔岡山県情報通信部機動通信課提供Ｖ〕
◆松山市怒和島 住宅に土砂 2 人取り残される〔視
聴者Ｖ〕
ヘリＶ）JR 筑肥線（佐賀） 土砂崩れで脱線
◆北九州市門司区 住宅に土砂 3 人不明
◆広島県内 6 人死亡 26 人不明
【Ａ：ANN ニュース】10 人死亡 64 人安否不明
◆舞鶴市（京都） 土砂崩れ〔Ｖ〕
◆豊岡市（京都） 浸水〔Ｖ〕
ヘリＶ）呉市（広島）
◆倉敷市真備町（岡山）の浸水状況〔Ｖ〕
▲氾濫発生 肱川（愛媛），沼田川（広島），小田川（岡山）
◆高梁市（岡山）で浸水〔Ｖ〕
ヘリＶ）坂町（広島）
中継）倉敷市真備町
ヘリＶ）倉敷市真備町
中継）綾部市（京都）
▲肱川（愛媛）が 7 か所で氾濫 2 万 70 世帯 4,385 人に
避難指示〔視聴者Ｖ〕
◆岩国市・周南市（山口）で 4 人不明

○午後 0 時 50 分 大雨特 午後 0 時台 【定時ニュース拡大】11 人死亡 45 人安否不明
ヘリ中継）坂町（広島），久留米市（福岡）
別警報（岐阜県）
ドローンＶ）広島市安佐北区
◆広島国際大学（広島）の寮が孤立〔視聴者Ｖ〕
◆ JR 芸備線三篠川（広島）にかかる鉄橋崩れる
中継）倉敷市真備町（岡山），綾部市（京都）など
▲長良川（岐阜） 郡上市の観測所で氾濫危険水位超える
ヘリ中継）呉市（広島）
速報スーパー 大雨特別警報（岐阜）
○気象庁 大雨特別警報 午後 1 時台 【定時ニュース拡大】13 人死亡 45 人安否不明 岐阜
に関する記者会見
県に大雨特別警報
ロボカメ中継）高山市（岐阜）
午後 2 時台 【特設ニュース】14 人死亡 45 人安否不明
【Ｔ：TBS ニュース】岐阜県に大雨特別警報 死者 11
◆呉市（広島） 土砂崩れで 3 人連絡とれず
人 不明 72 人
○気象庁「これ以上新たに大雨特別警報を出す可能性
は小さい」
午後 3 時台 【定時ニュース拡大】
▲岡山市の旭川堤防 200メートルにわたり決壊
中継）倉敷市真備町（岡山） 消防ヘリによる住民救
出
◆宍粟市（兵庫） 住宅の裏山崩れ 1 人不明〔Ｖ〕
9 世帯 18 人が孤立
◆舞鶴市（京都） 伊佐津川あふれ床上浸水〔Ｖ〕
加佐地区 1,828 世帯 3,699 人孤立
ヘリＶ）倉敷市真備町〔共同通信社配信映像〕
【N：NNN ニュース】31 人死亡 65 人不明
午後 4 時台 【特設ニュース】26 人死亡 47 人安否不明
中継）倉敷市真備町（岡山）
中継）高山市（岐阜）
，倉敷市真備町（岡山）
，坂町（広島）
○高梁市近藤隆則市長インタビュー〔Ｖ〕
ヘリ V）坂町
◆広島市安芸区 車が川に流され 2 人不明
◆広島市安芸区 国道 2 号線陥没〔V〕
◆呉市（広島） 木造の橋流される〔視聴者 V〕
◆松山市怒和島（愛媛） 裏山崩れ 3 人死亡〔V〕
◆大洲市（愛媛） 住宅が土砂に埋まり 1 人死亡〔V〕
◆宇和島市（愛媛） 2 か所で土砂崩れ 2 人死亡〔V〕
◆西予市（愛媛） 5 人死亡
【Ａ：スーパー J チャンネル】31人死亡 60人安否不明
中継）倉敷市真備町（岡山）
ヘリＶ）倉敷市真備町，坂町（広島）
中継）大洲市（愛媛） 浸水した市街地
○兵庫県が自衛隊に災害 午後 5 時台 【特設ニュース】
【Ｔ：報道特集】
派遣要請（午前 5 時）
中継）倉敷市真備町（岡山） 自衛隊による救助
ヘリＶ）倉敷市真備町（岡山）〔共同通信社配信映像〕
ドローンＶ）倉敷市真備町
◆肱川（愛媛県大洲市）氾濫 死者 10 人以上〔Ｖ〕
中継）広島市安佐北区，久留米市（福岡）でキャスター
レポート
ヘリＶ）広島市安佐北区
ヘリＶ）倉敷市真備町〔毎日新聞社提供〕
Ｖ）深夜から未明の真備町でレポート
【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】
◆宍粟市（兵庫） 土砂崩れ
ヘリＶ）倉敷市真備町 堤防決壊 広範囲で浸水
◆黒瀬川（広島県呉市）の真光寺橋が流失〔視聴者Ｖ〕
▲筑後川（福岡県久留米市）沿い 市街地浸水〔ヘリＶ〕
■綾部市（京都） 土砂崩れ〔中継〕
【Ａ：スーパー J チャンネル】
▲郡上市（岐阜） 寺谷川あふれ浸水〔中継〕
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7/7
午後 6 時台 【定時ニュース拡大】38 人死亡 50 人安否不明
（土）
中継）倉敷市真備町（岡山）
「現場周辺に近づくことできず救助・状況確認難航」
午後 7 時台 【ニュース 7 拡大】44 人死亡 50 人安否不明
◆まび記念病院で 160 人孤立
避難している男性に電話インタビュー
「ライフラインが通じず，情報がまったくない」
○倉敷市伊東香織市長〔電話インタビュー〕
※『ブラタモリ』休止
午後 8 時台 通常番組（L 字は継続）
【Ｔ：フラッシュニュース】
午後 8 時 24 分 緊急地震速報（千葉，茨城，埼玉）
ヘリＶ）倉敷市真備町（岡山）〔毎日新聞社提供〕
千葉・長南町で震度 5 弱
まび記念病院で約 160 人が孤立
地震関連の緊急ニュースに切り替え
◆大洲市（愛媛） 市街地が浸水〔Ｖ〕
午後 9 時台 通常番組（L 字は継続）
【Ａ：サタデーステーション】死者39人 安否不明55人
【特設ニュース】49 人死亡 48 人安否不明
◆黒瀬川（広島県呉市） 橋流失〔視聴者Ｖ〕
午後 10 時台 【特設ニュース】
【Ｔ：新・情報 7 days ニュースキャスター】
▲愛媛の肱川氾濫 大洲市で 3 人死亡 西予市野村町 中継）広島市安佐北区
で 5 人死亡〔視聴者Ｖ〕
◆広島市安芸区，呉市（広島），大洲市（愛媛）の被
○広島県 13 市町に災害救助法適用 湯崎英彦知事会
害状況〔Ｖ〕
見〔Ｖ〕
◆愛媛県で土砂災害や洪水被害相次ぐ〔大洲市内Ｖ〕
西予市野村町 5 人死亡〔視聴者Ｖ〕
宇和島市吉田町〔視聴者Ｖ〕
今治市 2 人死亡〔視聴者Ｖ〕 大洲市〔視聴者Ｖ〕
◆高松市 土砂崩れ〔視聴者Ｖ〕
○愛媛県 5 市町に災害救助法適用〔今治市避難所Ｖ〕
午後 11 時台 通常番組（L 字は継続）
【特設ニュース】死者 51 人 安否不明 48 人
ヘリＶ）倉敷市真備町（岡山）
◆国土交通省 真備町の面積の 27％・1,200 万平方メー
トルが浸水と推定
◆まび記念病院 1 階が浸水 入院患者など 3 階に避難
7/8 ○記録的短時間大雨情報 午前 0 時台 通常番組（L 字は継続）
【N：Going ! Sports&News】46 人死亡 62 人不明
（日）
岐阜・美濃市付近 100
ヘリ V）JR 芸備線 鉄橋流出現場（広島）
ミリ
▲長良川（岐阜）上流 氾濫危険水位に
○記録的短時間大雨情報 午前 1 時台 【特設ニュース】
岐阜・関市付近 100 ミ
◆福山市（広島） ため池決壊 3 歳女子行方不明
リ
○記録的短時間大雨情報
岐阜・郡上市八幡付近
100 ミリ
○記録的短時間大雨情報 午前 2 時台 【特設ニュース】岐阜県内で記録的短時間大雨情報
岐阜・七宗町付近 100
▲氾濫危険水位超えの河川 長良川（岐阜），御調川
ミリ
（広島）
○記録的短時間大雨情報
○長良川（岐阜）の陸閘（りくこう） 14 年ぶりに閉
岐阜・下呂市金山付近
鎖〔Ｖ〕
100 ミリ
注）陸閘：正式名称は「大宮・長良陸閘」。岐阜市内
○記録的短時間大雨情報
を流れる長良川にかかる橋の両端にある可動式の壁
岐阜・白川町付近 110
（高さ 3 ～ 4 メートル，長さ約 25 メートル）。通常は
ミリ
開放されているが，洪水のおそれがある場合には閉
鎖され，堤防となって市街地に水が流れ込むのを防
ぐ。訓練以外で閉鎖されたのは 2004 年 10 月の台風
23 号以来 14 年ぶり。
午前 3 時台 【特設ニュース】岐阜県各地で 100 ミリ以上の雨
▲津保川（岐阜県関市上之保地区）で氾濫か
午前 4 時台 通常番組（L 字は継続）
【Ｔ：TBS ニュースバード】死者 49 人 56 人不明
ヘリＶ）倉敷真備町（岡山）〔共同通信社提供〕
ヘリＶ）広島市安佐北区
▲肱川（愛媛県大洲市） 氾濫〔Ｖ〕
○記録的短時間大雨情報 午前 5 時台 通常番組（L 字は継続）
速報スーパー 大雨特別警報（高知，愛媛）
愛媛・愛南町付近 100
ミリ
○午前 5 時 50 分 大雨特
別警報（高知県，愛媛
県）
○気象庁 大雨特別警報 午前 6 時台 【特設ニュース】愛媛，高知に大雨特別警報
【Ｎ：NNN ニュース サンデー】※手話通訳付き
に関する記者会見
○岐阜県内に記録的短時間大雨情報 5 時までに 7 回
死者・不明者 100 人超
発表
◆津保川（岐阜県関市）が氾濫 床上浸水 土砂崩れ
▲氾濫危険水位超えの河川 長良川・飛驒川（岐阜）， ◆倉敷市真備町（岡山） 400 人を救出
御調川（広島）
市は何人取り残されているか把握できず
○倉敷市真備町（岡山） 自衛隊による救出〔Ｖ〕
◆今治市（愛媛） 土砂崩れ 2 人死亡〔Ｖ〕
ロボカメ中継）宇和島市（愛媛）
◆西予市（愛媛） 肱川の氾濫で 5 人死亡〔視聴者Ｖ〕
ロボカメ中継）土佐清水市（高知）
【Ｔ：JNN ニュース】死者 49 人 不明 54 人
○気象庁記者会見〔中継〕
○倉敷市伊東香織市長インタビュー〔Ｖ〕
中継）郡上市（岐阜）
【Ｆ：FNN ニュース】死者 53 人 安否不明 55 人
◆水没寸前の車から住民が男性を救出〔Ｖ〕
○長良川（岐阜） 陸閘閉鎖〔Ｖ〕
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7/8
（日）

○政府 非常災害対策本
部会議（官邸）

時間

NHK の放送（全国放送）

在京民放キー局の放送
中継）倉敷市真備町（岡山） まび記念病院 約 160 人
孤立
市内の老人ホーム 約 150 人取り残される
【Ａ：サンデー LIVE！
！】50 人死亡 62 人以上不明
中継）関市（岐阜）
午前 7 時台 【おはよう日本】51 人死亡 46 人安否不明
【Ｎ：シューイチ】視聴者撮影映像を特集
中継）飛驒川（岐阜県下呂市）
◆北九州市 道路冠水〔視聴者Ｖ〕
◆宿毛市（高知） 市役所周辺浸水 市内の道路浸水
◆小郡市（福岡） ショッピングモール浸水〔視聴者
一部職員出勤できず
Ｖ〕
◆宿毛市 住宅浸水通報・救助要請相次ぐ
◆筑紫野市（福岡） 道路陥没の瞬間
◆愛南町（愛媛） 床上浸水の通報相次ぐ
◆海田町（広島） アンダーパス冠水〔視聴者Ｖ〕
中継）郡上市（岐阜）
◆総社市（岡山） アルミ工場爆発〔視聴者Ｖ〕
中継）坂町（広島）
◆神戸市 土砂崩れ〔視聴者Ｖ〕
中継）倉敷市真備町（岡山）
中継）広島市安佐北区
ヘリ中継）綾部市（京都）
【Ｆ：報道プライムサンデー】
ヘリ中継）関市津保川（岐阜）
◆高梁市（岡山）で別件取材のクルー宿泊のホテルが
浸水 警察のボートで避難するまでをレポート〔Ｖ〕
【Ａ：サンデー LIVE！
！】
電話インタビュー） まび記念病院で救助を待つ人
ヘリ中継）津保川（岐阜県関市）の氾濫現場
午前 8 時台 【特設ニュース】51 人死亡 44 人不明
【Ｔ：サンデーモーニング】
中継）宿毛市（高知）
◆北九州市 濁流となった道路〔視聴者Ｖ〕
◆大月町（高知） 住宅に土砂流れ込む
◆筑紫野市（福岡） 川沿いの道路崩落 〔視聴者Ｖ〕
中継）長良川（岐阜）
ヘリＶ）肱川（愛媛県大洲市）氾濫で浸水
ヘリＶ）倉敷市真備町（岡山）上空〔内閣官房提供〕 【Ａ：サンデー LIVE！
！】
中継）愛南町（愛媛）
ヘリ中継）倉敷市真備町（岡山） 決壊地点を詳しく
▲篠川（愛媛県愛南町） 一部氾濫
中継）宇和島市吉田町（愛媛） 住宅倒壊現場
午前 9 時台 通常番組（L 字は継続）
午前 10 時台 【定時ニュース拡大】52 人死亡 44 人安否不明
中継）大洲市東大洲付近（愛媛）国道 56 号線 肱川の
氾濫で浸水
○政府 非常災害対策本部会議（官邸）〔Ｖ〕
ヘリ中継）倉敷市真備町（岡山）上空 まび記念病院か
らの救出
◆ JR 広島県内在来線全線 運転再開のめど立たず
中継）宿毛市（高知） 救助要請 40 ～ 50 件
◆鬼北町（愛媛） 床上浸水
◆坂町・呉市（広島） 3 人死亡 救助要請相次ぐ
中継）坂町 坂小学校 3 階
中継）福山市（広島） ため池決壊現場
◆倉敷市真備町 4 人遺体で見つかる
まび記念病院に約 200 人避難
被害の全体状況わからず
◆総社市（岡山） 避難所に約 300 人
午前 11 時台 【定時ニュース拡大】（10 時台から継続）
【Ｎ：ストレイトニュース】59 人死亡 76 人不明
中継）倉敷市真備町（岡山）での救助
◆倉敷市真備町（岡山） 約 1,000 人取り残され 救助
活動続く
ヘリＶ）倉敷市真備町
▲飛驒川（岐阜県下呂市） 氾濫危険水位超え〔中継〕
ヘリＶ）津保川（岐阜県関市）氾濫 床上浸水
中継）宿毛市（高知）
◆大月町（高知） 土砂崩れ 1 人死亡
◆愛媛県内 土砂崩れで 18 人死亡 宇和島市吉田町
〔Ｖ〕
【Ｔ：JNN ニュース】死者 57 人 安否不明 68 人
中継）倉敷市真備町 岡山県内さらに被害拡大のおそ
れ
ヘリＶ）倉敷市真備町 まび記念病院からの救出
◆宇和島市（愛媛） 土砂崩れ 〔ヘリＶ警察庁内閣官
房〕
【Ｆ：報道プライムサンデー】死者 58 人 安否不明 72
人
中継）宿毛市（高知） 冠水した地区
▲津保川（岐阜県関市） 氾濫〔中継〕
ヘリＶ）津保川
◆宇和島市（愛媛） 土砂崩れ〔Ｖ内閣官房〕
【Ａ：ANN ニュース】61 人死亡 72 人不明
中継）倉敷市真備町（岡山） 被害全容つかめず
午後 0 時台 【定時ニュース拡大】64 人死亡 44 人安否不明
◆倉敷市真備町（岡山），広島県内の被害状況を中心
に伝える
中継）宿毛市（高知） 土砂崩れ
◆西予市野村町（愛媛） 肱川氾濫で浸水〔視聴者Ｖ〕
◆関市（岐阜）北部 住宅浸水〔Ｖ〕
午後 1 時台 【定時ニュース】
ドローンＶ）小田川（岡山）の決壊地点を空撮で詳し
く解説
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7/8 ○大雨特別警報すべて解 午後 2 時台 【特設ニュース】
（日） 除
中継）倉敷市真備町箭田（岡山）
◆津保川（岐阜県関市）氾濫現場〔Ｖ〕
午後 3 時台 【定時ニュース拡大】65 人死亡 61 人安否不明
○大雨特別警報すべて解除
ヘリ中継）沼田川（広島県三原市）
◆倉敷市真備町（岡山） 1,000 人以上孤立 4,690 戸浸
水
◆広島市安芸区 道路冠水で 100 人孤立
「救援活動や状況確認が難航しているところがあり，
被害の全容はわかっていない」
◆飛驒市（岐阜） JR 高山線土砂崩れで線路寸断〔ヘ
リＶ〕
中継）JR 芸備線の鉄橋流出現場（広島）
◆三原市本郷町（広島）で住民孤立 Twitter で救助
要請
◆大洲市（愛媛） 肱川で橋が流出した現場〔Ｖ〕
◆大月町（高知） 土砂崩れ現場〔Ｖ〕
◆郡上市（岐阜） 川の護岸 200 メートル余り崩れる
中継）西予市野村町（愛媛） 肱川の氾濫被害
ヘリ中継）東広島市（広島） 土砂崩れ現場
◆断水・停電・通信障害・物流への影響など伝える
午後 4 時台 【特設ニュース】66 人死亡 60 人不明
【Ａ：サンデーステーション】
ヘリ中継）倉敷市真備町（岡山）
（大相撲名古屋場所初日）
Ｖ）検証 なぜ高さ 8 メートルの堤防が決壊したのか
【特設ニュース】67 人死亡 58 人不明
危険性の高い状態続く
岡山大学教授に同行
午後 5 時台 通常番組（L 字は継続）
【Ｔ：N スタ】死者 69 人 安否不明 64 人
（大相撲名古屋場所初日）
中継）倉敷市真備町（岡山） ようやく被害の全貌が
ヘリ中継）坂町（広島）
中継）宇和島市（愛媛）
【Ｆ：FNN プライムニュース イブニング】70 人死亡
68 人不明
◆大月町（高知） 土砂崩れで道路に巨岩〔視聴者Ｖ〕
◆関市（岐阜） 車ごと男性流される
ヘリＶ）三原市（広島） 浸水の状況
◆東広島市（広島） 山陽自動車道ジャンクション付
近土砂崩れ〔Ｖ〕
中継）西予市野村町（愛媛） 肱川氾濫で 5 人死亡
肱川氾濫の様子〔視聴者Ｖ〕
【Ａ：サンデーステーション】
中継）宇和島市（愛媛） 土砂崩れ現場
熊野町（広島）
午後 6 時台 【定時ニュース拡大】
【N：真相報道 バンキシャ！】死者 75 人 不明 67 人
中継）西予市野村町（愛媛） 肱川周辺
ヘリＶ）倉敷市真備町（岡山） 1,850 人救助（午後 4
◆倉敷市真備町（岡山） 一時 1,850 人孤立
時現在）
まび記念病院に約 80 人取り残される
中継）倉敷市真備町
◆三原市（広島） 少なくとも 2 地区で多くの住宅浸水 中継）熊野町（広島） 大原ハイツ 11 人不明
◆宇和島市吉田町（愛媛） 道路を水が流れる画像
◆広島・愛媛県内の被害まとめ
〔Twitter の動画〕
◆大洲市（愛媛） 100 棟以上浸水
◆携帯電話 西日本の広い範囲でつながりにくい状態
◆王滝村（長野） 村道が崩落
午後 7 時台 【ニュース 7 拡大】73 人死亡 63 人安否不明
◆死者 広島県 32 人 愛媛県 20 人 岡山県 9 人
「被害の全容はわからず」
中継）倉敷市真備町（岡山）
◆倉敷市真備町の被害・救出状況まとめ
岡山県で午後 2 時までに 2,310 人救出 うち 1,850 人
が真備町から
◆倉敷市真備町住民が自ら撮影した避難途上の動画
◆三原市・福山市・広島市（広島）の被害状況
中継）宇和島市・大洲市・松山市（愛媛），大月町（高
知），綾部市（京都），関市（岐阜）
◆ライフライン・交通・流通への影響
ドローン V）西予市吉田町（愛媛）
午後 8 時台 【定時ニュース】78 人死亡 60 人不明
◆これまでの被害まとめ
午後 9 時台 【特設ニュース】81 人死亡 58 人不明
◆これまでの被害まとめ
午後 10 時台 【特設ニュース】83 人死亡 57 人不明
【Ｆ：Mr. サンデー】83 人死亡 37 人安否不明
◆これまでの被害まとめ
◆総社市（岡山） アルミ工場爆発現場レポート
◆ライフライン・交通への影響
〔ヘリＶ・国土交通省カメラＶなど〕
◆倉敷市真備町（岡山） どのくらいの人が救助を待っ
ているかわからない状況〔Ｖ〕
午後 11 時 通常番組（L 字は継続）
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