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件     名 

 

【防災情報】 

 台風１８号通過に伴う降雨に関する状況（第４報） 

 

  

概     要 

 

 

 

 

 

 

台風１８号通過に伴う降雨に関する、近畿地方整備局の状

況は下記のとおりです。 

 

● １６日３時４０分から非常体制をとり、河川、道路等

の施設の監視を続けています。 

 

● 自治体支援については、情報連絡員（リエゾン）、及

び災害対策の派遣を行っています。 

 

 

  

取  扱  い － 

  

配 布 場 所 近畿建設記者クラブ 

大手前記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

 

 

近畿地方整備局 

災害対策本部 企画部防災課長 河南 良男 

ｔｅｌ ０６－４７９０－７５２０（直通） 

河川部 水災害予報センター長 中村 文彦 

ｔｅｌ ０６－６９４４－８８５３（直通） 

道路部 道路管理課長 迫 俊郎 

ｔｅｌ ０６－６９４１－２５００（直通） 

 

 

 



 

１．近畿地方整備局の対応　（16日15:00現在）

○ 9月15日 13：00 風水害対策本部設置、注意体制発令 

○ 9月16日 3：40 非常体制へ移行 

○リエゾンの派遣状況

○災害対策機械の派遣状況

・串本町 姫地先（国道４２号）

　15日18時57分　照明車（紀南河川国道事務所）出動

　15日21時00分　作業開始

　16日7時20分　作業終了

・日高町 荊木地先（国道４２号）

　15日21時23分　照明車（和歌山河川国道事務所）出動

　16日1時55分　現地到着

　16日８時３５分　作業終了

・京都市 大島排水機場（宇治川）　

　16日0時31分　排水ポンプ車及び照明車（淀川河川事務所）指令

　16日3時25分　排水ポンプ車及び照明車（淀川河川事務所）到着

福井県
１名
到着時間　7月16日7時10分

福知山市
１名
準備中

舞鶴市
１名
到着時間　9月16日14時58分

綾部市
１名
到着時間　9月16日14時50分

大阪府
１名
到着時間　9月16日11時1０分

大阪市
１名
到着時間　9月16日10時45分 撤収15:00

滋賀県庁
２名
到着時間　9月16日７時３０分

京都市
１名
到着時間　9月16日11時50分

兵庫県西宮市
１名
出動時間　9月16日３時３分　撤収11:15

京都府庁
１名
到着時間　9月16日７時５０分

三重県名張市
１名
到着時間　9月16日２時３０分　撤収10:42

兵庫県庁
１名
到着時間　9月16日７時１５分

奈良県庁
１名
到着時間　２２時３８分　12:20 交代到着　14:55撤収

三重県紀宝町
１名
到着時間　２３時５８分　撤収16日9:50

台風１８号通過に伴う降雨に関する状況（第４報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

災　害　情　報
平成25年9月16日　17:00 作成

備考

和歌山県庁
１名
 到着時間  ２１時２５分 　12:20 交代到着

派遣先 派遣状況

※　下線部は、更新情報です。
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・豊岡市 宮島樋門（円山川）

　16日1時50分　排水ポンプ車及び照明車（豊岡河川事務所）指令

　16日2時30分　排水ポンプ車及び照明車（豊岡河川事務所）到着

　16日3時09分　排水ポンプ車及び照明車（豊岡河川事務所）作業開始

・豊岡市 宮島樋門（円山川）

　16日7時20分　排水ポンプ車（豊岡河川事務所）指令

　16日7時54分　排水ポンプ車（豊岡河川事務所）到着

　16日9時12分　排水ポンプ車（豊岡河川事務所）作業開始

・伊賀市 三田地先（服部川）

　16日0時57分　排水ポンプ車及び照明車（木津川上流河川事務所）指令

　16日1時25分　排水ポンプ車及び照明車（木津川上流河川事務所）到着

・伊賀市 小田地先（木津川）

　16日3時15分　排水ポンプ車（木津川上流河川事務所）指令

　16日3時20分　排水ポンプ車（木津川上流河川事務所）到着

　16日4時5分　排水ポンプ車（木津川上流河川事務所）作業開始

・福知山市 中地先（由良川）

　16日1時30分　排水ポンプ車（福知山河川国道事務所）指令（福知山より要請）

　16日3時45分　排水ポンプ車（福知山河川国道事務所）現地到着

・福知山市 安井地先（由良川）

　16日2時47分　排水ポンプ車及び照明車（福知山河川国道事務所）指令（福知山より要請）

　16日3時45分　排水ポンプ車及び照明車（福知山河川国道事務所）現地到着

・紀宝町（相野谷川）

　16日3時10分　排水ポンプ車２台及び照明車（紀南河川国道事務所）指令（紀宝町より要請）

　16日4時00分　排水ポンプ車２台及び照明車（紀南河川国道事務所）到着

　16日4時00分　排水ポンプ車２台及び照明車（紀南河川国道事務所）作業開始

　16日10時0５分　作業終了

・紀の川市（貴志川）

　16日　排水ポンプ車（和歌山河川国道事務所）指令（紀の川市より要請）

　16日8時30分　排水ポンプ車（和歌山河川国道事務所）到着

　16日8時30分　排水ポンプ車（和歌山河川国道事務所）作業開始

・(桂川　羽束師橋付近)

　16日10時05分　排水ポンプ車３台指令

２．所管施設等の状況

■河川関係出水状況
■ 国管理河川の出水状況（9月16日　15:00現在　）

１）現在、計画高水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、はん濫注意水位を超えている河川 水系 河川

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近畿 新宮川 相野谷川

2 2

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近畿 淀川 宇治川

近畿 由良川 由良川

3 5

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近畿 淀川 淀川 木津川

近畿 紀の川 紀の川

桂川

近畿 加古川 加古川
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○桂川の出水情報

長殿地区（奈良県十津川村）：湛水池から仮排水路へは流出はしていない

栗平地区（奈良県十津川村）：湛水池から仮排水路へ流出中

○大規模崩壊斜面の被災箇所（１０時現在）

【異常洪水時防災操作】

水資源機構管理１ダム 淀川水系：日吉ダム

府県管理１ダム 京都府：大野ダム

【洪水貯留操作を実施中のダム】

府県管理５ダム 福井県：笹生川ダム、広野ダム、桝谷ダム、龍ヶ鼻ダム

和歌山県：椿山ダム

【洪水貯留操作を終了したﾀﾞﾑ】
直轄管理ダム３ダム 淀川水系：天ヶ瀬ダム

紀の川水系：大滝ダム
九頭竜川水系：九頭竜川ダム

水資源機構管理ダム６ダム 淀川水系：一庫ダム、高山ダム、青蓮寺川ダム、比奈知ダム、布目ダム、室生ダム

府県管理２１ダム 三重県：滝川ダム
滋賀県：宇曽川、石田川ダム、青土ダム、余呉湖ダム
京都府：畑山ダム
大阪府：箕面川ダム、狭山池ダム
奈良県：天理ダム、初瀬ダム
兵庫県：青野ダム、生野ダム、諭鶴羽ダム、大日ダム、牛内ダム、みくまりダム、天王ダム、三宝ダム

■ 道路 （16日15:00現在）

○ 被災及び通行止め状況

【直轄国道】

路線名 区間名 被災状況 現在の状況

国道１号
滋賀県大津市逢坂地区
L=2.4km

孤立集落有り　約200名 土砂崩れによる通行止め

国道１号
京都市山科区北花山～東山区
清閑寺
L=1.1km

雨量規制による通行止め
→解除

国道１号
滋賀県湖南市石部町
L=0.2km

路面冠水による通行止め
→解除

国道８号
福井県敦賀市疋田～新道
L=5.9km

雨量規制による通行止め

国道８号
福井県南条郡南越前町大谷～
敦賀市田結
L=15.7km

雨量規制による通行止め

国道９号
京都市西京区大枝沓掛町～亀
岡市篠町王子
L=4.7km

雨量規制による通行止め
→解除

（天候等により再度洪水貯留操作を開始する場合があります。）

○湛水池を有する河道閉塞箇所の状況　（9月16日10：00現在）

赤谷地区（奈良県五條市）：湛水池から仮排水路へ流出中

　※各地区とも被害等の情報はないが、明日の現地確認に向けて準備中。

清水（宇井）地区（奈良県五條市）：対策中の斜面部は異状がないが、斜面下段に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置した仮設護岸の一部が被災。

○  管理ダム　（9月16日15：00現在）

15日からの大雨により、国土交通省所管　２ダムで異常洪水時防災操作を実施中、５ダムで洪水貯留操作を実施中。３０ダ
ムで洪水貯留操作を終了。

桂川の淀川合流点から上流右岸７ｋｍ付近（京都市伏見区久我（こが））の約４００ｍの区間で堤防から越流。
地元の水防団と協力会社が、土嚢積み等の水防活動を実施し、１０時１５分頃には越流は停止。自衛隊も参加し土嚢
積み実施。
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３．本局及び各事務所等の体制について　（17:00現在）

 ○ 本局

災害対策本部 9月16日 3:40 非常体制

道路部災害対策本部 9月16日 13:30 警戒体制

河川部災害対策本部 9月16日 5:00 非常体制

建政部災害対策本部 9月16日 5:00 非常体制

総務部災害対策本部 9月16日 3:40 非常体制

港湾空港部災害対策本部 9月15日 18:30 注意体制

 ○ 事務所 非常体制：9事務所　警戒体制：1事務所　第二警戒：4事務所　第一警戒体制：7事務所

注意体制：6事務所

琵琶湖河川事務所 9月16日 1:15 第二警戒

淀川河川事務所 9月16日 5:00 非常体制

大和川河川事務所 9月16日 14:40 注意体制

六甲砂防事務所 9月16日 5:30 第二警戒

木津川上流河川事務所 9月15日 18:00 第二警戒

紀の川ダム統合管理事務所 9月16日 11:15 第一警戒

大戸川ダム工事事務所 9月16日 7:40 非常体制

足羽川ダム工事事務所 9月16日 15:00 注意体制

淀川ダム統合管理事務所 9月16日 6:10 非常体制

九頭竜ダム統合管理事務所 9月16日 4:50 第一警戒

滋賀国道事務所 9月16日 0:00 非常体制

京都国道事務所 9月16日 16:30 注意体制

大阪国道事務所 9月16日 5:50 非常体制

兵庫国道事務所 9月16日 13:20 注意体制

紀伊山地砂防事務所 6月12日 第一警戒（継続）

奈良国道事務所 9月16日 7:30 非常体制

福知山河川国道事務所（河川） 9月16日 6:20 非常体制

福知山河川国道事務所（道路） 9月16日 3:40 非常体制

豊岡河川国道事務所（河川） 9月16日 14:40 第一警戒

国道９号
京都府丹波市園部町上木崎～
船井郡京丹波町新水戸
L=4.0km

雨量規制による通行止め
→解除

国道９号
京都府福知山市夜久野町額田
～日置
L=4.0km

雨量規制による通行止め

国道２５号
北葛城郡王寺町藤井
L=2.8km

雨量規制による通行止め

国道２５号
伊賀市治田～天理市石上
L=1.2km

雨量規制による通行止め
→解除

国道２６号
大阪府泉南郡岬町深日～孝子
L=3.6km

雨量規制による通行止め
→解除

国道２６号
大阪府泉南郡岬町孝子～和歌
山市貴志中
L=2.5km

雨量規制による通行止め
→解除

国道２７号
福井県三方上中郡若狭町倉見
～下夕中
　L=2.4km

雨量規制による通行止め

国道２７号
福井県小浜市伏原～飯盛
　L=5.0km

雨量規制による通行止め

国道２７号
京都府船井郡京丹波町升谷～
中山
　L=0.8km

雨量規制による通行止め
→解除

国道２７号
京都府船井郡京丹波町下山～
大小山
　L=3.3km

雨量規制による通行止め

国道２８号
兵庫県洲本市宇原字来須
　L=0.2km

路面冠水による通行止め
→解除

国道１６１号
福井県敦賀市疋田～山中
　L=8.4km

雨量規制による通行止め

国道１６１号
滋賀県高島市マキノ町野口
　L=3.6km

雨量規制による通行止め

国道１７６号
兵庫県西宮市名塩～生瀬
　L=2.4km

雨量規制による通行止め
→解除
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姫路河川国道事務所（河川） 9月16日 11:25 第一警戒

和歌山河川国道事務所（河川） 9月16日 5:30 第一警戒

紀南河川国道事務所（河川） 9月15日 18:40 第一警戒

福井河川国道事務所（河川） 9月16日 2:00 第二警戒

福井河川国道事務所（道路） 9月16日 3:00 非常体制

近畿技術事務所 9月16日 6:42 警戒体制

和歌山港湾事務所 9月15日 18:30 注意体制

神戸技術調査事務所 9月15日 18:30 注意体制
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