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【防災情報】 

台風 11 号接近に伴う降雨に関する状況(第 8報) 

  

概     要 

 

 台風 11 号接近に伴う降雨に関する、近畿地方整備局の

状況は以下のとおりです。 

 

 8 月 9 日 6 時 30 分から警戒体制をとり、河川、道路

等の監視を続けています。 

 国道４２号(和歌山県日高町)が土砂崩れにより通行

止 

 桂川で 15 時に氾濫危険水位を超え、16 時にピークに

達したが、現在は下降中。 

 奈良県十津川村にリエゾン 1名を派遣。 

 8 月 11 日早朝から防災ヘリ「きんき号」にて、現地

状況を調査予定。 

 
  

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 

  事業調整官 橋本 豊治 

   電話 ０６－４７９０－７５２０（直通） 

 



1 
 

国 土 交 通 省 

近畿地方整備 局  

平成 26 年 8 月 10 日 

1 8 時 0 0 分 現 在 

 

台風第１１号による被害状況について 

（速報版） 

 
１．被害情報（近畿地方整備局把握状況） 

所管施設等の被害状況 

○河川関係（8/10 18:00 現在） 

  【国管理河川】 

    ・計画高水位を超えている河川（国管理河川） 

     高岡水位観測所（相野谷川）：6.51↓（計画高水位 4.57） 

※輪中堤堤防高 9.40 

・はん濫危険水位を超えている河川（国管理河川） 

  桂川水位観測所（桂川）4.04↓（はん濫危険水位 4.0） 

 

○道路関係 

【直轄国道】： 

・国道 161 号 福井県敦賀市山中 14:40～通行止め 

出水部に土嚢を設置し、片側交互通行規制へ移行。 

・国道 2号 左門橋（大阪府大阪市西淀川区佃二丁目～兵庫県尼崎市梶ケ島） 

  8/10 15:30～通行止め：19 時 8 分に通行止め解除 

・国道 9号 観音峠（38.1ｋp） 8/11 13:50～片側交互通行規制 

  上り法面からの土砂流出のため。被害なし。 

・国道 42 号 由良トンネル（和歌山県日高郡日高町） 13:00～通行止め 

  トンネル北側坑口上部からの土砂崩落のため。 

・国道 176 号 西宮市生瀬 8/11 12:00 頃 通行止め 

  河川（武庫川）越水のため。 

・国道 9号 京都市西京区沓掛 12:30～通行止め 

 倒木のため。被害なし。 

  倒木の撤去完了し、14:35 通行止め解除 

・R28 兵庫県淡路市楠本 

 8/10 9:50～通行止め：土砂崩落のため。被害なし。    

・国道 26 号第二阪和国道（箱ノ浦ランプ～淡輪ランプ間）  

8/10  1 時 30 分より通行止め：法面工事箇所の安全確保を図るため。 
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○土砂災害 

【土石流等】:被災情報なし 

【地すべり】:被災情報なし 

【がけ崩れ】:被災情報なし 

【その他 】:河道閉塞箇所（赤谷地区、栗平地区）については、 

明日午前中にへリコプターによる調査を予定 

 

○港湾関係 

:被災情報なし 

 

○下水道関係 

:被災情報なし 

 

○公園 

 淀川河川公園：閉園 

背割堤地区駐車場、大山崎地区、島本地区、枚方地区の公園区域で冠水 

国営明石海峡公園：閉園 

 淡路地区：倒木約５０本、樹木破損約４０本 

 神戸地区：法面崩れ約５箇所 

国営飛鳥歴史公園：平常 

閉園、被害等なし 

 

○公営住宅関係 

  :被災情報なし 

 

○官庁施設 

:被災情報なし 

 

○電気通信関係 

:被災情報なし 

 

○海岸・海事・航空・物流・宅地・観光関係 

  :被災情報なし 

 

２．近畿地方整備局の対応 
○近畿地方整備局の体制 

   本 部 警戒体制 8/9 6:30（注意体制 8/8 15:30） 

   総務部 警戒体制 8/9 6:30（注意体制 8/8 15:30） 

   河川部 第２警戒体制 8/9 11:00（警戒体制 8/9 6:30） 

   道路部 警戒体制 8/9 8:50   

   営繕部 平常体制 8/10 17:20（注意体制 8/9 8:57）  

   建政部 警戒体制 8/9 19:40(注意体制 8/9 13:00) 

   港湾空港部 注意体制 8/9 12:00    

 



3 
 

○リエゾン（情報連絡員）の派遣 

・奈良県吉野郡十津川村 1 名派遣（近畿地方整備局より） 

  8/10 21:00 到着予定 

・奈良県吉野郡野迫川村 1 名派遣（和歌山河川国道より） 

  8/9 16:00 到着 

・三重県紀宝町  1 名派遣（紀南河川国道より） 

    8/9 13:00 到着 

 

○TEC-FORCE の派遣 

・派遣要請なし 

 

○防災ヘリコプター 

・きんき号 ： 待機 八尾空港 

 

○災害対策機械の稼働（または現地待機）状況 

・土のう造成機１台 ：豊岡河川国道 8/10  2:11 土のう 4,000 袋造成済、 

   現地待機中 → 8/10 撤収済み 

・排水ポンプ車１台 ：伊賀市より出動要請 13:00 現地到着、13:43 稼働開始 

            → 8/10 撤収済み 

・排水ポンプ車１台：豊岡市より出動要請（豊岡市野上地先） 16:57 現地到着 

           → 8/10 撤収済み 

・排水ポンプ車１台、照明車１台：淀川河川事務所 木津合同樋門（京都府木津 

 川市木津地先） 19:40 現地到着、21:10 稼働開始 

・排水ポンプ車１台、照明車１台：淀川河川事務所 大島排水機場（京都府伏見 

 区桃山町大島地先）21:08 現地到着、待機中 → 8/10 撤収 

・排水ポンプ車３台、照明車１台：福知山河川国道事務所（福知山市段畑地先 

他２箇所）20:30 現地到着、待機中 

・排水ポンプ車１台：紀の川市より出動要請 11:00 現地到着、12:10 稼働開始 

・排水ポンプ車１台：岩出市より出動要請 12:20 現地到着、13:10 稼働開始 

・排水ポンプ車１台、照明車１台：豊岡河川国道事務所 国道 483 号 

（養父市八鹿町三谷地先） 14:47 現地到着、待機中 

・排水ポンプ車２台、照明車１台： 

紀宝町より出動要請（紀宝町大里地先） 15:15 出動 

・衛星可搬地球局（Ku-Sat）１台 

：福知山河川国道事務所 由良川（福知山戸田地先）設置作業中 

・衛星可搬地球局（Ku-Sat）１台 

：和歌山河川国道事務所 由良トンネル（和歌山県日高町）待機中 

 


