
近畿地方整備局

配布日時 平成26年08月17日

資料配布 18時00分

件 名 前線に伴う大雨について（第２報）

概 要 平成26年08月16日（土）に発生した前線に伴う大雨に関す
る、近畿地方整備局の状況は下記のとおりです。

● 16日15：50から警戒体制をとり、河川、道路等の施設の監
視を続けいています。

取 扱 い

―

近畿建設記者クラブ

配 布 場 所 大手前記者クラブ

問 合 せ 先 国土交通省 近畿地方整備局

広報広聴対策官 牟禮 輝久

TEL 090-1894-2021

企画部企画課長補佐 増田 安弘

TEL 06-4790-7520（災害対策室）



 

○近畿地方整備局の状況 

 ●近畿地方整備局の体制 

   本 部 警戒体制 8/16 15:50 

   総務部 警戒体制 8/16 15:50 

   河川部 第２警戒体制 8/16 22:30（第１警戒体制 8/16 15:50） 

   道路部 警戒体制 8/17 8:50 

   建政部 平常体制 8/17 16:00（注意体制 8/16 20:00） 

    

 ●事務所  

  非常体制（福知山（河川）8/17  3:30、福知山（道路）8/17  3:15) 

    第２警戒体制:１事務所（琵琶湖)  

    第１警戒体制:４事務所 

（淀川ダム、福井（河川）,九頭竜ダム、紀伊山地） 

※紀伊山地砂防：第 1警戒体制継続（平成 24 年 9 月 30 日～） 

  警戒体制：１事務所（近畿技術） 

  注意体制：３事務所（豊岡（河川）、姫路（河川）、京都営繕） 

 

●リエゾン派遣 

 ・福知山市 1 名派遣（近畿地方整備局 河川部より）8/17 00:35 到着 

・丹波市 1 名派遣（兵庫国道事務所より）8/17 11:55 到着 

・京都府 1 名派遣（近畿地方整備局 企画部より）8/17 07:45 到着 

  ・兵庫県 1 名派遣（近畿地方整備局 企画部より）8/17 09:08 到着 

 

○河川等の状況 

■出水状況 

 ・計画高水位水位を超えている河川（国管理河川） 

   無し 

 ・はん濫危険水位を超えている河川（国管理河川） 

   無し 

 ・避難判断水位を超えている河川（国管理河川） 

    無し 

 ・はん濫注意水位を超えている河川（国管理河川） 

    無し 

  ・はん濫注意水位を下回った河川（国管理河川） 

  綾部水位観測所（由良川）：2.24↓（水防団待機水位 2.00） 

【前線に伴う大雨について】 

（8 月 17 日 16 時 00 分現在） 



  福知山水位観測所（土師川）：2.65↓（水防団待機水位 2.00） 

    輪中堤未完成区間（「上東 9:08、志高、北有路地区」、「南有路、  

  公庄地区 以前より対応済み」）の仮締切りはすべて完了 

  板波水位観測所（加古川）：2.72↓（水防団待機水位 2.00） 

 

■水防警報・洪水予報 

 ・水防警報 

  出動  由良川福知山、由良川綾部 

  待機  出石川弘原 

  解除  桂川桂、加古川板波 

 

 

■堰・ダムの状況 

 ・直轄ダム・堰 

  ○洪水警戒体制 

   ・加古川大堰（加古川水系） １６日１７時１３分 発令 

   ・鳴鹿大堰（九頭竜川水系） １６日１０時３０分 発令 

   ・天ヶ瀬ダム（淀川水系）  ９日９時３０分から 

           貯水位維持のゲート操作のため、継続中  

   ・真名川ダム（九頭竜川水系）１５日１６時００分から 

           貯水位維持のゲート操作のため、継続中 

              

  ○ゲート操作 

   ・加古川大堰（加古川水系）１６日１８時４０分 開始 

   ・鳴鹿大堰（九頭竜川水系）１６日１５時００分 開始 

   ・天ヶ瀬ダム（淀川水系）  ９日 ９時３０分 開始 

   ・真名川ダム（九頭竜川水系）１５日１６時００分 開始 

 

  ○洪水調節（上段：洪水調節時間 下段：ピーク流入量とその   

   時点の放流量） 

 【機構ダム】 

   ・一庫ダム（淀川水系） 

          １６日１２時２０分～１６日２１時３０分 

                            ピーク：338m3/s 、放流量 20m3/s 

   ・日吉ダム（淀川水系） 

          １６日１５時０４分～１６日１５時４３分 



                            ピーク：167m3/s 、放流量 68m3/s 

                    １６日１６時２４分～１７日１３時１７分  

                             ピーク：1,292m3/s 、放流量 43m3/s 

 

 【補助ダム】 

   ・石井ダム（兵庫県：新湊川水系） 

      １６日１１時３０分 ～１６日１２時１０分 

             ピーク：33m3/s 、放流量 5m3/s 

   ・龍ヶ鼻ダム（福井県：九頭竜川水系）１６日２２時０６分 

       ～１６日２３時３２分 

           ピーク：51m3/s 、放流量 8m3/s                     

      １７日１０時３３分 ～ １７日１２時２２分 

             ピーク：46m3/s 、放流量 30m3/s  

   ・大野ダム（京都県：由良川水系） 

      １６日２２時０５分 ～１７日０１時０９分 

             ピーク：500m3/s 、放流量 479m3/s   

 

 ・直轄施設稼働状況 

   ・荒河排水機場（左岸 34.0k）       ：稼働中 

    （※ポンプ車も同時稼働中） 

  ・法川排水機場（左岸 37.4k）       ：稼働中 

    （※ポンプ車も同時稼働中） 

   ・弘法川緊急排水ポンプ設備（左岸 35.1k） ：稼働中 

    （※ポンプ車も同時稼働中） 

 

○河川等の状況 

■出水状況 

 ・計画高水位水位を超えている河川（国管理河川） 

   無し 

 ・はん濫危険水位を超えている河川（国管理河川） 

   無し 

 ・避難判断水位を超えている河川（国管理河川） 

    無し 

 ・はん濫注意水位を超えている河川（国管理河川） 

    福知山水位観測所（由良川）の 6:50 現在の水位は、5.05m 

  （はん濫注意水位 4.0ｍ）で、下降中。 



   現在は、欠測中のため目視確認中。 

   輪中堤未完成区間（「上東 9:08、志高、北有路地区」、「南有   

   路、公庄地区 以前より対応済み」）の仮締切りはすべて完了。 

    板波水位観測所（加古川）：3.77↓（はん濫注意水位 3.50） 

 ・はん濫注意水位を下回った河川（国管理河川） 

   綾部水位観測所（由良川）：2.92↓（水防団待機水位 2.00） 

   国包水位観測所（加古川）：2.17→（水防団待機水位 1.50） 

   桂水位観測所（桂 川）：2.91→（水防団待機水位 2.80） 

 

■水防警報・洪水予報 

 ・水防警報 

  出動  由良川福知山、由良川綾部 

  準備  桂川桂 

  待機  出石川弘原 

 

■堰・ダムの状況 

  ・直轄ダム・堰 

  ○洪水警戒体制 

   ・加古川大堰（加古川水系） １６日１７時１３分 発令 

   ・鳴鹿大堰（九頭竜川水系） １６日１０時３０分 発令 

   ・天ヶ瀬ダム（淀川水系）  ９日９時３０分から 

           貯水位維持のゲート操作のため、継続中  

   ・真名川ダム（九頭竜川水系）１５日１６時００分から 

    貯水位維持のゲート操作のため、継続中  

              

  ○ゲート操作 

   ・加古川大堰（加古川水系）１６日１８時４０分 開始 

   ・鳴鹿大堰（九頭竜川水系）１６日１５時００分 開始 

   ・天ヶ瀬ダム（淀川水系）  ９日 ９時３０分 開始 

   ・真名川ダム（九頭竜川水系）１５日１６時００分 開始 

   

  ・直轄施設稼働状況 

    ・荒河排水機場（左岸 34.0k）       ：稼働中 

   ・法川排水機場（左岸 37.4k）       ：稼働中 

    （※ポンプ車も同時稼働中） 

 



   ・弘法川緊急排水ポンプ設備（左岸 35.1k） ：稼働中 

    （※ポンプ車も同時稼働中） 

   

○道路の被害状況 

〔直轄〕 

●国道９号阪急京都線アンダーパス（京都市 西京区大枝沓掛） 

  ・8/16  12 時 12 分より全面通行止め：冠水のため 

  ・8/16  13 時 38 分解除 

●R9 福知山市長田野町 2:45 頃～通行止め（法面崩落のため） 

 （作業状況） 

  ・消防は法面崩壊箇所を現地で確認し、消防署へ一時帰庁 

  ・警察は被災箇所の東と西の交差点で通行止めを実施 

  ・福知山河川国道事務所職員２名を法面崩壊箇所へ派遣 

  ・7:20～復旧作業開始 

  ・14:45 通行止解除 片側交互通行規制へ移行 

  

●R9 福知山市堀 2:13 頃～通行止め（路面冠水のため） 

  ・13:00 頃 豊岡方面については通行可 

  ・14:45 京都方面について通行止解除 

 

●R483 北近畿豊岡自動車道 氷上 IC ON,OFF ランプ 4:20～通

行止め（ランプへのアクセス道路（兵庫県道）の冠水のため、兵

庫県丹波土木事務所より要請があり通行止め） 

  ・8:00 頃 ON ランプ通行止開始 

  ・10:40 ON ランプ通行止解除（水位が低下したため）   

  ・11:20  OFF ランプ通行止解除（水位が低下したため） 

 

 

○災害対策機械の稼働（または現地待機）状況 
・福知山市内へ出動 

  ・排水ポンプ車 18 台出動（内 11 台稼働中、6台待機中、1台撤収） 

  ・照明車 10 台待機中 

 

・Ku-SAT 派遣 8 月 17 日（日）１０：２０派遣指示 

国道 9号 路面冠水及び法面崩落 

移動中（１１：００出発）：（豊岡河川国道事務所 路面冠水） 

準備中：（滋賀国道事務所 崩落）  



 

○TEC-FORCE の派遣 
・福知山市からの要請により、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）16 名を 

8 月 18 日（月）派遣するため、9時 30 分に整備局東側で出発式を行う  


