
 
近畿地方整備局  配布 

日時 
平成２７年７月１６日 

２３時４５分 資料配布  
 

件     名 

 

近畿地方整備局 風水害対策本部(第 3 報) 

 
  

概     要 

 

 台風１１号接近に伴う近畿地方整備局の対応状況をお知らせしま

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 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 

広報広聴対策官 沢田 道彦 

企画課長    大嶋 一範 

電話 ０６－６９４２－１１４１(代表) 

電話 ０６－４７９０－７５２０(災害対策室) 

 



 

 

 

   

○近畿地方整備局の状況 

●本局 

本部     警戒体制（7月 16 日 15 時 30 分移行） 

 総務部    警戒体制（7月 16 日 15 時 30 分移行） 

 河川部  第二警戒体制（7月 16 日 20 時 40 分移行） 

 道路部    警戒体制（7月 16 日 18 時 00 分移行） 

 港湾空港部  注意体制（7月 16 日 13 時 00 分発令） 

 営繕部    注意体制（7月 16 日 16 時 15 分発令） 

 建政部    注意体制（7月 16 日 17 時 00 分発令） 

 

●事務所 

非常体制１事務所 

  紀南河川国道（道） 

警戒体制５事務所 

滋賀国道、姫路河川国道（道）、兵庫国道、奈良国道、豊岡河川

国道（道） 

第二警戒体制 2事務所 

紀伊山地砂防、紀の川ダム統管 

第一警戒体制１０事務所 

木津川上流河川、淀川ダム統管、姫路河川国道（河）、紀南河川

国道（河）、和歌山河川国道（河）、六甲砂防、大和川河川、琵

琶湖河川、豊岡河川国道、福知山河川国道（河） 

 注意強化体制３事務所 

  京都国道、大阪国道、和歌山河川国道（道） 

注意体制１４事務所 

九頭竜、猪名川河川、福井河川国道（河）、淀川河川、福知山河

川国道（道）、国営明石海峡公園事務所、近技、保全指導・監督

室、京都営繕、舞鶴港湾、大阪港湾・空港整備、神戸港湾、和

歌山港湾、神戸港湾空港技術調査 

 

 

【台風１１号に伴う大雨について】 

（7 月 16 日 22 時 00 分現在） 



●リエゾン派遣 

 野迫川村   1 名 7/16 14:00 出発  17:00 到着 

 十津川村   1 名 7/16 14:00 出発  16:25 到着 

 天川村    1 名 7/16 14:00 出発  16:10 到着 

 黒滝村    1 名 7/16 14:00 出発  15:50 到着 

 上北山村   1 名 7/16 14:00 出発  17:00 到着 

 下北山村   1 名 7/16 14:00 出発  20:00 到着 

 川上村    1 名 7/16 19:20 出発  21:30 到着 

 那智勝浦町  1 名 7/16 14:00 出発  17:00 到着 

 紀宝町    1 名 7/16 18:30 出発  19:18 到着 

 奈良県庁   1 名 7/16 18:30 出発  20:00 到着 

 和歌山県庁   1 名 7/16 18:30 出発  21:05 到着 

  

○河川の状況 

■出水状況 

・計画高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） 

  ・高岡（新宮川水系：相野谷川、紀南） 

    避難判断水位：3.48m 22 時時点：4.45m 

・はん濫注意水位を超えている河川（国管理河川） 

   無し 

・水防団待機水位を超えている河川（国管理河川） 

 ・名張（淀川水系：名張川、木津川上流） 

  水防団待機水位：4.50m 22 時時点：5.49m 

  ・成川（新宮川水系：熊野川、紀南） 

    水防団待機水位：2.90m 22 時時点：3.90m 

  ・五條（紀の川水系：紀の川、和歌山） 

    水防団待機水位：5.00m 22 時時点：5.21m 

 

■水防警報・洪水予報 

 ・水防警報 

○待機： 3河川  



     ・名張川［名張］（7月 16 日 15 時 45 分発令） 

     ・熊野川［成川］（7月 16 日 18 時 50 分発令） 

     ・紀の川［五條］（7月 16 日 21 時 10 分発令） 

○出動： 1 河川 

 ・相野谷川［高岡］（7月 16 日 17 時 30 分発令） 

 ・洪水予報 

無し 

 

■堰・ダムの状況 

  ○洪水調節 

   ・大滝ダム（紀の川水系） 

          １６日２２時２０分～ 

 

●東播海岸の状況 

 ■門扉等の状況 

  ○全１６箇所（２０門） 門扉 １１箇所（１５門） 

              樋管  ５箇所（ ５門）  

  ○7/16(木) 17:17 ２０門全ての閉鎖確認 

          ※夜間操作は行わない 

 

●紀伊山地河道閉塞箇所の状況 

 ○7/16（木）17:50 頃、紀伊山地栗平地区において、湛水池水位

が天端排水路に達し、排水路より流下を開始。 

 ○紀伊山地栗平地区にて、土石流監視用のワイヤーセンサーが２

箇所計４本切断された事を確認。ただし、現時点で土石流の発

生は確認できていない。 

また、河道閉塞箇所の排水路工の護岸として設置した大型土嚢

の一部が流失していることを監視カメラで確認。 

現地状況については、今後、天候および河川の水位状況を勘案

し、安全を確保した上で確認する予定。 

  なお、現場から近隣の民家まで１kmほど離れており、氾濫によ

る被害の恐れのある住民は全員避難済み。 

 

 



○道路の状況 

〔直轄〕 

●7/16 18:15 紀南 国道４２号  

和歌山県西牟婁郡すさみ町江住（えすみ） 

L=300m 越波による全面通行止め 

 7/16 18:20 紀南 国道４２号 

        和歌山県東牟婁郡串本町伊串（いぐし）～姫（ひ

め）L=1.5km 越波による全面通行止め 

 


