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平成30年熊野川流域における出水状況 

１



機密性２情報 

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。 

累加レーダ雨量 

８月２４日 ００：００ 

大型台風２０号が近畿に最接近し、２３日から２４日にかけて、近畿全域で激しい雨が降り、降り始めからの雨量 
は多いところで近畿南部で約５５０ミリ、近畿中部で約２２０ミリ、近畿北部で約２５０ミリを超えることとなった。 

上根来地点（遠敷川） 
累加雨量 ２５５mm 
※降り始めからの総雨量 

河合地点（北山川） 
累加雨量 ５５７mm 
※降り始めからの総雨量 

上黒田地点（桂川） 
累加雨量 ２２１mm 
※降り始めからの総雨量 

谷上地点（志染川） 
累加雨量 ２１６mm 
※降り始めからの総雨量 
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平成３０年８月台風２０号の概要＜第２報＞ 
台風20号による大雨[平成30年8月23日～24日]の概要 

８月２４日 ００：００ 



機密性２情報 台風20号 流域の状況 ①（新宮川水系熊野川） 

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。 2 

■水位の状況（成川水位観測所）【8月24日6時時点】 

■降雨の状況（新宮雨量観測所）【8月24日6時時点】 

 しん ぐう がわ くま の   がわ 

最大時間雨量13ｍｍ 
（8月23日 23：00） 

 

相野谷川 高岡地先 

累加雨量82ｍｍ 
（8月24日 6：00） 

平成３０年８月台風２０号の概要＜第２報＞ 

 

ピーク水位5.47ｍ（8月24日3：40） 

相野谷川 高岡地先 

8月24日 5：00 平常時 

熊野川管内図 

直轄管理区間 

直轄管理区間 

和歌山県 

三重県 

成川水位観測所 

高岡水位観測所 

2.3k 

新宮雨量観測所 

2.6k 

■水位の状況（高岡水位観測所）【8月24日6時時点】 

輪
中
堤 

輪中堤 
輪中堤 

鮒田水門 

熊野大橋 

熊野大橋 

鮒田水門 

8月24日 5：30 

8月24日 4：00 

熊野川 

熊野川 

ピーク水位6.75ｍ（8月24日5：40） 



機密性２情報 
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■既往洪水での熊野川（成川水位観測所）における水位 

台風20号 流域の状況（新宮川水系熊野川） 
 しん ぐう がわ くま の   がわ 

平成30年8月24日3:40 
ピーク水位 5.47m 

計画高水位（8.05m） 
氾濫危険水位（7.70m） 
避難判断水位（6.80m） 

氾濫注意水位（6.80m） 

水防団待機水位（6.80m） 

平成３０年８月台風２０号の概要＜第２報＞ 



機密性２情報 
台風20号 ヘリ(きんき号)被害状況調査＜紀伊山系管内 他＞ 

＜ヘリ調査箇所＞ 
 
   ：8/25紀伊山系、和歌山県要請箇所 
 

   ：直轄調査箇所 
   ：自治体等調査支援箇所 
     ：砂防      ：河川   

○8月25日13時から紀伊山系砂防事業管内および和歌山県から要請を受けた河川、地すべり箇所
等においてヘリ調査を実施し、下湯川地区および日足地区の被災状況等を確認。 

北股地区 

日足地区 

赤谷地区 
長殿地区 栗平地区 

下湯川地区 
三越地区 

熊野地区 

塩屋東地区 

【和歌山県】 
 下湯川地区（和歌山県田辺市） 

 
 日足地区（和歌山県新宮市） 

←熊野川 

赤
木
川→

 

8/25調査 
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平成３０年８月台風２０号の概要＜第２報＞ 



機密性２情報 台風20号による日足地区の被害状況 
ひたり 

台風20号による豪雨により、日足雨量観測所では、23日～25日にかけて総雨量が348mmを記録した。  

 

【状況経緯】 
８／２３（木） 
   ２２：４０ 日足水位が氾濫危険水位を超えたため、関係機関への周知もあり 
                  おうが 

         ２３：３０から相賀～日足間を全面通行止   
８／２４（金）    
    ０：２０ 日足旧道の冠水を確認 
    ２：００ 安全確認を開始 
    ２：３０ 日足水位観測所でピーク水位を観測               
          むくろ                                ひがししきや 

    ３：３０ 椋呂付近で冠水を確認したため通行止区間を相賀～東敷屋まで延長 
    ６：００ 相賀～宮井間を開放 
    ７：００ 宮井～東敷屋間を開放 

ＮＨＫニュースより 
NHKニュースより 

①日足地区全景 

②日足地区浸水状況 

⑥杉の郷付近 ⑦浸水家屋 
赤木地区浸水状況 

家屋浸水3戸 
（日足） 

家屋浸水１戸 
（杉の郷） 1.

40
m

 

1.
40

m
 

0.
60

m
 

家屋浸水１戸 

      浸水箇所 
      浸水家屋 

③ 

④ 

⑤ ⑦ 
⑥ 

⑤ 

④ 
② 

③ 

0 

① 



機密性２情報 

1   県道静川請川線  本宮町川湯地内（平成30年8月23日 台風20号による被災） 

① ② ③ 

台風20号による本宮町川湯地内の被害状況 

大塔川 

床上浸水12件 

① 
② 

③ 



機密性２情報 

9月30日 
18時 

台風 
21号 

台風 
24号 

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。 

  

累加レーダ雨量 
（9/29 0:00～10/1/ 0:00） 

福知山地点（由良川） 
累加雨量 ２１６mm 
※降り始めからの総雨量 

大台ヶ原地点（紀の川） 
累加雨量 ５３１mm 
※降り始めからの総雨量 

辻地点（奈佐川） 
累加雨量 ２２４mm 
※降り始めからの総雨量 

豊岡地点（円山川） 
累加雨量 １７７mm 
※降り始めからの総雨量 

桐原２地点（相野谷川） 
累加雨量 ３６３mm 
※降り始めからの総雨量 

名張地点（名張川） 
累加雨量 ６６mm 
※降り始めからの総雨量 
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台風24号による高潮・大雨[平成30年9月29日～10月1日]の概要 

  

平成３０年９月台風２４号の概要＜第２報＞ 

 

 

 

 
台風進路（２４号、２１号） 

 

大阪 

潮位観測所 

気象庁（大阪湾内） 

  

 

９月３０日 １８：００ 

天気図 台風２４号 

台風２１号 

９月４日 １２：００ 

潮位（大阪観測所） 台風21号 TP+329cm（2018/9/4） 

第2室戸台風 TP+293cm（1961/9/16） 

台風24号 

○９月２９日から１０月１日にかけて、近畿全域で激しい雨が降り、降り始めからの雨量では、多いところで近畿南部で約５３０ミリ、
近畿中部で約６０ミリ、近畿北部で約２２０ミリを超過。  
○台風２４号は、高潮による既往最高潮位を記録した前回の台風２１号と気圧・風速が同規模であったが、コースが異なったため、
偏差が小さく、高潮注意報基準以下の潮位を観測。 



機密性２情報 

熊野川管内図 

直轄 
管理 
区間 

直轄管理区間 

和歌山県 

三重県 

成川水位観測所 

高岡水位観測所 

新宮雨量観測所 

鮒田水門 

熊野大橋 

台風24号 流域の状況（新宮川水系熊野川） 

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。 8 

■水位の状況（成川水位観測所）【10月1日6時時点】 

■降雨の状況（新宮雨量観測所）【10月1日6時時点】 

 しん ぐう がわ くま の   がわ 

最大時間雨量37ｍｍ 
（9月30日 20：00） 

 

累加雨量92ｍｍ 
（9月30日21：00） 

  

 

 

相野谷川 高岡地先 

１０月１日 ０：４０ 

輪中堤 

 

 

平成３０年９月台風２４号の概要＜第２報＞ 

  

  

 

熊野川 船町地先 

１０月１日 ０：３０ 

熊野川 

ピーク水位3.87ｍ（10月1日0:30） 

■水位の状況（高岡水位観測所）【10月1日6時時点】 

輪
中
堤 

ピーク水位5.27ｍ（10月1日0：40） 

熊野大橋 



機密性２情報 
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■既往洪水での熊野川（成川水位観測所）における水位 

台風24号 流域の状況（新宮川水系熊野川） 
 しん ぐう がわ くま の   がわ 

平成30年10月1日0:30 
ピーク水位 3.87m 

計画高水位（8.05m） 
氾濫危険水位（7.70m） 

避難判断水位（6.80m） 

氾濫注意水位（4.50m） 

水防団待機水位（2.90m） 

平成３０年９月台風２４号の概要＜第２報＞ 

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。 
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