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機密性２情報

平成２９年９月１７日～１８日
【台風１８号】の概要
≪第１報 ９月１８日 ９時時点≫

平成２９年９月２０日

国土交通省 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所

※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。0



機密性２情報
平成２９年９月１７日～１８日（台風１８号）の概要

台風１８号の影響により、９月１７日夕方から深夜にかけて、兵庫県から京都府北部に非常に激しい
雨が降り、円山川の立野上流域では、降り始めからの雨量は１４８ミリを超える大雨となった。

９月１７日 ２１：００

９月１７日 ２１：００

※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。

９月１７日２１：００雨量

立野上流域（円山川）
累加雨量 １４８mm
※降り始めからの総雨量

レーダ雨量
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龍野上流域（揖保川）
累加雨量 １４０mm
※降り始めからの総雨量

加古川上流域（加古川）
累加雨量 ７９mm
※降り始めからの総雨量



機密性２情報
近畿地方整備局管内の直轄管理河川の状況
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１．河川出水状況（直轄河川）

台風１８号の大雨により、管内の直轄管
理河川１０水系のうち、避難判断水位を
超過した河川が４河川、氾濫注意水位を
超えた河川が３河川となった。
●避難判断水位超過＜４河川＞
【揖保川水系】林田川
【円山川水系】円山川、出石川、奈佐川
●氾濫注意水位超過＜３河川＞
【加古川水系】加古川、万願寺川
【揖保川水系】栗栖川

●●川 左岸●k地点（決壊）

凡例

避難判断水位超過

氾濫注意水位超過

３．ダム洪水調節状況
直轄１ダムで洪水調節を実施した。
・日吉ダム

：河川 ：ダム ：建設中ダム

（機）：（独）水資源機構ダム

２．河川出水状況（府県管理河川）
●氾濫危険水位超過＜２４河川＞
【兵庫県】矢田川、湯舟川、野間川 、
佐津川、岸田川、妙法寺川、稲葉川、
奈佐川、大屋川、山田川、高橋川、
津門川

【京都府】土師川、牧川、犀川、和久川、
竹野川、筒川、宇川、野田川、川上谷川、
佐濃谷川、福田川、大手川



機密性２情報
豊岡河川国道事務所内の洪水予報状況
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水系 河川 基準観測所 洪水予報の種類 発表日時

円山川 出石川 弘原 注意報 9月17日22時25分

円山川 出石川 弘原 警報 9月17日22時55分

円山川 出石川 弘原
注意報
(警報解除)

9月18日01時35分

円山川 出石川 弘原 注意報解除 9月18日03時15分

円山川 円山川 立野 注意報 9月18日01時05分

円山川 円山川 立野 警報 9月18日01時50分

円山川 円山川 立野
注意報
(警報解除)

9月18日05時30分

円山川 円山川 立野 注意報解除 9月18日07時10分

円山川 奈佐川
宮井

（水位周知）
警報 9月17日22時30分

円山川 奈佐川
宮井

（水位周知）
注意報解除 9月18日01時50分

■洪水予報
（９月１８日 ９時現在）



機密性２情報
豊岡河川国道事務所内の避難指示及び避難勧告発令状況
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（９月１８日 ９時現在）

＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

近畿 円山川
マルヤマガワ

円山川
マルヤマガワ

豊岡市
ト ヨオ カ シ

指示 278 728 9月17日22時45分 9月18日1時15分

避　難　状　況
発　令　日　時 解　除　日　時

9月18日1時15分

備　考
類　型※ 世帯数 人　数

近畿 円山川
マルヤマガワ

円山川
マルヤマガワ

豊岡市
ト ヨオ カ シ

勧告 6,999 17,866 9月17日22時00分

整備局 水　系 河　川 市町村



機密性２情報
排水機場操作状況等

■排水機場・遊水地操作運転状況一覧
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年月日 時刻 年月日 時刻

① 豊岡 円山川 円山川 城崎排水機場 H29.9.18 1:05 H29.9.18 8:32

② 豊岡 円山川 円山川 六方排水機場 H29.9.17 21:15 H29.9.18 18:36

③ 豊岡 円山川 円山川 豊岡排水機場 H29.9.17 20:45 H29.9.18 20:16

④ 豊岡 円山川 円山川 八条揚排水機場 H29.9.17 21:10 H29.9.19 4:48

⑤ 豊岡 円山川 円山川 八代排水機場 H29.9.17 23:03 H29.9.18 8:00

操作・運転状況

閉操作/ﾎﾟﾝﾌﾟ始動 開操作/ﾎﾟﾝﾌﾟ停止No. 事務所名 水系名 河川名 施設名

①

②

④

⑤

③

兵庫県 豊岡市



機密性２情報
流域の概要（円山川水系円山川）

９月１８日 ４：００

円山川

直轄管理区間

※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。

■水位の状況（弘原水位観測所）９月１８日６時時点】

３．９０ｍ（９月１７日２３：１０）

４１．０ｍｍ（９月１７日２１：００）

累加雨量１４８ｍｍ
（９月１８日６：００）

■水位の状況（立野水位観測所）【９月１８日６時時点】

■降雨の状況（円山川流域）【９月１８日６時時点】
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弘原水位観測所 7.6k

立野水位観測所

６．０８ｍ（９月１８日２：２０）

出石川

直轄管理区間

直轄管理区間

豊岡市

兵庫県

14.8k

円山川水系円山川左岸 １４．８ｋ

９月１７日 ２３：１０



機密性２情報
水位の概要（円山川水系円山川）

■既往洪水での円山川（立野水位観測所）における水位

※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。

平成29年9月18日2:20
ピーク水位 6.08m
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機密性２情報

・ 円山川水系円山川（国管理）23.4k右岸において、溢水による床上床下浸水が発生。浸水戸数４戸。（浸水は全て解消）
・ 円山川水系奈佐川（国管理）2.8k右岸において、内水による床下浸水が発生（浸水は全て解消、被害詳細は現在調査中）

③筒川 左岸 3.1K付近 決壊状況（9/18 8:00撮影）

立野

①奈佐川 2.1Kの河川の状況
（9/17 22:50CCTV）

②円山川 23.5Kの河川の状況
（9/18 0:00CCTV）

一般被害（国）

水位観測所

台風18号による河川の被災状況の概要（国管理河川）

8

円山川水系奈佐川（国管理）
右岸2.8k付近（豊岡市）
内水被害（浸水戸数調査中）

なさがわ

円山川水系円山川（国管理）
右岸23.4k付近（豊岡市）
溢水被害（床上浸水1戸、床下浸水3戸）

まるやまがわ


