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件     名 
災害発生直後から被害の早期軽減に向け迅速に対応中 

～【台風 21 号】近畿地方整備局管内で広域的に災害発生～ 

  

概     要 

管内各地で長時間降り続いた降雨により、広い地域で浸水

被害が相次ぎました。近畿地方整備局は各地の事務所から

多数の災害対策機械や職員を派遣。地域の安全確保に向け

て総力を挙げて対応中です。 

 

【被災状況】 

 直轄河川 6河川で溢水、管内国道 17 箇所にて倒木や落

石、土砂流出等の被害が発生 

【浸水区域への対応状況】別紙① 

 災害発生直後からフル稼働して内水を排水。 

平成 29 年 10 月 22 日より、管内 7事務所の排水ポンプ

車 16 台派遣。今後 1台（1箇所）を派遣予定（10/23 12

時時点） 

・完了 6台（5箇所）、稼働中 10 台（7箇所） 

【土砂崩れ等による通行止めへの対応状況】別紙② 

倒木や流出土砂の撤去を実施。不安定な落石については

専門家の意見を踏まえて対応予定。 

 ・通行止め箇所：17 箇所（10/23 6 時現在） 

⇒4箇所（10/23 15 時現在） 

【その他の対応状況】 

 ・ヘリや UAV を活用した被災状況の緊急調査 

 ・管内 9府県・市町村へのリエゾン派遣など支援 

  

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 

緊急災害対策調整官   伊藤
い と う

 太一
た い ち

 

河川部 河川調査官   山口
やまぐち

 達也
た つ や

 

道路部 道路情報管理官 迫
さこ

 俊郎
としろう

 

06-4790-7520 災害対策室直通 



機密２浸水区域への対応状況 【別紙①-1】

近畿地方整備局

紀南河川国道事務所

猪名川河川事務所

兵庫国道事務所姫路河川国道事務所

福井河川国道事務所

奈良国道事務所
木津川上流河川事務所

大阪国道事務所

近畿技術事務所

大和川河川事務所

京都国道事務所
琵琶湖河川事務所

（和歌山）排水ポンプ車

（紀南）排水ポンプ車

（福知山）排水ポンプ車

（福知山）排水ポンプ車

（木津川上流）排水ポンプ車

（淀川）排水ポンプ車

（淀川）排水ポンプ車

派遣場所：岩出市
状 況：排水完了

派遣場所：紀の川市
状 況：稼働中

和歌山河川国道事務所

派遣場所：紀宝町
状 況：排水完了
（紀南）排水ポンプ車

派遣場所：浅子川樋門
状 況：排水完了

淀川河川事務所

派遣場所：木津川市
状 況：稼働中

派遣場所：久保田樋門
状 況：稼働中

（近畿技術）排水ポンプ車

派遣場所：橋本市
状 況：排水完了

（近畿技術）排水ポンプ車

派遣場所：王寺出張所
状 況：待機中

豊岡河川国道事務所

福知山河川国道事務所

派遣場所：池部樋門
状 況：稼働中

派遣場所：古川樋門
状 況：排水完了

（豊岡）排水ポンプ車

（豊岡）排水ポンプ車

派遣場所：八代排水機場
状 況：稼働中

（和歌山）排水ポンプ車

排水能力60m3/min

排水能力30m3/min

凡例

派遣場所：荒河排水機場
状 況：稼働中

（福知山）排水ポンプ車

（福知山）排水ポンプ車
（福知山）排水ポンプ車

（○○）排水ポンプ車

（○○）排水ポンプ車

派遣場所：竜王町
状 況：派遣予定

（琵琶湖）排水ポンプ車



機密性２情報
和歌山県紀の川市におけるポンプ車による排水【別紙①-2】

紀の川支川貴志川（和歌山県紀の川市）における排水作業（１０月２３日１２：３０）



近畿地整台風19号による大雨等による被通行規制(全面通行止め)について
１０月１４日 6時00分現在

全面通行止

箇所凡例

近畿地整台風２１号に係る通行規制について 【別紙②】 １０月２３日 １５時００分現在

直轄国道（規制中）

近畿地整

災害による規制

雨量規制

国道29号（落石）
【宍粟市波賀町小野】

10/22（日）19:25～通行止め

国道25号（冠水）
【柏原市国分寺～王寺町藤井】

10/22（日）19:15～通行止め
23（月）12:30～片側交互

国道8号（倒木）
【あわら市熊坂～あわら市中川】

10/23（月）5:00～通行止め

国道24号（土砂流出）
【橋本市隅田町真土】

10/22（日）20:50～通行止め
23（月）0:35～片側交互

国道1号（暴風によるトラック転倒）
【野洲市野洲町】

10/23（月）1:35～7:29

京奈和道 （土砂流出）
【橋本IC Offランプのみ】

10/22(日）16:50～23（月）7:00

国道42号（冠水）
【那智勝浦町湯川】

10/22（日）21:30～23日（月）0:00

国道42号（冠水）
【日高町荊木】

10/22（日）14:55～23日（月）2：30

国道26号（土砂流出）
【淡輪ﾗﾝﾌﾟ～平井ランプ】

10/22（日）23:30～23日（月）5:30

紀勢道（土砂流出）
【上富田IC～南紀白浜IC】

10/22(日）19:25～21日（月）7:00

国道42号（冠水）
【海南市下津町上】

10/22（日）13:20～23日（月）0：20

国道42号（冠水）
【有田町初島】

10/22（日）16:00～23日（月）2：00

国道27号（冠水）
【舞鶴市真倉～小倉】

10/22（日）22:30～23（月）5:30

直轄国道（解除済）

直轄高速（解除済）

京奈和道 （土砂流出）
【橋本東IC～五条西IC】

10/22(日）20:20～23（月）10:30

京奈和道 （土砂流出）
【御所南IC～五条北IC】

10/22(日）23：00～23（月）6:20

国道24号（冠水）
【和歌山市川辺～小豆島】

10/23（月）2:51～8:20

国道24号（冠水）
【かつらぎ町佐野】

10/23（月）2:05～7:40



１．近畿地方整備局管理施設の情報（10/23 12:00 時点） 

【河川関係】 

＜水位情報＞ 

○計画高水位超過 

  熊野川（相野谷川・市田川）、大和川 

○氾濫危険水位超過 

  紀の川、大和川（曽我川、佐保川）、桂川、木津川、名張川、由良川、北川、加古川 

○避難判断水位超過 

  紀の川（貴志川）、円山川 

○氾濫注意水位超過 

  熊野川、宇治川、円山川（出石川、奈佐川）、九頭竜川（日野川） 

 

＜河川管理施設の操作状況＞ 

○ダムによる洪水調節 

  国土交通省管理ダム 

   天ヶ瀬ダム（淀川水系淀川） 

   大滝ダム（紀の川水系紀の川） 

  水資源機構管理ダム 

   日吉ダム（淀川水系桂川）  

   一庫ダム（淀川水系猪名川支川一庫大路次川） 

   布目ダム（淀川水系木津川支川布目川） 

   高山ダム（淀川水系名張川） 

室生ダム（淀川水系名張川支川宇陀川） 

   青蓮寺ダム（淀川水系名張川支川青蓮寺川） 

   比奈知ダム（淀川水系名張川） 

○遊水地による洪水調節 

  上野遊水地（淀川水系木津川） 

○琵琶湖水位管理 

  瀬田川洗堰による全閉操作（淀川水系瀬田川） 

 

＜一般被害＞ 

 ○直轄河川の水位上昇に伴う浸水被害 

・大和川水系大和川（奈良県三郷
さんごう

町立野
た つ の

南
みなみ

地先） 

10/22 21:34 26.8k 右岸より溢水、道路冠水のみ。現在、溢水解消。 

・淀川水系宇陀川（三重県名張市箕
みの

曲
わ

地先） 

10/22 20:30 0.6k 右岸より溢水、道路冠水のみ。現在、溢水解消。 

・淀川水系木津川（京都府相楽郡笠置
か さ ぎ

町有
あり

市
いち

地先） 

10/23 01:30 39.6k 右岸より溢水、道路冠水のみ。現在、溢水解消。 

・淀川水系桂川（京都市嵐山地先） 

10/23 01:40 18.2k 左岸より溢水 道路冠水のみ。現在、溢水解消。 

  ・由良川水系由良川（京都府福知山市戸田地先） 

     10/22～23 41.0k 左岸戸田地先、前田地先の無堤部より溢水、家屋浸水あり。

詳細は調査中。 



  ・北川水系北川（福井県小浜市国
くに

冨
とよ

地先他） 

     10/22 21:00 1.6k 左岸、4.2k 左岸等７箇所の霞堤から浸水。現在、浸水解消。 

  ・その他、管内直轄河川の支川側で内水被害が発生しているが、被害状況は確認中。 

    

＜河川管理施設被害＞ 

 ○堤防・護岸等の被害 

  確認中 

 ○樋門・排水機場等の被害 

  確認中 

 

＜砂防管理施設被害＞ 

○河道閉塞箇所である栗平地区において排水路の欠損（Ｌ＝約８０ｍ） 

  （被災箇所の下流には砂防堰堤が設置されており、集落に被害が及ぶことは無い） 

 

＜紀伊半島の山腹崩壊調査＞ 

○現在、ヘリによる調査を実施中。 

 

 

【道路関係】 

＜通行止め（直轄国道）＞ 

・国道８号 福井県あわら市熊坂～あわら市中川（10/23 5:30～）：全面通行止め、継

続中 

  倒木に伴う通行止め、倒木除去作業中、23日 15:00 解除目標 

・国道２４号 和歌山県橋本市隅田町真土（10/23 0:35～）：片側交互通行、継続中 

   土砂流出に伴う片側規制、土砂除去作業中、法面点検中 

・国道２５号 大阪府柏原市国分寺～奈良県王寺町藤井（10/22 19:15～）：片側交互通

行、継続中 

   冠水に伴う通行止め、護岸の点検中、23日 12:30 片側交互通行 

・国道２９号 兵庫県宍粟市波賀町小野（10/22 19:30～）：全面通行止め、継続中 

落石に伴う通行止め、法面の転石を点検中 

 

＜通行止め（高速道路）＞ 

・E1 名神（上下） 京都東 IC～八日市 IC：規制雨量超過による通行止め 

・E1A 新名神（上下）草津 JCT～亀山 JCT：規制雨量超過による通行止め 

・E8 北陸道（上）木之本 IC～武生 IC、（下）木之本 IC～今庄 IC：規制雨量超過によ

る通行止め 

・E9 京都縦貫自動車道（上下）丹波ＩＣ～京丹後大宮 IC：規制雨量超過による通行止

め 

・E27 舞鶴若狭道（上下）三田西 IC～敦賀 JCT：規制雨量超過による通行止め 

 

＜施設被害＞ 

・落石防護柵 L=5.0m 損壊（国道２９号兵庫県宍粟市波賀町小野） 

・石積ブロック L=1.0m 部分損壊（国道２４号和歌山県橋本市隅田町真土） 

 

【港湾関係】 

現時点で港湾施設への被害はなく、現時点で港湾施設利用に支障は出ていない。 



 

２．体制 

 近畿地方整備局は「非常体制」を発令中 

 ○本部体制履歴 

  ・10/21 19:10 注意体制発令 

  ・10/22 16:00 警戒体制へ移行 

  ・10/22 19:10 非常体制へ移行 

 

３．リエゾン（10/23 12:00 時点） 

派遣先 派遣人数 活動開始日 備考 

三重県庁 1 名 
 

 
中部地整より派遣 

滋賀県庁 1 名 
10/22 20:35～ 

 
 

京都府庁 1 名 
10/22 20:40～ 

 
 

大阪府庁 1 名 
10/22 17:00～ 

10/23 6:00 
 

兵庫県庁 1 名 
10/22 20:55～ 

 
 

奈良県庁 1 名 
10/22 18:00～ 

 
 

和歌山県庁 1 名 
10/22 16:20～ 

 
 

名張市 1 名 10/23 1:00～ 

10/23 10:00  

福知山市 1 名 
10/22 17:00～ 

 
 

豊岡市 1 名 
10/22 14:30～ 

10/23 2:00 
 

 

４．災害対策機械等派遣状況（10/23 12:00 時点） 

（１）排水ポンプ車 

派遣先 派遣台数 派遣期間 派遣元 

和歌山県紀の川市（丸栖樋門） 1 10/22～ 
和歌山河川国

道事務所 

和歌山県岩出市（山﨑樋門） 1 10/22～ 
和歌山河川国

道事務所 

京都府京田辺市（久保田樋門） 1 10/22～ 
淀川河川事務

所 

京都府木津川市（木津合同樋門） 1 10/22～ 
淀川河川事務

所 

三重県伊賀市（浅子川排水樋門） 1 10/22～ 
木津川上流河

川事務所 

三重県南牟婁郡紀宝町（輪中堤の堤内） 1 10/22～23 
紀南河川国道

事務所 



三重県南牟婁郡紀宝町（輪中堤の堤内） 1 10/22～ 
紀南河川国道

事務所 

京都府福知山市（池部樋門） 1 10/22～ 
福知山河川国

道事務所 

京都府綾部市（古川樋門） 1 10/23～ 
福知山河川国

道事務所 

和歌山県橋本市（野樋門） 1 10/22～23 
近畿技術事務

所 

奈良県王寺町（王寺出張所） 1 10/23～ 
近畿技術事務

所 

兵庫県豊岡市（八代水門） 2 10/23～ 
豊岡河川国道

事務所 

京都府福知山市（荒河排水機場） 3 10/23～ 
福知山河川国

道事務所 

（計 16 台） 

（２）照明車 

派遣先 派遣台数 派遣日 派遣元 

和歌山県紀の川市（丸栖樋門） 1 10/22～ 
和歌山河川国

道事務所 

和歌山県岩出市（山﨑樋門） 1 10/22～ 
和歌山河川国

道事務所 

京都府木津川市（木津合同樋門） 1 10/22～ 
淀川河川事務

所 

三重県伊賀市（浅子川排水樋門） 1 10/23～ 
木津川上流河

川事務所 

大阪府岬町（国道 26 号） 1 10/22～ 
大阪国道事務

所 

三重県南牟婁郡紀宝町（輪中堤の堤内） 1 10/22～ 
紀南河川国道

事務所 

和歌山県橋本市（野樋門） 1 10/22～23 
近畿技術事務

所 

兵庫県豊岡市（奈佐川） 1 10/22～ 
豊岡河川国道

事務所 

兵庫県豊岡市（八代水門） 1 10/23～ 
豊岡河川国道

事務所 

兵庫県宍粟市（国道 29号） 1 10/22～ 
姫路河川国道

事務所 

（計 10 台） 

 

５．被災状況調査 

○きんき号（防災ヘリ）による被災状況調査（10/23 12:00 時点） 

・10/23 8:25～10:25 大和川流域（大阪府域、奈良県域）、木津川流域（三重県域） 

・10/23 11:25～13:35 紀の川流域、紀伊山系 

・10/23 14:10～    淀川流域系、金剛山系 

 

 



○UAV による被災状況調査（10/23 12:00 時点） 

・天ヶ瀬ダム：10/23 午前に調査済 

・大和川（大阪府域、奈良県域）：10/23 午後より調査予定 

・由良川：10/23 午後より調査予定 

 

 


