
 

 
近畿地方整備局 

六甲砂防事務所  配布日時 
平成３０年０７月１８日

１４：００ 
資 料 配 布 

 

件   名 

 (平成 30 年 7 月豪雨対応) 

六甲山系の土砂災害の状況と対応についてお知ら

せします。【平成 30 年 7 月 1７日現在】 

 

概  

要 

六甲砂防事務所では平成 30 年 7 月豪雨において、7 月 5 日（木）

から災害対策体制をとり、情報収集や調査、現地の応急対策などの

対応を実施しておりますので、その状況を報告いたします。 

【調査・点検状況】 

●関係機関や市民からの通報による調査、ヘリによる広域調査や六

甲砂防事務所管理施設の巡視・点検を実施。 

 ・通報箇所等現地確認 ４５箇所全て完了 

 ・ヘリ調査      7 月 8 日に管内全域を広域的に調査 

 ・砂防施設点検※1   135 箇所全て完了 

・GB 巡視点検※2   21 箇所全て完了 

・渓流調査※3     ３８２箇所全て完了 
※1 住宅等に近接する砂防堰堤等の構造物点検 

※2 災害に強い森づくりのために取得した用地のうち、住宅等に近接する箇所の点検 

※3 土石流発生時に住宅等へ被害が発生する恐れのある渓流の調査 

【被災箇所数】 

●六甲砂防事務所管内（神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市）におい

て、土砂災害発生箇所の現地確認を実施。 

【通報等により調査を実施した箇所  ４５箇所】 

   ・緊急応急対策を実施した箇所     ７箇所 

   ・関係機関と対応を調整している箇所  ９箇所 

   ・当面、経過観察を続ける箇所    １２箇所 

   ・他機関等が対応する箇所      １７箇所 
 

取 り 扱 い — 

 

配 布 場 所 

近畿建設記者クラブ    大手前記者クラブ 

兵庫県政記者クラブ    芦屋市政記者クラブ       

神戸民放記者クラブ    西宮市政記者クラブ 

神戸市政記者クラブ    宝塚市政記者クラブ  
 

問い合わせ先 近畿地方整備局 六甲砂防事務所  副所長   岸本
きしもと

 健司
け ん じ

 
 電話 ０７８－８５１－０５３５（代表） 

 

Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

国土交通省近畿地方整備局 



機密性２情報

国土交通省

平成３０年７月５日～

【平成３０年７月豪雨】の概要・対応状況

≪第一報 ７月１７日 １６時時点≫

※数値等は今後の精査等により変更する場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局
六甲砂防事務所
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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。

平成３０年７月豪雨[平成30年7月4日～8日]の概要

累加レーダ雨量

７月６日 １０：００

７月６日 １０：００

４日昼から８日にかけて、東日本から西日本に停滞している梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、梅雨
前線の活動が活発となり、近畿全域で猛烈な雨が断続的に降り、六甲砂防事務所管内では凌雲台観測所において最も
多い累加雨量９１３ミリを記録した。
過去の災害と比較可能な宇治川観測所の累加雨量４３８ミリは、昭和13年（死者695名）・42年（死者98名）災害に匹敵
するものとなったが、時間雨量は比較的少なかった。

凌雲台地点（北区）山頂付近
累加雨量 ９１３mm
※降り始めからの総雨量

六甲砂防地点（中央区）
累加雨量 ４３８mm
※降り始めからの総雨量
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機密性２情報
降水量（凌雲台観測所）

7/4 7/5 7/6 7/7 3

凌雲台

観測所位置図



機密性２情報
降水量（神戸海洋気象台・宇治川観測所） 過去の災害発生降雨との比較

昭和42年災害時降水量昭和13年災害時降水量

神戸海洋気象台・宇治川

観測所位置図
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平成30年7月豪雨 降水量



機密性２情報
過去災害との雨量比較

※S13･S42 ：神戸海洋気象台観測所
H26・H30 ：宇治川観測所（上記観測所近隣） 5



機密性２情報
体制・警戒状況、避難者状況

日 時 発 令 内 容

７月５日（木）

３：３５ 【大雨警報発令】神戸市・西宮市・芦屋市

３：５５ 【土砂災害警戒情報】神戸市

５：２０ 六甲砂防事務所【注意体制】発令

７：３０ 六甲砂防事務所【第一警戒体制】更新

９：１５ 六甲砂防事務所【第二警戒体制】更新

９：３５ 【土砂災害警戒情報】西宮市・芦屋市・宝塚市

１０：２０ 【洪水警報発令】 神戸市・西宮市・宝塚市・芦屋市

７月６日（金） ４：５８ 【洪水警報から注意報】神戸市・西宮市・宝塚市・芦屋市

７月７日（土） ２２：２０ 【土砂災害警戒情報解除】西宮市・芦屋市・宝塚市

７月８日（日） ４：２０ 【土砂災害警戒情報解除】神戸市

●避難者状況 兵庫県発表第11報（7月11日12時） 参考

●体制・警戒状況 気象庁発表 参考

避難勧告 最大時発令対象（最大時）

市町名 世帯数 人数

神戸市 ４８，７３９ １０４，０８３

西宮市 ８，５００ １８，９００

宝塚市 ２，５５９ ５，６７８

芦屋市 ３，７３０ ９，０４３ 6

避難準備 最大時発令対象（最大時）

市町名 世帯数 人数

神戸市 ５６，４４４ １１９，４２６

西宮市 ２０ ５１

宝塚市 ２，１８５ ４，８７２

芦屋市 ３，７３０ ９，０４３

避難指示 最大時発令対象（最大時）

市町名 世帯数 人数

神戸市 ６３７ １，３１８



機密性２情報
土砂災害対応状況

●六甲砂防事務所の災害対応状況

※数値等は今後の精査等により変更する場合があります。

（平成30年7月17日16:00時点）
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土砂災害 箇所数

通報・巡視等により調査を実施した箇所 ４５

①緊急応急対策を実施した箇所 ７

②関係機関と対応を調整している箇所 ９

③当面、経過観察を続ける箇所 １２

④他機関等が対応する箇所 １７



機密性２情報
災害状況（神戸市灘区篠原台）

土砂流出

発生源（Ⅰ-209）
30m×40m
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機密性２情報
災害状況（神戸市須磨区西須磨）

当該箇所
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機密性２情報
主な災害状況（神戸市灘区六甲山町（六甲ドライブウェイ））
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機密性２情報
六甲砂防事務所 対応状況

●応急復旧

神戸市兵庫区清水町地先

土砂流出・流出水対応

土嚢積み対応

作業完了

土嚢積み対応

神戸市兵庫区山王町地先

監視装置設置
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法面崩壊対応

シート張実施

撤去完了

倒木処理



機密性２情報
六甲砂防事務所 対応状況

●点検・調査

点検・調査名 対象件数 実施日 7/17現在の状況
通報箇所等現地確認 － 7月5日～13日 完了

ヘリ調査 六甲山全域 7月8日 完了

砂防施設点検 ※１ １３５ 7月9日～13日 完了

GB巡視点検 ※２ ２１ 7月8日 完了

渓流調査 ※３ ３８２ 7月9日～13日 完了

ヘリ調査 現地確認 GB巡視点検 12

※1住宅等に近接する砂防堰堤等の構造物点検
※2災害に強い森づくりのために取得した用地のうち、住宅等に近接する箇所の点検
※3土石流発生時に住宅等へ被害が発生する恐れのある渓流調査
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