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７月５日からの大雨による被害等状況について 

 

 

平成 30 年７月７日                             

1 6 時 0 0 分 現 在 

京都府災害対策本部                            

0 7 5 - 4 1 4 - 4 4 7 2 

１ 人的被害等 

人的被害 

死者  1名 

亀岡市  52歳女性 

負傷者 ６名 

 久御山町 １名負傷  34歳男性、自動車運転中に水路に落ちる。 

腰部打撲で救急搬送。自動車水没。 

 宮津市  ４名軽傷 土砂崩れにより複数の家に土砂が流入し、４人

が軽いけが。 

 福知山市 １名軽傷 家屋倒壊から救出（４人のうち３人は負傷なし） 

その他 

 京都市右京区 １名 80 代男性が指定緊急避難場所にて避難中気分

不良により救急搬送。 

 舞鶴市  １名不明 舞鶴市の男性１名と連絡が取れなくなり、土砂

崩れに巻き込まれ行方不明。現在海上自衛隊等

捜索中。 

 綾部市    綾部市  ３名不明 土砂崩れにより家屋２棟が埋まり、５人が生  

（１名救助）埋め。１人が自力で脱出、１人を救出。現在、 

      ３人の救出活動中。現在、陸上自衛隊等救助中。 

住家被害 

倒  壊 福知山市 １棟 

     綾部市  ３棟 

半  壊 綾部市  ５棟 

一部損壊 京都市左京区 １棟（ベランダ支柱、窓ガラス損傷） 

 精華町    ３棟（軽微な破損） 

          宮津市  ２棟（池ノ谷） 

     与謝野町 ３棟（加悦奥２棟、明石１棟） 

床上浸水 福知山市 １６棟 

     宮津市  ３棟（松ヶ岡） 

     綾部市  ８棟 

床下浸水 京丹後市 １棟 

     亀岡市  ８棟（曽我部町４棟、北町３棟、宮前町１棟） 

 南丹市  ４棟（美山町佐々里２棟、園部町埴生２棟） 

     福知山市 ６２棟 

 舞鶴市  約２００棟（詳細不明、調査中） 

 宮津市  ９棟（松ヶ岡３棟、池ノ谷５棟、滝馬１棟） 
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 伊根町  ２棟 

 与謝野町 １棟 

 綾部市  ２６棟 

土砂流入 宮津市  複数棟（詳細不明、調査中） 

     綾部市  １棟 

     福知山市 ４棟 

 

２ 孤立集落 

  京丹波町 上乙見集落（避難完了済み） 

  舞鶴市  ５地区 ６０５世帯（冠水による孤立） 

       １地区 １世帯（崩土による孤立） 

  伊根町  全域（崩土による孤立） 

 

３ 道路規制状況（別紙１のとおり） 

（１）高速道路 

本日 14時時点で、京都縦貫自動車道丹波～宮津天橋立、舞鶴若狭自動車道吉川

ジャンクション～小浜西で通行止。その他の路線は解除。 

速度規制中の主要道路は、名神高速道路、京奈和自動車道、京滋バイパス。 

（２）直轄国道 

   通行止め：４箇所で通行止 

    ・国道９号（福知山市夜久野町額田～日置） 

    ・国道２７号（舞鶴市真倉、京丹波町升谷、升谷～中山） 

（３）府管理道路 

   通行止め：７６区間 

※事前通行規制３０箇所、崩土・倒木２９箇所、路面冠水１７箇所 

    ・国道３１２号（与謝野町上山田（水戸谷峠）） 

    ・舞鶴宮津線（宮津市皆原～山中） 

    ・上杉和知線（綾部市井根町） 

    ・東掛小林線（亀岡市曽我部町） 

・生駒精華線（精華町東畑鳥谷～芳谷） 

    ・大津南郷宇治線（宇治市宇治） 

（４）京都市管理道路 

   通行止め：２９区間 

    ・小野１号線 他 

（５）市町村管理道路（林道含む）（京都市除く） 

    通行止め：４９区間 

    ・六日線（福知山市） 他 

   片側通行規制：１区間 

    ・志津川池尾線（宇治市）  

   通行止め解除：４区間 

    ・川北荒木線（福知山市） ほか    ※大阪北部地震に伴う通行止めを除く 
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４ 雨量の状況 

○ 時間雨量(上位３か所)   

観測所 時間雨量 降雨時間 

小 貝         （小貝町） 61mm 7/07 00:00～01:00 

舞 鶴（気）  61mm 7/07 00:00～01:00 

福知山（気）  60mm 7/07 00:00～01:00 

                 

○ 累加雨量(上位３か所) 

観測所 累加雨量 降雨時間 

榎           （園部町） 572mm 07/05 01:00～07/07 14:00 

別 所（水資）  （左京区） 532mm 07/05 00:00～07/07 12:00 

鎌 倉(国)     （右京区）   530mm 07/05 00:00～07/07 12:00 

 

５ 水位の状況 

（１）ダム  

   〇日吉ダム 

貯水量が満杯となり、放流量が一時１，０００ｍ３／ｓ程度となったが、７日

８時以降で３００ｍ３／ｓ程度に減少 

一時下流でも亀岡地区の霞堤と嵐山で浸水が発生したが現時点で水位低下中 

  〇大野ダム 

福知山市域で氾濫危険水位に達し、7日4時から大野ダムの特別防災操作実施中 

    福知山市土師橋右岸に京都府ポンプ車及び市２台を配置、国３台も出動中 

 

（２）直轄河川の水位状況  

     〇氾濫危険水位超過 ： １河川 由良川（福知山） 

   

（３）府管理河川の水位状況 

   〇氾濫危険水位超過 

２河川（土師川、牧川） 

〇避難判断水位超過 

９河川（桂川、上林川、犀川、伊佐津川、野田川、筒川、竹野川、福田川、川

上谷川）                

  〇氾濫注意水位超過河川 

１河川（弘法川） 

   ○被害状況 

鴨川：護岸決壊 約３０ｍ 

大路次川：土砂堆積 約６０ｍ 

八戸地川：護岸決壊 約５ｍ 

※その他河川について調査中 
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６ 避難指示等の状況（詳細は別紙２のとおり） 

○ 避難指示（緊急）       ９市３町   245,800世帯  559,018人 

○ 避難勧告            ９市３町    31,377世帯   69,902人 

○ 避難準備・高齢者等避難開始  ４市１町   49,211世帯  116,103人 

  ※いずれも対象世帯、対象者数 

 

７ 避難の状況（自主避難者を含む）※京都市除く 

向日市     ２世帯   ２人 

     長岡京市         ５１人 

     大山崎町   ４２世帯  ７９人 

     宇治市            ４人 

城陽市     １世帯   １人 

八幡市      ８世帯  １３人 

木津川市    ０世帯   ０人 

精華町     ４世帯  １０人 

  京田辺市    １世帯   １人 

久御山町    ２世帯   ２人 

宇治田原町   １世帯   １人 

井手町            ０人 

和束町     ２世帯   ２人 

   亀岡市         ２３３人 

   南丹市         ２３６人 

京丹波町   １１世帯  １４人 

福知山市   ３７世帯  ６０人 

   舞鶴市    ４０世帯  ７２人 

   綾部市    ３２世帯  ６７人 

   宮津市    ６７世帯 １３９人 

   京丹後市   ３６世帯  ６２人 

   伊根町     ３世帯   ６人 

   与謝野町    ０世帯   ０人 

   笠置町     １世帯   1人 

合計 １４市１０町    １，０５６人 

 

８ 交通機関の状況 

○ 鉄道会社運行状況（7日 14:00現在） 

 ・ＪＲ西日本 

    ７時３０分から湖西線、８時からＪＲ嵯峨野線京都～園部、12時から学研都

市線（木津～長尾）運行開始 

◇運転を見合わせている区間 
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・奈良線：京都～木津 

・関西本線：（亀山）～加茂 ※笠置～加茂で線路内に倒木 

・大和路線：加茂～（JR 難波） 

・山陰本線：園部～（東浜） 

・舞鶴線：綾部～東舞鶴 

・福知山線：（新三田）～福知山 

 

・京都丹後鉄道 

舞鶴市東雲付近で崩土、宮津市栗田～宮津で盛土崩壊が発生 

全線で運転見合わせ 

 

９ ライフライン 

○上水道（市町村） 

福知山市  断水あり（１戸）、漏水（１箇所） 

綾部市   断水あり（７７戸）（給水車１台で応急給水中） 

長岡京市  送水管の漏水（断水なし） 

宇治田原町 水道給水ポンプ１台停止（仮設電源により復旧） 

南山城村  原水の濁度上昇のため２箇所で取水停止（取水再開済み） 

与謝野町  断水あり（２戸）（解消済み） 

 

○停電（関西電力） 計 約１，３６０軒 

 ・福知山市    約７９０軒 

 ・伊根町     約２８０軒 

 ・舞鶴市     約１９０軒 

 ・与謝野町     約４０軒 

・綾部市      約３０軒 

 ・京都市      約２０軒 

 ・京丹波町     約１０軒 

 

１０ 被災市町村等への支援 

 ○ 近畿地方整備局から府、京都市、福知山市、舞鶴市、亀岡市へのリエゾン派遣（７月５

日～） 

 ◯ 亀岡市へポンプ車及び照明車出動（近畿地方整備局） 

 ○ 嵐山で大型土嚢の設置（近畿地方整備局） 

 ○ 桂川久我地区で土嚢の設置指導（近畿地方整備局） 

 ◯ ブルーシート提供 八幡市 500枚、長岡京市 100枚（７月５日） 

精華町 100枚（７月７日） 

 ◯ アルファ化米250食、飲料水264本、毛布250枚提供 亀岡市（７月６日） 

 ○ 粉ミルク1箱（48個）、離乳食24食提供 福知山市（７月７日） 
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１１ 農林関係 

（１）農地・農業用施設関係被害 

  ○農地（法面崩壊等）   １３件（京都市 3,福知山市 2,綾部市 2，宮津市, 

南丹市 3,精華町，亀岡市） 

  ○農業用施設 

・農業用ため池（漏水他） ４件（亀岡市 3(応急対策済),舞鶴市(小災)） 

・水路（土砂堆積等）   ５件（京都市,福知山市,綾部市,宮津市,亀岡市） 

・道路（法面崩壊）    ４件（福知山市,綾部市,宮津市,精華町） 

 

（２）農作物・農業関係施設被害 

  ○農作物等（冠水等） ０．７８ha（京都市,南丹市,綾部市） 

  ○パイプハウス（冠水）   １棟（綾部市） 

  ○畜産関係施設（養鶏場）  １件（綾部市：橋が流され鶏が孤立） 

 

（３）林道・治山関係被害 

  ○治山関係（土砂崩れ）   ６件（京都市 2,綾部市,南丹市 2,京丹波町） 

  ○林道関係（路肩崩壊等）  ２件（綾部市 2） 

 

１２ 自衛隊への災害派遣要請 

＜７月６日＞ 

・ 桂川久我橋付近（伏見区久我石原町）の越水の恐れのため、京都市からの要請の求

めを受け、01：10陸上自衛隊に要請 

→ 07:05 桂川水位低下のため撤収 

・ 桂川久我橋南側での水防活動のため、京都市からの要請の求めを受け、18：35 陸

上自衛隊に要請 

    → 23：30 任務完了のため撤収 

＜７月７日＞ 

・ 土砂崩れにより家屋２棟・５人埋没のため、綾部市からの要請の求めを受け、06:10

陸上自衛隊に要請 

・土砂崩れにより住人１人が行方不明となり、舞鶴市からの要請の求めを受け、09:42

海上自衛隊に要請 

 

１３ 災害救助法の適用 

 ○６市３町に適用 

  適用市町：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、

与謝野町 

  適用日：７月５日（木） 

  報道発表：７月７日（土）12時（内閣府及び府同時発表） 


















