
平成25年台風第１８号による被害等について（９/16 15:00現在）

１ 被害の状況
（１）人的被害

ア 重傷
神戸市長田区 79歳男性が転倒し、右足骨折
西宮市 65歳女性が転倒し、左足骨折

イ 軽傷
神戸市中央区 66歳女性が転倒し、右腕骨折の疑い
神戸市須磨区 76歳女性が転倒し、後頭部打撲
神戸市兵庫区 28歳女性に飛んできた看板が接触し、左足打撲

ウ 行方不明
西脇市 92歳女性が行方不明

（２）住家被害

（３）道路被害 （詳細別紙）

（４）鉄道

○ＪＲ神戸線 大阪駅～姫路駅 16日始発 運転見合わせ

09:25 運転再開

○ＪＲ山陽線 姫路駅～三石駅 16日始発 運転見合わせ

10:05 運転再開

○ＪＲ赤穂線 相生駅～播州赤穂駅 16日始発 運転見合わせ

09:25 運転再開

○ＪＲ宝塚線 新三田駅～篠山口駅 16日始発 運転見合わせ

○ＪＲ福知山線 篠山口駅～福知山駅 16日始発 運転見合わせ

○ＪＲ加古川線 加古川駅～谷川駅 16日10:20 運転見合わせ

加古川駅～厄神駅 16日11:15 運転再開

厄神駅～西脇市 16日12:05 運転再開

○ＪＲ播但線 姫路駅～和田山駅 16日始発 運転見合わせ
○ＪＲ山陰本線 園部駅～浜坂駅 16日始発 運転見合わせ
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○神戸電鉄 鈴蘭台駅～岡場駅 16日始発 運転見合わせ

有馬口駅～有馬温泉駅 16日始発 運転見合わせ

小野駅～粟生駅 16日始発 運転見合わせ

全線 16日10:55 運転再開

（５）停電

約5,350軒（神戸市、淡路市、姫路市） 11:00現在復旧済み

（６）その他

○土砂崩れ（道路関係を除く）

・神戸市垂水区

住宅２軒が土砂崩れに巻き込まれたが人的被害なし。

・明石市大久保町山手台３丁目

土砂崩れにより、駐車車両４台が損傷。人的被害なし。

２ 避難の状況
（１）避難勧告等発令状況

（避難指示）
神戸市 16日 03:10発令 北区道場町

（16日 09:30解除） 対象世帯：13世帯（46人）
宝塚市 16日 03:30発令 武田尾地区

（16日 11:15解除） 対象世帯：８世帯（20人）
加東市 16日 04:40発令 上滝野、下滝野、穂積、多井田、河高の５地区

（16日 08:10解除） 対象世帯：101世帯（303人）

（避難勧告）
西宮市 15日 23:45発令 武田尾地区

（16日 12:00解除） 対象世帯：世帯数不明（39人）
16日 02:45発令 青葉台、名塩木之元

（16日 09:30解除） 対象世帯：17世帯（40人）
宝塚市 15日 23:57発令 武田尾地区

（16日 03:30避難指示） 対象世帯：8世帯（20人）
加東市 16日 01:45発令 貝原、野村など12地区

（16日 08:10解除） 対象世帯：175世帯（521人）
神戸市 16日 02:05発令 北区道場町

（16日 03:10避難指示） 対象世帯：13世帯（46人）
16日 06:30発令 垂水区名谷町猿倉

（16日 12:50解除） 対象世帯：4世帯11人
→2世帯 6人（継続中）

篠山市 16日 02:30発令 後川地区
（16日 10:30解除） 対象世帯：180世帯（461人）

小野市 16日 02:30～発令 池尻町、大島町など
（16日 08:30～解除） 対象世帯：1,711世帯（4,794人）

西脇市 16日 03:20発令 下戸田など８地区、黒田庄町の14地区。
（16日 12:40解除） 対象世帯：3,927世帯（10,412人）

川西市 16日 03:30発令 新田２丁目、多田院１，２丁目
（16日 10:00解除） 対象世帯：184世帯（552人）

高砂市 15日 22:30発令 阿弥陀町生石など
（16日 09:40解除） 対象世帯：5,019世帯（12,522人）
16日 04:40発令 緑丘１丁目など

（16日 09:40解除） 対象世帯：7,217世帯（17,910人）
16日 04:40発令 高砂地区



（16日 09:40解除） 対象世帯：19,820世帯（47,148人）
丹波市 16日 06:57発令 市島町竹田地区

（16日 12:30解除） 対象世帯：955世帯（2,549人）

（避難準備情報）
高砂市 15日 22:30発令 米田、神瓜、阿弥陀、緑丘、荒井町、末広町、

（16日 04:40避難勧告） 今市、百合丘、美保里、中島など
対象世帯：12,236世帯（30,432人）

宝塚市 15日 22:33発令 武田尾地区
（15日 23:57避難勧告） 対象世帯：8世帯（20人）

神戸市 16日 00:15発令 北区淡河町（勝雄、淡河）の一部
（16日 08:45解除） 対象世帯：13世帯（45人）
16日 00:45発令 北区道場町（生野）の一部

（16日 02:05避難勧告） 対象世帯：13世帯（46人）
16日 00:45発令 北区道場町（塩田）の一部

（16日 09:30解除） 対象世帯：130世帯（345人）
豊岡市 16日 01:45発令 城崎地区、二見、円山

（16日 11:15解除） 対象世帯：72世帯（212人）
小野市 16日 01:50～発令 池尻町、大島町など

（16日 08:50～解除） 対象世帯：2,670世帯（7,481人）
丹波市 16日 02:00発令 市島町、柏原町、氷上町など4地区

（16日 09:30解除） 対象世帯：1,923世帯（5,131人）
加古川市16日 06:30発令 加古川町（大野）、平荘町（山角、養老）

（16日 10:00解除） 対象世帯：1,148世帯（人数 不明）

（２）避難者の状況

西宮市 １箇所 １世帯 ３人 9/16 9:30解消済み

宝塚市 １箇所 ７世帯 １９人 9/16 9:30解消済み

川西市 １箇所 １世帯 ３人

高砂市 ９箇所 １０世帯 ２６人 9/16 9:40解消済み

西脇市 ７箇所 ２５世帯 ５５人 9/16 11:20解消済み

三木市 ２箇所 ３世帯 ６人 9/16 8:00解消済み

小野市 ９箇所 ７０世帯 ２１６人 9/16 9:05解消済み

加東市 ７箇所 ８２世帯 １９０人 9/16 10:00解消済み

朝来市 ２箇所 ３世帯 ５人 9/16 9:00解消済み

篠山市 ９箇所 ３２世帯 ７２人

丹波市 ６箇所 ２１世帯 ３８人 9/16 12:30解消済み

洲本市 ５箇所 ６世帯 ８人 9/16 9:30解消済み

３ 対応状況

（１）兵庫県の対応

９月１５日１４時００分 風水害連絡会議開催

９月１６日 １時００分 災害警戒本部設置



（２）県民局の対応

（３）市町の対応

機関名 体制 設置日時 解散日時

阪神北県民局 災害警戒阪神北地方本部 9/15 23:55 9/16 12:40

東播磨県民局 災害警戒東播磨地方本部 9/16 5:44

北播磨県民局 災害警戒北播磨地方本部 9/15 22:30

西播磨県民局 災害警戒西播磨地方本部 9/15 22:00 9/16 9:41

但馬県民局 災害警戒但馬地方本部 9/16 0:30

丹波県民局 災害警戒丹波地方本部 9/15 22:00

淡路県民局 災害警戒淡路地方本部 9/15 20:29 9/16 12:00

市町名 体制 設置日時 解散日時

神戸市 災害警戒本部 9/15 20:00 9/16 12:30

洲本市 災害警戒本部 9/15 14:02

豊岡市 災害警戒本部 9/16 3:00 9/16 12:00

加古川市 災害警戒本部 9/16 4:30 9/16 10:00

西脇市 災害対策本部 9/16 3:20 9/16 13:16

三木市 災害対策本部 9/16 0:30 9/16 8:10

高砂市 災害警戒本部 9/15 22:30 9/16 12:40

小野市 災害対策本部 9/16 2:05 9/16 13:00

加西市 災害警戒本部 9/15 22:00 9/16 10:00

猪名川町 災害対策本部 9/15 23:20

多可町 災害警戒本部 9/15 22:40 9/16 9:41

稲美町 災害警戒本部 9/15 21:28 9/16 9:41

播磨町 災害警戒本部 9/15 22:20 9/16 6:30

福崎町 災害警戒本部 9/15 22:40 9/16 9:45

太子町 災害警戒本部 9/15 21:28 9/16 8:06

養父市 災害警戒本部 9/15 22:50 9/16 12:00

朝来市

災害警戒本部

災害対策本部

災害警戒本部

9/15 20:30

9/15 23:40

9/16 10:20

9/15 23:40

9/16 10:20

9/16 12:40

篠山市 災害対策本部 9/16 0:50

南あわじ市 災害対策本部 9/15 14:10 9/16 12:00

淡路市 災害警戒本部 9/15 12:25 9/16 12:00

西宮市 災害応急対策室 9/15 21:00 9/16 11:15

芦屋市 災害警戒本部 9/16 1:00 9/16 11:00



【参 考】

１ 警報発表状況

・大雨（土砂災害）警報 （１５日１２時２５分発表）

淡路島地域

・大雨（土砂災害）、洪水警報 （１５日２１時２８分発表）

阪神地域、北播丹波地域、播磨北西部地域、播磨南東部地域、播磨南西部地域

但馬北部地域、但馬南部地域

・大雨（土砂災害）、洪水、暴風、波浪警報（１５日２２時２８分発表）

阪神地域

・大雨（土砂災害）、洪水警報 （１６日 ３時１１分発表）

淡路島地域

・大雨（土砂災害）、洪水、高潮警報 （１６日 ５時１８分発表）

但馬北部地域

・暴風、波浪警報 （１６日 ８時０６分解除）

阪神地域

・洪水警報 （１６日 ８時０６分解除）

播磨北西部地域、淡路島地域

・大雨（土砂災害）警報 （１６日 ８時０６分解除）

播磨南西部地域

・大雨（土砂災害）警報 （１６日 ９時４１分解除）

阪神地域、北播丹波地域、播磨北西部地域、播磨南東部地域

淡路島地域、但馬南部地域

２ 降雨の状況

累加雨量上位５地点 単位：ｍｍ

地域 市町名 観測地点 累加雨量

淡路島地域 南あわじ市 牛内ダム ３９４mm

阪神地域 神戸市 有野 ３６２mm

阪神地域 神戸市 有馬川(国) ３５８mm

淡路島地域 南あわじ市 分水堰 ３５１mm

淡路島地域 南あわじ市 北富士ダム ３４２mm

淡路島地域 南あわじ市 成相ダム ３３６mm

時間雨量上位５地点 単位：ｍｍ／ｈ

地域 市町名 観測地点
１時間の
最高雨量

観測時間

阪神地域 神戸市 中一里山(国) ４６mm/h 9/16 03:00

淡路島地域 南あわじ市 牛内ダム ４０mm/h 9/16 02:00

阪神地域 神戸市 有馬川(国) ３５mm/h 9/15 22:00

阪神地域 神戸市 有野 ３４mm/h 9/15 22:00

阪神地域 神戸市 植物園 ３３mm/h 9/16 03:00



３ 水位の状況

（１）はん濫危険水位を超えた河川

地域 河川名 所在地
はん濫

危険水位

超えた

時刻

ピーク

時水位
時刻

神戸 武庫川 神戸市北区 6.20ｍ 3:10 6.66ｍ 5:40

阪神北 猪名川 川西市多田院 7.00ｍ 0:50 7.43ｍ 3:40

阪神北 武庫川 宝塚市 4.20ｍ 0:10 5.63ｍ 5:40

北播磨 美の川 三木市細川町 6.85ｍ 2:10 7.11ｍ 3:20

北播磨 美の川 三木市末広町 4.11ｍ 4:00 4.35ｍ 5:40

北播磨 加古川 西脇市高松町 5.00ｍ 3:30 5.38ｍ 5:40

（２）避難判断水位を超えた河川

地域 河川名 所在地
避難

判断水位

超えた

時刻

ピーク

時水位
時刻

神戸 淡河川 神戸市北区 1.70ｍ 22:40 2.24ｍ 5:30

阪神北 武庫川 西宮市塩瀬町 3.30ｍ 1:10 4.04ｍ 4:20

東播磨 加古川 加古川市上荘町 4.30ｍ 4:40 4.66ｍ 7:00

北播磨 美の川 三木市長谷 5.00ｍ 0:20 5.25ｍ 1:20

北播磨 加古川 西脇市上戸田（上流） 3.90ｍ 1:30 5.08ｍ 5:30

北播磨 加古川 西脇市上戸田（下流） 4.50ｍ 3:00 5.08ｍ 5:30

北播磨 東条川 加東市吉井 2.70ｍ 1:10 3.02ｍ 5:20

北播磨 万願寺川 小野市西脇町 4.00ｍ 1:30 4.30ｍ 6:30

中播磨 市川 姫路市砥堀 5.00ｍ 3:00 5.21ｍ 4:10

丹波 高谷川 丹波市稲継 2.10ｍ 22:50 2.66ｍ 3:30

丹波 竹田川 丹波市上田 2.60ｍ 0:40 2.87ｍ 2:20



２ 交通関係の規制情報

注）必要に応じ、被災写真等を添付

東浦IC～鳴門ＩＣ（上下線） 通行止(9/16 3：40～)
局所的な豪雨による走行危険性の為
・交通管理者による通行止め
(基準値超過による通行止めでない）

9/16 8:00

通行止(9/16 3：30～) 基準雨量（200mm）超過の為 9/16 9:45

丹南篠山口IC～福知山IC（上下線）

通行止(9/16 3：00～) 基準雨量（210mm）超過の為 9/16 10:00

通行止(9/16 3：30～) 基準雨量（180mm）超過の為 9/16 10:50垂水JCT～永井谷JCT（上下線）

⑫ 西宮北道路 兵庫県道路公社 全線

通行止(9/16 4：00～) 基準雨量（180mm）超過の為 9/16 13:10

⑩ 中国自動車道 NEXCO西日本 宝塚IC～神戸三田IC（上下線）

⑪ 第二神明道路北線 NEXCO西日本

⑭ 舞鶴若狭自動車道 NEXCO西日本 丹南篠山口IC～三田西IC（上下線）

⑨ 中国自動車道 NEXCO西日本

⑬ 神戸淡路鳴門自動車道 本四高速㈱

通行止(9/16 1：30～) 基準雨量（170mm）超過の為 9/16 10:00

⑧ 舞鶴若狭自動車道 NEXCO西日本

⑦ 山陽自動車道支線 NEXCO西日本 三木JCT～神戸西IC（上下線）

滝野社IC～福崎IC（上下線）

通行止(9/16 1：30～) 基準雨量（180mm）超過の為 9/16 13:10

通行止(9/16 2：30～) 基準雨量（180mm）超過の為 9/16 10:00

通行止(9/16 0：35～) 基準雨量（170mm）超過の為 9/16 10:00

⑥ 山陽自動車道 NEXCO西日本 神戸北IC～姫路西IC（上下線） 通行止(9/16 1：30～) 基準雨量（170mm）超過の為 9/16 10:00

④ 山陽自動車道 NEXCO西日本 神戸JCT～神戸北IC（上下線）

通行止(9/16 0：25～)
局所的な豪雨による走行危険性の為
・交通管理者による通行止め
(基準値超過による通行止めでない）

9/16 10:15（上線）
9/16 10:30（下線）

② 播磨自動車道 NEXCO西日本 播磨JCT～播磨新宮IC（上下線） 通行止(9/15 23：37～) 基準雨量（130mm）超過の為 9/16 8:00

③ 阪神高速道路
阪神高速㈱
7号北神戸線

箕谷～西宮山口JCT（上下線）

本四高速㈱

阪神高速㈱
５号湾岸線

理由（被災状況等）

局所的な豪雨による走行危険性の為
・交通管理者による通行止め
(基準値超過による通行止めでない）

局所的な豪雨による走行危険性の為
・交通管理者による通行止め
(基準値超過による通行止めでない）

局所的な豪雨による走行危険性の為
・交通管理者による通行止め
(基準値超過による通行止めでない）

区間 規制状況管理者

本四高速㈱

津名一宮IC～鳴門ＩＣ（上下線） 通行止(9/16 0：40～)

解除状況

① 神戸淡路鳴門自動車道 洲本IC～鳴門ＩＣ（上下線） 通行止(9/15 18：40～) 9/16 0:40

道路名

高速道路等通行規制・被害状況報告書

9/16 3:40

⑮ 阪神高速道路 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北～中島（上下線） 通行止(9/16 4：42～) 9/16 8:30

⑤ 神戸淡路鳴門自動車道

1



２ 交通関係の規制情報

注）必要に応じ、被災写真等を添付

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

通行止(9/16 4：48～) 基準雨量（180mm）超過の為 9/16 10:50

17

16 第二神明道路 NEXCO西日本 須磨IC～明石西IC（上下線）

高速道路等通行規制・被害状況報告書

道路名 管理者 区間 規制状況 理由（被災状況等） 解除状況

2



別紙

開始 解除 迂回路

（一）津井津井港線 全面 0.9 km 2013/9/15 14:00 2013/9/16 9:30

南あわじ市湊登立～南あわじ市津井中央 一部 km

（主）福良江井岩屋線 全面 2.6 km 2013/9/15 14:45

洲本市五色町都志～淡路市明神 一部 km

3 （主）洲本灘賀集線 全面 2.8 km 2013/9/15 15:00

南あわじ市灘土生～南あわじ市灘地野 一部 km

（主）阿万福良湊線 全面 6.0 km 2013/9/15 16:00

南あわじ市阿那賀 一部 km

（主）福良江井岩屋線 全面 2.6 km 2013/9/15 17:00

淡路市明神～淡路市江井 一部 km

（主）福良江井岩屋線 全面 1.3 km 2013/9/15 17:00

淡路市尾崎～淡路市室津 一部 km

（主）福良江井岩屋線 全面 0.8 km 2013/9/15 19:00

淡路市江井～淡路市郡家 一部 km

洲本灘賀集線(76号) 全面 6.5 km 2013/9/15 19:30

洲本市畑田組～南あわじ市灘山本 一部 km

（一）大津西有年線 全面 3.0 km 2013/9/15 19:45 2013/9/16 7:55

赤穂市大津～赤穂市西有年 一部 km

（一）市野瀬有馬線 全面 km

西宮市山口町香花園 一部 0.1 km 2013/9/15 20:00

（一）中島揖保川線 全面 1.8 km 2013/9/15 20:10 2013/9/16 8:45

たつの市揖保川町市場 一部 km

（主）篠山山南線 全面 5.4 km 2013/9/15 21:30

篠山市大山下川代～丹波市山南町上滝 一部 km

(一)周世尾崎線 全面 1.2 km 2013/9/15 22:10 2013/9/16 7:20

赤穂市高雄（古川橋）～赤穂市高野 一部 km

（主）坂越御崎加里屋線 全面 2.9 km 2013/9/15 22:30 2013/9/16 7:10

赤穂市坂越～赤穂市御崎 一部 km

（主）洲本灘賀集線 全面 11.0 km 2013/9/15 22:45

洲本市由良生石～洲本市畑田組 一部 km

（一）福知山山南線 全面 1.5 km 2013/9/15 23:30

丹波市青垣町東芦田（穴の裏峠） 一部 km

（一）切畑道場線 全面 0.7 km 2013/9/15 23:00

宝塚市玉瀬（武田尾） 一部 km

（一）口小野庄境線 全面 0.3 km 2013/9/15 23:00

豊岡市下鉢山 一部 km

（一）下宮六地蔵線 全面 0.4 km 2013/9/15 23:40

豊岡市日撫 一部 km

(一)中山綾部線 全面 3.0 km 2013/9/15 23:45

丹波市春日町上三井庄（三春峠） 一部 km

(一)加古川右岸自転車道線 全面 4.0 km 2013/9/15 23:30

高砂市荒井町小松原～加古川市米田町
船頭

一部 km

(主)福良江井岩屋線 全面 km

淡路市鳥飼浦 一部 0.2 km 2013/9/15 23:45

(国)429号 全面 3.4 km 2013/9/15 23:45

丹波市青垣町中佐治（榎木峠） 一部 km

規制基準雨量超
過

23 有 (国)175号、(国)427号

規制基準雨量超
過

冠水

有

(国)175号、427号

(一)香住大谷線

有

冠水

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

（国）176号、（主）多
可柏原線

県管理道路の規制情報

対応状況
（迂回路道路名）

○ ８０箇所、うち全面通行規制６６箇所、うち片側通行規制６箇所

規制基準雨量超
過

1

番号
路線名・箇所名 理由

（主）洲本五色線、大
谷鮎原神代線、志筑郡
家線

（主）宝塚唐櫃線

19 有

有21

無

14

15

(主)高砂加古川加西線冠水

22

無

土砂流出

（国）178号

20

冠水

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

宝塚市道

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

有

2 有
規制基準雨量超
過

有6

有

規制基準雨量超
過

土砂流出

無

（一）生穂育波線、淡
路市道

7

有
規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

無

18 有

9

16

10

17

13 有

11

規制状況

（一）阿那賀市線、市
道津井伊加利線

（主）洲本五色線、大
谷鮎原神代線、
志筑郡家線

（主）洲本五色線、大
谷鮎原神代線、
志筑郡家線

区分
備 考

12 有

4

規制基準雨量超
過

有

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

5

8



開始 解除 迂回路

対応状況
（迂回路道路名）番号

路線名・箇所名 理由
規制状況

区分
備 考

(国)429号 全面 4.1 km 2013/9/15 23:45

丹波市青垣町大名草（青垣峠） 一部 km

(主)三田篠山線 全面 4.1 km 2013/9/16 0:30

三田市母子～篠山市小枕 一部 km

(一)姫路木材港線 全面 0.1 km 2013/9/15 22:00 2013/9/16 5:10

姫路市網干区浜田 一部 km

（国）429号 全面 7.0 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 10:50

宍粟市波賀町水谷～一宮町河原田（高野
峠）

一部 km

(主)養父宍粟線 全面 0.2 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 8:00

宍粟市一宮町倉床 一部 km

(主)一宮生野線 全面 2.0 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 9:45

宍粟市一宮町福知 一部 km

(一)道谷三方線 全面 5.0 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 10:55

宍粟市一宮町公文 一部 km

(一)上ノ波賀線 全面 3.0 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 10:30

宍粟市山崎町上ノ下 一部 km

(国)427号 全面 4.4 km 2013/9/16 0:30

丹波市青垣町遠阪～朝来市山東町柴 一部 km

(主)朝来出石線 全面 7.7 km 2013/9/16 0:30

朝来市和田山町和田～朝来市和田山町
朝日

一部 km

(主)養父宍粟線 全面 8.5 km 2013/9/16 1:50 2013/9/16 10:55

養父市大屋町須西～明延 一部 km

(主)朝来出石線 全面 1.8 km 2013/9/16 0:30

豊岡市出石町奥山～朝来市和田山町朝
日

一部 km

(主)宝塚唐櫃線 全面 4.0 km 2013/9/16 0:30

西宮市塩瀬町生瀬～山口町船坂 一部 km

(主)大沢西宮線 全面 5.4 km 2013/9/16 0:30

西宮市山口町船坂～越水字社家郷山 一部 km

(主)姫路上郡線 全面 km

姫路市西脇市（丸山交差点） 一部 0.05 km 2013/9/16 0:45 2013/9/16 5:50

（主）日高竹野線 全面 3.6 km 2013/9/16 1:00

豊岡市竹野町床瀬～豊岡市目坂 一部 km

（主）日高竹野線 全面 4.9 km 2013/9/16 1:00

豊岡市竹野町二連原～豊岡市竹野町床
瀬

一部 km

（一）村岡竹野線 全面 3.0 km 2013/9/16 1:00

豊岡市竹野町桑野本～豊岡市竹野町門
谷

一部 km

（主）塩瀬宝塚線 全面 2.8 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 8:00

宝塚市切畑 一部 km

(一)切畑多田院線 全面 km

宝塚市切畑 一部 0.01 km 2013/9/16 0:50

(国)428号 全面 km

三木市吉川町大畑 一部 0.02 km 2013/9/16 1:00

(主)川西篠山線 全面 0.9 km 2013/9/15 23:30 2013/9/16 9:55

川西市西多田２丁目(西多田交差点)～川
西市多田院西２丁目(多田大橋西詰)

一部 km

(主)川西篠山線（旧道） 全面 2.6 km 2013/9/16 1:15 2013/9/16 9:55

川西市西多田院(清和大入口交差点)～川
西市石道(清和大橋西詰交差点)

一部 km

(一)奥山精進線 全面 1.8 km 2013/9/16 2:00

芦屋市奥山～芦屋市山手町 一部 km

(国)429号 全面 5.0 km 2013/9/16 2:30

朝来市佐嚢～佐嚢 一部 km

(主)豊岡竹野線 全面 1.8 km 2013/9/16 1:00

豊岡市城崎町飯谷～豊岡市畑上 一部 km

40 無
規制基準雨量超
過

39 無
規制基準雨量超
過

38 冠水

37 有 西宮北有料道路
規制基準雨量超
過

36 有
(主)明石神戸宝塚線、
芦有道路

規制基準雨量超
過

35 有 (主)宮津養父線
規制基準雨量超
過

34
規制基準雨量超
過

33 有
(国)9号、(国)312号、
(主)宮津養父線、(一)
物部藪崎線

規制基準雨量超
過

32 有 北近畿豊岡自動車道
規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

29
規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

30

27
規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

28

24 有 (国)427号
規制基準雨量超
過

31

43

26

規制基準雨量超
過

冠水

25

41 無
規制基準雨量超
過

42 冠水

崩土

44 崩土

冠水

46 冠水

45

47 有
(主)明石神戸宝塚線、
芦有道路

規制基準雨量超
過

48 無
規制基準雨量超
過

49 無
規制基準雨量超
過



開始 解除 迂回路

対応状況
（迂回路道路名）番号

路線名・箇所名 理由
規制状況

区分
備 考

(主)豊岡竹野線 全面 4.6 km 2013/9/16 1:00

豊岡市竹野町阿金谷～豊岡市城崎町湯
島

一部 km

(主)香美久美浜線 全面 9.9 km 2013/9/16 1:00

豊岡市竹野町竹野～豊岡市瀬戸 一部 km

(主)香美久美浜線 全面 0.8 km 2013/9/16 1:00

豊岡市三原～京都府境 一部 km

(一)本郷東浜谷線 全面 2.1 km 2013/9/16 2:30

篠山市本郷～篠山市火打石 一部 km

(主)一宮生野線 全面 0.2 km 2013/9/16 2:00 2013/9/16 8:25

神崎郡神河町栗 一部 km

(主)大屋波賀線 全面 3.0 km 2013/9/16 3:00 2013/9/16 9:45

養父市大屋町若杉～若杉峠 一部 km

(主)豊岡瀬戸線 全面 5.4 km 2013/9/16 3:00

豊岡市森津～豊岡市城崎町今津 一部 km

(国)173号 全面 0.05 km 2013/9/16 3:00

川西市多田桜木２丁目(多田駅前交差点) 一部 km 2013/9/16 5:00

(一)坊勢島線 全面 km 2013/9/16 2:50

姫路市家島町坊勢 一部 0.01 km

(主)明石神戸宝塚線 全面 5.3 km 2013/9/16 3:30

西宮市越水 一部 km

(一)藤井上石線 全面 0.1 km 2013/9/16 3:40

豊岡市日高町上石 一部 km

(一)赤花薬王寺線 全面 8.3 km 2013/9/16 3:00 2013/9/16 10:40

豊岡市但東町赤花～豊岡市但東町薬王
寺

一部 km

（主）但東夜久野線 全面 2.8 km 2013/9/16 3:00

豊岡市但東町天谷～府県境 一部 km

(主)山東大江町 全面 4.3 km 2013/9/16 3:00

府県境～豊岡市但東町久畑 一部 km

(一)市場多井田線 全面 0.4 km 2013/9/16 3:20

小野市大島町 一部 km

（一）天谷佐田線 全面 3.7 km 2013/9/16 3:00

豊岡市但東町佐々木～豊岡市但東町佐
田

一部 km

(一)佐々木小谷線 全面 4.5 km 2013/9/16 3:00

豊岡市但東町佐々木～豊岡市但東町相
田

一部 km

(一)千種新宮線 全面 4.3 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 10:15

宍粟市千種町鷹巣～宍粟市山崎町小茅
野

一部 km

（一）大沢岩野辺線 全面 3.0 km 2013/9/16 0:00 2013/9/16 10:15

宍粟市山崎町小茅野 一部 km

（国）429号 全面 14.6 km 2013/9/16 5:00

朝来市生野町上佐野～朝来市生野町黒
川

一部 km

（一）岩屋生野線 全面 4.0 km 2013/9/16 4:30

朝来市生野線猪野々 一部 km

（主）川西篠山線 全面 0.02 km 2013/9/16 3:45

猪名川町木津 一部 km

阿那賀市線 全面 1.8 km 2013/9/16 6:00 2013/9/16 8:50

南あわじ市志知 一部 km

（一）朝阪山南線 全面 0.3 km 2013/9/16 6:00

丹波市氷上町小野～丹波市山南町応地 一部 km

(一)姫路環状線 全面 km

姫路市飾磨区山崎台 一部 0.02 km 2013/9/16 6:20

阿万福良湊線 全面 1.7 km 2013/9/16 6:30 2013/9/16 10:15

南あわじ市阿万吹上～南あわじ市阿万塩
屋

一部 km

（一）戸島玄武洞豊岡線 全面 0.1 km 2013/9/16 7:20

豊岡市赤石 一部 km

(国)175号

有

有

(一)島能勢線、（国）
173号、（主）川西三田
線

73

74

有

有

冠水

冠水

69

70

71

72

(国)312号、(主)日高竹
野線

(主)小野香寺線、小野
市道

60 有

62 無

冠水

61

無
規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

64 有

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

67

68

(国)312号、（国）427
号、（国）9号

63 無

(国)312号

66 無

規制基準雨量超
過

冠水

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

55

54

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

52 無

56 無

51 有
(国)178号、(主)日高竹
野線

58 崩土

流域下水のマン
ホールの浮き上が
り

53 無

無65

有
（国）178号、（主）日
高竹野線

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

規制基準雨量超
過

崩土

50

57

規制基準雨量超
過

冠水

規制基準雨量超
過

冠水

59

冠水

冠水 無

舗装損傷

75

76



開始 解除 迂回路

対応状況
（迂回路道路名）番号

路線名・箇所名 理由
規制状況

区分
備 考

（国）312号 全面 0.4 km 2013/9/16 7:30

豊岡市庄境～豊岡市梶原 一部 km

（一）市野瀬有馬線 全面 0.2 km 2013/9/16 7:30 2013/9/16 9:40

三木市吉川町水上 一部 km

三木宍粟線 全面 0.4 km 2013/9/16 7:03

小野市住永町～栗田町 一部 km

市場多井田線 全面 0.3 km 2013/9/16 3:20

小野市片山町～大島町 一部 km

（一）山田日高線 全面 4.5 km 2013/9/16 8:00

香美町村岡区山田～香美町村岡区小城 一部 km

（主）大屋波賀線 全面 1.4 km 2013/9/16 3:00 2013/9/16 9:45

宍粟市波賀町道谷～養父市大屋町若杉 一部 km

（主）神戸加古川姫路線 全面 0.08 km 2013/9/16 9:40

加古川市八幡町上西条 一部 km

有 (国)178号冠水

78 冠水

77

79 橋脚の破損 有
市場多井田線、市道
（新大河橋）、加古川
小野線

83 冠水

80 冠水

82 事前通行規制

81
規制基準雨量超
過

無


