
平成25 年台風18 号における 
災害対応について 

 

京都市行財政局 

防災危機管理室 



平成２５年台風１８号の概要（１） 
○ 13 日3時 

 小笠原諸島近海で発生 

○ 14 日9時 

 強風域の半径が500km 超で大型の台風に 

○ 16 日8 時前 

 潮岬の南海上を通り、暴風域を伴って愛知県 

 豊橋市付近に上陸 

○ 16 日21 時 

 東海地方、関東甲信，東北地方を北東に進み、
北海道の東で温帯低気圧に 



気象庁資料「台風第18 号による大雨」から引用 



平成２５年台風１８号の概要（２） 

○ 9 月15 日から16 日までの総雨量 

  ・ 近畿、東海地方を中心に400 ミリ超 

  ・ 三重県宮川で575.5 ミリ 

  ・ 奈良県上北山で542.5 ミリ 

○ 観測史上 第１位を更新 

  ・ 最大１時間降水量 13 地点 

  ・ 最大3 時間降水量 25 地点 

  ・ 最大24 時間降水量 35 地点 

  ・ 最大48 時間降水量 25 地点 



平成２５年台風１８号の概要（３） 

第１位 ３８３．５ミリ 久多 

第２位 ３４５．５ミリ 東部山間 

第３位 ３２２．５ミリ 峰床山 

第４位 ２６１．０ミリ 小塩山 

第５位 ２５６．０ミリ 鹿ヶ谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市における総雨量 

 

 

 

 

  

 

 最大時間雨量 ４６．５ミリ（東部山間） 



天気図１ 
（京都地方気象台「平成25 年台風第18 号による大雨について」から引用） 



天気図２ 
（京都地方気象台「平成25 年台風第18 号による大雨について」から引用） 



天気図３ 
（京都地方気象台「平成25 年台風第18 号による大雨について」から引用） 



平成２５年台風１８号の概要（４） 

京都市における被害状況 

○人的被害 負傷３名 

○建物被害 全壊４件，半壊６件 

    一部損壊１６４件 

○浸水被害 床上６１９件，床下８１１件 

○道路被害 土砂崩れ等２０９箇所 

    冠水５１箇所，倒木３４箇所 

    落橋 ２箇所 

○文化財被害６件 ○農林被害９５５件 

 

 



嵐山渡月橋 



三条大橋から見た鴨川 



桂川，鴨川合流地点 



日吉ダム 



平常時からの水災害対策 

○防災マップ（水災害編） 

  行政区別のマップを全戸配布 

  平成１６年から垂直避難の考え方を取入れ 

○市民防災行動計画 

  町内会ごとに作成する防災計画 

○土砂災害（特別）警戒区域における対策 

  警戒避難体制の整備（避難計画など） 

○地下施設の安全確保計画（浸水防止計画） 

  地下街，集客施設の地階，地下鉄駅など 



防災マップ（水災害編） 



浸水時の避難行動 



市民防災行動計画 
○自主防災会 

 小学校の通学区を単位 ２２７組織 

○自主防災部 

 町内会を単位 ６，２８６組織 

 「市民防災行動計画」を作成 

 

 昭和３４年～昭和３６年に作った自主防火町制度 

 → 地震等の災害にも対応できるように発展させ 

  自主防災組織を結成（結成率１００％） 



警戒避難体制の整備（土砂災害） 



地下施設の避難確保計画 
市内８０事業所等で策定 

○ 対象施設 

 ・ 地下街 

 ・  地下駐車場 

 ・  地下駐輪場 

 ・  地下駅舎 

 ・  商業施設の地階 

 ・  その他 

 

○ 災害時に送付する情報 

 ・ 大雨，洪水警報 

 ・ 洪水予報 

 ・ 避難判断水位到達情報 

 ・ 避難情報 

    避難準備情報 

    避難勧告 

    避難指示 



災害対策の体制 

○大雨、洪水注意報 

 災害警戒本部設置 情報収集など 

 職員若干名 

○大雨、洪水、暴風警報 

 災害対策本部設置 災害対応 

 第１号体制（職員約１，３００人） 

○大雨特別警報 

 第３号体制（全職員の半数 約７，７００名） 



情報収集の体制 
○水災情報システム 

 雨量計（１００箇所），水位計（４８箇所） 

○ＸバンドＭＰレーダー雨量情報 

○気象庁ホームページ 

○ホットライン 

 京都地方気象台，京都府，京都府警 

 （台風説明会，テレビ会議） 

○一般加入電話 

 淀川河川事務所，淀川ダム統合管理事務所 

 日吉ダム管理署 



情報提供の手段 
○テレビ、ラジオ 

○ホームページ，ＳＮＳ 

○多メディア一斉送信システム 

 （水災情報システムの一機能） 

○緊急速報メール 

○京都減災プロジェクト 

○広報車等によるマイク放送 

○自主防災会への電話 

○要配慮者利用施設等への連絡 



テレビ、ラジオ 

○「災害時の放送に関する協定」 

 必要な放送をＦＡＸで依頼 

  テレビ局２局， ケーブルテレビ局１局 

  ＦＭラジオ局４局 

○「住民避難に関する情報」の伝達 

 避難情報をＦＡＸで依頼 

  地上デジタル放送テレビ 

  ワンセグ携帯 



多メディア一斉送信システム 

○複数メディアで情報提供 

 携帯メール，携帯電話，固定電話，ＦＡＸから 

 ３種類を選んで，順番を指定 

 【例１】①携帯メール ②携帯電話 ③ＦＡＸ 

 【例２】①Ａさんの携帯メール 

     ②Ｂさんの携帯メール ③事務所の電話 

○受信の確認が可能（メールのＵＲＬクリック等） 

○ ①で受信確認がなければ，②へ 

  ②で受信確認がなければ③へ 



情報提供先（多メディア一斉送信システム） 

○大雨・洪水警報 

 地下施設，要配慮者利用施設 

○土砂災害警戒情報 

 自主防災会，要配慮者利用施設 

○洪水予報，避難判断水位到達情報 

 自主防災会、地下施設，要配慮者利用施設，水防団 

○大雨特別警報 

 全市民 

○避難情報 

 関係市民、自主防災会，地下施設，要配慮者利用施設 

 水防団 



緊急速報メール 

○ＮＴＴドコモ，ａｕ，ソフトバンクと契約 

 ・ ＮＴＴドコモ  ２４年８月運用開始 

 ・ ａｕ，ソフトバンク ２５年２月運用開始 

○京都市 行政区を単位として送信 

 （１１行政区） 

○２５年３月１１日 

 シェイクアウト訓練実施 

 全市に訓練メール送信 

 



京都減災プロジェクト 



気象警報・注意報の発表状況 

注意報 警報 
特別 
警報 

日 時間 大雨 洪水 雷 強風 
大雨
土砂 

大雨 
浸水 

洪水 
大雨 
土砂 

大雨 
浸水 

１５ 

８：１２ ● ● 

１６：２６ ● ● ↓ ↓ 

１９：１５ ↓ ↓ ↓ ● 

２１：５１ ↓ ↓ ↓ ● 

２３：５６ ↓ ↓ ↓ ● ↓ 

１６ 

５：０５ ↓ ↓ ↓ ● ● 

９：５８ 解除 ↓ ● ↓ 解除 解除 

１５：３７ 解除 ↓ ↓ 

１８：２１ ▼ ▼ 解除 解除 

１７ 
６：２０ ↓ 解除 

１０：２０ 解除 



土砂災害警戒情報の発表状況 
日 時間 対象地域 

１６日 

０：３５ 第２号 
北区、左京区、東山区、右京区、伏見区、
山科区、西京区 

１２：５０ 第５号 左京区、右京区 

１７：４５ 第６号 全解除 

台風１８号に関する気象情報の発表状況 

日 時間 情報名 日 時間 情報名 

１４日（土） １７：０５ 台風１８号 

１６日（月） 

６：２２ 台風１８号 

１５日（日） 

６：００ 台風１８号 ７：５４ 台風１８号 

１６：４５ 台風１８号 １０：２７ 台風１８号 

２３：１４ 台風１８号 １６：２４ 大雨 

１６日（月） 
１：２１ 台風１８号 １８：４０ 大雨 

５：０５ 記録的大雨 １９：５１ 大雨 











日吉ダムの水位状況 

淀川ダム統合管理事務所，日吉ダム管理所資料から引用 



河川情報 
○洪水予報（３河川） 

 桂川下流域，鴨川・高野川，宇治川 

○避難判断水位到達情報（３河川） 

 山科川，弓削川，桂川（周山） 

○水防警報（９河川） 

 桂川下流域，桂川中流・園部川，山科川 

 小畑川，天神川，宇治川，木津川，弓削川 

 桂川（周山） 

○ダム連絡（２ダム） 

 天ケ瀬ダム（→宇治川），日吉ダム（→桂川） 



鴨川・高野川洪水予報発表状況 
日 時間 標題 

１６日 

１：１０ １号 はん濫注意情報 

３：５０ ２号 はん濫注意情報 

７：４０ ３号 はん濫危険情報 

９：１０ ４号 はん濫警戒情報 

９：４０ ５号 はん濫注意情報 

１３：４０ ６号 はん濫注意情報 解除 

日 時間 標題 

１６日 

２：４０ １号 はん濫危険情報 

７：２３ ２号 はん濫発生情報 

１５：２０ ３号 はん濫情報解除 

桂川下流域洪水予報発表状況 



宇治川洪水予報発表状況 
日 時間 標題 

１６日 

１：００ 第１号 はん濫注意情報 

５：００ 第２号 はん濫警戒情報 

７：２０ 第３号 はん濫危険情報 

１０：５０ 第４号 はん濫注意情報 

弓削川避難判断水位到達情報 
発表状況 

日 時間 標題 

１６日 
１：５０ １号 避難判断水位情報（到達） 

９：５０ ２号 避難判断水位情報（下回り） 



本市の災害対応 
日 時間 気象状況 本市の対応 

１５日 

１６：２６ 大雨，洪水，雷，強風注意報発表 災害警戒本部設置 

１９：１５ 大雨警報発表 災害対策本部設置 １号体制 

２１：５１ 洪水警報発表 

１６日 

０：３５ 土砂災害警戒情報発表 

２：３０ ～３：５５ 避難準備情報発令 

４：００ ～９：００ 避難勧告発令 

５：０５ 大雨特別警報発表 ３号体制（半数）召集 

６：５０ 自衛隊派遣要請 

７：２３ 桂川下流域 はん濫発生 

７：４５ ～９：３０ 避難指示発令 

９：５８ 大雨特別警報解除 

１０：３０ ～１４：３０ 自衛隊現地活動 

１１：３０ ～１７：３０ 避難勧告，指示 順次解除 

１２：５０ 土砂災害警戒情報一部解除 



本市の災害対応（続き） 

日 時間 気象状況 本市の対応 

１６日 

１４：２０ ３号体制を縮小 

１４：３０ 自衛隊撤収要請 

１７：４５ 土砂災害警戒情報全解除 

１８：２１ 大雨，洪水警報，注意報に切換 １号体制を解除 

１７日 
６：２０ 洪水注意報解除 

１０：２０ 大雨注意報解除 



避難情報の発令状況 

■避難準備情報（２：３０～３：５５） 

 ９学区 約２１，０００世帯 約５５，０００人 

■避難勧告（４：００～９：００） 

 ２１学区 約１５，０００世帯 約３４，０００人 

■避難指示（７：４５～９：３０） 

 ３１学区 約１１、０００世帯 約２７０，０００人 

 

 ６７箇所の避難所へ，約３，８００人が避難 

 



災害の課題 

○避難指示等の発令のタイミング 

○職員の増員召集のタイミング 

○中小河川等の情報収集 

○道路，公共交通機関の情報収集・伝達 

○外国人，災害時要援護者への情報伝達 

○避難所への情報伝達 

○ホームページへのアクセス集中 

など 


