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多摩川 ・ 鶴見川 ・ 相模川を管理する

国土交通省 関東地方整備局

京 浜 河 川 事 務 所

平成２１年１０月台風１８号出水
第１報（H21.10.8 18時作成）

－多摩川・鶴見川・相模川－

※本文中の雨量、水位データ等は速報値であり、今後変更となる場合があります。

鶴見川多目的遊水地 １０／８ １５時頃 撮影



出水概要

台風１８号は１０月８日の早朝５時過ぎに愛知県知多

半島付近に上陸、関東地方の西側を進み、東北地方

へと北上しました。

台風の上陸前の秋雨前線による降雨と２年ぶりの上

陸となった台風による降雨により京浜河川事務所管内

では、鶴見川流域と多摩川中下流部で、今年一番の

洪水となりました。
鶴見川では、８日未明から時間２０mm～４０mmの

強い雨が３時間程度続いたため、水位が上昇し、亀の
子橋水位観測所で、避難判断水位（6.70ｍ）に迫る

6.33ｍを観測しました。このため、昨年の８月に続き、

鶴見川の洪水を鶴見川多目的遊水地に貯留し、洪水

調節を行いました。

多摩川では、中下流部が鶴見川と同じく８日未明か

らの降雨により水位が上昇、田園調布（上）水位観測
所では水防団待機水位（4.50ｍ）を上回る5.39ｍを観

測しました。このため、下流部の浸水被害を防止する

ため国が管理する水門を閉じる操作を実施しました。

今回の出水では、現時点で沿川での浸水被害や河

川管理施設の被災は、報告されておりませんが、次の

出水に向け、現在鋭意調査を進めております。

被災が発見されれば速やかに対策を行い、防災対

策に万全を期します。
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１．気象概況

台風１８号は７日（水）、潮岬東側を通過し、知多半島付近に上陸した後、
強い勢力を保ったまま早い速度で進み、中部地方、関東地方と北陸地方
の間を進み、各地で暴風や大雨を降らし、現在は東北地方を北上する見
込みです。

また、管内の降り始めからの総雨量は、鶴見川流域の川崎観測所で２
００ｍｍ、鶴見観測所では２１８ｍｍ、多摩川流域の田園調布(下)観測所

では１９５ｍｍ、支川浅川の高尾観測所では１９２ｍｍ、相模川流域の道
志観測所で２４１ｍｍとなりました。

台風の経路図（最接近時）
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京浜河川事務所管内の降雨状況

京浜河川事務所管内雨量観測所・水位観測所 位置図

－18821314019210626416114121平塚市平 塚

－24012832170528836060297241
相模原市
藤野町

道 志

相模川

122265262246139116295208123179町田市鶴 川鶴見川

861042631201496927480140195大田区
田園調布

（下）

－4143133416791281795424491
西多摩郡
奥多摩町

日原

485477316336649138188710114132
西多摩郡
奥多摩町

小河内

多摩川

S49.9S57.8S57.9H11.8H13.9H14.10H16.10H19.9H20.8今回観測所名河川名

総雨量（mｍ）



１．鶴見川

● 平成２０年８月末出水と同程度の出水となりました。

※このグラフは時刻別水位である。

２．出水状況と洪水予報・水防警報等

鶴見（神奈川県横浜市）
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水防警報の実施
・洪水によって災害が起きるおそれがある河川において、水防警報を発表し、
水防管理団体に対して水防活動を行う必要がある旨を通知するものです。

10/8
8:30

10/8
4:00

10/8
3:10

亀の子橋

解除待機情報指示出動準備待機
基準
観測所

鶴見川多目的遊水地洪水情報の実施
・鶴見川多目的遊水地内の関係８機関に対して、遊水地での洪水に関する対
応を行う上で必要となる情報を配信するものです。

１７：１２に排水門のゲートを閉め放流を完了した。これに伴い、
「遊水地警戒洪水体制」を解除する。

１０／８ １７：３０洪水情報第９号

鶴見川多目的遊水地の排水門ゲートを開け、放流を開始した。１０／８ １１：３０洪水情報第８号

６：１０に鶴見川多目的遊水地への流入はなくなりました。１０／８ ６：４０洪水情報第５号

７：００に亀の子橋水位がTP+5.3m（水防団待機水位）を下回っ
たので、「遊水地洪水警戒体制２」に移行する。

１０／８ ８：００洪水情報第６号

３：３６に鶴見川多目的遊水地への流入が始まりました。１０／８ ３：３０洪水情報第４号

亀の子橋水位がTP+3.5mを下回ったので、「遊水地洪水警戒
体制１」に移行する。

１０／８ １１：００洪水情報第７号

亀の子橋水位がTP+5.3m（水防団待機水位）を越え、今後も水
位上昇が見込まれるため、「遊水地洪水警戒体制３」に入る。

１０／８ ３：１０洪水情報第３号

亀の子橋水位がTP+3.5mを越えかつ遊水地上流域の4時間累
加雨量が35mmを越え、今後も水位上昇が見込まれるため、
「遊水地洪水警戒体制２」に入る。

１０／８ ２：００洪水情報第２号

横浜・川崎地区で大雨洪水警報が発令されたため、「遊水地洪
水警戒体制１」に入る。

１０／７ ２１：２１洪水情報第１号

主な内容日時配信名

参考：観測水位データ

3.82 3.50 －2.70 2.204:301.55末吉橋

5.40 4.603.803.50 3.004:202.80綱島

8.27 7.70 6.70 5.80 5.304:206.33亀の子橋
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２．多摩川

● 多摩川では大きな出水にはなりませんでした。

※このグラフは時刻別水位である。

２．出水状況と洪水予報・水防警報等
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洪水予報の実施
・洪水が発生するおそれがある場合に、気象庁が降水量などの気象を、国土
交通省が河川の水位又は流量を予測し発表するものです。

－－発令なし

主な内容発令日時発令種別名

水防警報の実施
・洪水によって災害が起きるおそれがある河川において、水防警報を発表し、
水防管理団体に対して水防活動を行う必要がある旨を通知するものです。

10/8
8:00

１0/8
2:50

報恩橋

10/8
11:10

10/8
3:00

田園調布（上）

解除待機情報指示出動準備待機
基準
観測所

3.58 2.80 2.30 2.20 1.903:401.76浅川橋

3.80 3.80 －2.80 2.309:002.54多摩川河口

10.35 8.507.80 6.00 4.505:305.39田園調布（上）

5.94 5.60 4.70 4.30 4.004:203.40石原

4.71 3.90 －2.80 2.007:500.93日野橋

4.70 3.202.701.00 0.208:10-1.51調布橋
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３．相模川

● 平成２０年８月末出水と同程度の出水であった。

※このグラフは時刻別水位である。

２．出水状況と洪水予報・水防警報等
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３．京浜河川事務所の取り組み

①京浜河川事務所洪水体制
京浜河川事務所は、台風１８号の接近に伴う降雨の影響により、厳重に監
視する必要がある事から、平成２１年１０月７日１６時００分に注意体制に
入り、その後、水位の上昇等により警戒体制に移行し、関係機関への情報

の提供・河川管理施設の操作等を実施しました。

京浜洪水対策支部は、１０月８日８時４０分警戒体制から
注意体制に移行する。京浜管内全ての水位観測所におい
て、はん濫注意水位を下回り台風１８号による降雨の影響
が無くなったことから、京浜洪水対策支部は警戒体制から
注意体制へ移行する。

注意体制10月08日(木)
08時40分

京浜洪水対策支部は、平成２１年１０月８日１２時００分に
注意体制を解除し、京浜洪水対策支部を廃止する。

解除10月08(木)
12時00分

台風１８号の接近に伴う降雨の影響により、鶴見川の亀の
子橋水位観測所において３：４０にはん濫注意水位を上
回った。今後も台風本体の降雨により、さらに水位が上昇
することが見込まれることから京浜洪水対策支部は注意
体制から警戒体制に移行する。

警戒体制10月08日(木)
03時40分

台風１８号の接近に伴う降雨の影響により、厳重に監視す
る必要がある事から、平成２１年１０月７日１６時００分に注
意体制に入る。

注意体制10月07日(水)
16時00分

体制内容体制日時

②出水時現地調査（及び今後の予定）
鶴見川は過去に浸水被害の実績があるため、８日未明、事務所職員２名
による沿川の浸水被害調査を実施しました。
また、川崎市の要請を受け、浸水被害が疑われる箇所に職員２名を派遣
し、調査を実施しました。
出水後は、沿川自治体と連携し浸水被害状況の調査を実施するとともに、
水位低下後には堤防等の河川管理施設の被害状況調査を実施します。



３．京浜河川事務所の取り組み

④水防活動支援
＜土嚢の事前設置＞
多摩川下流部の川崎市戸手北地先の一部は
堤防で守られていない、いわゆる無堤地区と
なっているため、台風の接近に伴い、京浜河
川事務所では、１０月６日に土嚢５００袋を同
地区に設置しました。あわせて、水防管理団
体である川崎市消防局と情報交換を行い、増
水時の対応の確認を行いました。

京浜河川事務所では、災害時に地域の水防責
任者である首長と事務所長が直接対応を協議す
るホットラインの開設を推進しています。今回の
台風の接近に伴い、避難判断水位に迫る洪水と
なった鶴見川の２首長と延べ３回のホットライン
での情報提供と意見交換を実施しました。

•被害状況について報告を受ける

•国として出来ることがあれば何でも言って欲しい

横浜市鶴見区長10月8日5:51

•早淵川高田橋に職員を派遣し、対応をしている旨
の報告を受ける

•あわせて、亀の子橋は予断を許さない状況である
ことを伝達

•国として出来ることがあれば何でも言って欲しい

横浜市港北区長10月8日4:26

•亀の子橋水位観測所の水位が上昇し、避難判断
水位に迫る状況であることを伝達

•国として出来ることがあれば何でも言って欲しい

横浜市港北区長10月8日3:54
主な内容自治体日時

③水防活動支援（ホットラインの活用）

＜排水ポンプ車の出動準備＞
沿川自治体からの内水被害発生時の排水ポ
ンプ車の出動要請に迅速に対応するため、降
雨の強くなった８日未明に、多摩川大師河原
防災ステーションに職員とポンプ車の出動準
備を整えました。（結果として要請はありませ
んでした）



３．京浜河川事務所の取り組み

⑤河川敷利用者等への指示
京浜河川事務所では、台風の接近に伴い、管理する３河川（多摩川、鶴見川、
相模川）の各河川占用者及び許可構造物管理者に対し、出水時における占
用工作物の撤去及び構造物の操作等適切な対応を行うようＦＡＸにて注意喚
起を実施しました。また、洪水時に工作物の撤去が必要となる平面占用者に
対しては、体制の状況及び工作物撤去の状況を河川管理者宛報告すること
も併せて依頼しました。

⑥ホームレスへの情報提供
京浜河川事務所では、今回の台風１８号
の出水に備え、管理する３河川（多摩川、
鶴見川、相模川）の河川内に居住している
ホームレスに対して、洪水の危険を知らせ
るチラシを１軒づつ配布し、注意喚起を行
いました。

多摩川（青梅市） 多摩川（川崎市）

京浜河川事務所が管理する３河川（多摩川、
鶴見川、相模川）には、合計で約840名の
ホームレスが滞在しており、平常時から地元
自治体・警察機関との合同巡視等を通じて、
河川区域内の居住することの危険性を説明し、
退去をうながす取り組みを行っています。

＜沿川自治体からの申し入れ 10/8 6:15＞
河川敷に居住しているホームレスが出水により堤防上などに避難している状況を河川巡
視等で確認した場合は、声かけなどしてもらい、避難する場所がないとのことであれば、
保険部局で受け入れているのでそちらに行くよう促してもらいたい旨の連絡を受ける。



３．京浜河川事務所の取り組み

⑦ホームページによる情報提供
京浜河川事務所では、流域のみなさまの避難行動に活用して頂くことを目的
に、台風接近に伴う降雨状況、河川水位の状況、事務所の取り組み状況等
についてホームページにより情報提供を行いました。

⑧河川情報表示板による情報提供
京浜河川事務所では災害時、流域のみなさまへ情報提供を充実させるため、
河川情報表示板を設置しています。（JR川崎駅、JR八王子駅前、JR平塚駅
前、二ヶ領せせらぎ館の4箇所）

今回の台風接近に伴い、降雨・水位情報、河川情報、避難情報から、河川・
ダムの出水状況・気象情報などの表示を行いました。

１０月８日 ＪＲ川崎駅前 １０月８日ＪＲ平塚駅前



３．京浜河川事務所の取り組み

京浜河川事務所では、自治体への災害
情報の提供を目的に光ファイバーの接続
を推進しており、相模川沿川の平塚市と
協定を締結し、雨量・河川水位の情報提
供を行っている。この情報も活用し、９月
から市ホームページで「防災気象情報」
を開設、今回の台風１８号でも相模川の
雨量、水位情報の提供を行った。

⑨自治体への情報提供＜平塚市＞

京浜河川事務所では、台風の接近に伴い、管理する３河川（多摩川、鶴見
川、相模川）の河川管理施設を的確に操作し、洪水被害の未然防止をはか
りました。

引き上げ式ゲート操作
倒伏ゲート操作

１０月８日 1:19
2:19

二ヶ領宿河原堰多摩川

水門全閉１０月８日 5:08六郷水門多摩川

遊水地への越流開始

遊水地の貯留量

（約64,000m3（速報値））

１０月８日 3:36鶴見川多目的遊水地鶴見川

羽田第二水門

羽田第一水門

施設名

水門全閉１０月８日 4:42多摩川

水門全閉１０月８日 4:31多摩川

操作内容日時河川名

⑩河川管理施設の操作

⑪モニタリング
出水に伴い、鶴見川及び多摩川の支川浅川等で高水流量観測を実施しま
した。また、洪水時の河道の状況や洪水の流向を確認することを目的に、
空中写真撮影（斜め写真）を実施しました。



４．治水施設の効果

鶴見川多目的遊水地の効果を説明

【鶴見川多目的遊水地 貯留状況】

鶴見川多目的遊水地

（越流堤上流）

鶴見川
流入

約64,000m3流入

鶴見川

鶴見川多目的遊水地

（越流堤上流）

【鶴見川 洪水流入状況】

約64,000m3台風１８号平成２１年１０月８日７

約50,000m3前線による豪雨平成２０年８月３０日６

約9,000m3前線による豪雨平成２０年５月２０日５

約50,000m3前線による豪雨平成１７年９月４日４

約80,000m3台風２３号平成１６年１０月２０日３

約1,250,000m3台風２２号平成１６年１０月９日２

約7,000m3前線による豪雨平成１５年８月１５日１

流入量出水名年月日No.

【鶴見川多目的遊水地 流入実績】



５．出水状況写真

鶴見川

新吉田（港北区）４：３０ 新吉田（港北区）１１：２０

越流堤上流（港北区）４：２０ 越流堤上流（港北区）４：２０

越流堤内（港北区）６：２４

亀の子橋（港北区）１５：３０亀の子橋（港北区）４：３０



５．出水状況写真
多摩川・浅川

石原観測所（府中市）10/8 0:00 石原観測所（府中市） 平常時

二子玉川地先（世田谷区）10/8 0:00 二子玉川地先（世田谷区） 平常時

浅川橋（八王子市）10/8 0:00 浅川橋（八王子市） 平常時

高幡橋（日野市）10/8 0:00 高幡橋（日野市） 平常時




