
プ レ ス リ リ ー ス

平成 ２ ６ 年 １月 ８日

近畿中国森林管理局

昨年９月の大雨により発生した山地災害発生箇所に係る

災害復旧事業の実施について

昨年９月の大雨により発生した山地災害について、下記の箇所において、国有

林野内直轄治山災害関連緊急事業を行うこととなりましたので、お知らせします。

記

１ 滋賀県野洲市（国有林）

平成25年9月16日の大雨(時間雨量約28ミリ)により、滋賀県野洲市の三上

山国有林において、山腹崩壊が発生し下流の人家等に土砂が流出するなどの

被害を及ぼしたことから、国有林野内直轄治山災害関連緊急事業により、崩

壊した山腹を復旧するための土留工等を設置します。

２ 滋賀県大津市（国有林）

平成25年9月16日の大雨(時間雨量約35ミリ)により、滋賀県大津市の関寺

国有林において、渓流内の土砂が流下し下流の人家、国道及び鉄道等に土砂

が流出するなどの被害を及ぼしたことから、国有林野内直轄治山災害関連緊

急事業により、渓流内の土砂流出を防止するための谷止工を設置します。

３ 滋賀県近江八幡市（国有林）

平成25年9月16日の大雨(時間雨量約28ミリ)により、滋賀県近江八幡市の

奥島山国有林において、山腹崩壊が発生し下流の用水路等に土砂が流出する

などの被害を及ぼしたことから、国有林野内直轄治山災害関連緊急事業によ

り、崩壊した山腹を復旧するための土留工等を設置します。

【問い合わせ先】

近畿中国森林管理局 計画保全部 治山課

治山課長 徳留 善幸

〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75

TEL：06-6881-3486

FAX：06-6355-2758



■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業
滋賀県野洲市地内 （三上山国有林）

や す し み かみ やま こく ゆう りん

滋賀県野洲市地内 （三上山国有林）

■ 災害の概要
１号地 遠景

災害 概要

災害月日 ： 平成２５年９月１６日
三上山国有林

災害月日 ： 平成２５年９月１６日

滋賀県野洲市妙光寺 （ 上山国有林）
や す し みょう こう じ み かみ やま こく ゆう りん

災害場所 ： 滋賀県野洲市妙光寺 （三上山国有林）

気象状況 ： 連続時間雨量 ２４５．０ｍｍ （９／１５～１６ １５：００～ １０：００）

１号地

１号地

最大時間雨量 ２７．５ｍｍ （９／１６ ２：００～ ３：００ ２号地
１号かご枠土留工

３：００～ ４：００）

被害状況 ： 人的被害なし、 人家及び墓地に土砂流出 人家

宗泉寺

墓地

被害状況 ： 人的被害なし、 人家及び墓地に土砂流出

概 要 ９月１６日の大雨により 三上山国有林において山腹概 要 ： ９月１６日の大雨により、三上山国有林において山腹

崩壊が発生 人家及び墓地に土砂が流出した 今後
２号地

崩壊が発生、人家及び墓地に土砂が流出した。今後
１号コンクリート土留工

号地

の降雨により直下の人家、寺院、墓地に多大な被害を

及ぼす恐れがある。

対応工種 ： １号地－土留工 ５基 ２号地－土留工 ２基対応工種 ： １号地 土留工 ５基 ２号地 土留工 ２基

保全対象 ： 人家 宗泉寺 墓地保全対象 ： 人家、宗泉寺、墓地
１号地

５号かご枠土留工

申請箇所
４号かご枠土留工

申請箇所
３号かご枠土留工

２号かご枠土留工

１号地 人家 の土砂流出状況

２号地

１号かご枠土留工１号地 人家への土砂流出状況

２号かご枠土留工

凡　　　例
１号コンクリート土留工

災害申請箇所

２号地 墓地への土砂流出状況



■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業
滋賀県大津市地内 （関寺国有林）

おお つ し せき でら こく ゆう りん

滋賀県大津市地内 （関寺国有林）

■ 災害の概要災害 概要

災害月日 ： 平成２５年９月１６日
至 国道１号線

災害月日 ： 平成２５年９月１６日

滋賀県大津市逢坂 （関寺国有林）
おお つ し おう さか せき でら こく ゆう りん

国道１６１号線

至 浜大津市街

災害場所 ： 滋賀県大津市逢坂 （関寺国有林）
京阪電鉄

国道１６１号線

気象状況 ： 連続時間雨量 ３０２．０ｍｍ （９／１５～１６ １２：００～ １０：００）
国道１６１号線及び京阪電鉄への土砂流出状況

最大時間雨量 ３５．０ｍｍ （９／１５ ２３：００～ ２４：００）
至 京 都

被害状況 ： 人的被害なし 人家 国道 市道 鉄道に土砂流出 1級河川 吾妻川被害状況 ： 人的被害なし、 人家、国道、市道、鉄道に土砂流出 1級河川 吾妻川

概 要 ： ９月１６日の大雨により、関寺国有林において渓流内 １級河川吾妻川、京阪電鉄、国道１号線の位置関係

の土砂が流下し、多量の土砂が人家、国道、市道、鉄 関寺国有林直下の被害状況３号コンクリート谷止工

道に流出した。今後の降雨により直下の人家、国道、 ４号コンクリート谷止工

１号鋼製谷止工（既設）

市道、鉄道に多大な被害を及ぼす恐れがある。
１号鋼製谷止工（既設）

災害対策箇所
５号コンクリート谷止工

対応工種 谷止工 ４基
６号コンクリート谷止工

２号コンクリート谷止工（既設）

５号コンクリート谷止工

対応工種 ： 谷止工 ４基

３号 ンクリ ト谷止工 ６号 ンクリ ト谷止工

市道 中3189号線

号 ンクリ 谷

保全対象 ： 人家、国道１号線、国道１６１号線、市道中３１８９号線、
３号コンクリート谷止工 ６号コンクリート谷止工

京阪電鉄 ６号コンクリート谷止工

申請箇所
４号コンクリート谷止工

申請箇所
４号コンクリート谷止工

５号コンクリート谷止工
３号コンクリート谷止工

流木及び堆積土砂の状況

５号コンクリート谷止工

凡　　　例

災害申請箇所



■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業■ 平成２５年度 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業
滋賀県近江八幡市地内 （奥島山国有林）

おう み はち まん し おく しま やま こく ゆう りん

滋賀県近江八幡市地内 （奥島山国有林）

■ 災害の概要
８号かご枠土留工

災害 概要

災害月日 ： 平成２５年９月１６日 奥島山国有林災害月日 ： 平成２５年９月１６日

滋賀県近江 幡市白 （奥島山国有林）
おう み はち まん し しら おう ちょう おく しま やま こく ゆう りん

奥島山国有林

災害場所 ： 滋賀県近江八幡市白王町 （奥島山国有林）

気象状況 ： 連続時間雨量 ２４５．０ｍｍ （９／１５～１６ １５：００～ １０：００）
１号かご枠土留工

最大時間雨量 ２７．５ｍｍ （９／１６ ２：００～ ３：００

３：００～ ４：００）
牧場

被害状況 ： 人的被害なし、 牧場及び農業用水路に土砂流出
３号コンクリート谷止工

被害状況 ： 人的被害なし、 牧場及び農業用水路に土砂流出

概 要 ９月１６日の大雨により 奥島山国有林において山腹

２号コンクリート谷止工

号 ク ト谷止概 要 ： ９月１６日の大雨により、奥島山国有林において山腹

崩壊が発生 牧場及び農業用水路に土砂が流出した

１号コンクリート谷止工

崩壊が発生、牧場及び農業用水路に土砂が流出した。 １号コンクリート谷止工 ２号コンクリート谷止工 ３号コンクリート谷止工

今後の降雨により直下の牧場、農業用水路、市道に多

大な被害を及ぼす恐れがある。

対応工種 ： 土留工 ８基 谷止工 ３基 牧場への土砂流出状況農業用水路への土砂流出状況対応工種 ： 土留工 ８基 谷止工 ３基 農業用水路 砂流出状況

保全対象 ： 牧場、農業用水路、市道白王大中線 ８号かご枠土留工

７号かご枠土留工

申請箇所
６号かご枠土留工

申請箇所
５号かご枠土留工

４号かご枠土留工

３号かご枠土留工

号かご枠土留

２号かご枠土留工

１号かご枠土留工

凡　　　例
牧場

災害申請箇所３号コンクリート谷止工

２号コンクリート谷止工１号コンクリート谷止工


