
別紙１

大雨による道路の被害状況の確認　【８/１７　14:00時点】
区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

 8月13日 20:00  8月14日 1:00  宇治田原大石東線
 大津市大石龍門町 ～ 大津
 市大石小田原町

 路面冠水（20cm程度）

 8月13日 21:00  8月14日 12:00  相谷原杣線
 東近江市山上町 ～ 東近江
 市和南町

 土砂流出（土砂撤去済み。現地確認後、
 解除予定）

 8月14日 6:00  8月15日 14:00  下鴨大津線
 大津市山中町 ～ 大津市南
 滋賀町

 土砂・立木流出あり　撤去済み
 一車線欠損あり　今後復旧作業予定

片側交互通行継続中

 8月14日 6:30  8月16日 14:30  南郷桐生草津線  草津市馬場町
 橋台背面の洗掘（五百呂橋（いおろはし））
 兼用護岸破損による二車線欠損。

 片側交互通行→14:30
 解除

 8月14日 13:30  8月14日 18:30  大房東横関線  近江八幡市大森町  路面冠水  未定

 8月14日 11:00  8月14日 17:30  今浜水保線  守山市水保町
 バイパス工事現場内（地球市民の森）を
 流れる水路があふれ、道路冠水。

 未定

8月15日 12:00 上石津多賀線
多賀町大字栗栖～多賀町大
字保月

舗装損傷（天候回復後に対応予定） 未定

 8月15日 15:00 8月16日 17:00  牧甲西線
 甲賀市信楽町宮町 ～ 湖南
 市三雲

 倒木・路肩欠損（16日対応予定）  8/16解除予定

 8月15日 15:00  8月16日 16:00  栗東信楽線
 栗東市荒張 ～ 大津市上田
 上大鳥居町

 栗東側路肩欠損あり（16日対応済）
 大津側NTTケーブル垂れ下がりあり（15日夜対
 応済）

 8月16日16時解除予
 定

 8月14日 10:00  8月16日 5:00  国道161号
 仰木雄琴ＩＣ～皇子山ランプ
 （下り）

 土砂流出
 8/16 5:00下り（南向）
 解除

8月14日 10:00 国道161号 近江神宮ランプ（上り） 土砂流出 未定　本線は通行可

 8月14日 12:10  8月14日 22:25  国道161号
 藤尾南ランプ～坂本北ＩＣ（上
 り）

 冠水

8月14日 22:30 国道1号 大津市大谷町 土砂流出
8/20までに解除予定
名神（大津IC～京都東IC)
無料措置継続中

 8月13日 19:00  8月15日 15:00  牧甲西線
 甲賀市信楽町宮町 ～ 湖南
 市三雲

路肩欠損仮復旧済み
規制雨量超過による事前通行規制は解
除（道路被害による通行止め継続）

 8月13日 19:30  8月15日 15:00  栗東信楽線
 栗東市荒張 ～ 大津市上田
 上大鳥居町

規制雨量超過による事前通行規制は解
除（道路被害による通行止め継続）

 8月13日 20:00  8月15日 16:30  国道306号
 三重県境 ～ 多賀町大字大
 君ケ畑

 未定

 8月13日 20:30  8月14日 7:30  西明寺水口線
 日野町大字音羽 ～ 日野町
 大字鎌掛

 未定

 8月13日 21:00  8月15日 12:00  大津南郷宇治線
 大津市石山外畑町 ～ 大津
 市大石曾束町

 8月13日 21:00  8月15日 12:00  国道422号
 大津市大石富川町 ～ 甲賀
 市境

 8月13日 21:00  8月15日 15:00  大津信楽線
 大津市上田上牧町 ～ 甲賀
 市信楽町黄瀬

 8月13日 22:00  8月15日 17:30  国道477号
 甲賀市土山町大河原 ～ 三
 重県境

 17:30解除予定

 8月13日 23:00  8月15日 16:00  国道421号
 三重県境 ～ 東近江市黄和
 田町

 8月14日 1:30  8月15日 9:30  百済寺甲上岸本線
 東近江市百済寺甲町 ～ 東
 近江市上山町

 未定

 8月14日 1:30  8月15日 9:30  多賀永源寺線
 多賀町大字萱原 ～ 東近江
 市政所町

 未定

 8月14日 6:00  8月15日 14:00  下鴨大津線
 大津市山中町 ～ 大津市南
 滋賀町

規制雨量超過による事前通行規制は解
除（道路被害による片側交互通行継続）

 14：00～片側交互通
 行

 8月14日 8:00  8月15日 11:00  中河内木之本線
 長浜市余呉町下丹生～木之
 本町川合

 未定

 8月14日 8:00  8月15日 11:00  中河内木之本線
 長浜市余呉町中河内～余呉
 町菅並

 未定

■道路

解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

道路被害による通行止め

●県管理　1路線　1区間

●国管理　2路線　2区間

●県管理　0路線　0区間



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

 8月14日 8:00  8月16日 10:00  葛籠尾崎塩津線  長浜市西浅井町月出～菅浦  8/16朝確認後

 8月14日 8:00  8月16日 10:00  葛籠尾崎大浦線  長浜市西浅井町菅浦～菅浦  8/16朝確認後

 8月14日 11:30  8月15日 11:00  彦根近江八幡線
 近江八幡市白王町～長命寺
 町

 未定

 8月14日 13:00  8月15日 11:00  国道303号
 岐阜県境～滋賀県木之本町
 川合

 未定

 8月14日 14:00  8月15日 9:30  多賀永源寺線  犬上郡多賀町霜ヶ原～小原  未定

 8月14日 14:00  8月15日 9:30  多賀醒井線  犬上郡多賀町下水谷～落合  未定

 8月14日 18:00  8月15日 10:30  山東本巣線  米原市伊吹～小泉  未定

 8月14日 18:00  8月15日 10:30  山東本巣線  米原市吉槻～甲津原  未定

 8月14日 10:00  8月14日 17:30
 【参考】びわこ地球市民
 の森（国道477号ＢＰ工
 事個所）

 守山市水保町
 公園内の水路からBP工事個所を通じて
 公園外に流出

 8月14日 6:30  8月16日 6:00  草津川
 草津市馬場町
 （五百呂橋上流左岸）

 左岸側　護岸崩落、床止め破損、橋台裏
 洗掘（河川部の応急復旧工事完了）

 県道南郷桐生草津線通行
 止解除（片側交互通行）

 8月14日 11:10  8月14日 18:50  三明川  近江八幡市鷹飼町南三丁目  溢水
 溢水解消済（8/14 18：
 50現地確認）

 8月14日 12:40  8月14日 16:00  躰光寺川  東近江市垣見町  溢水
 溢水解消済（8/14 16：
 00現地確認）

 8月14日  8月14日 16:00  法竜川  守山市中町  溢水
 溢水解消済（8/14 16：
 00現地確認）

 8月14日 17:00  8月14日 19:00  伯母川  草津市青地町
 左岸側　護岸欠損
 （応急対応済）

8月15日 不明 思川
甲賀市水口町伴中山
（馬場橋下流両岸）

護岸の背面土砂流出
（応急復旧工事準備中）

8月15日 12:40 8月16日 17:30 瓜生川 東近江市佐野町
矢板護岸の背面土砂流出
( 応急復旧工事中応急対応済)

市道（歩道）通行止解除

8月15日 15:00 8月16日 17:30 山路川 東近江市林町
石積護岸の崩落
( 応急復旧工事準備中応急対応済)

8月16日 10:00 8月16日 17:00 幸津川 守山市幸津川町
護岸損傷
( 対応検討中応急対応済 )

8月16日 不明 大宮川 大津市坂本
護岸損傷
(応急復旧工事準備中)

8月16日 不明 四宮川 大津市横木
護岸損傷
(応急復旧工事準備中)

8月16日 不明 吾妻川 大津市京町
護岸損傷
(応急復旧工事準備中)

●県管理　 ４  ７河川　 ４  ７箇所

●国管理

●高速

●その他

■公園

●県管理　 １０公園

■河川

■砂防

●県管理　0箇所



区　　　　間

月日 時 月日 時 (地　　　先)

解除
路線名等 状　　　　　　況

備　　　考
(解除予想等）

参考

8/15　8：05　瀬田川洗堰を全開放流するなど、早期の琵琶湖水位の低下に向けた対応を近畿地方整備局長に要請
8/15　14:30　放流量変更の開始　300m3/s→全開放流


