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平成２９年１０月２３日

奈良県 防災統括室

担当：小出、倉田、福島

平成２９年台風第２１号による被害状況等について（第７報）平成２９年台風第２１号による被害状況等について（第７報）平成２９年台風第２１号による被害状況等について（第７報）平成２９年台風第２１号による被害状況等について（第７報）

（１０月２３日７：００発表）（１０月２３日７：００発表）（１０月２３日７：００発表）（１０月２３日７：００発表）

被害の概要

（人的被害）

○軽傷 １名

（住家被害）

〇床上浸水 ２棟

○床下浸水 約８２棟

〇がけ崩れによる損壊（詳細は調査中） １棟

（避難勧告等の状況）

○避難指示 ９市町村 １４，８０６世帯 ３３，７７７名

○避難勧告 １５市町村 ７０，９１２世帯１６４，９９６名

○避難準備・高齢者等避難開始 ２１市町村 ２４３，９２０世帯５７６，７５１名

１．人的被害・住家被害の状況

○人的被害

・〈修正〉生駒市の男性（６７歳）が風にあおられ転倒し救急搬送、膝を打撲骨折

〇住家被害

・十津川村 床上浸水（住家等） ２棟

蕨尾 １棟、込之上 １棟

・五條市 がけ崩れによる損壊（詳細は調査中） １棟

生子町 １棟

・広陵町 浸水被害（詳細は調査中）ボートで１０名を救助

大場 （詳細は調査中）

・御所市 床下浸水（住家）１棟

御所 １棟

・高取町 床下浸水（住家）１棟

藤井 １棟

・天理市 床下浸水（住家）約８０棟

庵治町 約８０棟（詳細は調査中）

２．避難の状況

○避難情報 別紙「避難勧告等報告 市町村別一覧」のとおり

○避難所開設状況 別紙「避難所報告 市町村別一覧」のとおり



３．道路の状況

○県管理の国道・県道の通行規制状況

※別紙「道路の通行規制状況No.２８」のとおり

○国管理・ＮＥＸＣＯ西日本管理道路の通行規制状況

・西名阪自動車道 上下線 藤井寺ＩＣ～天理ＩＣ 通行止め

・名阪国道（国道２５号）五月橋ＩＣ～天理東ＩＣ 通行止め

・国道２５号 柏原市国分寺大橋東～北葛城郡王寺町藤井２丁目 通行止め

・南阪奈道路 羽曳野ＩＣ～葛城ＩＣ 通行止め

・京奈和自動車道 橋本東ＩＣ～五條西ＩＣ 通行止め

４．河川情報

○水防警報発令状況

※別紙「水防警報の発令状況（第４報）」のとおり

５．ライフライン状況

○交通機関

・ＪＲ西日本

・和歌山線（王寺～橋本間）運転見合わせ

・万葉まほろば線（奈良～高田間）運転見合わせ

・大和路線（加茂～ＪＲ難波駅間）運転見合わせ

・近畿日本鉄道

・南大阪線、吉野線（古市～吉野間）土砂崩壊のため運転見合わせ

・御所線（尺土～近鉄御所間）南大阪線の影響のため運転見合わせ

・生駒線（生駒～王寺間）土砂崩壊のため運転見合わせ

・大阪線（大和八木～名張間）倒木のため運転見合わせ

・田原本線（西田原本～新王寺間）浸水のため運転見合わせ

・奈良交通

・奈良名古屋線 ＪＲ奈良駅［6:50発］名鉄バスセンター［10：50発］を運休

・榛原都祁線（針インター～榛原駅北口系統）を運休

・八木新宮線（新宮駅～大和八木駅系統）、新宮駅～生子間を運休

・十津川線・広域通院ライン線（五條バスセンター～十津川温泉系統）生子～十津

川温泉間を運休

・南部地域連携コミュニティバス線［Ｒ１６９ゆうゆうバス］（下桑原～福神駅系

統）、下桑原～立野口間を運休

・八木関空線（桜井駅～大和八木駅～関西国際空港系統）桜井駅[5:30発、6:30発]

を運休

・天理都祁線（針インター～[名阪国道経由]～天理駅系統）を運休

・天理都祁線（針インター～[旧道経由]～天理駅系統）を運休

・桜井菟田野線（大宇陀～桜井駅南口系統）を運休

・榛原東吉野線（東吉野村役場～榛原駅系統）、東吉野村役場～菟田野間を運休

・桜井市コミュニティバス[桜井初瀬線]（吉隠柳口～桜井駅北口系統）、吉隠柳口

～与喜浦間を運休

・桜井市コミュニティバス[多武峯線]（談山神社～桜井駅南口系統）、談山神社～

倉橋間を運休

・宇陀地域連携コミュニティバス[奥宇陀わくわくバス]曽爾村役場～上内牧間を運

休



・五條城戸線（西吉野温泉～城戸～五條バスセンター系統）西吉野温泉～生子間を

運休

・八木下市線（下市口駅～大和八木駅系統）芦原～壷阪寺口間を運休

・洞川線（洞川温泉～大淀バスセンター系統）洞川温泉～岩森間を運休

・下市天川線（中庵住～下市口駅系統）中庵住～岩森間を運休

・大台ヶ原線（大和上市駅～大台ヶ原系統）を運休

○その他

・関西電力

・以下の地域で停電（15市町村4,870軒）

奈良市（約280軒）大和郡山市（約10軒）、天理市（約10軒）、桜井市（約10軒）、

五條市（約710軒）、御所市（約130軒）、生駒市（約50軒）、葛城市（約250軒）、

宇陀市（約840軒）、曽爾村（約390軒）、御杖村（約1,840軒）、

明日香村（約210軒）、吉野町（約10軒）下市町（約10軒）、

十津川村（約150軒）

６．上記以外で市町村・消防から報告のあった被害

○道路関係

・生駒市高山町庄田地区 法面が５ｍ×５ｍ崩落により全面通行止

・大和高田市松塚 松塚駅付近 冠水のため全面通行止

・大和高田市秋吉 市道天３０号線 片側通行

・広陵町弁財天 南２０号線の一部が冠水により全面通行止

・広陵町大場 町道で冠水により通行止

・斑鳩町目安 町道４８１号線のアンダーパス 全面通行止

・明日香村小原 村道横法面崩落により全面通行止

・高取町壺阪 山肌崩落により県道が片側通行

・東吉野村大豆生 土砂崩落により村道通行止

・大淀町畑屋 県道今木出口線の冠水により全面通行止

（車両１台物損・人的被害なし）

・大和郡山市山田町 崩土による全面通行止（関電作業車３台物損・人的被害なし）

・大和高田市今里川合方 道路冠水による車両３台物損（人的被害なし）

○土砂崩れ等

・奈良市学園南２丁目 不動寺裏山土砂崩れ

・奈良市西大寺竜王町１丁目 畑の横の壁体崩落

・天理市山田町 土砂崩れ対応中

・生駒市桜ヶ丘 擁壁が幅５ｍ×高さ１０ｍ崩落

・生駒市美鹿の台 法面５ｍ×５ｍが崩落し道路に土砂が流出

・御所市室 民家裏で小規模崖崩れ 土嚢を積んで対応済み

・三郷町信貴南畑１丁目 土砂崩れ復旧対応中

・三郷町東信貴ヶ丘 住家の擁壁が損傷

・吉野郡大淀町下渕 障害者支援施設吉野学園の建物の擁壁が損傷

入所者、職員等は避難済み

・高市郡明日香村冬野・畑 孤立集落の発生10世帯15人（人的被害なし）

（村道畑道線の土砂崩れによる）

・高市郡明日香村入谷・栢森 県道桜井明日香吉野線土砂崩れ

・吉野郡吉野町楢井 土砂崩れで薬師寺（無人）が流される



○浸水被害

・天理市川原城町 JR天理駅前で浸水

・天理市二階堂南菅田町 浸水 土嚢を積んで対応済み

・生駒郡三郷町立野地区・勢野地区等（避難指示発令区域）詳細調査中

７．県の体制

１０月２１日 １４：３０ 警戒配備

２１：４９ 災害警戒本部 設置

８．市町村の体制

１０月２２日 ６：０５ 御所市災害対策本部 設置

８：４５ 桜井市災害対策本部 設置

９：２０ 川上村災害対策本部 設置

１５：００ 上牧町災害対策本部 設置

１５：３０ 十津川村災害対策本部 設置

１６：００ 吉野町災害対策本部 設置

１６：１０ 野迫川村災害対策本部 設置

１６：２０ 斑鳩町災害対策本部 設置

１６：４０ 五條市災害対策本部 設置

１７：００ 生駒市災害対策本部 設置

１７：００ 安堵町災害対策本部 設置

１７：００ 三郷町災害対策本部 設置

１７：１５ 大淀町災害対策本部 設置

１７：３０ 宇陀市災害対策本部 設置（２３日１：３０廃止）

１８：００ 三宅町災害対策本部 設置

１８：００ 高取町災害対策本部 設置

１８：００ 王寺町災害対策本部 設置

１８：３０ 明日香村災害対策本部 設置

１９：１０ 黒滝村災害対策本部 設置

１９：１５ 田原本町災害対策本部 設置

２０：００ 川西町災害対策本部 設置（２３日３：５０廃止）

２１：３０ 天川村災害対策本部 設置

２１：５３ 下市町災害対策本部 設置



















道路管理者：奈良県　　    担当課：道路管理課　（TEL：0742-27-7499／FAX：0742-27-5670）今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考継続 1 ４２５号 下北山村浦向903～十津川村大野 9.6 H29.10.21 14:00 ● 平成29年10月21日　14時00分　規制基準超過（連続雨量50mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量15mm連続雨量50mm継続 1 ４２５号 十津川村大野～十津川村小原字滝 23.6 H29.10.21 16:00 ● 平成29年10月21日　16時00分　規制基準超過（連続雨量50mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量15mm連続雨量50mm継続 1 １６９号 下北山村前鬼(村界）～下北山村小口（県界） 13.8 H29.10.21 20:30 ● 平成29年10月21日　20時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 ４２５号 下北山村上池原～下北山村浦向 8.1 H29.10.21 20:30 ● 平成29年10月21日　20時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 上池原下桑原線 下北山村浦向～下北山村下桑原 6.40 H29.10.21 20:30 ● 平成29年10月21日　20時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 ３０９号 上北山村西原～天川村川合 25.7 H29.10.21 21:00 ● 平成29年10月21日　21時00分　規制基準超過（連続雨量80mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量80mm継続 1 ４２５号 上北山村古川（三重県境）～下北山村音枝（169号分岐） 24.4 H29.10.21 23:50 ● 平成29年10月21日23時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 １６８号 十津川村七色（七色高架橋北詰）～十津川村小原（十津川村役場） 20.0 H29.10.22 1:30 ● 平成29年10月22日 1時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 ４２５号 十津川村迫西川～十津川村平谷蕨尾 29.7 H29.10.22 1:30 ● 平成29年10月22日 1時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 龍神十津川線 十津川村上湯川（和歌山県境）～十津川村平谷 26.5 H29.10.22 1:30 ● 平成29年10月22日 1時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 洞川下市線 天川村洞川～黒滝村川戸 10.0 H29.10.22 3:00 ● 平成29年10月22日 3時00分　規制基準超過（連続雨量70mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量20mm連続雨量70mm継続 2 大台ヶ原公園川上線 上北山村西原～川上村伯母谷 19.7 H29.10.22 4:00 ● 平成29年10月22日　4時00分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 １６９号 川上村伯母谷～上北山村白川（村界） 23.9 H29.10.22 6:30 ● 平成29年10月22日　6時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm

平成２９年度　道路通行規制状況Ｎｏ.28 平成29年10月23日規制解除時間 5時00分規制開始時間（　県内58区間　災害による通行止め　）
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今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 3 大台河合線 上北山村小橡～上北山村小処 7.0 H29.10.22 6:30 ● 平成29年10月22日　6時30分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 小村木津線 東吉野村小（大叉小川線分岐）～東吉野村木津(166号合接） 7.0 H29.10.22 7:40 ● 平成29年10月22日　7時40分　規制基準超過（連続雨量90mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量90mm継続 1 １６８号 五條市大塔町天辻～五條市西吉野町宗川野 8.4 H29.10.22 7:50 ● 平成29年10月22日　7時50分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 ３１０号 五條市上之町（大阪府界）～五條市中之町 6.5 H29.10.22 8:50 ● 平成29年　10月22日　8時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ３６９号 曽爾村掛～御杖村神末 11.0 H29.10.22 9:00 ● 平成29年　10月22日　9時00分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 １６９号 川上村迫～川上村伯母谷 18.6 H29.10.22 9:10 ● 平成29年　10月22日　9時10分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 中奥白川渡線 川上村中奥～川上村白川渡 5.4 H29.10.22 9:10 ● 平成29年　10月22　9時10分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 大台大迫線 川上村入之波～川上村大迫 11.5 H29.10.22 9:10 ● 平成29年　10月22日　9時10分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 高野天川線 天川村南日裏～天川村塩野（村界） 15.0 H29.10.22 9:40 ● 平成29年　10月22日　10時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 勢井宗川野線 五條市西吉野町勢井～五條市西吉野町宗川野 12.8 H29.10.22 9:40 ● 平成29年　10月22日　9時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 阪本五條線 五條市大深町（県境）～五條市田殿町 5.8 H29.10.22 9:40 ● 平成29年　10月22日　9時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量20mm連続雨量110mm継続 2 下市宗桧線 五條市西吉野町十日市～五條市西吉野城戸 4.00 H29.10.22 9:40 ● 平成29年　10月22日　9時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 洞川下市線 黒滝村川戸～下市町才谷 7.1 H29.10.22 10:00 ● 平成29年　10月22日　10時00分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 赤目掛線 曽爾村今井（三重県境）～曽爾村今井（名張曽爾線合接） 6.9 H29.10.22 10:10 ● 平成29年　10月22日　10時10分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 名張曽爾線 曽爾村伊賀見（三重県境）～曽爾村今井（赤目掛線分岐） 6.7 H29.10.22 10:10 ● 平成29年　10月22日　10時10分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量35mm連続雨量120mm2 / 9 ページ



今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 1 １６６号 宇陀市菟田野佐倉（佐倉峠）～東吉野村杉谷（三重県境） 13.8 H29.10.22 10:30 ● 平成29年　10月22日　10時30分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 吉野室生寺針線 東吉野村杉谷(166号分岐）～宇陀市榛原内牧(369号合接） 12.0 H29.10.22 10:30 ● 平成29年　10月22日　10時30分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ３０９号 御所市関屋～御所市関屋水越峠 3.5 H29.10.22 10:40 ● 平成29年　10月22日　10時40分　規制基準超過（連続雨量80mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量80mm継続 2 大峰山公園線 天川村川合～天川村洞川 9.0 H29.10.22 11:30 ● 平成29年　10月22日　11時30分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 １６５号 宇陀市室生大野～宇陀市室生三本松（三重県境） 4.0 H29.10.22 11:50 ● 平成29年　10月22日　11時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 吉野室生寺針線 宇陀市室生室生～宇陀市室生大野 5.0 H29.10.22 11:50 ● 平成29年　10月22日　11時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量125mm継続 1 １６８号 五條市大塔町宇井～五條市大塔町天辻 13.8 H29.10.22 11:40 ● 平成29年　10月22日　11時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 高野天川線 野迫川村今井～五條市大塔町阪本 6.9 H29.10.22 11:40 ● 平成29年　10月22日　11時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 阪本五條線 五條市大塔町阪本（168号分岐）～五條市大塔町阪本（和歌山県境） 2.0 H29.10.22 11:40 ● 平成29年　10月22日　11時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量20mm連続雨量110mm継続 3 篠原宇井線 五條市大塔町篠原～五條市大塔町宇井 13.4 H29.10.22 11:40 ● 平成29年　10月22日　11時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 １６８号 十津川村小原（十津川村役場）～五條市大塔町宇井 31.5 H29.10.22 12:00 ● 平成29年　10月22日　12時00分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 川津高野線 十津川村川津～十津川村杉清 16.1 H29.10.22 12:00 ● 平成29年　10月22日　12時00分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 3 川津高野線 野迫川村大股～野迫川村北股 13.4 H29.10.22 12:00 ● 平成29年　10月22日　12時00分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 2 桜井吉野線 桜井市下居～桜井市鹿路 5.2 H29.10.22 13:40 ● 平成29年　10月22日　13時40分　規制基準超過（連続雨量110mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量110mm継続 1 １６６号 桜井市粟原～宇陀市内原 4.8 H29.10.22 14:00 ● 平成29年　10月22日　14時00分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm3 / 9 ページ



今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 1 ３６９号 宇陀市榛原赤瀬（香酔峠）～宇陀市榛原福地 3.3 H29.10.22 14:00 ● 平成29年　10月22日　14時00分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ３６９号 宇陀市榛原内牧～曽爾村山粕 9.2 H29.10.22 14:00 ● 平成29年　10月22日　14時00分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 １６８号 五條市西吉野町宗川野～五條市生子町（町界） 8.2 H29.10.22 14:10 ● 平成29年　10月22日　14時10分　規制基準超過（連続雨量160mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量160mm継続 3 明日香清水谷線 高取町大字高取（壺阪寺駐車場）～高取町大字高取（壺阪城跡） 2.0 H29.10.22 14:50 ● 無 無 無 平成29年10月22日14時50分　崩土による全面通行止め迂回路：無継続 1 １６５号 桜井市初瀬～宇陀市榛原萩原 4.6 H29.10.22 15:30 ● 平成29年　10月22日　15時30分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ２５号 山添村遅瀬(三重県境)～山添村中峰山 2.0 H29.10.22 15:50 ● 平成29年　10月22日　15時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ２５号 山添村菅生～山添村三ヶ谷 2.5 H29.10.22 15:50 ● 平成29年　10月22日　15時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ３６９号 奈良市水間町～奈良市針町 11.5 H29.10.22 15:50 ● 平成29年　10月22日　15時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 奈良名張線 山添村中峰山～山添村葛尾（県界） 5.9 H29.10.22 15:50 ● 平成29年　10月22日　15時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 大和高田桜井線 桜井市小夫字剣原～桜井市箸中字車谷 8.1 H29.10.22 16:10 ● 平成29年　10月22日　16時10分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ２５号 天理市苣原町～天理市滝本町 3.5 H29.10.22 16:10 ● 平成29年　10月22日　16時10分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 桜井都祁線 桜井市川上～桜井市小夫 5.4 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 1 ３６９号 奈良柳生町～奈良市水間町 8.5 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 笠置山添線 奈良市邑地町～奈良市月ヶ瀬桃香野 5.0 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 笠置山添線 奈良市月ヶ瀬村月瀬～山添村遅瀬 4.0 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm4 / 9 ページ



今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 2 奈良笠置線 奈良市中ノ川町～奈良市広岡町 11.6 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 奈良名張線 奈良市白亳寺町高円山～奈良市矢田原町 5.5 H29.10.22 17:50 ● 平成29年　10月22日　17時50分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 奈良名張線 奈良市水間町(369号分岐）～山添村北野（杉谷） 4.0 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 2 上野南山城線 奈良市月ヶ瀬尾山～奈良市月ヶ瀬嵩 2.0 H29.10.22 16:40 ● 平成29年　10月22日　16時40分　規制基準超過（連続雨量120mm）による事前通行止め規制基準　時間雨量25mm連続雨量120mm継続 3 笠置山添線 奈良市月ヶ瀬（月ヶ瀬橋）～山添村遅瀬（五月橋） 7.0 H29.10.22 18:00 ● 無 無 平成29年　10月22日　18時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 2 奈良名張線 山添村片平～波多野 4.0 H29.10.22 18:00 ● 無 無 平成29年　10月22日　18時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 1 ３０９号 御所市名柄～大阪県境 4.3 H29.10.22 20:30 ● 無 平成29年　10月22日　20時30分 （大阪府側）崩土による全面通行止め迂回路：無継続 1 １６９号 吉野町河原屋～吉野町宮滝 H29.10.22 19:00 ● 有 平成29年　10月22日　19時00分 崩土による全面通行止め迂回路：五條吉野線　　人身被害無し、法面上部の薬師寺が崩落継続 1 １６９号 高取町清水谷～大淀町芦原 3.0 H29.10.22 20:15 ● 無 平成29年　10月22日　20時15分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 2 五條吉野線 五條市滝町地内 0.1 H29.10.22 19:50 ● 無 平成29年　10月22日　19時50分 冠水による全面通行止め迂回路：無継続 2 勢井宗川野線 五條市西吉野勢井～宗川野 全線 H29.10.22 18:25 ● 無 平成29年　10月22日　18時25分 崩土（３箇所）による全面通行止め迂回路：無継続 2 下市宗桧線 五條市西吉野町城戸 0.1 H29.10.22 20:20 ● 無 無 平成29年　10月22日　20時20分 崩土による全面通行止め迂回路：無
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今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 3 天理斑鳩線 天理市嘉幡町（嘉幡町交差点）～菰池 0.3 H29.10.22 20:05 ● 無 無 平成29年　10月22日　20時05分 冠水による全面通行止め迂回路：無継続 3 岩屋三ヶ谷線 山添村岩屋～三ヶ谷 3.5 H29.10.22 20:00 ● 無 平成29年　10月22日　20時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 2 桜井明日香吉野線 明日香村稲渕地内～吉野町千股 H29.10.22 20:00 ● 無 平成29年　10月22日　20時00分 崩土による全面通行止め迂回路：有　桜井吉野線継続 3 天理斑鳩線 安堵町西安堵地内（アンダーパス）～東安堵地内 H29.10.22 22:00 ● 無 平成29年　10月22日　22時00分 冠水による全面通行止め継続 1 １６８号 椣原大橋西詰～北側 H29.10.22 21:00 ● 有 無 平成29年　10月22日　21時00分 崩土による全面通行止め迂回路：有　１６８ＢＰ継続 2 大和高田桜井線 古池西側 0.2 H29.10.22 21:30 ● 平成29年　10月22日　21時00分 冠水による全面通行止め○ 解除 3 結崎田原本線 田原本町鍵～八尾大橋 0.3 H29.10.22 21:30 H29.10.23 2:45 平成29年　10月22日　21時30分 冠水による全面通行止め平成29年　10月23日　2時45分　安全確認完了のため規制解除継続 2 天理王寺線 新保田橋西（町界）～唐院交差点 1.0 H29.10.22 21:00 ● 平成29年　10月22日　21時00分 冠水による全面通行止め継続 1 ３０９号 戸毛～奉膳 2.1 H29.10.22 21:50 ● 平成29年　10月22日　21時50分 冠水による全面通行止め継続 2 奈良名張線 高畑町～高円山ドライブウェイ入口 2.0 H29.10.22 22:00 ● 無 平成29年　10月22日　22時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無
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今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 1 １６８号 五條市生子地内 1.0 H29.10.22 21:00 ● 無 平成29年　10月22日　21時00分 土石流による全面通行止め人身：なし　上部の池が決壊し土石流となり、民家に被害有り継続 2 大和郡山環状線 杉町交差点から東向き H29.10.22 22:05 ● 無 平成29年　10月22日　22時05分 冠水による全面通行止め継続 1 １６８号 十津川村長殿 0.1 H29.10.22 22:30 ● 無 平成29年　10月22日　22時30分 崩土による全面通行止め継続 3 今木出口線 大淀町畑屋 H29.10.22 23:05 ● 有 有 平成29年　10月22日　23時05分 冠水による全面通行止め迂回路：169号　　物損：あり　車両継続 2 五條吉野線 大淀町佐名伝（梁瀬橋） H29.10.22 23:00 ● 無 平成29年　10月22日　23時00分 冠水による全面通行止め迂回路：無継続 1 １６９号 川上村大滝 H29.10.22 23:50 ● 無 無 平成29年　10月22日　23時50分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 2 天理王寺線 新西山橋東詰～池部 0.9 H29.10.22 23:50 ● 平成29年　10月22日　23時50分 冠水による全面通行止め継続 3 大和小泉停車場松尾寺線 大和郡山市山田町 0.2 H29.10.22 23:00 ● 有 平成29年　10月22日　23時00分 崩土による全面通行止め物損：あり　関電作業車継続 3 上野南山城線 月ヶ瀬橋～県境 H29.10.22 23:50 ● 有 無 平成29年　10月22日　23時50分 崩土による全面通行止め継続 1 １６８号 十津川野尻 0.2 H29.10.22 23:30 ● 無 平成29年　10月22日　23時30分 冠水による全面通行止め継続 1 １６８号 五條市老野（老野トンネル北側）地内 H29.10.22 23:00 ● 平成29年　10月22日　23時00分 冠水による全面通行止め継続 1 １６８号 五條市城戸地内 H29.10.22 23:00 ● 平成29年　10月22日　23時00分 崩土による全面通行止め
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今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間継続 1 １６８号 五條市和田地内 H29.10.22 23:00 ● 平成29年　10月22日　23時00分 冠水による全面通行止め継続 1 １６８号 五條市阪巻地内 H29.10.22 23:00 ● 平成29年　10月22日　23時00分 崩土による全面通行止め継続 3 慈恩寺三輪線 桜井市大字金屋～慈恩寺 0.6 H29.10.23 0:05 ● 有 平成29年　10月23日　0時05分 冠水による全面通行止め迂回路：有　中和幹線継続 1 ３６９号 奈良市中ノ川 1.0 H29.10.23 0:10 ● 有 無 平成29年　10月23日　0時10分 崩土による全面通行止め迂回路：有継続 3 赤滝五條線 五條市西吉野町西新子地内 0.1 H29.10.23 0:30 ● 平成29年　10月23日　0時30分 路肩決壊による全面通行止め継続 2 五條吉野線 五條市滝町～八田町 3.0 H29.10.23 0:30 ● 平成29年　10月23日　0時30分 冠水による全面通行止め継続 1 ２５号 山添村大西～山添村菅生（ナギラ工業） 2.0 H29.10.23 0:30 ● 有 平成29年　10月23日　0時30分 崩土による全面通行止め迂回路：有　奈良名張線等継続 3 上笠間三本松停車場線 都祁名張線分岐～川上集会所前 H29.10.23 0:30 ● 無 平成29年　10月23日　0時30分 崩土による全面通行止め迂回路：無継続 1 １６８号 十津川村小原（滝ランプ）～十津川村（大津呂旧道分岐） 1.3 H29.10.23 0:00 ● 平成29年　10月23日　0時00分 崩土による全面通行止め継続 3 大和郡山広陵線 桜橋東詰～新小柳橋 0.2 H29.10.23 1:50 ● 平成29年　10月23日　1時50分 冠水による全面通行止め継続 2 高野天川線 吉野郡天川村坪内地内 0.1 H29.10.23 1:47 ● 平成29年　10月23日　1時47分 崩土による全面通行止め継続 3 阪本五條線 五條市火打町～大深町 H29.10.23 2:20 ● 平成29年　10月23日　2時20分 崩土による全面通行止め○ 新規 3 才谷吉野山線 吉野町吉野山地内 H29.10.23 3:00 ● 無 無 平成29年　10月23日　3時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無○ 新規 1 ３０９号 下市町広橋地内 0.1 H29.10.23 2:40 ● 平成29年　10月23日　2時40分 大規模崩土による全面通行止め迂回路：Ｌ＝１００ｍ　Ｖ＝３，０００ｍ3○ 新規 3 赤滝五條線 五條市西吉野町十日市～奥谷 12.7 H29.10.23 1:30 ● 平成29年　10月23日　1時30分 崩土による全面通行止め迂回路：○ 新規 2 月瀬針線 大保邑地線交差点～奈良市北野山町 0.5 H29.10.23 2:30 ● 無 平成29年　10月23日　2時30分 電柱倒壊による全面通行止め迂回路：無
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今回の更新に○ 状況 種別1:国道2:主地3:一県 路 線 名 規   制   区   間 延長 災害規制 雨量規制 その他 迂回路 人身物損 孤立集落 備　　　　　　考規制解除時間規制開始時間○ 新規 2 吉野室生寺針線 宇陀市室生（辰尾橋～角川橋） H29.10.23 2:50 ● 無 平成29年　10月23日　2時50分 崩土による全面通行止め迂回路：有○ 新規 1 ３６９号 宇陀市榛原内牧（待避所）～弁財天トンネル H29.10.22 23:00 ● 無 平成29年　10月23日　23時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無○ 新規 2 吉野室生寺針線 東吉野村平野やぶ～同村滝野榛原菟田野御村線分岐 H29.10.22 19:25 ● 無 平成29年　10月22日　19時25分 崩土による全面通行止め迂回路：無○ 新規 2 吉野室生寺針線 １６５号合接点～室生寺針線 H29.10.22 23:00 ● 平成29年　10月22日　23時00分 冠水による全面通行止め迂回路：無○ 新規 2 吉野東吉野線 宇田土木管内全線 H29.10.22 23:00 ● 無 平成29年　10月22日　23時00分 崩土による全面通行止め迂回路：無○ 新規 3 小村木津線 東吉野村小（大又小川線分岐）～東吉野村（村道長瀬橋） H29.10.22 20:20 ● 無 平成29年　10月22日　20時20分 崩土による全面通行止め迂回路：無○ 新規 2 榛原菟田野御杖線 菟田野下芳野～上芳野 H29.10.22 17:30 ● 平成29年　10月22日　17時30分 路肩決壊による全面通行止め○ 新規 3 室生口大野停車場線 吉野室生寺線 H29.10.22 20:10 ● 無 平成29年　10月22日　20時10分 冠水による全面通行止め迂回路：無○ 新規 3 佐倉大宇陀線 宇陀市大宇陀拾生地内 H29.10.22 22:00 ● 平成29年　10月22日　22時00分 橋脚流出による全面通行止め○ 新規 2 奈良名張線 奈良市沓掛町～水間町 2.0 H29.10.22 23:00 ● 無 平成29年　10月22日　23時00分 崩土、倒木による全面通行止め迂回路：無○ 新規 3 天理斑鳩線 宮堂アンダー H29.10.22 23:30 ● 平成29年　10月22日　23時30分 冠水による全面通行止め○ 新規 3 粟原榛原線 桜井市粟原 0.3 H29.10.22 22:30 ● 平成29年　10月22日　22時30分 倒木による全面通行止め
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水防警報の発令状況　（第4報　平成29年10月23日　5時現在）

水防団待機水位
(通報水位)

はん濫注意水位
(警戒水位)

避難判断水位
はん濫危険水位

（洪水特別警戒水位）

発令時刻 発令時刻 発令時刻 発令時刻

継続 (1.10m) (2.10m) (2.10m) (2.20m)

10/22  8:40

継続 (0.80m) (1.10m) (1.10m) (1.40m)

10/22  15:20 10/22  19:00 10/22  19:00 10/22  23:00

継続 (0.70m) (1.30m) (1.30m) (1.40m)

10/22  8:10 10/22  20:40 10/22  20:40 10/22  20:50

継続 (1.50m) (2.10m) (2.10m) (2.20m)

10/22  10:40

継続 (0.90m) (1.50m) (1.90m) (2.20m)

10/22  10:40

継続 (1.40m) (2.10m) (2.10m) (2.60m)

10/22  13:30

継続 (0.60m) (1.10m) (1.10m) (1.70m)

10/22  2:00 10/22  8:30 10/22  8:30

継続 (1.00m) (1.80m) (1.80m) (2.10m)

10/22  8:10

継続 (1.20m) (1.90m) (1.90m) (2.20m)

10/22  6:10 10/22  17:30 10/22  17:30 10/22  20:20

状　　況
（解除時刻）

土木
事務所名

河川名 水位観測局 現在水位

水防警報

備　　　　考

奈良土木 秋篠川 秋篠 0.31　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

奈良土木 能登川 南京終 0.56　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

奈良土木 地蔵院川 横井 0.51　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

奈良土木 高瀬川 横田 1.37　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

奈良土木 富雄川 高山 0.84　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

郡山土木 富雄川 高安 1.04　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

郡山土木 竜田川 谷田 0.69　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

郡山土木 竜田川 一分 0.56　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

郡山土木 地蔵院川 下三橋 1.23　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。



水防警報の発令状況　（第4報　平成29年10月23日　5時現在）

水防団待機水位
(通報水位)

はん濫注意水位
(警戒水位)

避難判断水位
はん濫危険水位

（洪水特別警戒水位）

発令時刻 発令時刻 発令時刻 発令時刻

状　　況
（解除時刻）

土木
事務所名

河川名 水位観測局 現在水位

水防警報

備　　　　考

継続 (0.60m) (1.10m) (1.20m) (1.70m)

10/22  2:50 10/22  16:30 10/22  16:40

継続 (1.50m) (2.50m) (3.60m) (4.10m)

10/22  13:00

継続 (2.00m) (3.10m) (4.00m) (4.50m)

10/22  6:40 10/22  17:30 10/22  20:10 10/22  21:10

継続 (1.80m) (2.60m) (2.60m) (3.00m)

10/22  6:20 10/22  19:40 10/22  19:40

継続 (1.30m) (1.80m) (1.80m) (2.30m)

10/22  7:00 10/22  15:00 10/22  15:00

継続 (2.10m) (2.50m) (2.50m) (3.50m)

10/22  7:50 10/22  8:00 10/22  16:00 10/22  22:00

継続 (1.10m) (1.80m) (2.00m) (2.50m)

10/22  5:01 10/22  16:10 10/22  16:50 10/22  20:10

継続 (1.10m) (1.30m) (1.50m) (2.00m)

10/22  14:10 10/22  16:20 10/22  17:10

継続 (1.30m) (2.60m) (2.90m) (3.60m)

10/22  4:00 10/22  16:20 10/22  17:00 10/22  19:40

継続 (2.90m) (3.80m) (5.30m) (6.00m)

10/22  7:20 10/22  15:00 10/22  19:30 10/22  19:40

継続 (1.70m) (2.50m) (2.50m) (2.90m)

10/22  15:50 10/22  19:30 10/22  19:30

高田土木 葛下川 瓦口 0.47　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

高田土木 葛下川 上中 0.71　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

高田土木 葛下川 薬井 2.80　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

高田土木 高田川 磐築橋 1.23　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

高田土木 葛城川 御所 1.38　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

高田土木 葛城川 広瀬 2.13　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

高田土木 曽我川 古瀬 1.33　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 曽我川 車木 0.87　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

中和土木 曽我川 曽我 1.94　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 曽我川 西但馬 3.62　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 高取川 西池尻 1.17　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。



水防警報の発令状況　（第4報　平成29年10月23日　5時現在）

水防団待機水位
(通報水位)

はん濫注意水位
(警戒水位)

避難判断水位
はん濫危険水位

（洪水特別警戒水位）

発令時刻 発令時刻 発令時刻 発令時刻

状　　況
（解除時刻）

土木
事務所名

河川名 水位観測局 現在水位

水防警報

備　　　　考

継続 (1.60m) (2.70m) (2.70m) (2.80m)

10/22  8:20 10/22  17:20 10/22  17:20 10/22  18:10

継続 (1.90m) (2.70m) (2.70m) (3.20m)

10/22  13:20 10/22  17:20 10/22  17:20 10/22  19:30

継続 (0.50m) (0.80m) (0.80m) (1.30m)

10/21  13:40 10/22  8:20 10/22  8:20 10/22  19:10

継続 (1.10m) (1.80m) (1.80m) (2.30m)

10/22  7:40 10/22  16:40 10/22  16:40 10/22  17:50

継続 (1.40m) (2.80m) (2.80m) (3.30m)

10/22  7:20 10/22  20:40 10/22  20:40

継続 (2.40m) (3.80m) (3.80m) (4.20m)

10/22  7:20 10/22  17:40 10/22  17:40 10/22  18:40

継続 (1.60m) (2.40m) (2.40m) (2.80m)

10/22  7:24 10/22  20:10 10/22  20:10

継続 (1.10m) (1.60m) (1.60m) (1.70m)

10/22  6:10 10/22  16:10 10/22  16:10 10/22  16:40

中和土木 飛鳥川 今井 1.57　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

中和土木 飛鳥川 東但馬 2.28　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 寺川 磐余 1.00　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。

中和土木 寺川 十市 1.54　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 寺川 秦庄 1.18　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

中和土木 寺川 結崎 2.70　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

中和土木 米川 新賀 1.13　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

中和土木 大和川 黒崎 1.61　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。



水防警報の発令状況　（第4報　平成29年10月23日　5時現在）

水防団待機水位
(通報水位)

はん濫注意水位
(警戒水位)

避難判断水位
はん濫危険水位

（洪水特別警戒水位）

発令時刻 発令時刻 発令時刻 発令時刻

状　　況
（解除時刻）

土木
事務所名

河川名 水位観測局 現在水位

水防警報

備　　　　考

継続 (1.30m) (1.70m) (1.70m) (1.80m)

10/22  15:00 10/22  17:00 10/22  17:00 10/22  19:00

継続 (0.90m) (1.90m) (1.90m) (2.00m)

10/22  15:00 10/22  20:00 10/22  20:00 10/22  20:20

継続 (2.20m) (3.30m) (3.30m) (4.20m)

10/22  15:50 10/22  18:50 10/22  18:50 10/22  21:00

継続 (2.80m) (4.80m) (6.20m) (7.20m)

10/22  15:20 10/22  18:10 10/22  19:30 10/22  21:30

継続 (3.50m) (5.40m) (5.40m) (6.10m)

10/22  12:10 10/22  21:10 10/22  21:10 10/22  21:10

継続 (4.90m) (7.40m) (9.20m) (10.10m)

10/22  6:10 10/22  14:00 10/22  18:10 10/22  19:10

継続 (2.90m) (6.20m) (8.10m) (8.80m)

10/22  15:40 10/22  20:40

継続 (1.60m) (3.20m) (3.20m) (3.30m)

10/22  9:20 10/22  17:40 10/22  17:40 10/22  17:40

継続 (2.50m) (3.90m) (4.30m) (5.50m)

10/22  14:30 10/22  18:10 10/22  19:20

宇陀土木 宇陀川 西山 1.13　ｍ
・現在、水防団待機水位を下回っている。

宇陀土木 芳野川 岩崎 0.98　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。

吉野土木 高見川 小川 2.78　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。

吉野土木 吉野川 菜摘 5.55　ｍ
・現在、避難判断水位を下回っている。

吉野土木 吉野川 上市 5.46　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。

吉野土木 吉野川 下渕 10.09　ｍ
・現在、はん濫危険水位を下回っている。

五條土木 吉野川 栄山寺 5.21　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

五條土木 丹生川 貝原 2.97　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。

五條土木 丹生川 城戸 3.24　ｍ
・現在、はん濫注意水位を下回っている。


