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平成２３年９月２１日

奈良県 防災統括室 担当：北畑

台風台風台風台風１２１２１２１２号及号及号及号及びびびび１５１５１５１５号号号号にににに関関関関するするするする被害状況等被害状況等被害状況等被害状況等についてについてについてについて（（（（第第第第６２６２６２６２報報報報））））

（（（（９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日 １０１０１０１０：：：：００００００００発表発表発表発表））））

１．被害状況

※別紙１「台風１２号による市町村被害状況について」のとおり

２．避難状況

※別紙２－１「台風１２号における避難の状況」、２－２「台風１５号における避難の

状況」のとおり

３．救援・支援活動状況のとおり

※別紙３「救援・支援活動状況」のとおり

○自衛隊の災害派遣

○国及び応援県等による活動状況

○県の活動状況

○消防及び防災ヘリの活動状況（県消防救急課：0742-27-8423）

○奈良県医療救護班の活動状況

○奈良県による応急仮設住宅建設の状況

４．道路状況

※別紙４「道路状況」のとおり

○県管理の国道・県道（県道路管理課：0742-27-7499）

URL:http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1

○国道１６８、１６９号等の通行状況について

URL:http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-25527.htm

○市町村道

別添「市町村道の通行規制状況」

５．河川状況

※別紙５－１「河川状況」、５－２「土砂災害箇所」のとおり

○土砂災害緊急情報（奈良県十津川流域）第８号（平成２３年 ９月２０日）

○土砂災害随時情報（奈良県十津川流域）第８号（平成２３年 ９月２１日）

詳細は、近畿地方整備局ホームページの下記ＵＲＬのとおり

http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl



６．農林業等の状況

※別紙６「台風１２号による農林業等の被害状況について」のとおり

７．県内企業等の状況

※別紙７－１「県内企業等の被害状況について（第６報）」のとおり

→（県産業・雇用振興部企画管理室：0742-27-8802）

※別紙７－２「台風１２号による県内旅館･ホテル等の被害状況について」のとおり

→（県くらし創造部消費・生活安全課：0742-27-8674）

８．文化財の状況

※別紙８「台風１２号による県下指定文化財の被害状況について」のとおり

→（県教育委員会文化財保存課：0742-27-9866）

９．社会福祉施設等の状況

※別紙９「社会福祉施設等の被災状況」のとおり

→（県健康福祉部企画管理室：0742-27-8504）

１０．ライフライン（電気・通信・交通・水道・ガス等）状況

※別紙１０「ライフライン被害状況」のとおり

１１．気象警報等の発令状況

※別添「奈良県気象情報・注意報」「奈良県土砂災害警戒情報」のとおり

１２．県及び市町村の体制について

※別紙１１「県及び市町村の体制」のとおり



重傷 軽傷奈良市 ・木塀転倒　１箇所・崩土　２箇所桜井市 ・崩土　１箇所五條市 3 8 23 6 4宇陀市 1曽爾村 2 ・崩土　３箇所御杖村 1 ・崖くずれ　１箇所大淀町 ・崖くずれ　３箇所黒滝村 1 10 4天川村 1 1 4 1 53 5 ・文教施設　９棟・崖くずれ　３箇所野迫川村 4 7 4 北股地区は土砂くずれのため天然ダムに
十津川村 4 8 3 13 4 11 10 ・孤立地区：６世帯１３名（中野村区）　大字沼田原　５世帯１０名　大字林　　　１世帯　３名※上記については全員孤立集落外へ移動済み。
川上村 1 1東吉野村 ・崩土　２６箇所不明（※） 1  合　計 9 16 3 1 45 11 5 85 24

台風１２号による市町村被害状況について　　（９月台風１２号による市町村被害状況について　　（９月台風１２号による市町村被害状況について　　（９月台風１２号による市町村被害状況について　　（９月２１２１２１２１日　日　日　日　７：００現在）７：００現在）７：００現在）７：００現在）人的被害 住家被害死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊市町村名

　　　（断水戸数については、別紙１０「ライフライン被害状況」に記載。）

一部破損 床上浸水 床下浸水 その他被害

※市町村名欄の「不明」は、死者のうち身元不明遺体の数を記載

別紙１



区分 市町村名 人数 台風１２号による市町村被害状況について　（９月台風１２号による市町村被害状況について　（９月台風１２号による市町村被害状況について　（９月台風１２号による市町村被害状況について　（９月２１２１２１２１日　日　日　日　７：００現在）７：００現在）７：００現在）７：００現在）
五條市 3 ●６７歳女性・大塔町辻堂在住　→清水地区が崩落。県立五條病院へ搬送、死亡（９／４　７：４０発生）●６８歳女性・十津川村長殿在住　→大塔町宇井にて９／７に遺体発見●７６歳女性・大塔町宇井在住　→十津川村川津の河川敷にて９／１０に遺体発見
天川村 1 ●３９歳女性・坪内在住→教職員住宅が流され全壊（９／３発生）   猿谷ダム（五條市大塔町阪本）にて９／１４に遺体発見

十津川村 4 ●７３歳男性・上湯川在住　→土砂崩れに巻き込まれ死亡（９／３　９：５８発生）●３６歳女性・野尻在住　→村営住宅２棟が流され全壊（９／３　１８：５０発生）●８２歳男性・長殿在住　→河川の増水により家屋が流され全壊（９／４発生）●５７歳男性・野尻在住　→村営住宅２棟が流され全壊（９／３　１８：５０発生）
不明 1 ●氏名、性別等不詳　→十津川村風屋の風屋ダムにて、９／１９に身元不明の遺体発見合計 9五條市 8 ●宇井地区周辺の住民（男性４・女性４）→地区の一部が崩落し、河川の増水により家屋が流出（９／４発生）捜索中十津川村 8 ●男性４・女性２・野尻在住→村営住宅２棟が流され全壊（９／３　１８：５０発生）●女性２・長殿在住→河川の増水により家屋が流され全壊（９／４発生）捜索中合計 16

■死亡・行方不明者事例

死　　亡

行　方　不　明　者



　１　 避難所の開設状況市町村 避難所数 避難世帯数 避難者数五條市 2 34 64十津川村 4 14 24野迫川村 1 20 50計 7 68 138　２　 警戒区域　市町村 発令日時 解除日時五條市 9月16日　17時00分五條市 9月16日　17時00分五條市 9月16日　17時00分野迫川村 9月16日　15時30分十津川村 9月16日　15時30分十津川村 9月16日　15時30分十津川村 9月16日　15時30分計 ７地区

台風１２号における避難の状況　（９月２１日　７：００現在）避難先
山村振興センター
ロッジ星のくに、殿野西教寺北部保健センター、上野地公民館、高森の郷、桑畑集会所

地　　　　　区大塔町赤谷（避難指示発令時の対象世帯数；２、対象人数；４）
避難指示発令時の対象世帯数；１３２、対象人数；２６６

大塔町清水（避難指示発令時の対象世帯数；９、対象人数；１９）北股（居住区）（避難指示発令時の対象世帯数；３７、対象人数；８７）上野地（国道１６８号線から川側付近・村道旧国道上野地線から川側付近）（避難指示発令時の対象世帯数；１７、対象人数；３２）大塔町宇井（避難指示発令時の対象世帯数；３９、対象人数；７１）長殿（国道１６８号線から川側付近）（避難指示発令時の対象世帯数；１４、対象人数；２１）宇宮原（国道１６８号線から川側付近・村道宇宮原線付近）（避難指示発令時の対象世帯数；１４、対象人数；３２）
※　市村が設置した避難所の状況

別紙２-１

台風１２号



　３　 避難指示市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時五條市 大塔町赤谷 2 4 9月3日　22時25分五條市 大塔町清水 9 19 9月3日　22時25分五條市 大塔町辻堂（宮谷川左岸） 28 47 9月4日　12時45分五條市 大塔町引土 14 28 9月5日　16時00分五條市 大塔町飛養曽 5 8 9月5日　16時00分五條市 大塔町宇井 39 71 9月8日　18時40分吉野町 吉野山地区 1 4 9月7日　9時00分野迫川村 北股 37 87 9月16日　7時00分野迫川村 立里 4 8 9月16日　7時00分十津川村 長殿の十津川沿い 14 21 9月8日　16時17分十津川村 宇宮原の十津川沿い 14 32 9月8日　16時17分十津川村 上野地の十津川沿い 17 32 9月8日　16時17分十津川村 小井（一部） 5 8 9月8日　17時12分十津川村 今西全域 7 10 9月8日　17時12分十津川村 桑畑本在地区 8 32 9月8日　17時12分十津川村 桑畑櫟砂古地区 1 2 9月14日　18時00分計 205 413　４　 避難勧告市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時五條市 大塔町辻堂（宮谷川右岸） 6 11 9月14日　9時00分野迫川村 檜股 8 18 9月4日　9時50分十津川村 重里（一部） 21 45 9月19日　14時00分計 35 74
台風１２号



　５　 避難準備情報市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時吉野町 吉野山地区 1 2 9月7日　9時00分計 1 2　６　 自主避難市町村 避難所数 避難世帯数 避難者数五條市 7 6 6十津川村 24 71 112計 31 77 118 避難先親戚等の家、星のくに

台風１２号



　１　 避難所の開設状況市町村 避難所数 避難世帯数 避難者数御杖村 4 12 15上北山村 2 4 4計 6 16 19　２　 警戒区域　市町村 発令日時 解除日時- - -計　３　 避難指示市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時- - - - - -計 - -　４　 避難勧告市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時天川村＊ 広瀬（一部） 2 4 9月20日　15時00分計 2 4＊61報までは台風12号関連で整理、62報から台風15号関連とする。　５　 避難準備情報市町村 地区 対象世帯数 対象人数 発令日時 解除日時- - - - - -計 - -　６　 自主避難市町村 避難所数 避難世帯数 避難者数五條市 2 4 4御杖村 4 12 15天川村 2 3 5十津川村 12 35 63上北山村 2 4 4計 22 58 91

地　　　　　区--

知人宅等西川第二小学校、蕨尾公民館、平谷地区生活改善センター、小原ふれあいセンター、神納川地区生活改善センター、込之上公民館、谷垣内公民館、七色公民館、迫西川公民館、折立中学校、山手公民館ミーティングルーム、知人宅等西町集会所、山村開発センター、土屋原公民館、桃俣多目的研修センター

台風１５号における避難の状況　（９月２１日　７：００現在）避難先

避難先大塔郷土館、二見文化体育センター
上北山村青年研修所、郷土文化保存伝習施設

西町集会所、山村開発センター、土屋原公民館、桃俣多目的研修センター上北山村青年研修所、郷土文化保存伝習施設 別紙２-２



救援・支援活動状況救援・支援活動状況救援・支援活動状況救援・支援活動状況 別紙３

１．自衛隊の災害派遣

９月４日 ３：１５ 陸上自衛隊第４施設団に災害派遣要請

４：２０ 初動部隊２７名が大久保駐屯地を出発

１２：３０ 本隊４０名が大久保駐屯地を出発

９月５日 ６：００ １４２名で救助活動及びそれに伴う道路啓開並びに給水活動開始

１０：３０ 県の災害備蓄物資を五條市健民運動場へトラック搬送開始

１５：００ ヘリコプターにて飲料水を十津川村上野地へ空輸開始

９月６日 ６：１０ 第３６普通科連隊約１３８名が五條市旧西吉野小学校に集結完了

救助活動及びそれに伴う道路啓開並びにヘリコプターにて食糧等

の物資を空輸

９月７日 ８：００ 五條市大塔町宇井地区にて救助活動及びそれに伴う道路啓開を開始

８：４５ ヘリコプターにて救援物資を空輸開始

１８：００ 上記道路啓開を終了

９月８日 ７：００ 五條市大塔町宇井地区、十津川村長殿地区及び風屋ダム周辺にて

救助活動

８：０５ 十津川村野尻にて救助活動

８：５０ ヘリコプター、トラックにて救援物資搬送を開始

１４：２０～１８：２４ 十津川村高校生６０名、教職員２名をヘリコプター

にて五條健民運動場に輸送

９月９日 ７：３０ トラックによる水搬送

８日と同地区における救助活動の待機

１０：３０ 県の災害備蓄物資を、トラックにより五條健民運動場へ搬送し、

ヘリコプターにより十津川村小原中学校へ空輸

１３：００ ヘリコプターによる救援物資輸送

１４：００ ヘリコプターによる人員輸送（ＣＨ－４７）

１５：００ ヘリコプターにて、救援物資を十津川村小原中学校へ空輸

９月１０日 ７：００ トラックにより旧志貴高校から十津川村へ救援物資搬送

８：３０ 十津川村野尻において、救助活動開始

十津川村迫西川において、道路啓開活動開始

１２：００ 車両により衛星携帯電話を搬送

１２：２０ ヘリコプターにて、救援物資を十津川村小原中学校へ空輸開始

９月１１日 ６：３０ 五條市大塔町宇井地区及び十津川村長殿地区にて人員捜索、救助活動

８：２５ 十津川村西中地区にて道路啓開

８：３０ 十津川村野尻地区にて人員捜索、救助活動

９：３０ トラックにより旧志貴高校から十津川村へ救援物資搬送

１４：００ ヘリコプターにて十津川村小原中学校から五百瀬地区へ救援物資

を空輸開始

救援・支援活動状況(1)



９月１２日 ６：５１ 十津川村西中地区にて道路啓開

６：５５ 五條市大塔町宇井地区から十津川村谷瀬地区にて人員捜索、救助活動

８：００ 十津川村小原～二津野ダムにて人員捜索、救助活動

十津川村湯之原地区にて給水活動

１４：００ ヘリコプターにて十津川村小原中学校から五百瀬地区へ燃料、食

料品、日用品を空輸開始

ヘリコプターにて十津川村へ人員（医療救護班）輸送

９月１３日 ７：５８ 十津川村西中地区にて道路啓開

８：１０ 十津川村湯之原地区にて給水活動

９：００ 警察・消防との合同による一斉捜索活動開始(再掲)

自衛隊の体制

・ 陸上部隊 ２６０名 捜索地域：五條市大塔町宇井地区～二津野ダム間

・ 水上(ﾎﾞｰﾄ)部隊 １０艇 捜索地域：五條市大塔町宇井地区～風屋ダム間

・ ヘリ ２機 捜索地域：五條市大塔町宇井地区～二津野ダム間

１３：１５ 十津川村山天及び杉清において、孤立していた被災者のうち、高

齢者６名（山天３世帯４名・杉清１世帯２名）を自衛隊車両によ

り陸路で救出、五條市内に搬送、村外在住の家族へ引き渡し完了

９月１４日 ６：３０ 五條市大塔町宇井地区～二津野ダムにて人員捜索、救助活動

７：５０ 十津川村西中地区にて道路啓開

９：３０ トラックにより救援物資を、五條市保健福祉センターから十津川

村役場へ搬送

９月１５日 十津川村山崎地区にて給水支援活動を継続

６：３０ 風屋ダム～二津野ダムにて人員捜索、救助活動

１０：３０ トラックにより救援物資を、五條市保健福祉センターから十津川

村役場へ搬送 医薬品 １kg

１３：００ 五條市大塔町宇井地区にて捜索活動

９月１６日 ６：１５ 五條市大塔町赤谷・宇井地区にて人員捜索、救助活動

６：４５ 十津川村風屋ダムにて人員捜索、救助活動

８：３０ 十津川村山崎地区にて給水活動

８：５７ 十津川村南部の道路偵察活動

９：００ 十津川村湯之原～二津野ダムにてボート使用による人員捜索、救

助活動

９：０５ 十津川村二津野ダムにてボート使用による人員捜索、救助活動

９月１７日１０：００ 十津川村山崎地区にて給水活動

９月１８日 ６：１５ 五條市大塔町赤谷・宇井地区にて人員捜索、救助活動

６：４５ 十津川村風屋ダムにて人員捜索、救助活動

８：００ 十津川村山崎地区にて給水活動

十津川村山崎水源地の調査の支援

９月１９日 五條市大塔町宇井地区にて人員捜索、救助活動

十津川村風屋ダム、二津野ダム、野尻地区にて人員捜索、救助活

動

十津川村山崎地区にて給水活動

トラックにより救援物資を、旧志貴高校から十津川村役場へ搬送救援・支援活動状況(2)



救援・支援活動状況(3)

９月２０日 十津川村山崎地区にて給水活動（１１：４５ １５ｔ給水終了）

２．国及び応援県等による活動状況

（１）国の活動

○国土交通省の早期支援及び技術的支援・助言

９月 ４日～ リエゾン、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが活動中

その他、随時（独）土木研究所から調査班が来県し、活動

○林野庁の活動

９月 ５日～ 連絡調整員（リエゾン）が活動中

９月２０日～ 森林土木専門官（３名）が来県し、県と合同で災害現地調査

○近畿農政局の活動

９月 ６日～１６日 連絡調整員（リエゾン）１名が活動

（２）応援県の活動

○福井県の活動

９月 ７日 １１：２０ 消防組織法の規定に基づく大規模特殊災害時における広域航空

消防応援として要請した福井県消防防災ヘリコプターが五條市健民運

動場から十津川村立小原中学校グラウンドへ救援物資の搬送を開始

即席めん 約５,４００食

お茶 ７２０ﾘｯﾄﾙ

衛星携帯電話 １７台

水道管用資材

（３）日本赤十字社奈良県支部の活動

○救援物資配布状況

９月 ２日 天川村（毛布 70枚）、五條市（毛布30枚）、吉野町（毛布 20枚）

９月 ４日 下市町（毛布 50枚）、五條市（毛布60枚）、天川村（毛布150枚）

黒滝村（毛布164枚）、川上村（毛布41枚）

９月 ５日 五條市（毛布150枚）

９月 ６日 五條市（安眠セット200ｾｯﾄ）、野迫川村（安眠セット100ｾｯﾄ）

９月１３日 十津川村（毛布390枚、安眠セット380ｾｯﾄ）

９月１７日 五條市（毛布100枚、安眠セット250ｾｯﾄ）

（４）社団法人奈良県トラック協会の活動

○県との協定に基づく救援物資の輸送

９月９日～１０日 旧志貴高校から野迫川村へ陸上輸送

カップ麺 ３，０００個

菓子パン １，２００個

お茶(500ｍl) ３，０００本

無洗米 ２００kg

缶詰 ３，０００個

衣類その他日用品



救援・支援活動状況(4)

９月１４日 １２：４５ 旧志貴高校から野迫川村へ陸上輸送

ストーブ ３台

ファンヒーター ７台

３．県の活動状況

９月 ６日～ 五條市、十津川村に連絡調整員（リエゾン）を２名ずつ派遣。

９月 ７日 奈良県および奈良県社会福祉協議会により奈良県災害ボラン

ティア本部設置

９月 ９日 １３：３０ 十津川村現地災害対策本部設置のため、奥田副知事以下、

本部長１名、本部員２０名が県庁出発。

１５：３０ 十津川村現地災害対策本部立上式。その後、活動開始。

９月１０日～ 十津川村現地対策本部の主な活動内容

○避難者名簿作成

各総代・施設に避難者情報の確認を実施

○住民相談

村役場職員とともに来庁者の窓口相談対応を実施

○災害ボランティア本部

村社会福祉協議会と災害ボランティア本部開設

○救急患者の搬送

救急患者を和歌山県へ搬送

○この他、応急対策に必要な情報収集、村役場業務の支援、

被災地における救援業務、山崎地区において給水活動の支援

を実施

９月１６日 ８：４５ 十津川村現地災害対策本部員２０名（交代要員）が県庁出発。

１３：００ 上記交代要員、現地災害対策本部到着

９月２０日 給水活動支援

４．消防及び防災ヘリの活動状況

○消防の相互応援活動状況（県消防救急課：0742-27-8423）

９月 ６日 奈良県消防広域相互応援協定に基づき、県内７消防本部１０車両３９名が

五條市大塔町宇井で捜索活動。

９月 ７日 引き続き、県内７消防本部９車両３５名が五條市大塔町宇井で、４消防本

部４車両１７名が十津川村長殿地区で捜索活動。

９月 ８日 引き続き、県内６消防本部７車両３２名が五條市大塔町宇井で、４消防本

部５車両２３名が十津川村長殿地区で捜索活動。

午後より、五條市大塔町宇井で活動中の消防本部のうち６本部（うち１本

部は一部）６車両２７名が十津川村長殿地区へ活動場所変更。

９月 ９日 県内１０消防本部１２車両５２名が、五條市大塔町宇井及び十津川村長殿

で４班に分かれて捜索活動を実施。

９月１０日 県内６消防本部８車両２９名が、五條市大塔町宇井及び十津川村上野地で

３班に分かれて捜索活動を実施。

五條市大塔町宇井地区及び十津川村上野地での活動終了後、十津川村高津

地区で捜索活動を実施。



救援・支援活動状況(5)

９月１１日 県内６消防本部８車両２９名が、五條市大塔町宇井地区及び十津川村高津

地区で２班に分かれて捜索活動を実施。

十津川村高津地区での活動終了後、十津川村上野地地区捜索活動を実施。

９月１２日 県内７消防本部１２車両３６名が、五條市大塔町清水地区、大塔町宇井地

区及び十津川村高津地区に分かれて捜索活動を実施。

十津川村高津地区での活動終了後、十津川村上野地地区で捜索活動を実施。

９月１３日 県内７消防本部１２車両３７名が、五條市消防本部４８名・消防団７７名

・警察４８名・自衛隊２６０名と合同で、五條市大塔町宇井地区から風屋

ダム間のローラー捜索活動を実施。（陸上部隊）

消防３艇が、警察１艇・自衛隊１０艇と合同で風屋ダム周辺の捜索活動を

実施。（水上(ボート)部隊）

９月１４日 県内６消防本部１１車両２９名が五條市大塔町清水地区で２班に分かれて

捜索活動を実施。

午後より十津川村旭地区、十津川村高津地区に移動して捜索活動を実施。

９月１５日 県内６消防本部１１車両３０名が十津川村長殿地区、十津川村高津地区で

捜索活動を実施。

９月１６日 県内７消防本部１１車両３５名が五條市大塔町宇井地区及び十津川村上野

地・川津地区で捜索活動を実施。

五條市（十津川村区域も含む）の応援要請解除に伴い、相互応援活動は本

日をもって終了。今後の捜索活動は、引き続き地元五條市消防本部が実施

○県消防防災ヘリコプターによる救出活動状況等（県消防救急課：0742-27-8423）

９月 ４日 孤立状態であった天川村坪内２世帯５名を救助

９月 ５日 十津川村小原から透析患者等１１人を搬送し、救急隊に引き継ぐ。その後、

救急隊が県立五條病院等に搬送。また、衛星携帯電話（NTTドコモ提供）６

台を搬送。

９月 ６日 十津川村小原に診療所の医師を搬送。

天川村の被害状況を調査。

十津川五百瀬の切迫流産の患者搬送（和歌山ドクターヘリによる）

十津川村重里の傷病者（衰弱状態）を搬送。

五條市の被害状況を調査。

９月 ７日 十津川村、野迫川村に物資搬送。

十津川河川敷（十津川村小原地内）で発見された遺体を収容。

小原中学校へ水道管用資材を空輸。

９月 ８日 奈良県知事、土木部長、南部振興監が十津川村の被害状況を視察。

孤立状態である十津川村今西地区の救助活動を開始。紀伊半島三県災害等

相互応援に関する協定に基づき要請した三重県消防防災ヘリとともに、孤

立者９名を救出。

十津川村小原に医療救護班（６名）を搬送。

十津川村小原より妊婦を搬送。

吉野消防管内市町村の被害状況を調査。

９月 ９日 十津川村小原より介護が必要な状態にある女性を搬送。

９月１０日 十津川村上野地より救急患者を搬送。

９月１２日 県消防防災ヘリコプターが点検のため、名古屋市消防防災ヘリコプターが



救援・支援活動状況(6)

奈良県へリポートに到着。その後十津川村役場職員が、孤立集落(沼田原)

の状況を上空から確認

９月１３日 名古屋市消防防災ヘリコプターにて、十津川村村長、村議会議長が十津川

村の被害状況を視察。

９月１４日 名古屋市防災ヘリコプターにて、十津川村小原に医師・看護師を搬送。

９月１５日 吉野郡下北山村の被災状況を上空より調査

９月１６日 十津川村小原に医療救護班（４名）を搬送。

５．奈良県医療救護班の活動状況

○派遣要請 平成２３年９月７日（水）７時３５分 十津川村から要請

○派 遣 日 平成２３年９月８日（木）～（当分の間、派遣継続）

○派 遣 先 十津川村

○派遣人員 先遣隊として６名

医 師２名（県立奈良病院及び県立医大）

保健師１名（内吉野保健所）

看護師１名（県立医大）

薬剤師及び事務各１名（吉野保健所）

○活動内容 避難所、老人ホーム等における診療、健康チェック等

○活動状況

９月 ８日 ２チームに分かれて巡回診療

・高森の郷（特別養護老人ホーム）４５人全員に健康チェック

・戸別訪問 １４人、うち１人に発熱、下痢症状 →点滴実施、薬投与

・グループホーム太陽折立の郷、こだまの里（老人ホーム）

９月 ９日 ２チームに分かれて巡回診療

５６人診療（上湯川地区、今西地区、五百瀬地区等）

９月１０日 ２チームに分かれて巡回診療

３９人診療（小川地区、大野地区、平谷、七色地区等）

９月１１日 ２チームに分かれて巡回診療

４５人診療（迫西川、小山手、旭、谷瀬、上野地、沼田原、宇宮原、高津）

９月１２日 午前：２チームに分かれて巡回診療 ９人診療（果無地区）

午後：医療救護班第２班６名（第１班と交替）を派遣

自衛隊のヘリで十津川村小原中学校グラウンド到着

【第２班】医 師２名（県立三室病院及び県立医大）

保健師１名（郡山保健所）

看護師１名（県立三室病院）

薬剤師及び事務各１名

９月１３日 ２チームに分かれて巡回診療

２２人診療(滝川、内原、神下、下葛川、田戸、玉置川)

９月１４日 ２チームに分かれて巡回診療(折立、那知合、谷垣内、西中、重里、竹筒、

平谷地区）

（保健師）特定診療、がん検診受診者の要フォローアップ者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

小井地区避難所の乳幼児、育成医療対象者への訪問

９月１５日 ２チームに分かれて巡回診療

(大野、東中、込之上、上湯川、出谷、平谷地区）



救援・支援活動状況(7)

９月１６日 午前：３班４名（第２班と交代）を派遣

防災ヘリで十津川村小原中学校グラウンド到着

【第３班】医 師１名（県立奈良病院）

保健師１名（葛城保健所）

看護師１名（県立奈良病院）

事務 １名

９月１７日 巡回診療 （上野地、上野地保健センター、旭、風屋、野尻、山崎）
(保健師）特定検診、がん検診受診者の要フォローアップ者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

及び村内家庭訪問

９月１８日 巡回診療 （東中、高滝、滝川、湯野原、小原、武蔵地区）
(保健師）特定検診、がん検診受診者の要フォローアップ者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

９月１９日 巡回診療 （重里、永井、平谷、玉垣内地区）

（保健師）特定健診、がん検診受診者の要フォローアップ者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

９月２０日 第３班までで村全域にわたる診療、健康チェック等が終了。

医師・看護師の派遣は終了、保健師は要請があり継続派遣。

巡回診療 ５名（風屋、小井、谷垣内）

(保健師) 特定健診要請検者リストの作成

９月２１日 医療救護班第４班２名（第３班と交替）を派遣予定のとこ

ろ、天候不順のため延期。

(保健師) 特定健診要請検者リストの作成

６．奈良県による応急仮設住宅建設の状況 （９月１７日）

○ 建設場所及び建設予定戸数

・ 五條市岡口１丁目１１１－２ 旧県立五條高校跡地 ３６戸

・ 五條市大塔町阪本２８３－１ 大塔郷土館駐車場他 ２４戸

・ 十津川村大字沼田原（ぬたのはら） ３戸

・ 十津川村大字谷瀬（たにせ） ５戸

・ 十津川村大字平谷（ひらだに） 平谷小学校 ２０戸

計 ８８戸

※前回の発表と変更のあった部分を下線引きしています。



道路状況 別紙４

１．県管理の国道・県道（県道路管理課：0742-27-7499）

○国道１６８号（五條市大塔町辻堂地内～十津川村高津地内）の通行止めについて（全車

両通行止め）

国道１６８号の迂回路について

迂回路：国道１６９号～県道上池原下桑原線～国道４２５号（※別紙位置図参照）

※現在、国道１６９号、国道４２５号については、雨量通行規制により、自衛

隊、警察、救急車、消防車を除き、全面通行止め

通行規制（車両制限）： ①自衛隊、警察、救急車、消防車のみ通行可

※ただし４ｔ車以下に限る。

○その他、別添「国道１６８号、１６９号の通行状況について」のほか

URL: http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-25527.htm

道路の通行規制状況 No.133（平成23年9月21日 6:00現在）のとおり

URL: http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1

○通行規制 路線数・箇所数について

規制の内訳（箇所数） 規制箇所のうち、

路線区分 規制路線数 規制箇所 迂回路を確保した

雨量規制 災害規制 箇所数

一般国道 ６路線 １４箇所 ３箇所 １１箇所 ５箇所

主要地方道 ８路線 １０箇所 １箇所 ９箇所 ２箇所

一般県道 １２路線 １５箇所 ２箇所 １３箇所 ３箇所

計 ２６路線 ３９箇所 ６箇所 ３３箇所 １０箇所

２．市町村道

別添「市町村道の通行規制状況」のとおり

→（各市町村の道路担当課）

３．橋りょう

川上村 国道169号の西谷橋（川上村迫）が崩土により決壊

※幅2.3m長さ8.0m以下の車のみ通行可

十津川村 国道168号の折立橋（十津川村折立）が落橋 （９月４日 ２：００頃）

国道168号（五條市大塔町小代～県境）は崩土等のため通行止継続中

→（県道路管理課：0742-27-7499）

※前回の発表と変更のあった部分を下線引きしています。



【通行状況】
【国道１６８号】分類 現在の通行条件 今後の見込み

台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について

(１)五條市
・応急復旧工法については、検討中・県・国交省道路復旧支援チームにおいて、復旧に向けた現地調査及び対策工法の検討中・辻堂～宇井の迂回路の路面変状についても道路復旧支援チームにおいて現地調査及び対策工法の検討中・道路の安全確認後、雨量規制を解除次第、自衛隊、警察、救急車、消防車、インフラ復旧作業車両の通行を確保予定（時期は未定）

・全面通行止め（土砂くずれ）・迂回路である国道１６９号、４２５号は、雨量規制により、自衛隊、警察、消防の車両を除き、全面通行止め（迂回路としての利用不可）××××

    【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】
区間

○：通行可 □：緊急車両のみ通行可（※１）◆：救急活動及びインフラ復旧活動に限った緊急車両のみ通行可（※２）■：救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※３）　△：迂回路を通行（一般車両可）　×：通行不可

(２)十津川村
×××× ・全面通行止め（土砂くずれ）・迂回路である国道１６９号、４２５号は、雨量規制により、自衛隊、警察、消防の車両を除き、全面通行止め（迂回路としての利用不可） ・県・国交省道路復旧支援チームにおいて、復旧に向けた現地調査及び対策工法の検討中

×

・全面通行止め（折立橋落橋）・歩道橋（歩行者のみ通行可）・迂回路の村道（折立山手谷線・平谷竹筒線）について、４ｔ未満の車両のみ通行を確保・迂回路の確保に伴い、村道（平谷竹筒線・玉置川線）、国道１６９号を経由して和歌山県北山村まで通行を確保（４ｔ未満の車両のみ）・国道の現道路肩が崩壊している。このため国が事業中の十津川道路を迂回路として利用
・国土交通省により折立橋の応急復旧工事に着手

・全面通行止め（道路崩壊）
△

・１９日から県において応急復旧工事に着手

①大塔町辻堂地区
①長殿地区
②折立地区
③桑畑地区



【通行状況】台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について台風１２号被害に伴う国道１６８号、１６９号等の通行状況について    【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１３：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】【９月２０日１７：００時点】○：通行可 □：緊急車両のみ通行可（※１）◆：救急活動及びインフラ復旧活動に限った緊急車両のみ通行可（※２）■：救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※３）　△：迂回路を通行（一般車両可）　×：通行不可
【国道１６９号】分類 現在の通行条件 今後の見込み

【国道４２５号】分類 現在の通行条件 今後の見込み

区間(３)川上村 △ ・全面通行止め（土砂くずれ）・迂回路については幅2.3m長さ8.0m以下の車両のみ通行可（ルート：１６９号の対岸道路　北塩谷橋～白屋橋）・交互通行 ・土砂崩壊の状況について調査中

・本格復旧に向けて調査中・道路の安全確認後、雨量規制を解除次第、救援物資輸送、インフラ復旧作業、報道、被災地避難の車両の通行を確保予定（時期は未定）■

 ○■
十津川村小川～下北山村浦向

区間
 ・１５日１９：００より一般車両の通行可 （２車線）・雨量規制により、２０日１５：００から救助活動のための自衛隊、警察、消防のみ通行可(４)上北山村
・全面通行止め（土砂くずれ）・雨量規制により、２０日７：３０から救助活動のための自衛隊、警察、消防の車両のみ通行可（４ｔ以下の車両のみ）

（※１）①自衛隊、警察、救急車、消防車　②インフラ復旧作業に当たる車両　③救援物資輸送車両　④報道関係車両　　　　⑤被災地からの避難する車両（※２）①自衛隊、警察、救急車、消防車　②インフラ復旧作業に当たる車両（※３）①自衛隊、警察、救急車、消防車

①迫地区①白川地区 ・復旧作業終了





市町村道の通行規制状況 （９月２１日７：００現在）市町村道の通行規制状況 （９月２１日７：００現在）市町村道の通行規制状況 （９月２１日７：００現在）市町村道の通行規制状況 （９月２１日７：００現在）

奈良市 市道東部第260号線（南田原町）路面陥没により通行不可

宇陀市 市道上田口石割線（上田口） 路肩崩壊による通行禁止

市道深野上出線（深野） 路肩崩壊による通行禁止

市道才ヶ辻藤井線（藤井） 崩土による通行禁止

市道中尾谷清水線（下田口） 路肩崩壊による通行禁止

市道上笠間深野線（上笠間） 路肩崩壊による通行禁止

市道赤埴甲３号線（赤埴） 陥没による通行禁止

市道拾生黒木線（大宇陀拾生）陥没による通行禁止

市道向淵上出線（室生向淵）崩落による通行禁止

市道五ヶ谷線（室生向淵）路肩崩壊による通行禁止

市道高井住ノ辻線（榛原高井）落石による通行禁止

山添村 村道箕輪上深川線（箕輪） 路肩崩壊による通行止め（0.2ｋｍ）

村道片平馬尻線（片平） 路肩崩壊による通行止め（0.03ｋｍ）

曽爾村 村道相輪線（葛） 路肩崩壊による通行止め（1.2ｋｍ）

村道塩井菅野線（塩井）路肩崩壊による通行止め（0.5ｋｍ）

村道間合線地すべりによる通行止め（0.04ｋｍ）

御杖村 村道北京線（農免） 土石崩落による通行止め

村道三畝線（風呂の本橋） 落橋による通行止め（200ｍ）

吉野町 町道中竜門92号線（殿川） 土石崩壊による通行止め（2.5ｋｍ）

町道吉野88号線（吉野山） 土砂流出による通行止め（0.4ｋｍ）

黒滝村 通行規制、橋りょう損壊数箇所

天川村 村道沢谷坪内線（沢谷） 路肩崩壊による通行止め

村道広瀬塩野線（広瀬） 土石崩落による通行止め

村道広瀬谷線（広瀬） 倒木等による通行止め

村道川合切抜線（川合） 崩土による通行止め

村道広瀬塩谷線（広瀬） 土砂崩落、路肩崩壊による通行止め

野迫川村 村道平大股線 路肩崩壊による全面通行止め（1.0ｋｍ）

十津川村 村道全て災害による通行規制

下北山村 上桑原地区 土石崩落による通行規制（10ｍ）

川上村 林道高原洞川線（高原） 土石崩落による通行規制（6.5ｋｍ）

東吉野村 村道日裏線 安全確保できないため通行止め

村道伊豆尾萩原線 地すべりのため通行止め

村道杉谷高見山線 路肩決壊、山腹崩壊により通行止め

村道麦谷地蔵線 路肩決壊、山腹崩壊により通行止め

村道武木小川線 安全確保できないため通行止め



河川状況 別紙５－１

○河道閉塞 →（県河川課：0742-27-7504）

熊野川支川 五條市大塔町赤谷、十津川村長殿、十津川村栗平、野迫川村北股、

十津川村杉清、上北山村白川

※※前回の発表と変更ありません。



土木部　砂防課土木部　砂防課土木部　砂防課土木部　砂防課【H23.9.【H23.9.【H23.9.【H23.9.21212121　　　　7:007:007:007:00】】】】1 大塔町辻堂（柳谷） 山腹崩壊2222 大塔町辻堂地区（鍛冶屋谷） 山腹崩壊　土石流河道閉塞(一部）3333 大塔町宇井地区 山腹崩壊河道閉塞（一部）4444 大塔町赤谷地区（赤谷）（国の緊急調査） 山腹崩壊河道閉塞5 大塔町惚谷地区 地すべり6666 北股地区（岩谷）（国の緊急調査） 山腹崩壊　土石流河道閉塞7777 桧股地区 山腹崩壊河道閉塞（一部）8 長殿地区(テラ谷) 土石流9999 長殿地区（長殿谷）（国の緊急調査） 山腹崩壊河道閉塞10101010 長殿地区（濁谷川） 山腹崩壊河道閉塞（一部）11 長殿地区 山腹崩壊12121212 野尻地区 山腹崩壊　土石流河道閉塞(一部）13131313 重里地区（大畑瀞） 天然ダム越水　渓岸浸食河道閉塞（一部）14141414 栗平地区（栗平）（国の緊急調査） 山腹全崩壊河道閉塞15151515 杉清地区（小井谷） 山腹崩壊河道閉塞16 小井地区 地すべり17 折立地区 地すべり18 上湯川地区 がけ崩れ19 川上村 迫地区（西谷川） 山腹崩壊土石流20 白川地区 がけ崩れ21212121 白川地区（白川又川） 山腹崩壊河道閉塞22222222 赤滝地区A（黒滝川） 山腹崩壊　土石流河道閉塞(一部）23232323 赤滝地区B（柏原谷川） 山腹崩壊　土石流河道閉塞(一部）24 赤滝地区C（黒滝川） 山腹崩壊25-125-125-125-1 坪内地区A 山腹崩壊25-225-225-225-2 坪内地区B（九尾谷川） 山腹崩壊河道閉塞（一部）25-325-325-325-3 坪内地区C（坪内谷川） 山腹崩壊26 曽爾村 葛地区 がけ崩れ27 神末地区 がけ崩れ28 土屋原地区(畑井谷川) 土石流29292929 東吉野村 麦谷地区（麦谷） 山腹崩壊河道閉塞（一部）30 下市町 広橋地区 地すべり31 十津川村 沼田原地区 地すべり32 天川村 広瀬地区 地すべり33 吉野町 吉野山地区 地すべり34 御杖村 土屋原地区（長谷山） 山腹崩壊35 十津川村 宇宮原地区 地すべり
御杖村

災害形状
十津川村
黒滝村天川村

県内の主な土砂災害箇所県内の主な土砂災害箇所県内の主な土砂災害箇所県内の主な土砂災害箇所五條市野迫川村
上北山村

番号 市町村 地区　（渓流名）
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別紙 ６

台風１２号による農林業等の被害状況について台風１２号による農林業等の被害状況について台風１２号による農林業等の被害状況について台風１２号による農林業等の被害状況について(平成23年9月21日 8時現在)

１．林業被害

○林地・林道・作業道被害 林地被害 林道被害 作業道被害市町村名 箇所数 路線数 箇所数 路線数 箇所数五 條 市 １１ ８ ２５ ０ ０宇 陀 市 ６ １ １ ０ ０山 添 村 １１ ０ ０ ０ ０曽 爾 村 ５ ０ ０ ０ ０御 杖 村 １９ ２ ７ ０ ０吉 野 町 ６ ０ ０ ０ ０下 市 町 ２ ０ ０ ０ ０黒 滝 村 ４ ５ ５ ９ １７天 川 村 ９ １５ １６ ０ ０野 迫 川 村 ８ １６ ３７ ４ １４十 津 川 村 ４２ １８ ５９ ５ ２３下 北 山 村 １０ ７ １１ ３ ６上 北 山 村 ５ ２ ３ ０ ０川 上 村 ５ ８ ９ ４ ４東 吉 野 村 ８ ２ ２ １０ ３４計 １５１ ８４ １７５ ３５ ９８
○林業施設等被害市町村名 項 目 件数 被害程度 被害見込額（万円）天川村 集運材施設 １ 集材林業機械 流失 1,606木材加工・流通施設 １ 木材加工用機械 冠水 60合計 1,666

２．農業等被害 被害 被害見込額種別 項目･品目 市町村名 被害程度規模 (万円)ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 宇陀市,曽爾村,御杖村 573件 全・半壊 87棟農業関係施設 3,000ﾊｳｽ など６市町村 軽破・ビニール破損 486棟奈良市(山間部),宇陀市 約1300 全倒～一部倒伏水稲 山添村,曽爾村,御杖村 ha 冠水は殆どなく被害は軽度 4,500など１３市町村 (県全体の14%)農作物 野菜 五條市,宇陀市,曽爾村 34ha ― 4,861(ﾎｳﾚﾝｿｳ等） 御杖村など７市町村柿 五條市,下市町 77ha 枝折れ(品種：刀根早生) 763花(ﾀﾞﾘｱ) 宇陀市,山添村 4ha ― 453黒滝村,天川村,野迫川村 施設被害 5件 5,925養魚施設 5施設水産関係 十津川村,川上村 あまごのへい死等 5件(252千尾) 1,554採捕施設 下北山村 1件 流出土砂による施設埋没 30宇陀市,山添村,吉野町 水田の損壊 98件農地 153件 22,770農地･ 下市町など１４市町村 畑の損壊 55件農業用施設 五條市,曽爾村,御杖村 農道の損壊 49件農業用施設 88件 9,387大淀町など１１市町村 水路等の損壊 39件畜産関係 畜舎等 奈良市,宇陀市,山添村 4件 畜舎等の損壊 ※家畜に被害なし 520合計 53,763◎ 問い合わせ先○林地・林道 森林整備課 0742-27-7473 ○農業関係施設○作業道･林業施設等 林業振興課 0742-27-7471 農作物 農業水産振興課 0742-27-7431○農地・農業用施設 農村振興課 0742-27-7463 水産関係○畜産関係 畜産課 0742-27-7450



■概要
■詳細<企業><企業><企業><企業> 所在地 件数 状況 業種 備　考桜井市 1件 半壊 製造業御所市 1件 一部損壊 製造業製造業建設業サービス業半壊 小売業浸水 小売業五條市二見 1件 一部損壊 飲食店一部損壊 建設業一部損壊 金融業製造業製造業御杖村 1件 浸水 サービス業吉野町 1件 浸水 製造業製造業製造業建設業半壊(1件) サービス業不明(10件)建設業(1件)

小売業建設業小売業建設業（2件）東吉野村 1件 半壊 小売業※件数については、企業の被害延べ件数。(同一企業で重複被害あり)
倉庫浸水により発電機等被害、ダンプ3台流失。コンプレッサー破損
壁崩壊

災害対策本部会議報告書災害対策本部会議報告書災害対策本部会議報告書災害対策本部会議報告書

7件

事務所浸水建設重機複数台水没

詳　　細

洞川の整備工場が、土砂及び流木などにより半壊床上浸水床上浸水社長の自宅が川の増水により浸水作業倉庫浸水(約50ｍ)。吉野川増水により一部材料、製品流出商品倉庫、重機(冷蔵庫)、車両が被災
倉庫が半壊
倉庫の屋根が飛ばされて製品が被害
倉庫が流された
屋根にこぶし大の穴が開いた
大塔営業所が全壊雨漏り5ヶ所

災害名　　　　　台風１２号　　　　　災害名　　　　　台風１２号　　　　　災害名　　　　　台風１２号　　　　　災害名　　　　　台風１２号　　　　　

宇陀市 一部損壊
建物等被害(47件)

全壊(5件)
五條市野原 2件

3件 住宅新築現場が床上2.5mまで浸水床上浸水

五條市大塔町
2件

浸水黒滝村天川村

小売業
倉庫が広範囲にわたり雨漏り
現場事務所が地滑りで流失

15件 製造業(3件)十津川村 一部損壊(7件) 工場の裏山が崩壊し大量の土砂が流入し、工場・事務所がほぼ全壊山から土砂が崩落して工場が埋もれ、受託車両及び自社の車が流出全壊（2件）
プレハブ2棟流失ポンプ3台流失、水源設備が壊れるテント２張流失

浸水(11件)12件 サービス業
店舗内に土砂流入製造業(2件) 工場の機械に水が入り故障
車両浸水

サービス業(3件)
浸水（6件） 床上浸水事務所・売店が床下浸水

県内企業等の被害状況について（第６報）県内企業等の被害状況について（第６報）県内企業等の被害状況について（第６報）県内企業等の被害状況について（第６報）

完成検査場床上浸水
住宅権店舗が流出店舗が流された
店舗内雨漏りショーウィンドウ屋根が一部損壊店舗が床上浸水

台風12号による県内企業等の被害状況について、商工会議所、商工会、各種組合、金融機関、個別企業等から以下のとおり情報を収集した。＜企業＞ ＜危険物等＞【建物等被害】 前回報告件数 前回報告との増減 今回報告件数 前回報告件数 前回報告との増減 今回報告件数企業数 39社 0 39社 企業数 9社 ▲ 1 8社被害件数 47件 0 47件 被害件数 12件 ▲ 1 11件（内訳） （内訳）　　全壊 7件 0 7件 　火薬庫流失 1件 0 1件　　半壊 4件 0 4件 　ガスボンベ流失 8件 ▲ 1 7件　　一部損壊 13件 0 13件 　ガスボンベ埋没 2件 0 2件　　浸水 23件 0 23件 　ガスボンベ水没 1件 0 1件【営業その他の被害】 前回報告件数 前回報告との増減 今回報告件数企業数 3社 0 3社被害件数 3件 0 3件

別紙７－１部　局　名日　　　時 産業・雇用振興部平成23年9月20日　9時00分現在※平成２３年９月20日以降変更なし



所在地 件数 状況 業種 備　考五條市大塔町 1件 営業被害 金融業製造業小売業 金融業 通常営業再開 金融業 通常営業再開 下北山村  1件  営業被害  金融業 通常営業再開 川上村  1件  営業被害  金融業 通常営業再開※件数については、企業の被害延べ件数。(同一企業で重複被害あり)<危険物等><危険物等><危険物等><危険物等> 所在地 件数 状況 業種 備　考9/19 20㎏容器2本回収9/19 10㎏容器2本回収ガスボンベ埋没 小売業 山添村  1件  ガス漏洩  小売業 9/8復旧工事完了9/14容器回収完了9/8容器回収完了9/17容器回収完了
1件 火薬庫流失 建設業

ガスボンベ水没 小売業野迫川村 1件 ガスボンベ埋没 小売業 東吉野村  1件  ガスボンベ埋没  小売業 9/7土砂撤去、供給開始

詳　　細

プロパンガスボンベ20㎏容器1本流出不明プロパンガスボンベ20㎏容器10本流出不明
小売業ガスボンベ流失

十津川村 2件 営業被害営業その他の被害(3件) 臨時休業中停電により冷蔵庫・冷凍庫の商品在庫を廃棄処分

プロパンガスボンベ20㎏2本埋没4件五條市大塔町

プロパンガスボンベ20㎏2本水没小売業ガスボンベ流失

プロパンガスボンベ20㎏容器3本流失不明
小売業 ガスボンベ埋没  小売業  プロパンガスボンベ10㎏容器2本埋没ガスボンベ流失  プロパンガスボンベ20㎏容器1本流出不明

※件数については、企業の被害延べ件数。(同一企業で重複被害あり)   プロパンガスボンベについては、すべて供給先での被害数 プロパンガスボンベ20㎏容器10本埋没プロパンガスボンベ10㎏容器3本、20㎏容器10本流失不明プロパンガスボンベ20㎏容器4本流失不明
2級火薬庫2棟が地滑りで流失火薬庫の在庫量:爆弾庫(含水爆薬3,800個、600㎏)、火工品庫(電気雷管2,900個、70㎏)※9/7事業者が現地確認。現場は土砂に埋もれており、周囲に爆薬･雷管は見あたらず、捜索･回収はできなかった。回収できるまで当面の間、事業者に定期的に状況報告を求めているところ。

冷凍食品廃棄 オンライン不通のためＡＴＭ等利用不可 建物被害はないが、周辺の被害が甚大であり、開店はしているものの 営業再開とは言えない状況
プロパンガスボンベ20㎏容器12本、10㎏容器 10本 8本 流失不明プロパンガスボンベ50㎏容器11本、20㎏容器 10本 8本 流失不明
 オンライン不通のためＡＴＭ等利用不可 営業見合わせ中 詳　細

3件
 御杖村  2件

 ＬＰガスボンベ容器埋没
2件天川村

十津川村危険物等被害（11件）
 土砂崩れによりガス漏洩 プロパンガスボンベ20㎏容器2本埋没



く ら し 創 造 部
(平成23年9月9日以降変更なし)■ 概    要 区 分 被 害 区 分 別 の延 件 数建物被害　全壊 1 建物全壊１　　　　　　　半壊　　　　　　　一部損壊 5 浄化槽流出１、側壁等１、温泉パイプ破損１、露天風呂流出２　　　　　　　床上浸水 12　　　　　　　床下浸水 2合　計 20■ 詳    細施 設 所 在 地 被 災 施 設 数五條市 1(民宿１)天川村 10(旅館１、民宿９)東吉野村 1(旅館１)十津川村 ７(旅館６、民宿１)宇陀市 1(旅館１)※　旅館・ホテル等とは、旅館、ホテル、民宿をいう。

詳 細

台風１２号による県内旅館・ホテル等の被害状況について台風１２号による県内旅館・ホテル等の被害状況について台風１２号による県内旅館・ホテル等の被害状況について台風１２号による県内旅館・ホテル等の被害状況について

建物一部損壊１
被 害 状 況床上浸水１０床下浸水１建物全壊１

建物一部損壊４床上浸水２、床下浸水１

台風12号による県内旅館・ホテル等(※)の被害状況について、県内６保健所(奈良市含む)、及び奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合から情報を収集した結果は以下のとおりです。
別紙 ７－２



別紙　⑧奈良県文化財保存課平成23年9月21日、7時00分現在番号 県名 指定区分 市町村 被害物件 被害状況 被害の程度 被害額(千円) 初期対応 現在の対応状況 今後の対応予定1 奈良県 国指定(重要文化財) 桜井市 長谷寺はせでら 下登廊しものぼりろう 建物に隣接する樹木（杉・目通径1.6～1.7ｍ程度）の枝（径10㎝程度）が折れ、下登廊の屋根面（東面）に落下。軒先の瓦数枚（軒丸２本、軒平２枚、丸２本、平２枚）を破損。木部は、特に被害なし。 軽微 不明 9/3午前、寺職員確認→9/4県保存課へFAXで報告。 修理方法について寺･文化庁と協議し、9/7に修理を終えた。 －2 奈良県 国指定(国宝) 吉野町 金峯山寺きんぷせんじ 本堂 正面（南面）向かって右手、上層大屋根の東妻ひがしつま箕甲みのごう 駒こま額びたい付近の檜皮ひわだ 葺ぶきが捲れ上がって（0.6*0.3ｍ程度大）欠失。野地のじ が剥き出しの状態。 軽微 不明 9/5午前、寺職員確認→別件現地協議中の県保存課職員へ報告。 9/5午前、県文化財保存課職員、現地直接確認。 修理方法の検討中3 奈良県 国指定(重要文化財) 橿原市 旧米谷こめたに家け 住宅　主屋 今井町内にある民家遺構（現在国有、橿原市が管理団体）。主屋正面下屋軒廻り漆喰塗りの一部が剥落。 軽微 不明 9/5夕方、橿原市文化財課→県へ報告。 9/5午前、橿原市文化財課職員、現地確認済み。 修理方法の検討中4 奈良県 国指定(重要文化財) 十津川村 玉置神社たまきじんじゃ     社務所しゃむしょ 及び台所だいどころ 強風により銅板葺の屋根がめくれる。社務所南流みなみながれ（谷側）の屋根、長さ13ｍ×幅4ｍ（52㎡）。 小規模 不明 9/6午後、村教委から県へ防災ファックスで連絡あり。 屋根面当該箇所、ブルーシートにて仮養生実施済み。 交通状況が改善し次第、現地調査の予定。5 奈良県 県指定天然記念物 十津川村 杉の巨樹群（玉置神社） 神代杉の枝（径50㎝程度。）が折れた。落下した際に木の周囲にあった立入防止柵の一部(3m程度)を破損。 軽微 不明 9/12午後、県保存課へ報告。 十津川村職員、現地確認済み。 －6 奈良県 国指定(史跡) 十津川村 熊野参詣道小辺路 上西家跡に亀裂（深さ40cm・長さ約120ｍ）あり。同位置より南5kmの地点で小辺路に崩落あり（幅4～5ｍ）。 左同 不明 9/14十津川村から県文化財保存課に連絡あり。小辺路周辺に亀裂の可能性。9/15に現地調査。 9/16　国交省発表。 交通状況が改善し次第、現地詳細調査の予定。7 奈良県 県指定(建造物) 奈良市(大保町) 八坂神社本殿 強い風と雨により漆喰塗の壁が剥落。側面1ヶ所･背面1ヶ所の計1.8㎡。 軽微 不明 9/14午後、氏子から県に連絡。 9/16午前、県文化財保存課職員が現地確認。 修理方法の検討中8 奈良県 国指定(史跡) 野迫川村 熊野参詣道小辺路 桧峠付近に亀裂3箇所（北から①長さ3m・②長さ22ｍ・段差80cm・③長さ5m）あり。 左同 不明 9/16野迫川村から連絡。 野迫川村が現地確認済 10月中旬までに野迫川村と合同調査を実施予定

台風12号による県下指定文化財の被害状況について



都道府県名 市町村名 施設種別 施設名 定員 罹災日 被害状況 避難の有無 現在の状況奈良県 吉野郡十津川村 障害者支援施設（知的障害者入所更正施設） こだまの里 44 9月4日 グラウンド一部流失。フェンス流失。 無 9/4入所者が「山崎地内」の集会所に避難したが、9/5施設に戻った。食料・薬備蓄有り。ライフライン確保。奈良県 五條市 認可保育所 大塔保育所 20 9月4日 床上浸水により床一面に泥が覆っている。給水設備が土砂崩れにより崩壊。 無 9/14当面の臨時的措置として、旧西吉野小学校の校舎で保育を再開。奈良県 五條市 デイサービス施設 五條市立デイサービスセンターおおとう 9月4日 建物内に土砂流入し、備品・道具等利用不可能。土砂崩れにより湧水取水地が流出。 無 職員は施設退去済み。現在閉所状態。

社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等のののの被災状況被災状況被災状況被災状況【平成２３年９月２１日現在】 別紙９



市町村名 状　　　　　況十津川村 ・宇宮原、竹筒周辺は９月下旬サービス復旧予定　　　　　　　　　→宇宮原周辺ほぼ復旧済み・長殿周辺について引き続き復旧活動を継続五條市大塔町 ・辻堂周辺について９月中旬サービス復旧予定→ほぼ復旧済み・清水、篠原、惣谷周辺について引き続き復旧活動を継続

       別紙１０ 

ライフライン被害状況 

 

 

○関西電力  ９月２０日（火）１５：００時点 

  総停電軒数（のべ） ２８，５９０軒（うち５０軒未復旧） 

桜井市      １４０軒 

      宇陀市       ２０軒 

五條市    ２，９００軒（うち２０軒未復旧） 

下市町      ３７０軒  

吉野町      ８５０軒 

曽爾村       １０軒 

御杖村    ２，１００軒 

明日香村      １０軒 

            黒滝村      ２，８００軒  

天川村    １，０００軒 

上北山村   １，６００軒  

下北山村     ３７０軒 

川上村    ２，３００軒 

十津川村   ８，４２０軒（うち２０軒未復旧） 

東吉野村   ４，３００軒  

野迫川村    １，４００軒（うち１０軒未復旧） 

       ※未復旧地域は全て避難指示・避難勧告対象地域に該当 

 

○ＮＴＴ西日本  不通回線数 ９月２１日（水）７：００時点 

  ９月１０日 １２：０８時点で不通回線の復旧は完了。ただし、交換局と家庭等を結ぶケ  

ーブルの被災により通話ができないエリア（十津川村長殿地区）があるため、順次、調査・

点検中。 

 

○ＫＤＤＩ  ９月２１日（水） ７：００現在 

   ・未復旧基地局数  ４局（十津川村２局、黒滝村２局） 

  ・黒滝村２局については車載局の運用により一部復旧 

   （古いタイプの携帯電話では使用できない場合あり） 

   →黒滝村の車載局運用は、９月２０日１５時５５分から一時停止中（台風１５号の接

近による安全措置のため） 

 

○ＮＴＴドコモ  ９月２１日（水）７：００現在 

  サービス中断地区への復旧活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

・衛星携帯電話を貸し出し（五條市役所 １０台、野迫川村役場 ６台、十津川村役場 ４

３台、天川村役場 ８台、御杖村役場 １台、各々発信・避難所等連絡用として運用中） 

  ・緊急連絡用携帯電話を貸し出し（十津川村役場 １０台、五條市役所 １０台） 



市町村名 未復旧地域十津川村 沼田原（計約２０世帯)　※順次、可能な地区から復旧対応中野迫川村 北股、立里（計約５０世帯）　※現地調査・被害確認が出来ず、復旧見通しは不明

  ・避難所に無料携帯電話を貸し出し（大塔星のくに ５台、野迫川村山村振興センター ３

台） 

○ソフトバンクモバイル ９月２１日（水）７：００現在 

・未復旧基地局数 １７局 

十津川村８局、天川村１局、東吉野村２局、野迫川村２局、五條市４局 

  （台風１５号による未復旧基地局内訳：十津川村２局、東吉野村２局、野迫川村１局） 

 

○こまどりケーブル ９月１９日（月）１７：００現在 

  台風１２号による災害復旧状況 

 

 

 

 

 

 

 

・五條市大塔支所に災害対策用電話として、こまどりケーブルＩＰ電話８回線を緊急設置 

 

○バス 運休状況 ９月２１日（水）７：００現在 

・奈良交通  

  八木新宮線（城戸～十津川温泉～新宮駅間） 

  十津川線（城戸～十津川温泉間） 

  下市天川線（天河大弁財天社～中庵住間） 

大台ヶ原線（上市駅～大台ヶ原間） 

  八木大滝線（北塩谷口～湯盛温泉杉の湯間で迂回運行（川上村役場には停車しない）） 

 ・三重交通 

   名張奥津線（敷津～奥津駅前） 

・コミュニティバス 

   五條市（大塔町内） 大塔町内全路線５路線 

   天川村  １路線（坪内～山西間） 

   十津川村 村内全路線１９路線  

   川上村  ２路線（上市駅～入之波間）、スクールバス３路線（警報発令のため） 

＜迂回運行＞ 

   山添村  １路線（大塩～波多野郵便局前間）の一部区間で迂回運行 

   吉野町  １路線（吉野山千本口～吉野病院間）の一部区間で迂回運行 

  ※上記路線の他、雨量規制などに伴う運休等が生じる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○県内水道施設の断水状況  ９月２１日（水）７：００現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高圧ガス保安協会  ９月２１日（水）７：００現在 

    十津川村   １０kg 容器３本、２０kg 容器１４本流失、２０kg 容器２本水没 

         （２０kg２本水没分容器撤去完了） 

    五條市大塔町 ５０kg 容器１１本、２０kg 容器 ２５本、１０kg 容器１０本流失 

         （２０kg 容器２本、１０kg 容器２本回収） 

  御杖村    １０kg 容器２本、２０kg 容器２本埋没（容器撤去完了） 

  天川村    ２０kg 容器１２本流失（２０kg 容器１本 ６本回収） 

  東吉野村   ＬＰガス容器埋没（土砂を撤去し供給開始済み） 

  山添村    土砂崩れによりガス漏洩（復旧工事完了） 

    野迫川村   ２０kg 容器約１０本埋没 

 

市町村名市町村名市町村名市町村名 総断水戸数総断水戸数総断水戸数総断水戸数 現在断水戸数現在断水戸数現在断水戸数現在断水戸数

五條市 93 復旧済み

宇陀市 11 復旧済み

黒滝村 25 復旧済み

天川村 275 2

野迫川村 53 37

十津川村 482 復旧済み

下北山村 20 復旧済み

上北山村 4 復旧済み

川上村 14 復旧済み

東吉野村 137 24

合計 1114 63



奈良県気象警報・注意報（表形式）
平成２３年９月２１日０９時１３分

奈良地方気象台

奈良県では、土砂災害や暴風に警戒して下さい。北部では、河川の増水に警戒して下さい。

＜お知らせ＞平成２３年台風第１２号による災害の影響を考慮した一部の市村においては、大雨警報・注意報について通常基準より引き下
げた暫定基準で運用しています。
●：発表　▼：警報から注意報　○：継続　解：解除

注１） ↑ は、警報に切り替える可能性があることを示す。
注２） ＊ は、発表、警報から注意報、解除など発表状況の変化のほか、大雨警報の特に警戒すべき事項や警報に切替える可能性など警報・注意報の
内容に変化があった市町村等及び区域、地域を示す。

注３）大雨警報には、特に警戒すべき事項(土砂災害、浸水害)を括弧内に示す。
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＊北部

＊北西部

＊奈良市 ●(土砂災害) ○ ○ ○

　大和高田市 ○ ○ ○ ○

　大和郡山市 ○ ○ ○ ○

　天理市 ○ ○ ○ ○

＊橿原市 ●(土砂災害) ○ ○ ○

＊桜井市 ●(土砂災害) ○ ○ ○

　御所市 ○ ○ ○ ○

　生駒市 ○ ○ ○ ○

　香芝市 ○ ○ ○ ○

　葛城市 ○ ○ ○ ○

　平群町 ○ ○ ○ ○

　三郷町 ○ ○ ○ ○

　斑鳩町 ○ ○ ○ ○

　安堵町 ○ ○ ○ ○

　川西町 ○ ○ ○ ○

　三宅町 ○ ○ ○ ○

　田原本町 ○ ○ ○ ○

　高取町 ○ ○ ○ ○

＊明日香村 ●(土砂災害) ○ ○ ○

　上牧町 ○ ○ ○ ○

　王寺町 ○ ○ ○ ○

　広陵町 ○ ○ ○ ○

　河合町 ○ ○ ○ ○

　北東部

　宇陀市 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　山添村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

＊五條・北部吉野

　五條市北部 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　吉野町 ○(土砂災害) ○ ○ ○

＊大淀町 ○(土砂災害) ● ○ ○

　下市町 ○(土砂災害) ○ ○ ○

＊南部

＊南東部

＊曽爾村 ●(土砂災害) ○ ○ ○

　御杖村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　黒滝村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　天川村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　下北山村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　上北山村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　川上村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　東吉野村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　南西部

　五條市南部 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　野迫川村 ○(土砂災害) ○ ○ ○

　十津川村 ○(土砂災害) ○ ○ ○



　

奈良県土砂災害警戒情報　第6号
平成23年9月21日　8時45分

奈良県　奈良地方気象台　共同発表

【警戒対象地域】
　　　五條市南部　御杖村　黒滝村　天川村　野迫川村　十津川村　下北山村*
　　　上北山村*　川上村　東吉野村

　　　*印は、新たに警戒対象となった市町村を示します。

【警戒文】
　　　＜概況＞
　　　降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
　　　＜とるべき措置＞
　　　崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとと
　　　もに、市町村から発表される避難勧告等の情報に注意してください。

警戒対象地域

平成23年台風第12号の大雨による影響で、十津川村、野迫川村、
五條市南部、天川村、川上村、黒滝村、東吉野村、御杖村では
通常基準より引き下げた暫定基準で運用しています。

問い合わせ先
0742-27-7514（奈良県土木部砂防課）
0742-22-2555（奈良地方気象台技術課）



別紙１１県及び市町村の体制○○○○県県県県のののの体制体制体制体制９月 １日（木） １５：４８ 風水害等災害警戒体制 １号警戒配備９月 ２日（金） ３：３４ 風水害等災害警戒体制 ２号警戒配備９月 ４日（日） ８：３０ 災害対策本部設置第１回災害対策本部会議開催９月 ５日（月） ９：００ 第２回災害対策本部会議開催１３：３０ 第３回災害対策本部会議開催９月 ７日（水） １７：００ 第４回災害対策本部会議開催９月 ８日（木） １５：００ 第５回災害対策本部会議開催９月 ９日（金） １３：００ 第６回災害対策本部会議開催１５：３０ 十津川村現地災害対策本部設置９月１０日（土） １３：００ 第７回災害対策本部会議開催９月１１日（日） １３：００ 第８回災害対策本部会議開催９月１２日（月） １２：００ 第９回災害対策本部会議開催９月１３日（火） １２：００ 第10回災害対策本部会議開催９月１４日（水） １２：００ 第11回災害対策本部会議開催９月１５日（木） １２：００ 第12回災害対策本部会議開催９月１６日（金） １２：００ 第13回災害対策本部会議開催９月１７日（土） ０：１５ 第14回災害対策本部会議開催１２：００ 第15回災害対策本部会議開催９月１８日（日） １２：００ 第16回災害対策本部会議開催９月１９日（月） １２：００ 第17回災害対策本部会議開催１９：００ 第18回災害対策本部会議開催９月２０日（火） １２：００ 第19回災害対策本部会議開催



○○○○市町村市町村市町村市町村のののの体制体制体制体制９月 ２日（金） ６：００ 十津川村 災害対策本部設置１０：００ 曽爾村 災害対策本部設置（９月５日 18:00 廃止）１３：００ 上北山村 災害対策本部設置（９月６日 15:34 廃止）１６：００ 黒滝村 災害対策本部設置１６：００ 東吉野村 災害対策本部設置（９月６日 18:30 廃止）１７：００ 下市町 災害対策本部設置（９月５日 12:00 廃止）１６：１０ 吉野町 災害対策本部設置（９月５日 10:30 廃止）１９：００ 御所市 災害対策本部設置（９月４日 20:50 廃止）２０：３５ 五條市 災害対策本部設置２１：１８ 大和高田市 災害対策本部設置（９月４日 13:00 廃止）２２：００ 御杖村 災害対策本部設置（９月６日 8:00 廃止）９月 ３日（土） ８：００ 野迫川村 災害対策本部設置９月 ４日（日） １：００ 天川村 災害対策本部設置１７：３０ 川上村 災害対策本部設置（９月12日 17:15 廃止）９月 ８日（木） １８：３０ 五條市 災害対策本部を大塔支所へ移転９月２１日（水） ８：３０ 上北山村 災害対策本部設置９：００ 御杖村 災害対策本部設置


