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平成２３年１０月１６日（日）

奈良県 防災統括室

担当：國石 榊原

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９１９１９１９１報報報報））））

（（（（１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日 １２１２１２１２：：：：００００００００発表発表発表発表））））

【【【【前回報道発表前回報道発表前回報道発表前回報道発表からからからから修正修正修正修正・・・・追加追加追加追加】】】】

２．避難状況

※別紙２「台風１２号及び１５号における避難の状況」のとおり

４．道路状況

※別紙４「道路状況」のとおり

５．河川状況

○土砂災害緊急情報 （奈良県十津川流域）第１０号（平成２３年１０月１４日）

○土砂災害随時情報 重要（奈良県十津川流域）第１５号（平成２３年１０月１６日）

※河川状況の詳細については、近畿地方整備局ホームページの下記ＵＲＬで確認ください

http://www.kkr.mlit.go.jp/typhoon12/index.php （台風12号被災地関連情報）

http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl （記者発表）

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．県及び市町村の体制について

※別紙１１－１「県の体制」のとおり

１２．気象警報等の発令状況

○気象警報・注意報（奈良地方気象台発表）

１０月１６日（日）１１時３３分現在 ※別添「奈良県気象警報・注意報」のとおり

○土砂災害警戒情報（県・奈良地方気象台共同発表）

１０月１６日（日）８時１０分現在 ※別添「奈良県土砂災害警戒情報第７号」のと

おり



【【【【以下以下以下以下、、、、前回報道発表前回報道発表前回報道発表前回報道発表からからからから変更変更変更変更なしなしなしなし】】】】

１．被害状況

３．救援・支援活動状況

６．農林業等の状況

７．県内企業等の状況

８．文化財の状況

９．社会福祉施設等の状況



（１０月１６日　８：３０現在）　　　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 1 33 64十津川村 1 2 3野迫川村 1 20 50計 3 55 117　２　 警戒区域　市町村 発令日時 備　　　考五條市 9月16日　17時00分五條市 9月27日　7時00分（範囲縮小）野迫川村 9月16日　15時30分十津川村 9月26日　17時00分（範囲縮小）十津川村 9月26日　17時00分（範囲縮小）十津川村 9月26日　17時00分（範囲縮小）計 ６地区長殿（国道１６８号線付近）（対象世帯数：４、対象人数：５）
※　市村が設置した避難所の状況 地　　　　　区大塔町赤谷（対象世帯数：２、対象人数；４）大塔町宇井（対象世帯数：３、対象人数：７）

台風１２号及び１５号における避難の状況 避難先ロッジ星のくに

北股（居住区）（対象世帯数：３７、対象人数：８７）
山村振興センター高森の郷

宇宮原（村道旧国道宇宮原線付近、村道宇宮原線から川側付近）（対象世帯数：２、対象人数：４）上野地（上野地中学校付近）（対象世帯数：４、対象人数：１１）対象世帯数：５２　　　対象人数：１１８

別紙２
土砂災害緊急情報現地対策協議会　設置（9月22日19時00分）土砂災害緊急情報現地対策協議会　設置（9月23日17時00分）土砂災害緊急情報現地対策協議会　設置（9月23日19時00分）

台風１２号及び１５号における避難の状況



　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 大塔町飛ひ養よ曽そ 5 8 9月5日　16時00分五條市 大塔町宇井 37 66 9月8日　18時40分 9月27日 7時00分警戒区域修正に伴い一部解除五條市 大塔町閉君 3 6 9月29日　18時40分98 178吉野町 吉野山地区 1 4 9月7日　9時00分1 4野迫川村 北股 37 87 9月16日　7時00分37 87十津川村 長殿（一部） 4 5 9月8日　16時17分 9月26日17時00分警戒区域修正に伴い一部解除十津川村 宇宮原（一部） 2 4 9月8日　16時17分 9月26日17時00分警戒区域修正に伴い一部解除十津川村 上野地（一部） 4 11 9月8日　16時17分 9月26日17時00分警戒区域修正に伴い一部解除十津川村 今西全域 7 10 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18 32154 301　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 大塔町宇井（一部） 2 5 9月27日　7時00分五條市 大塔町閉君（一部） 4 7 9月29日　18時40分6 12
計
計

五條市計吉野町計野迫川村計
十津川村計

台風１２号及び１５号における避難の状況



　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1 2　６　 自主避難市町村 避難所数 避難世帯数 避難者数十津川村 3 27    26 62    58計 3 27    26 62    58計 避難先沼田原集会所、北部保健センター、桑畑集会所、親戚の家等

台風１２号及び１５号における避難の状況



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）の通行について

・通行規制（車両制限）：以下の緊急車両のみ迂回路の通行可

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（注１）

③救援物資輸送車両（注１）

④報道関係車両（注１）

⑤被災地域の居住者及び行政関係者の車両（注１）

注１：通行車両の確認を実施

・通行可能時間 終日通行可

・その他の通行規制 ※6t積トラック以下、車長8.5ｍ以下に限る。

※片側交互通行

※降雨の状況により通行止めとなる場合があります。

○国道１６８号（十津川村長殿地内）の通行について

・雨量通行規制により通行止め

・通行規制（車両制限）：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（注１）

③救援物資輸送車両（注１）

⑤被災地域の居住者及び行政関係者の車両（注１）

注１：通行車両の確認を実施

・通行可能時間 ７：００～１７：３０

・その他の通行規制 ※降雨の場合、通行止め

※なお、災害対策基本法第６３条に基づく警戒区域への立入

について、別途手続きが必要。

○国道１６８号（十津川村桑畑地内）の通行について

・雨量通行規制により通行止め

・通行規制 片側交互通行（終日通行可）

※総重量20ｔ未満の車両に限る

○国道１６９号（川上村迫地内）迂回路の通行について

・通行規制 幅2.5ｍ以下、長さ12ｍ以下、総重量20ｔ未満の車両に限る

※迂回路ルート：１６９号の対岸道路 約2.8km

北塩谷橋～白屋橋

※交互通行（終日通行可）

※迂回路は、幅員狭隘区間も多く、カーブが連続している

ため、走行には十分注意して下さい。

※降雨の状況等により通行止めとなる場合があります。



○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）

【国道425号】

雨量通行規制により通行止め

通行規制区間：下北山村浦向（白谷トンネル東側坑口付近）～十津川村小川地内

通行規制（車両制限）：４ｔ車以下の車両に限る。

○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-25620.htm

道路の通行規制状況 No.176（平成23年10月15日 16:00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 ４路線 ８箇所 ０箇所 ８箇所 ２箇所

主要地方道 ５路線 ６箇所 ０箇所 ６箇所 １箇所

一般県道 １０路線 １１箇所 ０箇所 １１箇所 ３箇所

計 １９路線 ２５箇所 ０箇所 ２５箇所 ６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2.5m以下、長さ12m以下、総重量20t未満の車のみ通行可

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）

→（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

台風台風台風台風１２１２１２１２号被害号被害号被害号被害にににに伴伴伴伴うううう国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号、、、、１６９１６９１６９１６９号等号等号等号等のののの通行状況通行状況通行状況通行状況についてについてについてについて

(１)五條市 ・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内容に基づき、災害復旧事業の手続きに着手
・全面通行止め（土砂くずれ）・辻堂地内において、新たな迂回路を設置し、救助活動の為の自衛隊、警察、消防、インフラ復旧作業、救援物資輸送、報道関係、被災地域の居住者及び行政関係者の車両のみ終日通行可。ただし、インフラ復旧作業、救援物資輸送、報道関係、被災地域の居住者及び行政関係者の車両は通行確認が必要□

【【【【１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日　　　　　　　　１１１１１１１１：：：：００００００００時点時点時点時点】】】】
区間

○：通行可 □：緊急車両の通行可（※１）◇：救助活動及びインフラ復旧作業、救援物資輸送、被災地居住者及び行政関係者の緊急車両のみ通行可（※２）◆：救急活動及びインフラ復旧作業に限った緊急車両のみ通行可（※３）■：救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※４）　△：迂回路を通行（一般車両可）　×：通行不可
①大塔町辻堂地区

【【【【１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日　　　　　　　　１０１０１０１０：：：：００００００００時点時点時点時点】】】】

③桑畑地区
・国土交通省により折立橋の応急復旧工事中

・全面通行止め（土砂くずれ）・救助活動のための自衛隊、警察、消防、インフラ復旧作業、救援物資輸送、被災地域の居住者及び行政関係者の車両のみ通行可。ただし、インフラ復旧作業、救援物資輸送、被災地域の居住者及び行政関係者の車両の通行可能時間は、７：００～１７：３０（通行確認が必要）・ただし、災害対策基本法第６３条に基づく警戒区域への立ち入りについては、別途手続きが必要。・報道の車両については、国道１６９号、４２５号及び県道上池原下桑原線を迂回路として通行可・雨量通行規制により通行止め
①長殿地区
②折立地区

(２)十津川村
×○
△
・片側交互通行（総重量20t未満の車両に限る）・雨量通行規制により通行止め ・県において本復旧に向けて検討中

・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が、十津川道路を利用して通行可

×◇ ・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内容に基づき、災害復旧事業の手続きに着手



【通行状況】台風台風台風台風１２１２１２１２号被害号被害号被害号被害にににに伴伴伴伴うううう国道国道国道国道１６８１６８１６８１６８号号号号、、、、１６９１６９１６９１６９号等号等号等号等のののの通行状況通行状況通行状況通行状況についてについてについてについて【【【【１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日　　　　　　　　１１１１１１１１：：：：００００００００時点時点時点時点】】】】○：通行可 □：緊急車両の通行可（※１）◇：救助活動及びインフラ復旧作業、救援物資輸送、被災地居住者及び行政関係者の緊急車両のみ通行可（※２）◆：救急活動及びインフラ復旧作業に限った緊急車両のみ通行可（※３）■：救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※４）　△：迂回路を通行（一般車両可）　×：通行不可
【【【【１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日　　　　　　　　１０１０１０１０：：：：００００００００時点時点時点時点】】】】

【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

・土砂崩壊の状況について調査中
区間

・４ｔ車以下の車両のみ通行可　（森林公園～白谷トンネル東側坑口附近）・雨量通行規制により通行止め
区間

・一般車両の通行可（２車線）
①迫地区(３)川上村

○
×○

(４)上北山村

（※４）①自衛隊、警察、救急車、消防車

△
①白川地区 ・復旧作業終了

・本格復旧に向けて調査中

・全面通行止め（土砂くずれ）・迂回路については、幅2.5m長さ12.0m以下、総重量20t未満の車両のみ通行可（ルート：１６９号の対岸道路　北塩谷橋～白屋橋）・交互通行

（※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救援物資輸送車両　　　　⑤被災地域の居住者及び行政関係者の車両（※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被災地域の居住者及び行政関係者の車両（※３）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
十津川村小川～下北山村浦向





市町村道市町村道市町村道市町村道のののの通行規制状況通行規制状況通行規制状況通行規制状況 （（（（１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日 ８８８８：：：：３０３０３０３０現在現在現在現在））））

（台風１２号）

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規制（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

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止め（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

（台風１５号）

宇陀市 市道桧牧荷阪（榛原桧牧～荷阪）安全確保のため緊急運行禁止

市道上笠間田部（室生上笠間）石垣崩落のため通行禁止



       別紙１０ 

ライフライン被害状況 

 

 

○関西電力  １０月８日（土）１５：００時点 

   【台風１２号の影響による停電】 

    送電が必要な箇所における未復旧 ０軒 

 

参考： 未復旧        ３０軒（全て避難指示・勧告地域） 

    内訳  五條市        １０軒（     〃     ） 

        十津川村       １０軒（     〃     ） 

        野迫川村       １０軒（     〃     ） 

       ※未復旧地域は全て避難指示・避難勧告対象地域に該当 

        今後は、避難指示・勧告解除に合わせて、個別に対応。 

 

○ＮＴＴ西日本  不通回線数 １０月９日（日）７：００時点 

  ９月１０日 １２：０８時点で不通回線の復旧は完了。 

９月２４日 １２：３５時点で長殿地区のケーブル復旧作業完了。 

 

○ＫＤＤＩ  １０月９日（日）７：００現在 

   ・未復旧基地局数  １局（十津川村１局） 

 

○ＮＴＴドコモ  １０月９日（日）７：００現在 

  サービス中断地区への復旧活動状況（台風１５号による影響含む） 市町村名 状     況 十津川村 ・長殿周辺 ９／３０ １４：５０ 移動衛星基地局を稼働開始 五條市大塔町 ・清水周辺について引き続き復旧活動を継続  
・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 ４３

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、野迫川村

役場 ５台） 

  ・避難所に無料携帯電話を貸し出し（大塔星のくに １５台（携帯５台、スマートホン１０

台）、野迫川村山村振興センター ９台（携帯３台、スマートホン６台）） 

  

○ソフトバンクモバイル １０月９日（日）１７：００現在 

・未復旧基地局数 ３局 

十津川村３局、野迫川村０局、五條市０局 

 

○こまどりケーブル １０月９日（日）７：００現在 

  災害復旧状況 市町村名 未復旧地域 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 
 ・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 １０月１６日（日）８：００現在 

 ・奈良交通  

   八木新宮線（小代下～十津川温泉～新宮駅間） 

   十津川線（小代下～十津川温泉間） 

   広域通院ライン（五條バスセンター～十津川温泉間） 

   下市天川線（天河大弁財天社～中庵住間） 

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）） 

 ・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 

             ※小代下～惣谷間、天辻～大塔支所間でバス（無償）を運行 

             ※大塔町内の一部地区でデマンド交通（予約制・無償）を運行 

   天川村  １路線（坪内～山西間） 

   十津川村 ７路線（沼田原線、神納川線、今西・松柱線、西中大谷橋線、小坪瀬線、 

迫西川線、上湯川線） 

        一部区間での運行７路線（谷瀬線、旭線、本線、内原線、大野線、瀞八丁線、

那知合線） 

 

  ※ 上記路線の他、一部区間において迂回運行している場合があります。 

  ※ 上記路線の他、雨量規制等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  １０月９日（日）１７：００現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高圧ガス保安協会  １０月９日（日）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本埋没 

         （２０kg 容器５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    現在断水戸数現在断水戸数現在断水戸数現在断水戸数    

天川村 2 

野迫川村 37 

合計 39 



別紙１１-１県の体制○○○○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９月２１日（水） １０：３０ 第20回災害対策本部会議開催９月２２日（木） １２：００ 第21回災害対策本部会議開催９月２３日（金） １２：００ 第22回災害対策本部会議開催９月２４日（土） １２：００ 第23回災害対策本部会議開催９月２５日（日） １２：００ 第24回災害対策本部会議開催９月２６日（月） １２：００ 第25回災害対策本部会議開催９月２７日（火） １２：００ 第26回災害対策本部会議開催９月２８日（水） １８：００ 第27回災害対策本部会議開催９月２９日（木） １８：００ 第28回災害対策本部会議開催９月３０日（金） １８：００ 第29回災害対策本部会議開催１０月１４日（金） １８：３０ 第30回災害対策本部会議開催



別紙１１-２市町村の体制○○○○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（９月２２日 17:00廃止）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） ６：４０ 御所市 災害対策本部設置（９月２１日 15:40廃止）７：４０ 大和高田市 災害対策本部設置（９月２１日 14:15廃止）８：３０ 上北山村 災害対策本部設置（９月２１日 16:30廃止）９：００ 御杖村 災害対策本部設置（９月２１日 17:00廃止）９：３０ 曽爾村 災害対策本部設置（９月２１日 17:00廃止）９月２２日（木） １７：００ 天川村 災害復興本部設置



奈良県気象警報・注意報（表形式）
平成２３年１０月１６日１１時３３分

奈良地方気象台

南部では、１６日夕方まで土砂災害に警戒して下さい。

＜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町村においては、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

　大和高田市

　大和郡山市

　天理市

　橿原市

　桜井市

　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

　上牧町

　王寺町

　広陵町

　河合町

　北東部

　宇陀市

　山添村

　五條・北部吉野

　五條市北部

　吉野町

　大淀町

　下市町

＊南部

　南東部

　曽爾村

　御杖村

　黒滝村

　天川村

　下北山村

　上北山村

　川上村 ○

　東吉野村 ○

＊南西部

　五條市南部 ○(土砂災害)

＊野迫川村 ▼

　十津川村 ○(土砂災害)



　

奈良県土砂災害警戒情報　第7号
平成23年10月16日　8時10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　十津川村

【警戒解除地域】
　　　野迫川村

【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

警戒解除地域

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）
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