
           

   

平成２５年９月１５日～１６日　台風１８号による被害に関する情報について 

１　①人的被害

　　　・被害報告なし

　　②住家被害　[社会福祉課・健康推進課・各地域市民センター]

　　　・一部損壊　　　２戸

　　　・浸水被害

　　　　　　　　　　　床上浸水　　床下浸水　

　　　　水口地域　　　　1戸　　　 11戸

　　　　土山地域　　　　0戸　　　　9戸

　　　　甲賀地域　　　　0戸　　　　5戸　

　　　　甲南地域　　　　0戸　　　　0戸　

　　　　信楽地域　　　 89戸　　　159戸　

　　　　　 計 　　　 　90戸　　  184戸

　　　・床上浸水被害家屋消毒中　81件　3班（3人/班）

　　　　　9月17日実施 　10件

      　　9月18日実施 　20件

　　　　　9月19日実施 　24件

　　　　　9月20日実施 　14件

　　　　　9月21日実施　　4件

　　　　　9月22日実施　　7件

　　　　　9月23日実施　　2件

　　　・床下浸水被害家屋消毒対応　消石灰配布状況

　　　　　　合計251件　256袋　

　　　　　　　　　（水口4件4袋、土山8件8袋、甲賀1件3袋、信楽238件 241袋）

          9月 16日　35件　35袋（信楽 35件 35袋）

　　　　　9月17日  24件  23袋（水口3件2袋、土山 8件 8袋、信楽 13件 13袋）

　　　　　9月18日  45件  47袋（甲賀1件3袋、信楽 44件 44袋）

　　　　　9月19日  74件  77袋（水口1件2袋、信楽73件 75袋）

　　　　　9月20日  31件  31袋（信楽31件 31袋）

　　　　　9月21日   9件　 9袋（信楽 9件 9袋）

　　　　　9月22日  24件  24袋（信楽24件 24袋）

　　　　　9月23日   9件  10袋（信楽 9件 10袋）

　　　　

　　③住家以外の建物被害[住宅建築課]

　　　・全壊 　　 　最勝寺（本堂）（市指定構造物：宝塔）　水口町岩坂249番地

　　　・全壊　　　　事務所　　信楽町上朝宮　

　　　・半壊　　　　店舗　　　信楽町勅旨　

　　　・一部損壊　　小屋　　　甲賀町大原上田、水口町山、信楽町黄瀬

　　　・床下浸水　　息障寺（本堂）　甲南町杉谷3774
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　　④宅地被害[建設事業課]

　　　・宅地法面崩壊等　　　30件

　　　　　　　　　水口町　　　　　4件

　　　　　　　　　土山町　　　　　0件

　　　　　　　　　甲賀町　　　　　9件

　　　　　　　　　甲南町　　　　　6件

　　　　　　　　　信楽町　　　　 11件

　　⑤道路・河川等被害(主な被害)[建設事業課]

　　　・新名神高速道路　被害なし

　　　・直轄国道　　　　被害なし

　　　・県管理道路　　　国道307号　　　信号、照明灯倒柱(信楽町長野)

　　　　　　　　　　　　国道307号　　　道路陥没(信楽町勅旨)　

　　　　　　　　　　　　国道307号　　　路肩欠損(信楽町牧)　

　　　　　　　　　　　　県道信楽上野線　道路崩落(信楽町長野)

　　　・市管理道路　　　市道今郷嶬峨線　岩上橋左岸護岸決壊（水口町嶬峨）

　　　　　　　　　　　　市道水口古城３号線　法面ブロック亀裂〔城山中学校〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（水口町水口）

　　　　　　　　　　　　市道次郎九郎線　土砂流出（土山町南土山）

　　　　　　　　　　　　市道東浦向井線　アンダー浸水最大２ｍ冠水(甲賀町大原市場)

　　　　　　　　　　　　市道寺庄稗谷線　法面崩壊による土砂流入、倒木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲南町稗谷、葛木）

　　　　　　　　　　　　市道長野牧線　　市道崩壊(信楽町勅旨)

　　　　　　　　　　　　被害路線数　１２１路線　被害箇所数　１２８箇所

　　　・信楽高原鐡道　　杣川鉄橋　橋脚１脚、橋桁２本(32ｍ)流失

　　　・通行規制状況(23日現在)

　　　　　　国道通行規制路線数　１路線（次のとおり）

　　　　　　　国道307号　　　　　県境～宇治田原町　　　通行止

　　　　　　　国道307号　　　　　長野交差点　　　　　　片側交互通行

　　　　　　県道通行規制路線数　６路線（次のとおり）

　　　　　　　県道大津信楽線　　　五本松橋付近～大津　　通行止

　　　　　　　県道牧甲西線　　　　宮町～三雲　　　　　　通行止

　　　　　　　県道栗東信楽線　　　田代～大津　　　　　　通行止

　　　　　　　県道田代上朝宮線　　畑～田代　　　　　　　通行止

　　　　　　　県道信楽上野線　　　長野交差点　　　　　　通行止

　　　　　　　県道木津信楽線　　　杉山～京都府境　　　　通行止

　　　　　　市道通行規制路線数　２９路線（次のとおり）

　　　　　　　市道今郷嶬峨線　　　　　　水口町今郷・嶬峨（岩上橋）　通行止

　　　　　　　市道朝日が丘団地６号線　　水口町城内　　　　通行止（歩行者通行可）

　　　　　　　市道牛飼宮ノ前１号線　　　水口町山上　　　　通行止

　　　　　　　市道水口古城３号線　　　　水口町水口　　　歩道通行止（車両通行可）

　　　　　　　市道安楽越線　　　　　　　土山町山女原　　　通行止

　　　　　　　市道次郎九郎線　　　　　　土山町南土山　　　通行止

　　　　　　　市道北土山猪鼻線　　　　　土山町北土山　　　通行止

　　　　　　　市道若宮線　　　　　　　　土山町北土山　　　通行止



　　　　　　　市道鮎河・横尾線　　　　　土山町鮎河　　　　通行止

　　　　　　　市道千刈線　　　　　　　　土山町北土山　　　通行止

　　　　　　　市道和田東谷線　　　　　　甲賀町和田　　　　通行止

　　　　　　　市道平海野線　　　　　　　甲賀町岩室　　　　通行止

　　　　　　　市道上の前笹松線　　　　　甲賀町神（弘法橋）通行止

　　　　　　　市道葛木希望ヶ丘線　　　　甲南町深川　　　　歩道通行止

　　　　　　　市道池の頭線　　　　　　　甲南町深川　　　　通行止

　　　　　　　市道寺庄稗谷線　　　　　　甲南町稗谷、葛木　通行止

　　　　　　　市道元学校線　　　　　　　甲南町磯尾　　　　通行止

　　　　　　　市道上出池ヶ原線　　　　　甲南町竜法師　　　通行止

　　　　　　　市道梅ノ木線　　　　　　　甲南町上馬杉　　　通行止

　　　　　　　市道新池ヶ谷　　　　　　　甲南町下馬杉　　　通行止

　　　　　　　市道野川奥出線　　　　　　甲南町野川　　　　通行止

　　　　　　　市道神山西側線　　　　　　信楽町神山　　　　通行止

　　　　　　　市道発電所線　　　　　　　信楽町神山　　　　通行止

　　　　　　　市道宮町石部線　　　　　　信楽町宮町　　　　通行止

　　　　　　　市道長野牧線　　　　　　　信楽町勅旨　　　　通行止

　　　　　　　市道勅旨沢出線　　　　　　信楽町勅旨　　　　通行止

　　　　　　　市道西中野線　　　　　　　信楽町柞原　　　　通行止

　　　　　　　市道柞原奥出線　　　　　　信楽町中野・畑　　通行止

　　　　　　　市道下朝宮尻線　　　　　　信楽町宮尻　　　　通行止

    ⑥農林業関係[産業経済部]

　　  　農作物被害面積（ａ）           

　　　　　　　　水稲　　 　　茶　　　その他　(トマト、キャベツ等畑作物）　

　　　水口町　　1,120        0        1,607　　　　　　　　

      土山町　　   30        0           90                

      甲賀町　　　520        0           75                

      甲南町　　　580        0          100                

      信楽町　　　250    1,420        1,117.5              

　　　　計　    2,500    1,420        2,989.5                

 　　　 農業施設（ビニルハウス等）被害件数

　　　　　　　　　　件数　　面積(㎡）

　　　水口町          6     2,170

　　　土山町          2       450

　　　甲賀町          0         0

　　　甲南町          4     1,000

　　　信楽町          3     1,750

        計　　　　　 15     5,370

   　　 林道被害（市管理）　　　　　　　　　林地被害　　　　　　　

　　　水口町　　　 0箇所　  0路線　　　　　　5箇所

　　　土山町　　　 1箇所　　1路線　　　　　　0箇所　

　　　甲賀町　　　 4箇所　　2路線　　　　　　1箇所

　　　甲南町　　　 4箇所　　2路線　　　　　　0箇所

　　　信楽町　　  25箇所　　5路線　　　　　　4箇所

        計　　　  34箇所　 10路線　　　　　 10箇所



　　　　農地被害(件数）

　　　　　　　  田　　畑　ため池　農業施設(水路・農道等)　件数計　　箇所数

　　　水口町　  54    10      5       93                    162      124

　　　土山町     5     3      0       20                     28       19   

　　　甲賀町    50     1      0       39                     90       80 

　　　甲南町    57     5      2       46                    110      123

　　　信楽町    45     3      0       54                    102      101

　　　　計　   211    22      7      252                    492      447

　

　　⑦水道・電気・電話・ガス[関係各課]

　　　水道　　　　　　9月22日　14:30 全面復旧

　　　　　　　　　　　　断水　137世帯（信楽町小川115世帯・柞原22世帯）約 500人

　　　　　　　　　　　

　　　関西電力　　　　完全復旧　　最大時　690軒（信楽町）

　　　ＮＴＴ　　　　　完全復旧

　　　甲賀協同ガス　　被害なし

　　⑧ゴミ処理[生活環境課]

　　　可燃ごみ 　　76.07 ｔ    

　　　不燃ごみ 　 335.07 ｔ

　　　し尿処理 　 92,380 ㍑

      浄化槽処理  34,900 ㍑

　　　 作業日別内訳

  　　　9月16日作業分　浸水被害によるゴミ処理

      　  可燃ごみ　　 0.27ｔ（水口0.27ｔ）

　　　  　し尿処理　  2,320㍑（水口2,320㍑）

　　　　9月17日作業分　浸水被害によるゴミ処理

      　  可燃ごみ　　13.94ｔ（水口0.04ｔ、甲南0.10ｔ、信楽13.80ｔ）

　　　　　不燃ごみ　　50.50ｔ（信楽50.50ｔ）

　　　　　し尿処理　 47,320㍑（水口10,100㍑、土山2,180㍑、信楽35,040㍑）

　　　　9月18日作業分　浸水被害によるゴミ処理

  　      可燃ごみ　　20.40ｔ（信楽20.40ｔ）    

　　　　　不燃ごみ　　75.50ｔ（信楽75.50ｔ）

　　　　　し尿処理　 21,160㍑（水口1,820㍑、土山2,740㍑、信楽16,600㍑）

        　浄化槽処理 20,000㍑ (信楽20,000㍑)

　　　　9月19日作業分　浸水被害によるゴミ処理

  　      可燃ごみ　　10.20ｔ（水口0.22ｔ、信楽9.98ｔ）

　　　　　不燃ごみ　　64.54ｔ（信楽64.54ｔ）

　　　　　し尿処理　 11,280㍑（水口6,460㍑、信楽4,820㍑）

 　     9月 20日作業分　浸水被害によるゴミ処理

   　     可燃ごみ　　 8.43ｔ（水口0.40ｔ、信楽8.03ｔ）

　　　　　不燃ごみ　　48.72ｔ（信楽48.72ｔ）

　　　　　し尿処理　  7,420㍑（水口5,320㍑、信楽2,100㍑）

      　9月 21日作業分　浸水被害によるゴミ処理

    　    可燃ごみ　　 5.76ｔ（水口0.16ｔ、信楽5.60ｔ）

　　　　　不燃ごみ　　36.29ｔ（信楽36.29ｔ）

　　　　　し尿処理　  2,540㍑（信楽2,540㍑）



      　9月 22日作業分　浸水被害によるゴミ処理

　        可燃ごみ　　17.07ｔ（水口0.55ｔ、信楽16.52ｔ）

　　　　　不燃ごみ　　59.52ｔ（信楽59.52ｔ）

　　　　　し尿処理　 　 340㍑（信楽340㍑）

      　  浄化槽処理 14,900㍑ (信楽14,900㍑)


