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岐阜県災害情報     

台風２１号による被害概要等 

【９月４日（火）１６時００分現在】 

 

岐阜県災害情報集約センター  

 

＜県の体制＞ 

・４日  ６時１１分 警戒第一体制 

９時１５分 災害対策本部（第一非常体制）設置 

１０時１５分 第１回災害対策本部員会議 

＜気象情報＞ 

・土砂災害警戒情報 

   揖斐川町 

・大雨警報（土砂災害） 

 岐阜市、各務原市、山県市、本巣市、大垣市、海津市、養老町、 

垂井町、関ケ原町、揖斐川町、大野町、池田町、多治見市、土岐市、 

中津川市、恵那市、関市、美濃市、郡上市、川辺町、七宗町、白川町、

高山市、飛騨市、白川村、下呂市 

・大雨警報（浸水害） 

    岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、 

笠松町、北方町、大垣市、養老町、垂井町、神戸町、輪之内町、 

安八町、大野町、池田町、多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、 

郡上市、可児市、高山市、白川村 

  ・洪水警報 

    本巣市、揖斐川町、郡上市、高山市 

  ・暴風警報 

全４２市町村 

 

第１ 避難情報 

 ・避難勧告（２町） 

    計   ６，４１１世帯 １６，５００人（実避難２１世帯  ３５人） 

坂祝町  ３，３１９世帯   ８，２２５人（実避難１１世帯  １５人） 

   白川町  ３，０９２世帯  ８，２７５人（実避難１０世帯  ２０人） 

 

・避難準備・高齢者等避難開始（１３市７町１村） 

   計４６８，２８７世帯１，１４４，８２７人（実避難５５１世帯 ８２０人） 

   岐阜市１７９，２３６世帯 ４１０，２５２人（実避難１００世帯 １６４人） 

   羽島市 ２６，１７８世帯   ６７，９０６人（実避難 ４３世帯  ６３人） 

山県市 １０，８６０世帯   ２７，４２５人（実避難 １８世帯  ２６人） 
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岐南町 １０，６０４世帯 ２５，５８３人（実避難  １５世帯  １８人） 

大垣市     ３７世帯     ７９人（実避難  ２５世帯 ４４人） 

揖斐川町 ８，００３世帯 ２１，８３６人（実避難  １８世帯 １９人） 

   関市  ３５，２９０世帯 ８９，１４３人（実避難  ６４世帯 ９３人） 

   美濃市  ８，１３７世帯 ２０，８１７人（実避難   ２世帯  ３人） 

   郡上市 １５，３３８世帯 ４２，１０１人（実避難 ７１世帯 １０４人） 

   美濃加茂市２２，３７０世帯 ５６，８０３人（実避難   ２０世帯 ２５人） 

   可児市 ４１，８２１世帯１０１，６９５人（実避難  ５６世帯 ８３人） 

   富加町  １，９５１世帯  ５，７２０人（実避難   ５世帯  ８人） 

   川辺町  ３，８４８世帯 １０，２９０人（実避難  １１世帯 １４人） 

   七宗町  １，４３０世帯  ３，８１２人（実避難  １２世帯 １８人） 

   八百津町 ４，３１０世帯 １１，０６９人（実避難  １５世帯 １６人） 

   東白川村   ８５０世帯  ２，２９４人（実避難   ９世帯  ９人） 

   御嵩町  ７，３２３世帯 １８，３８９人（実避難  １４世帯 ２２人） 

   中津川市３０，４３１世帯 ７９，０９３人（実避難   ６世帯 １０人） 

   恵那市 １９，７３６世帯 ５０，５６７人（実避難  １６世帯 ２３人） 

   高山市 ３５，６１８世帯 ８８，７０９人（実避難       １０人） 

   下呂市 １２，２２８世帯 ３２，７２７人（実避難  ３１世帯 ４８人） 

 

 ・自主避難 （１２市１３町１村） 

計    １４６世帯  ２１１人 

   各務原市    ５世帯    ６人 

   瑞穂市     ８世帯   １４人 

   本巣市     １世帯    １人 

笠松町    ２１世帯   ２９人 

北方町     ２世帯    ５人 

大垣市    １５世帯   ２４人 

海津市    １４世帯   １８人 

養老町     ６世帯    ９人 

垂井町     ６世帯    ８人 

関ケ原町    ６世帯   １１人 

神戸町     ５世帯    ８人 

輪之内町    ２世帯    ２人 

安八町     ７世帯    ７人 

揖斐川町    ６世帯    ６人 

大野町     ３世帯    ６人 

池田町     ２世帯    ５人 

美濃市     １世帯    １人 

郡上市     １世帯    １人 

八百津町    ２世帯    ２人 

御嵩町     ６世帯    ７人 



3 

 

多治見市    ５世帯    ６人 

瑞浪市     ４世帯    ４人 

土岐市     ７世帯   １０人 

中津川市    ２世帯    ２人 

飛騨市     ３世帯    ４人 

白川村     ６世帯   １５人 

 

第２ 被害状況  

   ・人的被害 

     重傷 １人 

 大垣市 １人 風に煽られ転倒 

      軽傷 ４人 

         岐阜市 １人 ガラスの破片により負傷 

         岐南町 １人 アクリル板が足に刺さる 

         大垣市 ２人 自宅敷地内で転倒、飛来物と衝突 

   ・住家被害 

      一部損壊 １棟 

  池田町 １棟 町営住宅の屋根が風で飛ぶ 

   ・非住家被害 

      全壊   １棟 

揖斐川町 １棟 強風により倉庫が倒壊 

      一部損壊 １棟 

         揖斐川町  １棟 強風により小屋が倒壊 

 

第３ 土砂災害等・河川状況 

  ・土砂災害等 なし 

  ・河川状況  なし 

 

第４ 道路の災害規制状況 

 （１）災害規制状況 

・直轄管理国道 なし 

・県管理道路  合計２路線２箇所 

  県管理国道   １路線１箇所 

  県道      １路線１箇所 

 （２）雨量規制状況 

  ・高速道路（有料道路を含む） 

東海環状自動車道（大垣西ＩＣ～養老ＩＣ） 

風により上下線全面通行止め ４日 １５：２５～ 

東海北陸自動車道（一宮ＪＣＴ～関ＩＣ） 

風により上下線全面通行止め ４日 １５：３０～ 

・直轄管理国道 なし 
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・県管理道路  合計１８路線 ２０箇所 

  県管理国道    ６路線  ８箇所 

  県道      １２路線 １２箇所 

 

 第５ 主な農業被害 

・確認中 

 

第６ 主な林業被害 

・確認中 

 

第７ 公共交通機関の状況 

・ＪＲ東海 

   東海新幹線  東京－新大阪駅間   本数を減らして運行 

    東海道本線  大垣－米原駅間    上下線運転終了 

           大垣－美濃赤坂駅間  上下線運転終了 

           豊橋－大垣駅間    上下線運転見合わせ 

    高山本線   岐阜－美濃太田駅間  上下線運転見合わせ 

美濃太田駅－坂上駅間 上下線運転終了 

坂上－猪谷駅間（代行バス）上下線運転終了 

    中央本線   名古屋－中津川駅間  上下線運転見合わせ 

中津川－塩尻駅間   上下線運転終了 

    太多線    全線         上下線運転見合わせ 

・名古屋鉄道   全線 上下線運転見合わせ 

 ・樽見鉄道    全線 上下線運転見合わせ 

・明知鉄道    全線 上下線運休 

・長良川鉄道   全線 上下線運転終了 

・養老鉄道    全線 上下線運転終了 

・岐阜バス    全路線 運転見合わせ 

・名阪近鉄バス  全路線 運転見合わせ 

・東濃鉄道    全路線 運転見合わせ 

・北恵那交通   全路線 運転見合わせ 

・濃飛バス    全路線 運転見合わせ 

 ・白鳥交通    全路線 運転見合わせ 

 ・加越能バス   名古屋線（高速バス）運転見合わせ 

 

第８ 学校休業の状況 

【振替休日】 

公立高校（全日制）  ３校 

【臨時休業】 

   国公立小学校   ３６９校   私立小学校      ２校 

   国公立中学校   １７９校   私立中学校      ８校 
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   公立義務教育学校   ２校 

   公立高校（全日制） ６０校   私立高校（全日制） １５校 

   公立高校（定時制） １１校 

   公立高校（通信制）  ２校   私立高校（通信制）  ５校 

   公立特別支援学校  ２３校 

   公立幼稚園     ７１校   私立幼稚園     ９５校 

【自宅待機・始業遅れ】 

   私立中学校      １校 

 

第９ その他 

（１）停電情報 

  ・県内合計 約１２８，５００戸 

安八町  約９００戸、    神戸町   約１，３００戸 

輪之内町 約１，５００戸、  池田町   約１，７００戸 

揖斐川町 約５，７００戸、  大野町   約１，１００戸 

恵那市  約２，４００戸、  大垣市   約１８，８００戸 

海津市  約８，１００戸、  各務原市  約２，０００戸 

御嵩町  １００戸未満、   可児市   約２００戸 

坂祝町  約１，０００戸、  白川町   約９００戸 

富加町  約７００戸、    東白川村  約３００戸 

七宗町  約１，５００戸、  八百津町  約２００戸 

岐阜市  約３８，３００戸、 郡上市   約２，９００戸 

下呂市  約４００戸、    関市    約１，３００戸 

高山市  約１，７００戸、  多治見市  約１，４００戸 

土岐市  約１，０００戸、  中津川市  約３，８００戸 

笠松町  約６００戸、    岐南町   １００戸未満 

羽島市  約３，９００戸、  飛騨市   １００戸未満 

垂井町  約９００戸、    瑞浪市   約２，６００戸 

瑞穂市  約２，７００戸、  美濃加茂市 約１，６００戸 

北方町  約４，０００戸、  本巣市   約４，４００戸 

山県市  約４，８００戸、  養老町   約５，２００戸 

 

（２）県有施設被害等の状況 

 

（総務部） 

【県庁敷地内の工事現場における被害状況】 

  ○岐阜県庁立体駐車場整備事業  

 ・台風による強風にて、県庁立体駐車場工事の敷地仮囲い（高さ３ｍ）が、 

南側約５０ｍ、東側約５０ｍにわたって倒壊。 

  ・現場側への倒壊のため、外部への被害はなし。 

  ・ダンプ等にて仮押さえを実施し応急措置を実施した。 
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  ・仮囲い北側道路にて、通行車両に影響のないよう課員３名にて交通整理を 

実施。 

  ○広域排水路改修工事 

  ・台風による強風にて、広域排水路改修工事東側仮囲い（高さ１．８ｍ）が、 

延長約３０ｍにわたって倒壊。 

  ・東－１職員駐車場の車数台に接触した模様。 

  ・倒れた仮囲いを施工業者にて順次撤去中。 

【県庁舎】 

 ○樹木の倒木 

  ・県庁前公園（西側の樹木(約１０ｍ)）＜１本＞ 

   ※倒木により一時県庁前道路の通行困難 → 撤去作業中 

  ○執務室等のガラス破損 

  ・女性の活躍推進課（南面）＜１枚＞ 

  ・議会西棟第１会議室（南面）＜１枚＞ 

  ・議会東棟第２面会室（西面）＜１枚＞ 

  ○建物の破損 

   ・県庁舎と県警庁舎の渡り廊下の下部破損（廊下の通行は可） 

※破損部材が周辺に散乱し、自動車が破損（公用車の可能性大） 

【西濃総合庁舎】 

  ○執務室等のガラス破損 

  ・１Ｆ食堂＜枚数等不明＞ 

【揖斐総合庁舎】 

 ○停電 

・全棟で停電 

【可茂総合庁舎】 

 ○執務室等のガラス破損 

  ・家畜保健棟入口のガラス＜１枚＞ 

【中濃総合庁舎】 

 ○樹木の倒木 

  ・職員駐車場内の樹木 

※倒木により職員の自家用車（台数不明）が破損 

【職員宿舎】 

  ○建物の破損 

・薮田県職員アパートの倉庫の屋根が吹き飛んだ 

 

（清流の国推進部） 

・長良川スポーツプラザ 

 「２階事務室」、「３０１号室」及び「南階段」の窓ガラスが強風により破損 

  （宿泊者、従業員等約１００人にけがなし） 
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（危機管理部） 

   ・消防学校の寮のガラス破損（けが人なし） 

 

（環境生活部） 

・岐阜県博物館 ４日（火） 休館 

・岐阜県先端科学技術体験センター（愛称：サイエンスワールド）４日（火） 

１３時より休館 

 

（健康福祉部） 

・中央食肉衛生検査所 屋上トタン破損 

・動物愛護センター 門扉破損 

・福祉農業会館 中庭フェンス破損 

・県立多治見病院 駐車場の立木１本倒木あり 駐車車両１台へ接触 

・県立多治見看護専門学校 自転車置き場の目隠し板破損 

・身体障害者更生相談所３階小会議室 雨漏り 

 

（商工労働部） 

・情報科学芸術大学院大学（大垣市）のソフトピアジャパンセンタービル２

階から５階の東側の窓の隙間より浸水。現在、職員が浸水箇所に雑巾を当

て防水中。 

・学生寮の自転車置場のプラスチック製囲いの大部分が、近隣のハローワーク

の敷地内まで風で飛ばされた。現在、飛ばされた囲いと自転車置き場に残っ

た破片は撤去済み。 

 

（教育委員会） 

・大垣西高等学校 玄関の扉のガラスの破損 

・各務原西高等学校 校内の桜の木が倒れそれに伴うフェンスの破損 

 

                     以 上 


