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岐阜県 災害情報

台風１２号による被害概要
【５日（月）１６時００分時点】

災害情報集約センター
ＴＥＬ：058-272-1034

１ 降雨状況等
（１）降り始め（９／２日１０時００分）から５日１６時００分まで

（地 名） （降水量）
川上（揖斐川町） ４３７mm
諸家（揖斐川町） ４１３mm
久瀬（揖斐川町） ３８４mm
春日（揖斐川町） ３７４mm
美束（揖斐川町） ３６７mm
下山（大垣市） ３４５mm

（２）顕著な時間雨量（気・気象庁 国・国土交通省）
（地 名） （降水量）

久瀬 （揖斐川町） ４１mm/h（4日 １２～１３時）
池田 （池田町） ３９mm/h（4日 １２～１３時）
揖斐川(気)（揖斐川町） ３９mm/h（4日 １２～１３時）
揖斐(国) （揖斐川町） ３７mm/h（4日 １２～１３時）
春日 （揖斐川町） ３５mm/h（4日 １２～１３時）

（３）最大瞬間風速（９／２ ０：００から９／５ １６：００まで）
○ 関ヶ原 最大瞬間風速 ２４．６m/s 東の風 （９／３ １０：３５）

最大風速 １３．０m/s 東北東の風（９／３ ４：１６）
○ 大垣 最大瞬間風速 ２２．６m/s 南東の風 （９／３ １２：５２）

最大風速 １０．４m/s 南東の風 （９／３ １１：０３）
○ 岐阜 最大瞬間風速 ２１．４m/s 南南東の風（９／３ １０：０６）

最大風速 １３．０m/s 南東の風 （９／３ ８：３７）
※ 岐阜地方気象台調べ

２ 県及び市町村の体制
（１）県の体制

９／２ １７：４５ 災害情報集約センター設置（大雨警報発令時(大垣市））
９／４ ８：２５ 災害対策本部設置（台風第12号災害対策本部第一非常体制）

（２）市町村の体制
○ 災害警戒本部

・岐阜市 （９／２ １７：３０設置）
→４日 18:00 解散→５日 0:00設置→５日 11:51 解散

・関ヶ原町 （９／３ ４：００設置）
→３日 18:00 解散→４日 8:30設置→５日 12:00 解散
・池田町 （９／４ １１：３０設置）→５日 11:51 解散
・山県市 （９／４ １３：００設置）→４日 18:00 解散
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○ 土砂災害警戒本部
・大垣市 （９／４ ８：３０設置）→５日 3:00 解散

３ 警報の発令状況（５日１６時現在）
警報発令市町村なし。（５日 １５時５９分に県内の警報は全て解除）

４ 土砂災害警戒情報の発表状況
９／４ 8:25 大垣市に土砂災害警戒情報発表

12:20 海津市 〃
15:15 海津市の土砂災害警戒情報解除

９／５ 3:00 大垣市 〃

５ 被害状況
（１）人的被害 ３件３名（重症１、軽症２）
○ ９／３ ８：００頃

羽島市足近町地内店舗屋根にて作業中の男性（６４歳）が強風にあおられ
転倒した際、左足首を骨折（重症）

○ ９／３ １０：００頃
岐阜市早田本町地内の畑にて男性（８２歳）が農作業中、畑敷地内に設置
のコンテナ上から強風にあおられ落下したボート(舟)が頭部に接触し、切
創（軽症）

○ ９／３ １３：４０頃
男性（１８歳）が岐阜市日光町地内を自転車で走行中、風の影響で道路脇
のフェンスが倒壊し、男性に接触
男性は転倒し、頭部打撲及び上肢切創（軽症）

（２）住家被害
大垣市今町 床下浸水 １棟 ※確認した結果、床下浸水ではなかった。

（３）避難情報
○ 自主避難 ９／５ ９：００現在：なし（ピーク時：２世帯５名）
・ 大垣市島里の住民 １世帯２名

（９／２ ２０：３０入所、９／３ １３：５０帰宅）
・ 大垣市室村町の住民 １世帯１名

（９／２ ２１：４０入所、９／３ ７：３０帰宅）
・ 大垣市大井の住民 １世帯３名

（９／３ １３：３５入所 ９／４ ６：００帰宅）

（４）河川状況
○避難判断水位到達情報を発表した河川

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った時刻
杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 4日 10:50 4日 18:00
杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 4日 21:20 5日 1:50
杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 5日 7:10 5日 9:10
泥川 室原新橋 はん濫警戒情報 4日 15:00 5日 15:30

○水防予警報等を発表した河川
河川名 水位観測所 種類 発表日時 解除日時
牧田川 烏江 水防警報（準備） 4日 8:50 5日 3:15
牧田川 広瀬橋 水防警報（準備） 4日 9:40 4日 19:30
泥川 室原新橋 水防警報（準備） 4日 12:30
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杭瀬川 塩田橋 水防警報（準備） 4日 14:50 5日 14:50(国)
5日 15:00(県)

根尾川 山口 水防警報（準備） 4日 15:10 4日 16:50
犀川 十八条 水防警報（準備） 4日 16:00 5日 14:50
相川 野口 水防警報（準備） 4日 20:20 5日 13:15
津屋川 腰越谷樋門 水防警報（準備） 4日 23:20 5日 4:00
大谷川 新荒崎機場 水防警報（準備） 4日 23:30 5日 4:10
杭瀬川 塩田橋 水防警報（出動） 5日 0:00 5日 14:50(国)
杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 5日 6:50 5日 13:00
伊自良川 伊自良 水防警報（準備） 5日 9:20 5日 13:50

（５）道路交通規制（詳細は別添のとおり）
○ 雨量規制状況 県管理道 【 ６路線 ６箇所】

・県管理国道【 １路線 １箇所】
・県 道【 ５路線 ５箇所】

○ 災害規制状況 県管理道 【 ２路線 ２箇所】
・主要地方道可児金山線
加茂郡七宗町神渕地内において、落石発生
９／３ ２３：３０より全面通行止 ０．２ｋｍ
人身等の被害無し
迂回路：七宗町道 等
９／４ １５：００より片側交互通行に切り替え（応急対策完了）

・国道３０３号
揖斐川町西横山地内において、落石によりスノーシェッドが損傷
９／３ １０：４０より全面通行止
区 間：一般国道４１７号との交差点（揖斐川町西横山）～一般県道揖斐高

原線との交差点（揖斐川町坂内坂本）、延長約５．０km
迂回路：主要地方道山東本巣線、一般県道揖斐高原線

■市町村管理道 【 ４路線 ４箇所】
・岐阜市道 六条１５号線（岐阜市六条大溝）
アンダーパスの冠水のため通行止め（９／４ １２時３７分）
→通行止め解除（９／４ １５時３３分）

・岐阜市内伊自良川に架かるもぐり橋２ヶ所通行止め（９／４ １５時０５分）
早田川排水機場付近木田宮前橋（宮浦線）
→通行止め解除（９／４ １７時３５分）
島大橋付近もぐり橋（一日市場６号線）
→通行止め解除（９／４ １８時４５分）

・大垣市道 松の木前ヶ瀬１号線（大垣市上石津町三ツ里）
法面崩壊（長さ２０ｍ、高さ１０ｍ）により通行止め（９／４ １２時３５
分）
・岐阜市内伊自良川・板屋川に架かるもぐり橋６ヶ所通行止め（９／５ ９時
３５分）→通行止め解除（９／５ １４時１５分）

（６）公共交通機関状況
○ 東海道新幹線

一部遅れあり →現在は通常運行
○ ＪＲ高山本線

岐阜～猪谷 上下線の一部の列車に遅れ
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○ 路線バス
・名阪近鉄バス 大垣多良線 上石津方面 一部迂回運行
・揖斐川町コミュニティバス 国道３０３号の落石通行止に伴い揖斐駅

～横山診療所折り返し運転
・濃飛乗合自動車 乗鞍線 秋神線 迂回運行

→現在は秋神線のみ迂回運行

（７）ライフライン状況
○ 停電

９／３ １０：００以降、養老町１０戸、高山市荘川地区１０戸、揖斐川
町東横山地区９２０戸の計９４０戸にて停電が発生するも１３：４５まで
に全て復旧

（８） 学校休業等状況（９／５）
○ 揖斐川町と池田町の全小学校（揖斐川町９校、池田町５校）及び全中学

校（揖斐川町６校、池田町１校）が自宅待機
→９／５ １１：００ 臨時休校

○ 揖斐特別支援学校が自宅待機
→９／５ １１：００ 臨時休校

（９）農作物・農業用施設
○ イチゴ育苗ハウス（0.02ha）の倒壊 (羽島市桑原町)

（１０）その他
○ 落石による道路施設損壊（９／３）

国道３０３号の揖斐川町西横山地内で発生した落石により、西横山スノー
シェッドが損壊（天版に直径３０～５０ｃｍ大の穴３箇所）（９／４）

○ 国道に接する公園法面の崩壊
国道３６５号 大垣市上石津町上多良地内で、道路に接する公園（大垣市
管理）の法面の一部が崩れ、道路への崩土の恐れがあることから、９／４
１８時４５分より大型土のうを設置し片側交互通行を実施。

○ 多賀坂林道（関市下迫間地内）倒木１件により通行止め（９／４）
→復旧済み（９／４）

○ 養老公園臨時閉園（９／４）
○ テクノプラザ敷地内で倒木があり、車両１台に擦り傷（９／３）
○ 岐阜本巣特別支援学校の校庭にある庭木１本が台風の影響により倒木
（９／３）

○ 希望が丘学園でプール施設の日除けシートが破損（９／３）
○ 羽島市立中央中学校の体育館と校舎をつなぐ２階渡り廊下の屋根トタン（１

ｍ×３ｍ）が剥がれ落ちた。（９／４）
○ 日本児童育成園（岐阜市長良）で倒木があり、車両１台が損壊（９／３）
○ 伊自良中学校（山県市）で部室屋根の防水シートが破損（９／４）


