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岐阜県 災害情報

台風１５号に伴う豪雨被害の概要
【２２日（木） ９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（９／１９日１５時００分）から２２日９時００分まで

（地 名） （降水量）
脇之島 （多治見市） ５２９mm
多治見(気)（多治見市） ４９６mm
多治見土木（多治見市） ４９０mm
多治見(国)（多治見市） ４７７mm
夏焼 （下 呂 市） ４３３mm

（２）顕著な時間雨量（気・気象庁 国・国土交通省）
（地 名） （降水量）

多治見（気）（多治見市） ６８mm/h（２０日 １３～１４時）
脇之島（多治見市） ６７mm/h（２０日 １３～１４時）
多治見（国）（多治見市） ６４mm/h（２０日 １１～１２時）
多治見土木（多治見市） ６１mm/h（２０日 １１～１２時）
脇之島（多治見市） ６１mm/h（２０日 １１～１２時）

２ 県及び市町村の体制
（１）県の体制

９／２０ ８：１０ 災害情報集約センター設置（大雨警報発令時(東濃５市、
白川町））

９／２０ １１：３５ 災害対策本部設置（台風第15号災害対策本部第一非常体制）
９／２０ １１：４５ 災害対策本部設置（台風第15号災害対策本部第二非常体制）
９／２０ １１：５０ 東濃振興局から多治見市へ職員１名派遣
９／２０ １２：４５ 東濃振興局から土岐市へ職員１名派遣
９／２０ １５：３０ 恵那事務所から中津川市、恵那市へ職員各１名派遣
９／２０ １５：３０ 東濃振興局から瑞浪市へ職員１名派遣

（２）市町村の体制
○ 災害対策本部

・白川町 （９／２０ １１：００設置） →９／２１ １７：１５解散
・御嵩町 （９／２０ １１：３０設置）
・瑞浪市 （９／２０ １２：００設置） →９／２１ ７：５５解散
・東白川村 （９／２０ １２：４０設置） →９／２１ １８：４０解散
・可児市 （９／２０ １２：５５設置） →９／２１ １７：３０解散
・八百津町 （９／２０ １２：５６設置） →９／２１ １８：００解散
・土岐市 （９／２０ １３：００設置） →９／２１ １８：００解散
・多治見市 （９／２０ １３：００設置）
・美濃加茂市 （９／２０ １４：４５設置） →９／２１ １７：１５解散
・川辺町 （９／２０ １５：３０設置） ※ 警戒本部へ移行
・恵那市 （９／２０ １６：００設置） →９／２１ １９：００解散
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・中津川市 （９／２０ １６：３０設置） →９／２１ ８：００解散
・下呂市 （９／２０ １６：５０設置） →９／２１ １６：３０解散
・各務原市 （９／２０ １８：００設置） →９／２１ １８：４０解散
・坂祝町 （９／２１ ０：００設置）
・美濃市 （９／２１ ８：３０設置） →９／２１ １８：３０解散
・岐阜市 （９／２１ １１：２５設置） ※ 警戒本部へ移行

○ 警戒本部
・岐阜市 （９／２０ １３：２０設置） ※災害対策本部へ移行
・岐阜市 （９／２１ １６：２５設置） →９／２１ １８：３０解散
・下呂市 （９／２０ １５：４５設置） ※災害対策本部へ移行
・七宗町 （９／２０ １６：００設置） →９／２１ １９：００解散
・関市 （９／２０ １７：３４設置） →９／２１ １８：３０解散
・笠松町 （９／２０ １９：２４設置） →９／２１ １７：００解散
・海津市 （９／２１ ８：３０設置） →９／２１ １６：５０解散
・山県市 （９／２１ ９：００設置） →９／２１ １７：００解散
・大垣市 （９／２１ ９：３０設置） →９／２１ １８：３０解散
・輪之内町 （９／２１ １０：２５設置） →９／２１ １７：３０解散
・安八町 （９／２１ １０：３０設置） →９／２１ １８：３０解散
・富加町 （９／２１ １０：４５設置） →９／２１ １７：００解散
・川辺町 （９／２１ １７：００設置） →９／２１ １８：００解散

３ 警報の発令状況（２２日９時００分現在）
大雨警報 岐阜市、大垣市、山県市、本巣市、海津市、養老町、垂井町、

関ヶ原町、揖斐川町、大野町、池田町、東濃、関市、美濃市、
美濃加茂市、可児市、郡上市、富加町、川辺町、七宗町、
八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、飛騨 ※県内全域解除

洪水警報 大垣市、養老町、垂井町 計３市町 ※県内全域解除

暴風警報 岐阜・西濃 計２０市町 ※県内全域解除

４ 土砂災害警戒情報の発表状況
９／２０ 11:35 多治見市に土砂災害警戒情報発表

12:00 土岐市
12:35 瑞浪市、恵那市、八百津町、御嵩町
14:10 中津川市、可児市、七宗町、白川町、東白川村
15:25 美濃加茂市
15:40 川辺町
16:35 下呂市

９／２１ 15:30 美濃加茂市、下呂市、川辺町、白川町、東白川村の土砂災害
警戒情報解除

９／２１ 17:55 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、
七宗町、八百津町、御嵩町の土砂災害警戒情報解除
※県内全域解除

５ 被害状況
（１）人的被害

○死者（１名）
９／２１ １７：１６頃 御嵩町内（国道２１号線土砂崩れ現場）にて、男性

１名救出するも、死亡確認。その後、死亡したのは、
行方不明となっていた土岐市肥田浅野の男性（６２
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歳）と判明。

○行方不明（２名）
９／２０ １３：４９ 多治見市松坂町（根本郵便局付近）

小学４年生 水路に流される。捜索中。県防災ヘリ
出動。

９／２０ １０：３８ 白川町切井の男性（８４歳）が赤川に流される。捜
索中。県警ヘリ出動。

９／２０ １３：００ 土岐市肥田浅野の男性（６２歳）が多治見市内から
御嵩町へ軽四貨物自動車を運転して出発したが、そ
の後、行方不明。 → 死亡確認

○負傷者（４名）
９／２０ １５：１５頃 八百津町八百津２７８ 裏山が崩れる。

７２歳女性中等症（左大腿部打撲）
９／２０ １８：２３ 可児市 裏山の木の倒木による軽傷

１９歳男性
９／２０ ２１：３７ 御嵩町国道２１号（鬼岩付近）崩れた道路から車両

転落により軽傷（５３歳男性）。２２：３６救出
９／２１ １２：２０ 美濃加茂市三和町の女性（７８歳）が屋根の清掃中

に転落（軽傷）

（２）住家被害
○ 床上浸水（計２２８棟）

住家被害 土岐市（肥田町） ６棟
可児市 ５棟
美濃加茂市 ８棟 ２１３棟
御嵩町 ６棟
多治見市 １８７棟
八百津町 １棟

非住家被害 土岐市 ６棟（聖十字病院復旧済み）
美濃加茂市 ３棟 １５棟
坂祝町 ５棟
下呂市 １棟

○ 床下浸水（計１９５棟）

住家被害 恵那市 ２１棟
（中野方町、明智町、吉良見、飯地町）
瑞浪市 １０棟（日吉町）
土岐市 １７棟（土岐津町、泉町、肥田町）
八百津町 ２０棟
東白川村 １８棟
可児市 １８棟
美濃加茂市 ４棟 １７９棟
中津川市 ３棟
御嵩町 ２３棟
七宗町 ０棟
多治見市 ４１棟
坂祝町 １棟
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下呂市 ３棟

非住家被害 恵那市 ５棟（中野方町、明智町）
土岐市 ３棟（泉町、土岐津町）
八百津町 ０棟 １６棟
御嵩町 ５棟
美濃加茂市 ３棟

○ 一部損壊
八百津町（住家）１棟
中津川市（住家）１棟
御嵩町（非住家）２棟 ８棟
岐阜市（住家） １棟
可児市（住家） ３棟

○ 火災
可児市（非住家） １棟（農器具小屋の石灰と雨水が化学反応。わらが燃

えた程度。２０日の事案）

（３）避難情報
○ 避難指示（２２日９時現在）

市町村名 地 区 名 世帯数 人 数

白川町 三川地区 １ １
赤河地区下古野 ２１ ５０
河岐地区 １２０ ２８０

坂祝町 勝山 ５ １９

土岐市 泉町大富 １１ ２９

御嵩町 中地内北屋敷 ８ ２１

ピーク時 （１６５） （３９９）

○ 避難勧告（２２日９時現在）

市町村名 地 区 名 世帯数 人 数

多治見市 滝呂町、大原町、高根町、幸町、 ０ ０
北小木、宝町、赤坂町、山吹町、
大平町、池田町、前畑町、高田
町、小名田町、東栄町、生田町、
小路町、広小路、末広町、日ノ
出町、青木町、平和町、大沢町

御嵩町 長岡、可児川沿岸、上之郷、板良、 ０ ０
御嵩若宮
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八百津町 全域 ０ ０

白川町 全域 ０ ０

東白川村 全域 ０ ０

恵那市 中野方町 ０ ０

可児市 春里、姫治、土田、大森、二野、 ０ ０
羽崎、広 見東、広見、久々利

土岐市 泉町大富、肥田町中肥田 ０ ０

美濃加茂市 加茂川町３丁目、深田町３、草笛 ０ ０
町３・４丁目

下呂市 中原、上原、小坂町湯屋 ３ ６

瑞浪市 大湫町、日吉町 ０ ０

各務原市 鵜沼南町４丁目・六丁目の県道９ ０ ０
５号より南側

坂祝町 酒倉 勝山 ０ ０

川辺町 上川辺、下飯田、比久見、下吉田、 ０ ０
下麻生

合 計 ３ ６

ピーク時 （３４，４１７）（９６，０７８）

○ 自主避難 （２２日９時現在）

市 町 村 名 世 帯 数 人 数

坂祝町 ０ ０
可児市 ０ ０
土岐市 ０ ０
七宗町 ０ ０
大垣市 ０ ０
東白川村 ０ ０
多治見市 ８ ２７
中津川市 不明 ２０
恵那市 ０ ０
下呂市 ０ ０
美濃加茂市 ０ ０
八百津町 ０ ０

合 計 ８ ４７
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○実避難数 （２２日９時現在）
※実避難世帯・人数判明分（避難指示・避難勧告・自主避難の合計）

市町村名 世帯数 人 数

多治見市 ８ ２７

御嵩町 ５ １２

八百津町 ０ ０

白川町 ０ ０

東白川村 ０ ０

恵那市 ０ ０

可児市 ０ ０

土岐市 ０ ０

美濃加茂市 ０ ０

下呂市 ２ ５

瑞浪市 ０ ０

坂祝町 ０ ０

川辺町 ０ ０

大垣市 ０ ０

七宗町 ０ ０

中津川市 不明 ２０

合 計 １５ ６４

ピーク時 （７５４） （２，４９２）
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（４） 河川状況
○洪水予報を発表した河川
【国・直轄区間】

河 川 名 水位観測所名 種 類 発表日時 解除日時

木曽川中流(国) 今渡 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第1号 20日14:50 21日04:10

木曽川中流(国) 犬山 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第2号 20日15:55 21日04:10

木曽川中流(国) 笠松 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第3号 20日18:50 21日04:10

木曽川中流(国) 今渡 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第4号 21日01:50 21日04:10

木曽川中流(国) 今渡 はん濫注意情報解除(ﾚﾍﾞﾙ1) 第5号 21日04:10 21日04:10

土岐川（国） 土岐 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第1号 21日15:00 21日17:20

揖斐川下流（国） 今尾 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第1号 21日15:40 21日23:20

【県・指定区間】
河 川 名 水位観測所名 種 類 発表日時 解除日時

飛騨川 上呂 はん濫注意情報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第1号 20日16:20 21日02:30

飛騨川 上呂 はん濫注意情報解除(ﾚﾍﾞﾙ1) 第2号 21日02:30 21日02:30

○避難判断水位到達情報を発表した河川
【県・指定区間】

河 川 名 水位観測所 種 類 避難判断水位(m) 発表日時 下回った日時

可児川 広見 はん濫警戒情報 3.00 20日 14:00 20日 18:00

泥川 室原新橋 はん濫警戒情報 6.70 21日 05:30 22日 0:40

○水防予警報等を発表した河川
【国・直轄区間】

河 川 名 水位観測所 種 類 避難判断水位(m) 発表日時 下回った日時

土岐川（国） 土岐 水防警報（準備) 3.00 20日 09:50 20日 23:00

土岐川（国） 土岐 水防警報（出動) 4.00 20日 12:50 20日 23:00

土岐川（国） 多治見 水防警報（準備) 3.20 20日 10:50 20日 23:00

土岐川（国） 多治見 水防警報（出動) 3.70 20日 11:50 20日 23:00

木曽川（国） 今渡 水防警報（準備) 5.50 20日 14:25 21日 04:00

木曽川（国） 犬山 水防警報（準備) 9.20 20日 15:30 21日 01:10

木曽川（国） 今渡 水防警報（出動) 7.30 20日 15:50 21日 04:00

木曽川（国） 笠松 水防警報（準備) 10.40 20日 18:25 21日 01:10

木曽川（国） 犬山 水防警報（出動) 10.40 20日 16:30 21日 01:10

木曽川（国） 起 水防警報（準備) 4.00 20日 20:30 21日 00:10

木曽川（国） 笠松 水防警報（出動) 11.30 20日 21:00 21日 01:10

牧田川（国） 烏江 水防警報（準備) 6.50 21日 10:35 21日 21:00

揖斐川（国） 今尾 水防警報（準備) 6.00 21日 12:20 21日 23:00

揖斐川（国） 揖斐油島 水防警報（準備) 4.00 21日 13:30 21日 23:35

土岐川（国） 土岐 水防警報（準備) 3.00 21日 14:25 21日 17:05

杭瀬川（国） 塩田橋 水防警報（準備) 5.10 21日 14:35 21日 19:15

根尾川（国） 山口 水防警報（準備) 2.20 21日 15:00 21日 16:40
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【県・指定区間】
河 川 名 水位観測所 種 類 避難判断水位(m) 発表日時 解除日時

土岐川 釜戸 水防警報（準備) 1.60 20日 09:45 20日 23:00

土岐川 瑞浪 水防警報（準備) 2.00 20日 09:35 20日 23:00

可児川 広見 水防警報（準備) 2.00 20日 12:00 20日 20:20

飛騨川 上呂 水防警報（準備) 4.50 20日 15:35 21日 02:30

高原川 西里橋 水防警報（準備) 3.30 20日 18:10 20日 21:05

境川 馬橋 水防警報（準備) 10.20 20日 20:25 20日 22:40

泥川 室原新橋 水防警報（準備) 6.10 21日 02:30 22日 5:20

杭瀬川 市橋 水防警報（準備) 1.75 21日 03:56 21日 15:50

相川 野口 水防警報（準備) 4.10 21日 09:30 21日 22:30

境川 馬橋 水防警報（準備) 10.20 21日 13:40 21日 15:40

杭瀬川 塩田橋 水防警報（準備) 5.10 21日 14:20 21日 19:10

土岐川 瑞浪 水防警報（準備) 2.00 21日 14:35 21日 17:25

※水位状況は別紙のとおり

○河川被害
・12:10 多治見市内の市之倉川上流の縄手橋（木橋）から溢水情報。

→12:45 多治見土木職員が現地確認を行い、水位低下を確認した。
左岸橋台の下流側護岸と橋台の背面土砂が流された。市道が通行止め。
浸水被害については調査中。

→18:00頃 その後の現地調査により、市之倉川に架かる宮前橋、御犬様橋の
２箇所で橋台の下流側護岸の被災を確認。

・矢戸川 可児市矢戸地内 約４００ｍ区間内の所々で護岸崩壊等が発生した。
・可児川 御嵩町次月地内 国道２１号の崩落した土砂が可児川に流入し、河道
を埋塞した。これにより溢れた川の水が、右岸側の田んぼを流れている状況。
→右岸側において仮設のバイパス水路設置工事に22日から着手予定。

・力石川 恵那市中野方町地内 約２０ｍの護岸崩壊が発生した。民家が近接し
ているため、大型土のう設置による緊急対応を21日に実施済み。

・中野方川 恵那市中野方町地内 約１８ｍの護岸崩壊が発生した。民家が近接
しているため、大型土のう設置による緊急対応を20日に実施済み。

・唐沢川 御嵩町地内 護岸崩壊が発生し、家屋１棟（空家）が一部損壊。この
ため、大型土のう設置による緊急対応を今後実施予定。

（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 【 １９路線 ２２箇所】

・県管理国道【 ４路線 ５箇所】
・県 道【 １５路線 １７箇所】

○ 災害規制状況 県管理道 【 １４路線 １７箇所】
・県管理国道【 １路線 ２箇所】
・県 道【 １３路線 １５箇所】

※道路規制情報等は別紙のとおり

○ 孤立状況
・一般県道湯屋温泉線（下呂市小坂町湯屋～同）の路肩崩壊による全面通行止
により、１４９世帯、４５２名が孤立状態
→２１日から道路復旧作業。軽自動車が通行可能な迂回路を確保済み
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・一般県道川合垂井線（揖斐川町春日川合～同）の法面崩落による全面通行止
により、２７世帯、４４名が孤立状態
→２１日１５：３０ 孤立解消

・一般県道岩井高山停車場線（高山市生井町～高山市日影平）の雨量規制によ
り、国立乗鞍青少年交流の家宿泊者等９５名が孤立状態
→２２日 ７：３０ 孤立解消

○道路被害（高速道路）
・東海環状自動車道 可児御嵩～豊田藤岡 災害（法面崩落）により通行止め

→２２日 １：００ 上り・下り 解除
・中央自動車道 小牧ＪＣ～瑞浪 災害（法面崩落）により通行止め

→２１日 上り４：４０ 下り１：３０ 解除
・東海北陸自動車道 白川郷IC～福光IC ２１日１１：３０ 雨量により通行

止→２２日７：４０五箇山IC～福光IC雨量規制による通行止めに変更
・中央自動車道 多治見～小牧東（下り）２１日１３：５５災害（法面崩落）

により行止め→２１日 １７：４５ 下り 解除

○道路被害（直轄国道）
・国道１９号 多治見市池田町地内通行止め

→春日井市内津町～多治見市池田町通行止
→２１日 ９：３０ 下り車線（多治見方面）解除
→２１日 １７：００ 上り車線（名古屋方面）解除

・国道２１号 坂祝町勝山～各務原市鵜沼 道路冠水により通行止め
→２１日 ６：３０解除
可児郡御嵩町長岡～次月 通行止め

・国道４１号 七宗町樫原～白川町河岐 通行止め
→２１日 １３：３０解除
白川町坂ノ東～下呂市金山町井尻 通行止
→２１日 １２：３０解除

○林道被害
・下呂市内の林道１路線１箇所で法面崩壊

（６） 土砂災害
○ 多治見市市之倉保育園北（市之倉８丁目）崖崩れ２箇所（高さ３ｍ・幅３ｍ、

高さ４ｍ・幅９ｍ）人的被害なし。ブルーシート設置済。
○ 多治見市大畑町大洞地内 崖崩れ（高さ・不明、幅１０ｍ程度）

道路に止まっていた車２台が土砂に埋まった。
○ 多治見市滝呂町地内 崖崩れ（規模不明）

民家の灯油タンクが破損３００リットル漏れた。家屋・人的被害なし
○ 土岐市肥田地内 崖崩れ(高さ１０ｍ・幅３０ｍ)家屋・人的被害なし

２０日２３：４５避難勧告。６世帯避難。
２１日１８：００避難勧告解除。帰宅。

○ 土岐市土岐津町高山地内。崖崩れ（高さ５ｍ・幅７ｍ）
家屋一部損壊。人的被害なし。ブルーシート設置済。

○ 可児市大森地内（区域指定なし）。崖崩れ（規模不明）
家屋一部損壊。１９歳男性がガラスの破片で右足軽傷。
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○ 御嵩町井尻（谷７） 土砂流出（高さ１００ｍ・幅１０ｍ）
民家横の倉庫が損壊。人的被害はなし。

○ 八百津町八百津２７８（小洞）裏山の土砂崩壊（高さ１０ｍ・幅２０ｍ）
７２歳の女性が流れてきた土砂に足がはまり、足に軽いけが

○ 八百津町八百津赤薙地内の山林から土砂流出。
民家２戸へ土砂流入。人的被害なし。

○ 白川町下佐見地内 崖崩れ（高さ３０ｍ・幅３５ｍ）
公民館に土砂流入・人的被害なし

○ 多治見市月見町地内 ２箇所土砂流出（規模不明）
市道及び住宅地、辛沢川

○ 八百津町野上地内で山腹崩壊。
八百津変電所に土砂流入。人的被害なし

○ 岐阜市梅林地内 崖崩れ（高さ５ｍ・幅４ｍ）
家屋一部損壊。人的被害なし

（７）公共交通機関状況（９／２２）
○ 鉄道

ＪＲ太多線
全線 設備点検のため午前中運転見合わせ

ＪＲ高山本線
美濃太田－飛騨小坂間 設備点検のため午前中運転見合わせ

○ バス
東濃鉄道 市之倉ハイランド線、旭ヶ丘循環線 運休

笠原線 梅平で一部折り返し運転
濃飛バス 午前運休
名阪近鉄バス 春日線 土砂崩れのため川合－古屋間区間運休

ふ る や

（８） 学校休業等状況（９／２２）
○ 始業遅れ

（私立分）
中学校 美濃加茂市１校
高等学校 美濃加茂市１校

（９）ライフライン
○ 電気

・多治見市市之倉・三の倉・諏訪、中津川市加子母 ２２０戸停電
→全戸復旧

・多治見市滝呂 約２００戸停電→全戸復旧
・中津川市加子母地内２７０戸停電→全戸復旧
・御嵩町の一部２０戸停電 →全戸復旧
・土岐市泉、下石、曽木→約１００戸停電→１０戸停電（復旧目途未定）
・恵那市山岡町田代・原の一部７０戸停電→全戸復旧

○ 水道
・土岐市上水道断水 ７棟 → 復旧済み（9/20 15:00）
・多治見市上水道断水３８棟

→３５棟仮復旧により断水解消、仮復旧作業中 →現在３棟断水
・恵那市簡易水道断水 ４棟（避難中のため応急給水なし）

→現在１棟断水
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・白川町簡易水道 ３１０棟（白川病院、特別養護老人ホーム含む）断水
→現在２棟断水

・八百津町久田見簡易水道 ６棟断水 →復旧済み（9/21 11:00）
・御嵩町上水道 １０９棟断水 →応急給水実施中
・可児市上水道 ２棟断水 →復旧済み

（１０）農地・農業用施設
○ 河川増水に伴う頭首工の損壊(恵那市中野方 河川名：中野方川）
○ 水田畦畔の崩壊 0.01ha（多治見市）

（１１）その他
○ 多治見市滝呂町３－１－１５ 崖崩れにより５００ℓ灯油タンク破損３００ℓ

漏えい。河川への流出なし。収束済み。
○ セラミックパークＭＩＮＯ（多治見市） 中庭法面幅７．５ｍ、作陶館北側、

美術館南側幅２ｍ程度崩れる。２１日は閉館。
○ 情報科学芸術大学院大学（大垣市）２１日午後の授業休講
○ ジョブライフたじみ、パーソナル・サポート・センター東濃支所（多治見市）

２１日休館
○ 県立多治見病院 通院患者３０名程度院内待機

→９／２１ ７時 全員帰宅。
○ グループホーム・ケアホーム「織部」(土岐市)において、床下浸水等により

利用者８名避難。
○ 県産材流通課職員２名 白川町内足止め →帰宅済み
○ 多治見市内の小中学校４校 床上浸水、雨漏り、窓ガラス破損
○ 平成記念公園９／２１ 臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 花フェスタ記念公園９／２１ 臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 養老公園９／２１ 臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 世界淡水魚園９／２１臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 世界淡水魚園水族館９／２１臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 各務原公園９／２１ １０：１５～臨時閉園 →９／２２ 通常開園
○ 百年公園９／２１ １１：３０～臨時閉園 →９／２２ 通常開園


