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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
【２０日（火）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（９／１９日１５時００分）から２０日１６時００分まで

（地 名） （降水量）
脇之島（多治見市） ４１２mm
多治見土木（多治見市） ３８２mm
多治見（気）（多治見市） ３７７mm
多治見（国）（多治見市） ３６９mm
丸山（八百津町） ３１４mm

（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 １３～１４時）
多治見土木（多治見市） ６１mm/h（２０日 １３～１４時）
白川口（白川町） ５８mm/h（２０日 １５～１６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）
・御嵩町 （９／２０ １１：３０設置）
・瑞浪市 （９／２０ １２：００設置）
・東白川村 （９／２０ １２：４０設置）
・可児市 （９／２０ １２：５５設置）
・八百津町 （９／２０ １２：５６設置）
・土岐市 （９／２０ １３：００設置）
・多治見市 （９／２０ １３：００設置）
・美濃加茂市 （９／２０ １４：４５設置）
・恵那市 （９／２０ １６：００設置）
・下呂市 （９／２０ １６：５０設置）
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○ 警戒本部
・岐阜市 （９／２０ １３：２０設置）
・下呂市 （９／２０ １５：４５設置）
・七宗町 （９／２０ １６：００設置）

３ 警報の発令状況（２０日１５時３４分現在）
大雨警報 １２市７町１村

8:10 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、白川町
10:05 七宗町、八百津町、東白川村
11:43 可児市、御嵩町、下呂市
13:50 美濃加茂市、川辺町、高山市
15:34 関市、美濃市、郡上市、坂祝町、富加町

洪水警報 ８市６町１村
11:43 多治見市、土岐市、可児市、御嵩町
13:50 中津川市、瑞浪市、恵那市、八百津町、白川町、東白川村、

下呂市
15:34 美濃加茂市、富加町、川辺町、七宗町

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 ７市５町１村
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

５ 被害状況
（１）人的被害（行方不明）

９／２０ １３：５９ 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。

９／２０ １４：４１ 白川町切井 男性 赤川に流される。（年齢８４歳）

（２）住家被害
○ 床上浸水

住家被害 土岐市 ２棟（肥田町）
非住家被害 土岐市（聖十字病院） １棟

○ 床下浸水
住家被害 恵那市 ２棟（中野方町、明智町吉良見）

瑞浪市 ７棟
土岐市 １６棟（土岐津町、泉町、肥田町）

非住家被害 恵那市 １棟（中野方町）

（３）避難情報
○ 避難指示 ９／２０ １２：４７

白川町三川地区 １世帯、１名
９／２０ １２：５０

白川町赤河地区下古野 ２１世帯、５０名
９／２０ １５：３０

白川町川又地区 －世帯、－名
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○ 避難勧告 ９／２０ １１：４５
多治見市平和町 ４１６世帯、１，０６６人

９／２０ １２：０１
御嵩町上之郷地区 ７０５世帯、２，０４２人

９／２０ １２：１５
多治見市広小路町、小路町、青木町、末広町、日ノ出町

２９７世帯、６９４人
９／２０ １２：１５

多治見市生田町 ４０７世帯、１，０８７人
９／２０ １２：３３

白川町三川地区藤井 ７世帯、２０人
９／２０ １３：００

八百津町潮南地区 ２１６世帯、５０５人
９／２０ １３：００

多治見市高田町、小名田町、東栄町 ２，０２９世帯、
５，７４４人

９／２０ １３：３０
可児市久々利丸山地区 ２０世帯、４０人

９／２０ １３：４５
多治見市池田町、前畑町 １，００２世帯、２，３９５人

９／２０ １３：４５
多治見市大平町 ８２３世帯、１，８９０人

９／２０ １４：００
東白川村全域 ８７１世帯、２，６９９人

９／２０ １４：００
恵那市中野方町 ２７５世帯、９００人

９／２０ １４：１０
八百津町久田見大平地区 ２３世帯、５２人

９／２０ １４：１０
可児市大森地区 ８８６世帯、２，５４０人
可児市二野地区 １１６世帯、３４７人
可児市羽崎地区 ２２４世帯、７０１人
可児市広見東地区 ８８６世帯、２，４８６人
可児市広見地区 ２７５８世帯、７，１８６人
可児市久々利地区 ６２９世帯、１，８０６人

９／２０ １４：１５
白川町川又地区 ２７２世帯、７６７人

９／２０ １４：３０
八百津町全域 ４，３５１世帯、１２，３４３人

９／２０ １４：４６
多治見市山吹町 ３世帯、６人

９／２０ １６：２０
土岐市泉町 ２１世帯、－人

９／２０ １６：４５
恵那市中野方地区 ５１９世帯、１，７５７人
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【避難勧告集計】
市町村 世 帯 数 人 数
多治見市 ４，９７７ １２，８８２
御嵩町 ７０５ ２，０４２
八百津町 ４，３５１ １２，３４３
白川町 ２７９ ７８７
東白川村 ８７１ ２，６９９
恵那市 ５１９ １，７５７
可児市 ５，４９９ １５，０６６
土岐市 ２１ －
合 計 １７，２２２ ４７，５７６

○ 自主避難 ９／２０ １１：３０
瑞浪市日吉地区 １世帯 １人（実人数）
可児市 １世帯 １人（実人数）

９／２０ １４：３５
土岐市 ２世帯 ９人（実人数）

（４）河川状況
○洪水予報を発表した河川

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時

土岐川（国） 土岐 洪水注意報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第1号 20日10:15

土岐川（国） 土岐 洪水注意報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第2号 20日11:00

土岐川（国） 土岐、多治見 洪水注意報（ﾚﾍﾞﾙ2） 第3号 20日11:30

○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 種類 避難判断 発表日時 下回った日時

水位(m)

可児川 広見 はん濫警戒情報 3.00 20日 14:00

○水防予警報等を発表した河川
河川名 水位観測所 種類 はん濫注意 発表日時 解除日時

水位(m)

土岐川 釜戸 水防警報（準備 1.60 20日 09:45

土岐川 瑞浪 水防警報（準備 2.00 20日 09:35

土岐川（国） 土岐 水防警報（準備 3.00 20日 09:50

土岐川（国） 土岐 水防警報（出動 4.00 20日 12:50

土岐川（国） 多治見 水防警報（準備 3.20 20日 10:50

土岐川（国） 多治見 水防警報（出動 3.70 20日 11:50

木曽川（国） 今渡 水防警報（準備 5.50 20日 14:25

木曽川（国） 犬山 水防警報（準備 9.20 20日 15:30

可児川 広見 水防警報（準備 2.00 20日 12:00

飛騨川 上呂 水防警報（準備 4.50 20日 15:35

○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。
左岸橋台の背面土砂が流された。浸水被害については調査中。

（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 【 ３３路線 ３９箇所】

・県管理国道【 ３路線 ３箇所】
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・県 道【 ３０路線 ３６箇所】

○ 災害規制状況 県管理道 【 １２路線 １４箇所】
・県管理国道【 ２路線 ３箇所】
・県 道【 １０路線 １１箇所】

※道路規制情報等は別紙のとおり

○道路被害（高速道路）
・１１：４０ 東海環状自動車道 可児御嵩～豊田藤岡 雨量により通行止め
・１２：００ 中央自動車道 多治見～土岐 土砂崩れ２箇所により通行止め
・１２：１０ 中央自動車道 土岐～恵那 冠水により通行止め
・１４：００ 中央自動車道 小牧ＪＣ～多治見 雨量により通行止め

○道路被害（直轄国道）
・国道１９号線 多治見市富士見町地内下り線土砂崩れ

（６）土砂災害
○ 多治見市市之倉保育園北 崖崩れ２箇所（高さ３ｍ・幅３ｍ、高さ４ｍ・

幅９ｍ）
○ 八百津町八百津２７８ 裏山の土砂崩壊

（７）公共交通機関状況
○ ＪＲ中央本線

古虎渓～瑞浪 運転見合わせ
○ バス

東濃鉄道ＪＲ多治見駅、土岐市駅発着便 運転見合わせ

（８） 学校休業等状況（９／２０）
○ 授業打ち切り下校

小学校 中津川市１８校、恵那市１３校、瑞浪市５校、多治見９校
東白川村１校、土岐市９校、高山市２校、可児市５校、
川辺町３校、七宗町１校、八百津町２校 合計６８校

中学校 白川町２校、中津川市１校、恵那市４校、瑞浪市１校、多治見市
５校、東白川村１校、高山市２校、下呂市３校、御嵩町３校
合計２４校

全日制高等学校 八百津高校、土岐紅陵高校、可児工業高校、東濃実業高
校、多治見工業高校、麗沢瑞浪高校、中京高校、多治見
西高校 合計８校

定時制高等学校 東濃フロンティア高校
特別支援学校 恵那特別支援学校
幼稚園 土岐市７園、恵那市３園

○ 臨時休校・園
定時制高等学校 加茂高校
幼稚園 多治見市６園、中津川市５園、笠松町１園 合計１２園

○ 自宅待機
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幼稚園 多治見市６園、中津川市５園

（９）その他
○ 多治見市笠原町崖崩れ（高さ５ｍ、幅２ｍ）１ヵ所
○ 多治見市池田町２丁目 県道武並土岐多治見線ＪＲ高架下アンダーパス

冠水
○ 多治見市滝呂町５丁目滝呂中橋ガード下アンダーパス冠水
○ 多治見市滝呂町３－１－１５ 崖崩れにより５００ℓ灯油タンク破損３００

ℓ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日の営業については検討中。
○ 土岐市上水道断水 ７棟 → 復旧済み


