
 
 

台風第４号に伴う豪雨被害の概要 

【６月２０日（水）８時００分時点】 

 

 

災害情報集約センター 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 
 
１ 降雨状況 

（１）降り始め（１９日 ７時から２０日８時まで） 
             （地 名）          （降水量） 

関ヶ原(国)(関ヶ原町) ２１６mm 
春日（揖斐川町）   ２０８mm 
上多度（養老町）       ２０６mm 
上石津（大垣市）       ２００mm 
杉原（揖斐川町）  １８２mm 

 （２）顕著な時間雨量 
                （地 名）           （降水量） 

上石津      ４５mm（6/19 18:00～19:00） 
関ヶ原      ４０mm（6/19 17:00～18:00） 

             上多度      ３８mm（6/19 18:00～19:00） 
       春日         ３０mm（6/19 17:00～18:00） 

 

２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

    ６／１９ １１：２５ 災害情報集約センター設置 

              （大雨洪水警報発令時：岐阜・西濃・中濃２市、４町） 

       ６／１９ １４：４０ 災害対策本部設置（台風第４号災害対策本部第一非常体制） 

              （暴風警報発令時：美濃地方全域） 

 （２）市町村の体制 

   ○災害対策本部 なし 

     神戸町  （６／１９ １３：００設置）→6/19 21:50 解散 

     恵那市  （６／１９ １４：４０設置）→6/19 22:00 解散 

     岐阜市  （６／１９ １４：４０設置）→6/19 21:50 解散 

     美濃市  （６／１９ １４：４０設置）→6/19 21:50 解散 

     白川町  （６／１９ １５：００設置）→6/19 22:05 解散 

八百津町 （６／１９ １５：００設置）→6/19 21:50 解散 

笠松町  （６／１９ １４：００設置）→6/19 21:50 解散 

土岐市  （６／１９ １４：５０設置）→6/19 22:00 解散 

美濃加茂市（６／１９ １５：４０設置）→6/19 21:30 解散 

羽島市  （６／１９ １６：３０設置）→6/19 22:00 解散 

本巣市  （６／１９ １７：００設置）→6/19 21:50 解散 

瑞穂市  （６／１９ １７：１５設置）→6/19 22:00 解散 

関市   （６／１９ ２１：００設置）→6/19 21:50 解散           

○災害警戒本部 なし 

輪之内町 （６／１９ １４：４０設置）→6/19 22:05 解散 

岐阜県災害情報 



瑞浪市  （６／１９ １４：４０設置）→6/19 22:00 解散 

瑞穂市  （６／１９ １４：５０設置）※災害対策本部へ移行 

富加町  （６／１９ １４：４５設置）→6/19 22:00 解散 

可児市  （６／１９ １４：５５設置）→6/19 20:55 解散 

川辺町  （６／１９ １５：００設置）→6/19 21:50 解散 

池田町  （６／１９ １５：１０設置）→6/19 21:40 解散 

御嵩町  （６／１９ １５：１５設置）→6/19 22:00 解散 

七宗町  （６／１９ １５：１５設置）→6/19 21:30 解散 

大垣市  （６／１９ １５：３０設置）→6/20  2:30 解散 

郡上市  （６／１９ １４：４０設置）→6/19 21:55 解散 

各務原市 （６／１９ １４：４０設置）→6/19 22:30 解散 

海津市  （６／１９ １４：４５設置）→6/20  1:25 解散 

関ヶ原町 （６／１９ １５：００設置）→6/20  4:55 解散 

坂祝町  （６／１９ １５：３０設置）→6/19 21:50 解散 

山県市  （６／１９ １６：００設置）→6/19 21:50 解散 

垂井町  （６／１９ １６：４３設置）→6/20  5:00 解散 

東白川村 （６／１９ １７：００設置）→6/19 21:50 解散 

多治見市 （６／１９ １７：１５設置）→6/19 21:50 解散 

中津川市 （６／１９ １７：１５設置）→6/19 22:08 解散 

関市   （６／１９ １８：００設置）※災害対策本部へ移行 

 

３ 警報の発令状況（２０日 ８時００分現在） 

      大雨警報  県内全域→6/20 1:15県内全域解除 

洪水警報  県内全域（郡上市を除く）→6/20 4:55県内全域解除 

   暴風警報  美濃地方全域→6/19 21:50 県内全域解除 

 

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 

   ６／１９ １８：３５ 大垣市 土砂災害警戒情報発表→6/19 21:30解除 

 

５ 被害状況 

 （１）人的被害  軽傷 １名 

          岐阜市則武地内にて５６歳男性が風にあおられ転倒 

 （２）住家被害  なし 

 （３）避難情報   

○自主避難  なし   ※ピーク時 １９市町村７３世帯９４名   

八百津町   ０世帯 ０名 

          輪之内町   ０世帯 ０名 

       笠松町    ０世帯 ０名 

       瑞浪市    ０世帯 ０名 

       多治見市   ０世帯 ０名 

御嵩町    ０世帯 ０名 

美濃加茂市  ０世帯 ０名 

       揖斐川町   ０世帯 ０名 

       白川町    ０世帯 ０名 

       山県市    ０世帯 ０名 

 瑞穂市    ０世帯 ０名 



 川辺町    ０世帯 ０名 

 土岐市    ０世帯 ０名 

 坂祝町    ０世帯 ０名 

 郡上市    ０世帯 ０名 

 岐阜市    ０世帯 ０名 

 可児市    ０世帯 ０名 

 東白川村   ０世帯 ０名 

 各務原市   ０世帯 ０名 

 （４）土砂災害等 情報なし 

 （５）河川状況    
   ○洪水予報を発表した河川  
    なし 
   ○水防予警報等を発表した河川 

河川名  水位観測所名  種類  発表日時  解除日時 
杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 19日19:00 19日21:00 

泥川 室原新橋 はん濫警戒情報 19日20:40 20日04:10 

杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 19日18:10 19日22:10 

牧田川 広瀬橋 水防警報（準備） 19日18:30 19日22:30 

泥川 室原新橋 水防警報（準備） 19日18:40 20日08:30 

牧田川 烏江 水防警報（準備） 19日20:10 20日00:25 

相川 野口 水防警報（準備） 19日22:50 20日01:50 

     ※泥川（室原新橋）については、２０日８：００以降の情報 
 （６）道路交通規制（詳細は別添のとおり） 
   ○災害規制状況   

県管理道合計【 ３路線 ３箇所】 
 ・県管理国道【 ０路線 ０箇所】 

     ・県   道【 ３路線 ３箇所】 
①土砂流出 

１９日１３：３０ 揖斐川町外津汲地内の主要地方道山東本巣線で土砂流出。 

               人的・物的被害は無 

 

      １９日１９：００ 大垣市上石津町牧田地内の一般県道牧田室原線にて土砂
流出。人的・物的被害は無 

        →２０日６：３０  土砂の除去及び安全確認が完了し規制解除 

     ②落石の恐れ 

      １９日１９：００ 高山市一之宮町谷桶～高山市清見町楢谷にて落石の恐れ
が生じたため通行止 

     ③崩土 

      １９日２２：３０ 揖斐川町坂内坂本の一般県道揖斐高原線にて崩土 

               人的・物的被害は無 

   ○雨量規制状況  県管理道合計【 ７路線 ７箇所】 

        ・県管理国道【 ２路線 ２箇所】 

        ・県   道【 ５路線 ５箇所】 
○その他 

    道路への倒木 
１９日１９：３０ 主要地方道土岐足助線 土岐市下石町地内で道路に倒木の連絡 

→１９日２０：１０ 委託業者により撤去。 
１９日２０：５０ 主要地方道多治見恵那線 瑞浪市稲津町地内で道路に倒木の 

連絡 
→１９日２１：４０ 委託業者により撤去。  



 （７）公共交通機関状況 

   ○ＪＲ 

・高山本線  通常運行 

   ・東海道本線 通常運行 

   ・中央本線  通常運行           

   ○第三セクター 

   ・樽見鉄道  通常運行 

   ・明知鉄道  通常運行 

   ・長良川鉄道 通常運行 

   ○バス 

   ・濃飛バス 高速バス 大阪→高山行き運休 

         路線バス 乗鞍行き運転見合わせ（道路雨量規制中のため） 

（８）その他 

○公園関係 

    養老公園   ２０日９時 通常開園 

    百年公園   ２０日９時 通常開園 

    各務原公園  ２０日９時 通常開園 

    平成記念公園 ２０日９時 通常開園 

    世界淡水魚園 ２０日９時３０分 通常開園 

    （花フェスタ記念公園 ２０日９時 通常開園） 

   ○ライフライン状況 

    恵那市 上矢作地内 最大５００戸停電→6/20 4:14復旧  


