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台風１８号による被害概要 

【９月１６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 
（１）顕著な時間雨量 

   別途資料 
 

２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

   ○災害対策本部 

２３：１５ 災害対策本部（第一非常体制）設置 

０：３０ 災害対策本部（第二非常体制）移行  

   ○災害対策本部（支部） 

  ２３：１５ 全局振興局・事務所 

 ○災害対策本部員会議 

  第１回  ０：１５ 災害対策本部（第一非常体制） 

  第２回  ２：００ 災害対策本部（第二非常体制） 

   第３回  ７：００ 災害対策本部（第二非常体制） 
   第４回 １１：４５ 災害対策本部（第二非常体制） 
（２）市町村の体制 
  ○災害対策本部 

9/15 ２２：３５ 大垣市 

9/16  ６：１０ 養老町 ⇒ 警戒本部へ切替（9/16 14:30） 

9/16  ６：３０ 垂井町 ⇒ 再度警戒本部へ切替（9/16 14:50） 

9/16  ９：１０ 大野町 ⇒ 警戒本部へ切替（9/16 11:10） 

9/16  ９：２８ 瑞浪市 ⇒ 解散（9/16 12:45） 

9/16 １０：００ 恵那市 ⇒ 再度警戒本部へ切替（9/16 13:55） 

9/16 １０：００ 中津川市 ⇒ 解散（9/16 15:35） 

 

 

  ○警戒本部設置 
9/15 ２２：３５ 岐阜市 ⇒ 解散（9/16 15:05） 

    9/15 ２２：３５ 海津市 

9/15 ２２：４４ 垂井町 ⇒ 災対本部へ切替（9/16 6:30） 

9/15 ２２：４５ 八百津町 ⇒ 解散（9/16 15:20） 

9/15 ２２：４５ 輪之内町 

9/15 ２２：５０ 本巣市 ⇒ 解散（9/16 15:35） 

9/15 ２２：５０ 岐南町 ⇒ 解散（9/16 11:30） 

9/15 ２２：５０ 神戸町 ⇒ 解散（9/16 12:08） 

9/15 ２３：００ 各務原市 ⇒ 解散（9/16 14:30） 

9/15 ２３：００ 可児市 ⇒ 解散（9/16 13:00） 

9/15 ２３：００ 関ヶ原町 ⇒ 解散（9/16 15:10） 

岐阜県災害情報（危機管理部門防災課） 
 

（様式－２） 
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9/15 ２３：００ 関市 ⇒ 解散（9/16 15:13） 

9/15 ２３：００ 七宗町 ⇒ 解散（9/16 12:50） 

9/15 ２３：００ 笠松町 ⇒ 解散（9/16 12:08） 

9/15 ２３：００ 白川町 ⇒ 解散（9/16 13:30） 

9/15 ２３：００ 下呂市 ⇒ 解散（9/16 15:10） 

9/15 ２３：００ 郡上市 ⇒ 解散（9/16 15:05） 

9/15 ２３：１０ 瑞穂市 ⇒ 解散（9/16 12:10） 

9/15 ２３：１０ 山県市 ⇒ 解散（9/16 15:10） 

9/15 ２３：１５ 北方町 ⇒ 解散（9/16 12:10） 

9/15 ２３：２０ 美濃加茂市 ⇒ 解散（9/16 10:30） 

9/15 ２３：２０ 多治見市 ⇒ 解散（9/16 15:20） 

9/15 ２３：３７ 安八町 ⇒ 解散（9/16 12:10） 

9/15 ２３：４６ 川辺町 ⇒ 解散（9/16 11:30） 

 9/16  ０：２０ 御嵩町 ⇒ 解散（9/16 12:10） 

9/16  １：００ 恵那市 ⇒ 災対本部へ切替（9/16 10:00） 

9/16   ２：００ 池田町 ⇒ 解散（9/16 11:15） 

9/16  ５：００ 養老町 ⇒ 災対本部へ切替（9/16 6:10） 

9/16   ６：００ 羽島市 ⇒ 解散（9/16 12:06） 

9/16   ９：５６ 中津川市 ⇒ 災対本部へ切替（9/16 10:00） 

9/16 １１：１０ 大野町 ⇒ 解散（9/16 15:30） 

9/16 １３：５５ 恵那市 

9/16 １４：３０ 養老町 

9/16 １４：５０ 垂井町 

 

３ 警報等の発令状況（９／１６ １５時０５分現在） 

○警報、注意報の情報は、以下のとおり 

  警 報 注意報    

大雨 洪水 暴風 大雨 洪水 強風 雷 

岐阜西濃  ●  ● ● ●  

中  濃    ● ● ●  

東  濃 ●   ● ● ●  

飛騨北部 ●   ● ● ●  

飛騨南部      ●  

 

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 
   大垣市（9/16 0:30） 
  中津川市、恵那市（9/16 9:50） 
  ⇒ 大垣市解除（9/16 14:20） 
  ⇒ 中津川市、恵那市解除（9/16 15:30） 
 
５ 記録的短時間大雨情報 
  中津川市阿木 約 100ｍｍ（9/16 9:54） 

 

６ 被害状況 

 （１）人的被害 

    ・揖斐川町 ７４才女性１名 軽傷 

     ※自宅のトタンを片付けていた所、風でトタンが頭にあたりケガ（トタンによ
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る頭部切り傷） 

    ・恵那市 ６６才男性１名 軽傷 

     ※鈴木ライスサービスセンターで作業中、裏山の土砂が崩れ、倒れた機械にあ

たりケガ 

（２）住家被害 

  ○床上浸水 なし 

  ○床下浸水【計８１棟】 

   ・養老町直江、押越、鷲巣、宇田、蛇持 ７８棟 

  ・瑞浪市陶町 ３棟 

  ○一部損壊【計１２棟】 

   ・土岐市土岐津町 １棟、泉町 １棟 

   ・大野町松山 １棟、稲富 １棟 

   ・岐阜市長森本町、西荘、中西郷 ３棟 

   ・下呂市夏焼、森、乗政 ５棟 

 

（３）非住家被害 なし 

（４）避難情報 

○避難勧告【計０世帯０人】 

・大垣市上石津町時山地域 ４０世帯１００人 （9/15  22:35） 

  ⇒ 避難勧告解除（9/16 13:40） 

     ※実避難者数 ２３世帯４２人 ⇒ ２２世帯４４人（9/16 10:00） 

（避難場所：時山生活改善センター、農村環境改善サブセンター、特別養護老人ホームハーモニー） 

 ⇒ 帰宅 (9/16 13:30) 

   ・垂井町栗原地区 ４１５世帯１，２２９人 （9/16 7:50） 

  ⇒ 避難勧告解除（9/16 14:23） 

※実避難者数 １世帯４人（9/16 9:30） 

（避難場所：合原公民館） 

 ⇒ 帰宅 (9/16 9:40) 

 ・養老町室原地区 ３２８世帯１，１３２人（9/16  7:10） 

  ⇒ 避難勧告解除（9/16 14:30） 

※実避難者数等 ３世帯８人（9/16 9:00） ⇒ ２世帯６人（9/16 9:35） 

（避難場所：室原自治会館） 

 ⇒ 帰宅 (9/16 9:35) 

 

○避難準備情報【計０世帯０人】 

   ・岐阜市南東部（厚見地域の領下の一部、長森南地域の蔵前４・５丁目、高田３・４・５丁目） 

８５１世帯２，３４３人 （9/16  5:10） 

 ⇒ 避難準備解除（9/16 11:18） 

※実避難者数 なし 

（避難場所：厚見公民館、領下公民館、長森南公民館、高田公民館、蔵前公民館） 

 ・養老町室原地区 ３２８世帯１，１３２人（9/16  7:10） 

※実避難者数等 ３世帯８人 

（避難場所：室原自治会館） ⇒ 避難勧告に切替 

 ・養老町養老（竜泉寺・喜勢）地区 １７４世帯５３２人（9/16 8:30） 

 ⇒ 避難準備解除（9/16 12:25） 
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○自主避難【計０世帯０人】 

   ・土岐市肥田町  

避難者数 １世帯１人（避難場所：北防災センター） ⇒ 帰宅（9/16 11:20） 

   ・可児市今渡  

    避難者数 １世帯４人（避難場所：今渡公民館） ⇒ 帰宅（9/16 10:47） 

   ・多治見市笠原町 

    避難者数 １世帯１人（避難場所：笠原消防会館） ⇒ 帰宅（9/16 10:50） 

    ・垂井町 

    避難数 １世帯４人（避難場所：合原公民館） ⇒ 帰宅（9/16 9:40） 

   ・恵那市長島町、串原 

避難数 ２世帯７人（避難場所：明日香苑、串原振興事務所）（9/16 9:40） 

⇒ ３世帯１０人（避難場所：明日香苑、串原振興事務所、下手向集会所）（9/16 11:37） 

⇒ １世帯３人（下手向集会所）（9/16 14:01） 

⇒ 帰宅（9/16 15:00） 

 

（５）土砂災害等 

    別途資料 

（６）河川状況 

    別途資料 

（７）道路交通規制 

別途資料 

（８）公共交通機関状況【１６：００現在の状況】 

○ＪＲ 

・東海道新幹線  東京 ～ 新大阪間  一部運休・遅れあり 

・東海道本線  大垣 ～ 米原間  大雨のため運転見合わせ 

・中央本線  一部運転見合わせ 

・高山線  一部運転遅れあり 

・太多線  一部遅れあり 

  ○名鉄 

   ・列車の一部運休や遅れあり 

○養老鉄道 

   ・養老 ～ 美濃松山駅間 一部遅れあり 

   ○樽見鉄道 

   ・一部区間で運転見合わせ（通常運行） 

○明知鉄道 

  ・全線（上下線）運転見合わせ（通常運行） 

○長良川鉄道 

  ・一部遅れあり（通常運行） 

○岐阜バス 

・鶯谷トンネル通行止に伴う迂回運転（通常運行） 

・岩戸トンネル付近倒木に伴う迂回運転 

○東鉄バス 

  ・路線バス：一部路線で倒木により若干の遅れ（通常運行） 

  ・高速バス：新宿→可児車庫行（１本）で運休 

○名阪近鉄バス 
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  ・路線バス：大垣市笠田町地内で路面冠水のため迂回運行中 

  ・高速バス：名神高速路線終日運休 

○濃飛バス 

  ・一部路線で運休中 

○白鳥交通バス 

  ・一部路線で折り返し運転 

 
（９）その他 
  ○停電地域 
  ・岐阜市 安食、岩利、佐野、彦坂川北、彦坂川南、村山の一部 ４００戸 
   ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

・揖斐川町市場、上野、小島の一部 ２００戸 
 ⇒ 揖斐川町 谷汲 長瀬、揖斐郡大野町 大字稲富の一部 １００戸未満 
・池田町 青柳、池野、市橋、片山、願成寺、小寺、田畑、藤代、八幡、六之井、大
垣市 南市橋町、不破郡垂井町 梅谷の一部 ９００戸 

 ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

・揖斐川町 谷汲 長瀬、揖斐郡大野町 大字稲富の一部 １００戸未満 

 ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

・垂井町岩手、大石、大滝の一部 ２００戸 

 ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・美濃市 蕨生の一部 ２００戸 ⇒ １００戸未満 

   ・八百津町 久田見、八百津の一部 １００戸未満 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・可児市 兼山の一部 １００戸未満 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・加茂郡八百津町 久田見、南戸、八百津の一部 １００戸未満 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・高山市 荘川町 寺河戸の一部 １００戸未満 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・土岐市 曽木町、瑞浪市 陶町 大川の一部 ２００戸 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・中津川市 福岡の一部 ３００戸 ⇒ １００戸未満 

   ・山県市 長滝の一部 １００戸未満 
    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 

   ・海津市 南濃町 津屋の一部 １００戸未満 

    ⇒ 復旧（9/16 16:00時点） 
 ・中津川市 蛭川の一部 １００戸未満 
 ・恵那市 上矢作町 漆原の一部 １００戸未満 
 ・恵那市 武並町 藤の一部 １００戸未満 
 
○県営公園 全公園の開園を見合わせ 
（河川環境楽園、各務原公園、養老公園、百年公園、平成記念公園、花フェスタ記念公園、県
博物館） 
※県博物館は9/16終日休館 

  

・河川環境楽園     オアシスパーク、アクア・トト 11:30開園 

その他の部分 12:00 開園 

 ・各務原公園      11:00 開園 

 ・平成記念公園     道の駅、売店、銭湯 12:15 営業開始 
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その他の部分 終日閉園 

 ・養老公園       終日閉園 

 ・百年公園       終日閉園 

 ・花フェスタ記念公園  終日閉園 

 


