
 
  

台風第１１号による被害概要 

【８月１０日（日）１８時００分時点】 
 

 

岐阜県災害対策本部 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 

第１ 被害状況等 

 
１ 人的被害・住家被害等の状況 

 （１）人的被害 

    ・羽島市  雨による転倒 軽傷１人（8/10 11:15） 

    ・岐阜市  強風にあおられ転倒 軽傷１人（8/10 12:10） 

    ・岐阜市  強風にあおられ転倒 軽傷１人（8/10 12:41） 

    ・関市   強風により転倒 軽傷１人（8/10 12:58） 

 

（２）住家被害 

   ・多治見市 建物１棟（瓦落下によるガレージ屋根の破損 8/10 13:00） 

   ・岐阜市  建物１棟（強風による窓の破損 8/10 13:30） 

   ・多治見市 建物１棟（強風による屋根のはがれ 8/10 14:00） 

         市営住宅２棟（屋根の一部はがれ 8/10 14:30） 

    ・海津市  建物１棟（強風によるテラス破損 8/10 12:36） 

 

 

２ 避難情報 

（１）避難準備情報【合計 ５８８世帯 １，５６２人】 

  ・大垣市上石津町時山地区 ３９世帯 ９９人（8/9 17:00）→避難勧告に切替 

  ＊実避難者数 ３世帯 ３人（避難場所：生活改善センター）→8/9 22:00帰宅 

  ・郡上市八幡町中山他１１地区 ５８８世帯 １，５６２人（8/10 17:30） 
              

 （２）避難勧告【合計 ３，４６３世帯 ９，６５０人】 

・大垣市上石津町時山地区  ３９世帯  ９９人（8/10 5:30）→避難指示に切替 

・美濃市長良川流域、板取川流域 ３，４６３世帯 ９，６５０人（8/10 17:45） 

 

 （３）避難指示【合計 ３９世帯 ９９人】 

・大垣市上石津町時山地区  ３９世帯  ９９人（8/10 12:25） 

＊実避難者数 ３世帯 ４人（雨は止んでおり、人的・物的被害の発生なし） 

 

 （４）自主避難 

   ・揖斐川町坂本 ２世帯 ２人（8/10 9:03）→帰宅（8/10 16:30） 

   ・可児市    １世帯 １人（8/10 11:30）→帰宅（8/10 17:00） 

 

 

岐阜県災害情報 

 



３ 県及び市町村の体制等 

（１）県の体制 

  ◯災害対策本部 

   ８月 ９日  １４：１０ 災害情報集約センター（警戒第二体制）設置 

   ８月１０日   ５：２０ 災害対策本部（第一非常体制）設置 

                  ５：３０ 災害対策本部（第二非常体制）設置 

 

  ◯災害対策支部 

   ８月１０日   ５：２０ 災害対策本部（第一非常体制）全支部設置 

           ５：３０ 災害対策本部（第二非常体制）全支部設置 

            

  ◯台風説明会 

   ８月  ８日  １６：００ 開催 

    

 （２）市町村の体制 

    大垣市   災害警戒本部設置（8/9 14:10）→災害対策本部設置（8/10 5:20） 

    恵那市   災害警戒本部設置（8/9 18:00） 

    岐阜市   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    羽島市   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

各務原市  災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    海津市   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    郡上市   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

        養老町   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    輪之内町  災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

        安八町   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    大野町   災害警戒本部設置（8/9 21:15） 

    関ヶ原町  災害警戒本部設置（8/9 21:30）→災害対策本部設置（8/10 7:28）        

          →警戒本部へ移行（8/10 16:30）→解散（8/10 17:10） 

    神戸町  災害警戒本部設置（8/9 21:30） 

    揖斐川町  災害警戒本部設置（8/9 21:30） 

高山市   災害警戒本部設置（8/9 21:30） 

    垂井町   災害警戒本部設置（8/9 21:35） 

    瑞穂市   災害警戒本部設置（8/9 21:45） 

    池田町   災害警戒本部設置（8/9 21:45） 

        山県市   災害警戒本部設置（8/9 22:00） 

        笠松町   災害警戒本部設置（8/9 22:00） 

    北方町   災害警戒本部設置（8/9 22:00） 

    白川村   災害警戒本部設置（8/9 22:00） 

    本巣市   災害警戒本部設置（8/9 22:02） 

    岐南町   災害警戒本部設置（8/9 22:03） 

    関市    災害警戒本部設置（8/9 22:10） 

    瑞浪市   災害警戒本部設置（8/10 09:55） 

    美濃市   災害警戒本部設置（8/10 10:00）→災害対策本部設置（8/10 17:20） 

    下呂市   災害警戒本部設置（8/10 10:05） 

    美濃加茂市 災害警戒本部設置（8/10 10:10） 

        川辺町   災害警戒本部設置（8/10 10:10） 

    東白川村  災害警戒本部設置（8/10 10:10） 



    多治見市  災害警戒本部設置（8/10 10:10） 

    七宗町   災害警戒本部設置（8/10 10:15） 

        八百津町   災害警戒本部設置（8/10 10:20） 

    可児市   災害警戒本部設置（8/10 10:30） 

    坂祝町   災害警戒本部設置（8/10 10:32） 

    御嵩町   災害警戒本部設置（8/10 10:36） 

    白川町   災害警戒本部設置（8/10 10:50） 

    土岐市   災害警戒本部設置（8/10 10:50） 

    中津川市  災害警戒本部設置（8/10 11:39） 

    富加町   災害警戒本部設置（8/10 11:43） 

    飛騨市   災害警戒本部設置（8/10 11:59） 

 

 （３）大雨特別警報に準ずる情報 

    気象台による大雨特別警報に準ずる情報の発表（８メッシュ 8/10 15:00） 

    →上記を揖斐川町に伝達（8/10 15:20） 

    気象台による大雨特別警報に準ずる情報の発表（２メッシュ追加 8/10 16:32） 

    →上記を揖斐川町に伝達（8/10 16:44） 

    （18:00現在 ９メッシュ 該当エリアに集落はなく、雨も止んでいる） 

 

４ 学校の休業等の状況 

   なし 

 
５ 公共交通機関の状況 
○ＪＲ東海 

  中央本線  ワイドビューしなの 全列車全区間（長野駅～大阪駅）運転見合せ 

東海道本線 名古屋～米原間 通常の５割程度の本数で運行 

      大垣～米原間  運転見合わせ→運転再開（8/10 18:30） 

東海道新幹線 岐阜羽島～米原間 運転見合せ→運転再開（8/10 11:59） 

高山本線  岐阜～美濃太田間、白川口～飛騨金山間 運転見合せ 

太多線   全線 運転見合わせ→運転再開（8/10 16:33） 

 ○名古屋鉄道 

竹鼻線 笠松～新羽島間 運転見合せ→運転再開（8/10 15:43） 

 ○樽見鉄道 

   全線運転見合せ→大垣～本巣運転再開（8/10 18:07） 

 ○長良川鉄道 

   全線運転見合せ（8/10 13:00～） 

 ○明知鉄道 

   全線運転見合せ→運転再開（8/10 15:24） 

 ○濃飛バス 

   高速バス なんば発高山行    一部運休 

        高山発中部国際空港行 一部運休 

 ○名阪近鉄バス 

   全線   運休→運転再開（8/10 16:00） 

 

 

 

 



６ ライフラインの状況 
  ○停電情報 

岐阜市         1,100戸（8/10 11:45発生）→8/10 13:25復旧 

  高山市           200戸（8/10 12:20発生）→8/10 100戸 未復旧 

瑞浪市         1,500戸（8/10 12:45発生）→300戸 未復旧 

土岐市           900戸（8/10 13:10発生）→8/10 15:20復旧 

岐阜市、山県市 1,100戸（8/10 13:35発生）→100戸 未復旧 

郡上市           100戸（8/10 14:20発生） 

  郡上市、関市     400戸（8/10 14:25発生）→100戸 未復旧 

  郡上市、高山市   600戸（8/10 14:45発生）→400戸 未復旧 

  瑞浪市        600戸（8/10 14:55発生）→8/10 15:25復旧 

  下呂市      700戸（8/10 15:20発生）→8/10 15:25復旧 

  飛騨市       10戸（8/10 14:00発生）→8/10 14:24復旧 

   郡上市、高山市  600戸（8/10 15:40発生）→8/10 15:25復旧 

  八百津町    1,100戸（8/10 15:45発生）→600戸 未復旧 

  本巣市      200戸（8/10 16:45発生）→100戸 未復旧 

  恵那市      100戸（8/10 16:45発生） 

  中津川市     100戸（8/10 14:40発生） 

 
７ その他の被害状況 
（１）農業被害 

       なし 
 

 （２）林業被害 

     なし 

 

 （３）県営公園 

    ・養老公園        閉園 

    ・県百年公園       閉園 

    ・花フェスタ記念公園   閉園 

    ・平成記念公園日本昭和村 閉園（道の駅は営業、銭湯は休業） 

    ・各務原公園       閉園 

    ・世界淡水魚園      閉園（国営公園、アクア・トトぎふも閉園） 

 

８ 孤立集落状況 

  ○本巣市根尾地区【３５世帯 ６０人】（8/10 15:40） 

  ・国道１５７号線の能郷橋において土砂流出により孤立 

 ※現在、長島地区で警察及び岐阜土木事務所が通行止め実施中。 

  ただし、長島地区住民は通行できるように対応している。 

 ※根尾（能郷橋以北）の孤立集落に対する生活物資の支援等の対応については、今後、    

  本巣市が自治会長と相談の上決定  

 

 

 

 

 

 



第２ 気象警報等の発表状況（８／１０ １８時００分現在） 

 
１ 特別警報、警報、注意報の発表状況 

  特別警報 警 報 注意報 

大雨 暴風

洪水 

暴風雪 大雨 洪水 暴風 強風 雷 

岐阜西濃    ● ●  ● 
ま
ｒ● 

● 

中  濃    ● ●  ● ● 

東  濃    ● ● 

 

 ● ● 

飛騨北部    ● ●  ● ● 

飛騨南部    ● ●  ● ● 

 

２ 土砂災害警戒情報の発表状況 

    大垣市（8/10  5:20） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３ 降雨状況 
 
１ 降り始めから １０日１８時００分まで 
             （地 名）    （降水量） 

          黒津（本巣市）    ４１８mm 
川上（揖斐川町）   ４０８mm 
杉原（揖斐川町）   ４０５mm 
下山（大垣市）  ３９７mm 

          門入（揖斐川町）   ３９６mm 
諸家（揖斐川町）   ３８７mm 
久瀬（揖斐川町）   ３７５mm 
春日（揖斐川町）   ３５７mm 
樽見（本巣市）    ３５５mm 
関ヶ原(関ヶ原町)    ３５３mm 

          塚（揖斐川町）    ３４７mm 
          徳山（揖斐川町）   ３３４mm 
 根尾（本巣市）    ３２９mm 

 
 

           
           
２ 顕著な時間雨量 
                 （地 名）          （降水量） 
          久瀬（揖斐川町）   ８２mm/h（8/10  14:00～15:00） 
          杉原（揖斐川町）   ６６mm/h（8/10  14:00～15:00） 
          樽見（本巣市）    ６６mm/h（8/10  14:00～15:00） 

黒津（本巣市）    ６６mm/h（8/10  14:00～15:00） 
春日（揖斐川町）   ５５mm/h（8/10  14:00～15:00） 
尾上郷（高山市）   ５３mm/h（8/10  15:00～16:00） 
石徹白（郡上市）   ４０mm/h（8/10  15:00～16:00） 
平瀬（白川村）    ３９mm/h（8/10  15:00～16:00） 
樽見（本巣市）    ３９mm/h（8/10  15:00～16:00） 
御母衣（白川村）   ３８mm/h（8/10  15:00～16:00） 
那比（郡上市）    ３３mm/h（8/10  15:00～16:00） 
中切（関市）     ３１mm/h（8/10  15:00～16:00） 
日出雲（郡上市）   ３１mm/h（8/10  15:00～16:00） 
 

 

 
第４ 被害状況等 
 
１ 土砂災害等 

 

○土砂災害等なし 

 

○土砂災害警戒情報が発表されている大垣市上石津町時山地区において、実況雨量 

が土砂災害発生危険基準を超えたため、大垣土木事務所長から大垣市長に対し、

早期の避難指示発令を助言。それを受け、大垣市が上石津町時山地区に避難指示

を発令（8/10 12:25） 

 

 



２ 河川状況    

 
○浸水被害等なし 
 
○長良川美濃観測所地点において避難判断水位を超過したことから、美濃土木事務 

所長から、関市長及び美濃市長に対し、避難勧告発令を助言。これを受け、美濃 

市が長良川および板取川沿川地区に避難勧告を発令（8/10 17:45） 

 

 
○はん濫危険水位到達情報を発表した河川 

【国・直轄区間】 
  河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

根尾川 山口 はん濫危険情報 10日17:30  

  
○避難判断水位到達情報を発表した河川 

【国・直轄区間】 
河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

根尾川 山口 はん濫警戒情報 10日16:00  

 
【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 10日12:20  

長良川 稲成 はん濫警戒情報 10日16:30  

長良川 美濃 はん濫警戒情報 10日17:30  

 
   ○水防警報等を発表した河川 

【国・直轄区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

牧田川 烏江 水防警報（準備） 9日18:00  

根尾川 山口 水防警報（準備） 10日14:50  

 

【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 10日12:00  

泥川 室原新橋 水防警報（準備） 10日15:40  

長良川 稲成 水防警報（準備） 10日15:40  

長良川 美濃 水防警報（準備） 10日16:50  

長良川 上田 水防警報（準備） 10日17:00  

長良川 美並 水防警報（準備） 10日17:20  

武儀川 谷口 水防警報（準備） 10日17:00  

相川 野口 水防警報（準備） 10日17:10  

 
○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 

根尾川 山口 はん濫危険情報 10日17:30  

  

  【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

長良川 美濃 はん濫警戒情報 10日17:30  

 

 

 



 

○参考情報 

・13時ごろ、一級河川五日市川流域の内水による浸水被害が想定されるとして、養

老町から木曽川上流河川事務所に対し、排水ポンプ車及び照明車（各１台）の出動

要請あり。要請場所は、五日市川と牧田川の合流点付近で、15時に配備完了。現在

のところ浸水被害はなく、現場にて待機している状況。 
 

 

 

〔参考〕河川情報説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 道路交通規制（詳細は別添のとおり） 

 
○国道157号（本巣市根尾長島地内）において土砂流出のため、全面通行止め。 
本巣市根尾能郷及び長島47世帯88人が孤立。現在、土砂除去作業中。終了時期未定。 

 
○一般県道上石津多賀線（大垣市上石津町時山地内）において倒木のため、全面通行 
止め。迂回路あり。 
 

○一般県道ひるがの高原船（郡上市高鷲町鷲見）において倒木のため全面通行止め。 

迂回路あり。 
 
 
○災害規制状況 

県管理道合計 【 ３路線 ３箇所】 
     ・県管理国道 【 １路線 １箇所】 
     ・県   道 【 ２路線 ２箇所】 

 
○雨量規制状況 

県管理道合計 【２４路線３２箇所】 
     ・県管理国道 【 ７路線１０箇所】 
     ・県   道 【１７路線２２箇所】 
 

 

 ４ 道路施設等 
   ○照明灯の倒壊 
     県道土岐市停車場細野線 土岐市土岐津町地内 
     照明灯が強風により倒壊し、民家のアルミフェンス及び車両を損壊 
      
 

はん濫発生情報 （レベル５）

はん濫危険情報

（レベル４）

はん濫警戒情報

（レベル３）
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▼はん濫危険水位
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▼避難判断水位

▼はん濫注意水位

▼水防団待機水位

▼通常水位

（レベル１）

はん濫警戒情報
（避難判断水位到達情報）

水防警報（出動）
▼出動水位

水防警報（準備）

国・直轄区間のみ

洪水予報河川 水位周知河川


