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平成２５年９月１９日（木）１３:００現在
総務部危機管理室・消防保安課

電話027-226-2244･2251

９月１６日（月）の台風１８号に関する情報（第４報）

※ この情報は、庁内関係課、行政(県税)事務所、市町村、消防本部、警察本部
等からの報告・連絡に基づき取りまとめたものです。

※下線部分が新たな情報となります。

※今後大きな被害等がない場合は最終報となります。

１ 気象警報等の発表状況 →［別記］のとおり
（１）気象警報 あり
（２）土砂災害警戒情報 あり
（３）竜巻注意情報 あり

２ 被害状況等（※現在確認中）
（１）人的被害 あり ４名 （前橋市 ７２歳男性、伊勢崎市 ８３歳女性、

みどり市 ５０歳女性、７２歳男性）
（２）住家被害

①全壊 なし
②半壊 なし
③一部損壊 あり １２２棟（沼田市３、桐生市６、高崎市１、太田市９、富岡市１、

前橋市２、伊勢崎市２、みどり市９８）
④床上浸水 なし
⑤床下浸水 あり ７棟（嬬恋村４、片品村２、藤岡市１）

（３）その他
佐野橋流出（高崎市：烏川）
物置転倒【太田市】
倒木多数あり【前橋市、みどり市、太田市、渋川市、昭和村、沼田市、川場村、下

仁田、富岡市、藤岡市、中之条町、東吾妻町、榛東村】

３ 避難等の状況
○避難指示 なし
○避難勧告 みなかみ町（３０世帯６０名）12:00発令

※14:00避難勧告解除
○避難準備情報 富岡市 ※14:15解除
○自主避難 安中市（男性１名）→ 12:15 帰宅

南牧村（男性１名）→ 14:22 帰宅
桐生市（２名） → 12:30 帰宅
東吾妻町（２名） → 15:30 帰宅
みどり市（２名） → 14:00 帰宅
片品村（１名） → 15:00 帰宅

○避難所開設 みどり市 笠懸町（４）大間々町（３）東町（１） 計８カ所
→全て閉鎖済み。（9/16 19:00現在）

４ 雨量の状況（河川課 9/17 7:00現在）
９月１４日降り始めからの総雨量上位３箇所
① 251mm 野反 中之条土木事務所管内
② 249mm 栗原 沼田土木事務所管内
③ 246mm 榛名山 高崎土木事務所管内

５ 河川の状況（河川課 9/17 7:00現在）
（１）水位の状況

①はん濫危険水位を超えた河川 ・・・・・・・・・・あ り ３河川
②避難判断水位を超えた河川 ・・・・・・・・・・ あ り ４河川
③はん濫注意水位を超えた河川 ・・・・・・・・・・あ り 14河川



- 2/3 -

（２）洪水予報等の発表状況
①洪水予報・・・・・・・・・烏川 はん濫注意情報 9/16 13:10発表
②はん濫警戒情報・・・・・・なし

６ 公共交通機関の状況（9/17 17：00現在）
（１）ＪＲ及びその他の鉄道会社 すべて平常運行

７ 主な道路通行規制の状況（9/19 13：00現在）
（１）県管理道路 あり【２カ所】 (主）大胡赤城線、（主）北軽井沢松井田線
（２）国管理道路 あり【２カ所】 国道17号・国道18号→16:00解除
（３）高速道路 あり【２カ所】 関越道 月夜野ＩＣ→塩沢石打ＩＣ下り線、

塩沢石打ＩＣ→水上ＩＣ上り線
→18:50解除

８ ライフラインの状況
（１）停電情報

最大停電軒数 3,927軒（9/16 18:30時点）【前橋市、みどり市、伊勢崎市】
のべ停電軒数 10,190軒（9/16）

９ 県・市町村の体制
（１）県

台風１８号に係る群馬県災害警戒本部 9/15 16:00設置 → 9/18 12:00廃止

（２）市町村

市町村 設置 解散等

前橋市 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →16:30 解散

高崎市 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →16:30 解散

沼田市 災害警戒本部 9/16 7:00 設置 →20:36 解散

館林市 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →15:00 解散

渋川市 災害警戒本部 9/16 7:00 設置 →17:00 解散

藤岡市 災害警戒本部 9/16 7:15 設置 →16:45 解散

富岡市 災害対策本部 9/16 12:00 設置 →15:50 解散

みどり市 災害対策本部 9/16 7:00 設置 →9/17 8:00現在 設置中

玉村町 災害対策本部 9/16 15:45 設置 →18:00 解散

上野村 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →13:30 解散

神流町 災害警戒本部 9/16 7:35 設置 →12:00 災害対策本部設置

→14:50 解散

甘楽町 災害警戒本部 9/16 6:50 設置 →15:00 解散

長野原町 災害警戒本部 9/16 6:00 設置 →17:00 解散

嬬恋村 災害対策本部 9/16 5:00 設置 →14:45 災害警戒本部に移行

→9/17 8:30 解散

草津町 災害警戒本部 9/16 8:20 設置 →14:30 解散

東吾妻町 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →21:00 解散

片品村 災害警戒本部 9/16 7:30 設置 →19:00 解散

昭和村 災害警戒本部 9/16 7:30 設置 →18:00 解散

みなかみ町 災害警戒本部 9/16 6:00 設置 →20:00 解散

明和町 災害警戒本部 9/16 7:30 設置 →9/17 8:00 解散

千代田町 災害警戒本部 9/16 7:00 設置 →15:00 解散

大泉町 災害警戒本部 9/16 8:00 設置 →15:45 解散

邑楽町 災害警戒本部 9/16 9:00 設置 →14:10 解散

板倉町 災害警戒本部 9/16 10:00 設置 →15:00 解散

１０ 各部局の主な被害状況

（１）企画部
・富岡製糸場 屋根及びガラス破損の被害あり

（２）健康福祉部
・医療機関、老人福祉施設、児童入所施設で雨漏り等の被害あり
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（３）環境森林部
・尾瀬 竜宮小屋床下浸水、林道の法面崩壊等の被害あり

（４）農政部
・農作物等の被害あり

（５）産業経済部
・観光施設での予約キャンセルやイベント中止あり

（６）県土整備部
・護岸の流出被害あり
・前橋公園で冠水被害あり
・道路の決壊被害あり

（７）企業局
・上武ゴルフ場、新玉村ゴルフ場で冠水あり
・工業用水道の一部で濁度の上昇あり

（８）病院局
・県立病院で倒木の被害あり

（９）教育委員会
・学校施設において雨漏り、ガラス破損、倒木等の被害あり

［別記 ～気象情報～］

１ 気象警報 発表あり
9/16 03:46 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水警報発表 【榛東村、吉岡町を除く全市町村】
9/16 09:46 大雨（土砂災害）警報発表 【榛東村、吉岡町】
9/16 12:18 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報継続 全市町村

9/16 14:02 洪水警報発表 【吉岡町】

9/16 16:36 大雨警報解除【桐生市、みどり市、高崎市、沼田市、片品村、
みなかみ町、中之条町、嬬恋村を除く全市町村】

9/16 16:36 洪水警報解除【前橋市、渋川市、吉岡町、太田市、高崎市、富岡市、
下仁田町、沼田市、みなかみ町、中之条町、東吾妻町
を除く全市町村】

9/16 20:36 大雨・洪水警報解除【全市町村】

２ 土砂災害警戒情報
9/16 10:05 群馬県土砂災害警戒情報 第１号

※警戒対象地域 中之条町、長野原、嬬恋村、草津町、東吾妻町、みなかみ町
9/16 11:50 群馬県土砂災害警戒情報 第２号

※警戒対象地域 桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、中之条町、長野原町、
嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、みなかみ町

9/16 12:40 群馬県土砂災害警戒情報 第３号
※警戒対象地域 前橋市、高崎市、桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、

下仁田町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、
東吾妻町、片品村、みなかみ町

9/16 14:15 群馬県土砂災害警戒情報 第４号
※警戒対象地域 桐生市、沼田市、みどり市、嬬恋村、片品村、みなかみ町

9/16 15:25 群馬県土砂災害警戒情報 第５号
※警戒対象地域 嬬恋村、みなかみ町

9/16 18:00 群馬県土砂災害警戒情報 第６号
※警戒対象地域 みなかみ町 →左記町村以外の市町村は全て警戒解除

9/16 20:18 群馬県土砂災害警戒情報 第７号
※警戒解除【全市町村】

３ 竜巻注意情報
9/16 06:29 第１号発表
9/16 12:32 第２号発表


