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令和４年９月 23日（金）台風第 15 号に係る被害状況等報告（第７報） 

 

静  岡  市 

 

１ 対応期間  令和４年９月 23日（金）19時 00分 ～ 

 

２ 雨量･警報 

（１） 雨量 市内最大累加降水量 24日 12時          静岡市南部 平山    496㎜ 

       １時間最大降水量  24日１時～２時     静岡市南部 曲金     107㎜ 

          ※気象台アメダス累加降水量（駿河区曲金） 24日 11時       418.5㎜ 

 

(２) 警報等 

日 時 間 気象情報 市民への広報 

23日 19：00 静岡市南部 大雨警報 発表 同、メ、ラ、HP 

〃 19：19 静岡市北部 大雨警報 発表 同、メ、ラ、HP 

〃 19：52 静岡市南部 土砂災害警戒情報 発表 同、メ、ラ、HP 

〃 20：20 静岡市南部 洪水警報 発表 同、メ、ラ、HP 

〃 22：05 静岡市北部 土砂災害警戒情報 発表 同、メ、ラ、HP 

〃 22：35 静岡市北部 洪水警報 発表 同、メ、ラ、HP 

24日 ５：47 静岡市北部 洪水警報 解除 メ、HP 

〃 14：45 静岡市北部・南部 土砂災害警戒情報 解除 メ、HP 

〃 15：40 静岡市北部・南部 大雨警報 解除 メ、HP 

同：同報無線、メ：市民メール、ラ：防災ラジオ、HP：静岡市 HP 

 

３ 職員配備状況 510人  危機管理総室 25人、総務課 ４人、システム管理課 ４人 

             市民局 12人、観光交流文化局 10人、環境局 ２人 

             保健福祉長寿局 16人、子ども未来局 ２人、経済局 14人 

             都市局 16人、建設局 39人、上下水道局 34人 

             葵区 13人、駿河区 13人、清水区 25人、地区支部 281人 

 

 

４ 避難情報 

日 時間 発信情報 対象 市民への広

報 

備考 

23日 20：15 避難指示 発表 
静岡市南部の土砂災害警戒区域等 

29,841世帯、72,447人 

同、メ、ラ、HP、

緊 
 

〃 22：30 避難指示 発表 
静岡市北部の土砂災害警戒区域等 

1,518世帯、3,320人 
同、メ、ラ、HP、 

緊（葵区のみ） 
 

〃 23：40 避難指示 発表 
巴川、長尾川、足久保川の浸水想定区域 

43,517世帯、100,825人 

同、メ、ラ、HP、

緊 
 

24日 １：05 避難指示 発表 興津川の浸水想定区域 同、メ、ラ、HP、  
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2,155世帯、5,334人 緊 

〃 １：50 避難指示 発表 
安倍川、藁科川の浸水想定区域 

88,811世帯、200,095人 

同、メ、ラ、HP、

緊 
 

〃 ５：00 避難指示 解除 
安倍川、藁科川の浸水想定区域 

88,811世帯、200,095人 
メ、HP  

〃 ５：00 避難指示 解除 
興津川の浸水想定区域 

2,155世帯、5,334人 
メ、HP  

〃 ５：00 避難指示 解除 
長尾川、足久保川の浸水想定区域 

1,073世帯、2,860人 
メ、HP  

〃 ９：15 避難指示 解除 
巴川の浸水想定区域 

42,444世帯、97,965人 
メ、HP  

〃 14：45 避難指示 解除 
静岡市全域の土砂災害警戒区域 

31,359世帯、75,767人 
メ、HP  

同：同報無線、メ：市民メール、緊：緊急速報メール、ラ：防災ラジオ、HP：静岡市 HP 

 

※避難者数（現在） ２世帯４人（清水区） 

 

※避難者数（実数） 41世帯 87人  （内訳）葵 区：27世帯 62人 

駿河区：６世帯 10人 

清水区：８世帯 15人  

 

５ 緊急避難場所開設状況 

日 時間 開設状況 備考 

23日 20：15 静岡市南部の 48緊急避難場所           開設 避難指示（土砂）発表に伴う 

〃 22：30 静岡市北部の６緊急避難場所            開設 避難指示（土砂）発表に伴う 

〃 23：40 
静岡市南部の９緊急避難場所            開設 

※避難指示対象は 23 緊急避難場所（うち 14は既に開設済） 
避難指示（洪水）発表に伴う 

24日 １：50 
静岡市南部の 13緊急避難場所           開設 

※避難指示対象は 32 緊急避難場所（うち 19は既に開設済） 
避難指示（洪水）発表に伴う 

〃 ５：00 
静岡市南部の 16緊急避難場所           閉鎖 

※避難指示対象は 58 緊急避難場所（うち 42は開設継続中） 
避難指示（洪水）解除に伴う 

〃 ９：15 
静岡市南部の６緊急避難場所            閉鎖 

※避難指示対象は 58 緊急避難場所（うち 36は開設継続中） 
避難指示（洪水）解除に伴う 

〃 14：45 静岡市内土砂災害警戒区域の 53緊急避難場所 閉鎖 避難指示（土砂）解除に伴う 

 

６ 被害状況  (１) 人的被害  …  なし 

(２) 物的被害  … 床上 879棟   ※詳細調査中 

（内訳）葵区  床上 234棟（内牧、唐瀬など） 

駿河区 床上 65棟（登呂など） 

清水区 床上 580棟（高部、飯田など） 

(３) 崩土    …  林道 18路線、農道 52路線で崩土・倒木・土砂流出等あり 

※詳細調査中 
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(４) 河川被害  … 123件（葵区 62箇所、駿河区９箇所、清水区 52箇所）で土

砂体積、水路閉塞、護岸決壊等あり 

※詳細調査中 

(５) 道路被害  …  崩土等により７路線通行止め、内３箇所で孤立あり 

冠水によりアンダーパス１箇所通行止め 

        （６）停電被害  … 25日 12：00時点       60戸   

（内訳）葵区      10戸   

                            駿河区      0戸 

                            清水区    50戸 

24日 17：00時点      1,870戸   

（内訳）葵区   1,410戸   

                            駿河区     10戸 

                            清水区   450戸 

                   24日７：00時点（最大）117,050戸 

（内訳）葵区  99,420戸 

                           駿河区 16,660戸 

                           清水区   970戸 

        （７）鉄道被害  … 通常運行 

        （８）水道被害  … 大雨に伴う興津川の増水により土砂等が流入し、取水施設

が被災、清水区全域約 55,000 世帯で断水。生涯学習交流

館 10箇所、各小学校 16箇所、清水庁舎 1箇所、復旧見込

みは未定。 

        （９）通信障害  … KDDI       葵区（一部） 

NTTdocomoドコモ  静岡市内（※詳細調査中） 

Softbank     葵区（一部）、清水区（一部） 

（10）ガス    … 被害なし 

        （11）孤立被害  … ※現在調査中 

 

 

７ 災害救助法の適用  令和４年９月 24日（土）６時 30分 本市を含む県内 23市町に適用 


