木曽・飛騨川流域
水防災意識社会 再構築ビジョンに基づく取組み

平成２９年６月３０日現在
木曽・飛騨川流域水防災協議会

１．現状の水害リスク情報及び取組状況の共有
現状の河川において想定される浸水等の水害リスク情報及び現状の減災に係る取組み
状況について共有する。共有した内容は、以下のとおりである。
（１） 情報伝達、避難計画等に関する事項
① 伝達一覧表の更新・危険箇所について
実施機関
伝達一覧表の更新及び危険箇所に係る取組
県・関係市町 ・毎年 5 月末までに、市町と県が伝達一覧表を相互に確認し、同表
の更新を行っている。
・毎年 6 月初旬までに、河川堤防や岐阜県水防計画にある重要水防
箇所について、消防団及び地元住民と合同で巡視を行っている。
② 避難勧告等の発令基準
市町村
避難勧告等の発令基準
各務原市
各務原市地域防災計画 本編
郡上市
美濃加茂市
可児市

該当箇所又は頁
第 3 部第 2 章第 6 節(361
頁)
郡上市地域防災計画 一般対策編
第 2 章第 8 節(284 頁)
美濃加茂市避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ 第1編4
可児市地域防災計画 風水害対策編
第3章第2節(風-19）
避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ

坂祝町

坂祝町避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ

第1章(3～5頁)

川辺町

川辺町地域防災計画 第3編
避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ

第2章第9節
第1編4

七宗町

七宗町地域防災計画
避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ
避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ
白川町地域防災計画、避難勧告等の伝達ﾏ
ﾆｭｱﾙ
避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ
災害対応ﾏﾆｭｱﾙ
御嵩町地域防災計画

第2章第12節

中津川市

多治見市地域防災計画
多治見市避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ
中津川市地域防災計画 風水害対策編

恵那市
下呂市
高山市

恵那市地域防災計画 風水害等対策編
下呂市地域防災計画 第2編
避難勧告等の判断伝達ﾏﾆｭｱﾙ（水害編）

3章(195頁)
5～9頁
第1章第7節第2項
資料編8-2
第3章第15節，資料編第3
第2章第17節(296頁)
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八百津町
白川町
東白川村
御嵩町
多治見市

6頁
第3章（136頁）
4頁
1頁
第3章第6節第4項(217頁)
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③ 避難場所・避難経路
市町村
各務原市

避難場所・避難経路の記載箇所
各務原市地域防災計画 本編

該当箇所又は頁
第 3 部第 2 章第 6 節(367 頁）

郡上市
美濃加茂市
可児市
坂祝町
川辺町

郡上市地域防災計画 一般対策編
美濃加茂市地域防災計画（場所）
可児市地域防災計画 風水害対策編
坂祝町地域防災計画 第Ⅳ編
川辺町地域防災計画 第 3 編

七宗町

七宗町地域防災計画

第 1 章第 11 節(120 頁)
資料編6
第3章第3節(風-20)
資料編(資-3)
第2章第9節
資料編(S-51，52)
第2章第12節(資料23～25頁)

八百津町

資料編(S-71～74)
－
避難に関する資料(360頁)

東白川村

八百津地域防災計画(場所）
八百津町土砂災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(経路)
白川町地域防災計画 参考資料
白川町土砂災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
東白川村地域防災計画

御嵩町

御嵩町地域防災計画

多治見市
中津川市
恵那市

多治見市地域防災計画
中津川市地域防災計画 風水害対策編
恵那市地域防災計画 風水害等対策編

第2章第10節第4項
(92～93頁)
3章（200頁～202頁）
第1章第7節第2項,資料編8-2
第3章第15節,資料編第6

下呂市
高山市

下呂市地域防災計画
高山市ハザードマップ

白川町

④ 避難誘導体制
市町村
避難誘導体制の記載箇所
各務原市
各務原市地域防災計画 本編
郡上市
美濃加茂市

郡上市地域防災計画 一般対策編
美濃加茂市地域防災計画 第 3 編

可児市
坂祝町
川辺町

可児市地域防災計画 風水害対策編
坂祝町避難勧告等の判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ
川辺町地域防災計画 第3編

七宗町
八百津町
白川町

七宗町地域防災計画
八百津地域防災計画
白川町地域防災計画

第2章第12節(52頁)
資料編(17,18頁）

資料編（1131頁）

該当箇所又は頁
第 3 部第 2 章第 6 節 3 (364
～366 頁)
第 2 章第 8 節(284 頁)
第1章第3項第2節
第3章第3節(風-20)
第3章(13頁～15頁)
第2章第9節
ﾏﾆｭｱﾙ編(M38～40)
第2章第12節
資料編(S-69)
第2章(42頁)
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東白川村
御嵩町

東白川村地域防災計画
御嵩町地域防災計画

第2章第12節(54頁)
第3章第4節第1項(171頁)

多治見市
中津川市
恵那市
下呂市
高山市

多治見市地域防災計画
中津川市地域防災計画 風水害対策編
恵那市地域防災計画 風水害等対策編
下呂市地域防災計画 第2編
高山市地域防災計画

3章（196頁）
第1章第7節第2項
第3章第15節
第2章第17節(298頁)
第2節

⑤ 河川・砂防・道路情報に関する周知に関する取組
実施機関
実施した取組
県・土木事務所 ・災害情報が速やかに住民に把握されるよう、岐阜県川の防災情
報、ぎふ山と川の危険個所マップ及びぎふ川と道のアラームメ
ールの周知を図った。
郡上市
・郡上市公式ホームページ及び郡上市公式アプリにおいて、岐阜
県総合防災ポータル、岐阜県川の防災情報、ぎふ土砂災害警戒
情報ポータルを紹介するリンクを掲載。
・郡上市メール配信サービスにより、防災情報（気象警報・避難
勧告等）を提供

（２） 水防に関する事項
① 河川情報の入手方法・河川情報の配信に関する取組
実施機関
実施した取組
県・土木事務所 ・水防協議会などの機会を利用し、水防団（消防団）に河川情報
の入手方法や、ぎふ川と道のアラームメールによる河川情報の
配信について説明を行った。
各務原市
・市内の水防団（前渡・上中屋・下中屋）に、岐阜県川の防災情
報、ぎふ川と道のアラームメールについて周知することとして
いる。
郡上市
・役員会、説明会等の機会をとらえ消防団員に対し、岐阜県川の
防災情報、ぎふ川と道のアラームメール等の河川情報の入手方
法について周知した。
・郡上市メール配信サービスにより、防災情報（気象警報・避難
勧告等）を提供。
白川町
・役員会、説明会等の機会をとらえ消防団員に対し、岐阜県川の
東白川村
防災情報、ぎふ川と道のアラームメール等の河川情報の入手方
法について周知した。
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② 重要水防箇所等に係る巡視の実施
実施機関
土木事務所

美濃加茂市
可児市
八百津町
白川町
郡上市
中津川市
恵那市
下呂市

巡視等の内容

・毎年 6 月末までに、河川堤防や岐阜県水防計画にある重要水防箇
所を、市町村、水防団(消防団)、地元住民等の代表と合同で巡視
を行っている。
（具体的な箇所）
・平成29年6月 6日 一級河川加茂川（1箇所）
・平成29年6月 4日 一級河川可児川及び一級河川久々利川（5箇所）
・平成29年6月28日 一級河川木曽川（1箇所）
・平成29年6月26日 一級河川白川及び一級河川赤川（2箇所）
・平成29年5月29日 一級河川弓掛川（1箇所）
・平成29年5月19日 一級河川中津川及び一級河川千旦林川(2箇所)
・平成29年5月23日 一級河川横町川及び一級河川阿木川（2箇所）
・平成29年5月12日 一級河川飛騨川及び一級河川小坂川（2箇所）

③ 市町村庁舎、災害拠点病院等の水害時における対応
市町村
対
応
各務原市
・市庁舎は、浸水が想定されていないため、水害時に対策本部等の
体制確保は可能である。
郡上市
・郡上市役所本庁舎は、水害時の浸水が想定されないため、防災拠
点としての機能を確保でき、災害対策本部等の設置が可能である。
・郡上市民病院は、水害時の浸水が想定されないため、水害時に病
院機能を確保することが可能である。
美濃加茂市
可児市

坂祝町

川辺町
七宗町
八百津町

白川町

・非常用発電機の水没防止処置をしている。
・水害等の際には、市役所本庁舎４階会議室に災害対策本部を設置
するが、本庁舎が浸水等により使用不能の場合は、近隣の市有施
設を代替場所とすることとしている。
・本庁舎が浸水した場合は、坂祝町中央公民館を代替施設とする体
制としている。
・施設の浸水情報は、防災行政無線・登録制メールサービス等によ
って、関係機関及び住民への周知を行うこととしている。
・本庁舎は、水害時の浸水が想定されない。
・施設の浸水情報は、防災行政無線によって関係機関及び住民への
周知を行うこととしている。
・防災活動拠点施設として整備した八百津町防災センター（八百津
町八百津 3900 番地 1）に災害対策本部を設置することとし、同セ
ンターが使用できない場合に限り役場本庁を使用する取扱いとし
ている。
・施設の浸水情報は、町防災行政無線等によって関係機関、住民へ
の周知を行うこととしている。
4

東白川村
御嵩町

多治見市

中津川市

恵那市
下呂市
高山市

・本庁舎が浸水した場合においても、施設機能は確保される。
・本庁舎が浸水した場合は、中公民館を代替施設とする体制をとっ
ている。また、新たに防災拠点施設として防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（御嵩
町上之郷地内）を建設。有事の際の複線体制にあたる。
・施設の浸水情報は、広報（防災行政無線等）によって関係機関、
住民への周知を行うこととしている。
・多治見市役所本庁舎は、50 ㎝未満程度の浸水が想定されているが、
同程度の浸水では防災拠点としての機能は確保でき、災害対策本
部等の体制確保は可能。ただし、同程度を超過する異常な浸水が
あった場合は、多治見市役所駅北庁舎を代替施設とすることとし
ている。
・多治見市民病院は、２階の軒下までの浸水（2.0ｍ～5.0ｍ）が想
定されているため、防災拠点等の機能及び体制確保は困難。
・本庁舎が浸水した場合は、中津川市健康福祉会館を代替施設とす
る体制をとっている。
・施設の浸水情報は、防災行政無線や市民安全情報ネットワーク（メ
ール）や自主防災会の連絡網等によって関係機関、住民への周知
を行うこととしている。
・本庁舎は、水害時の浸水が想定されない。
・市庁舎が浸水した場合の対応について現在検討している。
・市庁舎、災害拠点病院（高山赤十字病院、久美愛厚生病院）はす
べて浸水想定区域外に立地しているため、水害時にも対応できる。

（３） 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項
① 排水施設、排水資機材の操作・運用
市町村
操作・運用
美濃加茂市 次のポンプ場施設を操作・運用している。
・野笹ポンプ場：総排水量 54.5m3/min(2 台)排水先：木曽川
・柏木ポンプ場： 〃
21.0m3/min(2 台) 排水先：木曽川
・大堀ポンプ場： 〃
19.5m3/min(2 台) 排水先：木曽川
・駅前ポンプ場： 〃
16.0m3/min(2 台) 排水先：木曽川
・神ノ木ポンプ場：〃
54.0m3/min(2 台) 排水先：木曽川
・下町ポンプ場： 〃
16.0m3/min(2 台) 排水先：木曽川
・深田ポンプ場： 〃
16.0m3/min(2 台) 排水先：木曽川
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② 樋門、陸閘の操作・運用
市町村
操作・運用
各務原市
・木曽川（各務原市）にある国土交通省からの管理委託施設の松原ひ
管、渡ひ管、河田ひ管、小網ひ管については、ゲート操作要領によ
り操作・運用している。
可児市
・土田排水ひ管にあっては土田排水ひ管操作規程により、下田排水ひ
管にあっては下田排水ひ管操作規程により操作を実施している。
坂祝町
・池端、大洲、高見、茶屋、芦渡、西谷川、大林、池田、池田第 2、
村上、村中、北島、一色東島、一色西島、勝山陸閘について、それ
ぞれ操作規則・細則により操作を実施している
下呂市
・馬瀬川の洪水が堤内地へ流入することを防ぐ目的で設置した妙見陸
閘(下呂市金山町妙見地先)について、「馬瀬川下呂市妙見町陸閘操
作要領」により操作を実施している。

２．減災のための目標
岐阜県では、平成１９年度に「岐阜県新五流域総合治水対策プラン」をとりまとめ、河
川管理者(県)、市町村、県民により、ハード対策とソフト対策を協働で行い、地域の確か
な安全・安心に向けた強靭な県土づくりを推進している。
平成２５年度には、治水対策プランの内容や、河川構造物の長寿命化・耐震化対策や「清
流の国ぎふ」づくりに向けた川づくりなど新たな課題への対応も含めた見直しを行ってい
る。
また、平成２７年９月関東・東北豪雨による災害を踏まえ、河川の整備や維持・管理に
関する課題、避難や災害時の拠点機能に関する課題などに対し、本県の状況を点検し検証
を行い、県や市町村がとるべき対策をとりまとめた。
こうした本県の水害に対する方針のもと、平成３２年度までに達成すべき減災のための
目標は次のとおりとする。
○ 住民が自らリスクを察知し主体的な避難行動がとれるよう、自助・共助・公助によ
る地域防災力の再構築を目指す。
○ 氾濫被害を軽減し早期に生活が回復できるよう、社会経済被害の最小化を目指す。
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３.地域の取組み方針
前項１において、現状の減災に係る取組状況を共有したうえで、円滑かつ迅速な避難、
的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するために、関係機関がそれぞれ
又は連携して、平成３２年度までに実施する事項は、以下のとおりとする。
（１） 円滑かつ迅速な避難のための取組
①情報伝達、避難計画等に関する事項
市町村
実施する取組
県・土木事務所 ・毎年 4 月中までに、市町村と県が伝達一覧表の更新を行うこと
市町村
とする。（県・土木事務所、関係市町村）
＜連携事項＞
・毎年 6 月初旬までに、河川堤防や岐阜県水防計画にある重要水
防箇所を、市町村、水防団(消防団)、地元住民代表と合同で巡
視する。（県・土木事務所、関係市町村）
・毎年 6 月中に、市町村と県との間で豪雨災害対応防災訓練を実
施し、情報伝達の対応を確認する。（県・土木事務所、市町村）
可児市
・水防に特化した防災訓練を行う。
白川町
・消防団と定期的に情報伝達訓練を行う。
東白川村
中津川市
・毎年８月～９月に、全市で総合防災訓練を行う。
・各自主防災会ごとで、消防団（水防団）と連携し、情報伝達、
避難誘導のための訓練を定期的に行う。
恵那市
・全市内で実施する防災訓練時などに、自主防災組織・防災士が
中心となり、ハザードマップを活用して、危険箇所、避難経路
の確認や図上訓練を行う。
下呂市
・土砂災害防災訓練を通して情報伝達を確認する。
② 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
市町村
実施する取組
県・土木事務所 ・これまでに作成済みの浸水想定区域図について、想定し得る最
市町村
大規模の降雨による洪水浸水想定区域図に更新する。（県・土
木事務所）
＜連携事項＞
・上記の洪水浸水想定区域図の更新が完了した市町から、その洪
水浸水想定区域図の情報に基づき洪水ハザードマップの改良
を行い地元住民に周知する。（関係市町村）
・上記の洪水ハザードマップの改良を行った市町において、地元
住民が洪水ハザードマップを活用し、実際に屋外避難訓練や図
上避難訓練を行う。（県、関係市町村）
郡上市
・洪水浸水想定区域図が更新された際には、遅滞なく洪水ハザー
ドマップの改良を行い、対象地域住民に全戸配布を行う。
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美濃加茂市

・洪水ハザードマップを配布し、住民に周知する。
・浸水被害が想定される地区では、必要に応じて防災訓練を行う。

可児市

・災害時の具体的な行動について、わが家のハザードマップを更
新する。
・防災関係機関・地域住民等と協力して水防訓練を実施するとと
もに、各自治会等が行う自主的な訓練を支援する。
・市内在住外国人に対して情報共有訓練を行う。
・自治会に対し、土砂災害ハザードマップを配布し、説明を行う。
・土砂災害ハザードマップを各戸に配布する。
・各世帯などに対し、洪水ハザードマップを配布し、周知する。
・全市内で実施する防災訓練時などに、自主防災会・防災士が中
心となり、ハザードマップを活用して、危険箇所、避難経路の
確認や図上訓練を行う。

白川町
東白川村
御嵩町
中津川市

恵那市

下呂市

・全市内で実施する防災訓練時などに、自主防災組織・防災士が
中心となり、ハザードマップを活用して、危険箇所、避難経路
の確認や図上訓練を行う。
・毎年、広く市民が参加する形で「下呂市土砂災害防災訓練」を
行う。

③ 円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項
実施機関
実施する取組
県・土木事務所 ・河川水位計、河川監視カメラの設置については、河川管理（河
川巡視、 状況把握等）の効率化の観点を考慮し、必要に応じ
て進める。
・河川水位計、河川監視カメラの増設計画がない場合にあっては、
現設置水位計・監視カメラの適切な運用を図る。
（２） 的確な水防活動のための取組
① 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項
市町村等
実施する取組
県・土木事務所 ・河川の改修の進捗状況や、浸水被害の発生状況を踏まえ、重要
市町村
水防箇所、水位周知河川及び洪水予報河川の設定内容の見直し
を行う。（県・土木事務所）
＜連携事項＞
・県や市町村の広報誌等を使った避難行動等に関する啓発、及び
居住地区等に係る災害リスクの住民への周知の実施を行う。
（県・土木事務所、市町村）
・浸水位表示板の設置(更新)を行う。（県・土木事務所）
・毎年５月末までに、水防資機材の整備状況の把握を行い不足し
ている資機材の配備を行う。（県・土木事務所、市町村）
・的確な水防活動が行えるよう、水防訓練の充実を図る。（県、
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各務原市
美濃加茂市
可児市

坂祝町
白川町
東白川村
御嵩町
中津川市

恵那市
下呂市

市町村）
・水防団(消防団)との情報の共有ができる体制の確立を図る。
（県・土木事務所、市町村）
・広報誌等を使った避難行動等に関する啓発を行う。
・水防資機材を防災備蓄倉庫に備蓄し、毎年５月末までに状況の
把握及び必要な整備を行う。
・水防に特化した防災訓練を行う。
・水防訓練の際に水防資機材の操作・運用について、情報共有を
図る。
・迅速な水防活動ができるように可児市水防センターに水防資機
材を備蓄し、定期的に点検・補充を行う。
・毎年 9 月の第一日曜日に勝山陸閘の操作訓練を行う。
・水防、土砂災害に対応した防災訓練を行う。
・土砂災害時の避難方法等について周知する。
・消防団に対し、土のう造りの講習を行う。
・迅速な水防活動ができるよう各消防団詰所に水防資機材を配備
する。土のう作りやロープワーク訓練を取り入れる。
・全市内で実施する防災訓練時などに、自主防災会・防災士が中
心となり、ハザードマップを活用して、危険箇所、避難経路の
確認や図上訓練を行う。
・水防、土砂災害に対応した防災訓練を行う。
・土砂災害時の避難方法等について周知する。
・「下呂市土砂災害防災訓練」を通じて、市と消防団との連携強
化を図る。

（３） 氾濫水の排水、施設運用等に関する取組
① 排水施設、排水資機材の運用方法の改善
実施機関
県・土木事務所、市町村
設定なし

実施する取組

４．フォローアップとホットライン
毎年出水期前に木曽・飛騨川流域水防災協議会幹事会において、取組状況の共有、取組
方針の設定及び更新、進捗管理並びにフォローアップを行うこととする。
同協議会幹事会の結果については、木曽・飛騨川流域水防災協議会に報告を行い、意見
等を受けた場合にあっては、取組方針の見直し等に反映させることとする。
また、河川管理者から市町村長へ提供する洪水予報等の河川情報の伝達方法(ホットラ
イン)などの内容とそれに対する市町村長の対応については、関係機関による各種会議等
の機会を活用し、情報の共有を一層進めることとする。
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５．各会議の構成と開催状況
（１）木曽・飛騨川流域水防災協議会
岐阜大学名誉教授 藤田裕一郎
構 成 員
各務原市長
（２１名）
郡上市長
美濃加茂市長
可児市長
坂祝町長
川辺町長
七宗町長
八百津町長
白川町長
東白川村長
御嵩町長
美濃加茂市消防団長
可児市消防団 団長
多治見市長
中津川市長
恵那市長
下呂市長
下呂市消防団長
益田川漁業協同組合 代表理事組合長
高山市長
規約第３条第３項によ
国土交通省木曽川上流河川事務所長
る参加者
岐阜地方気象台長

（２）木曽・飛騨川流域協議会幹事会（計５３名）
岐阜地区
岐阜県危機管理部危機管理政策課岐阜地域防災対策監
構成員（５名） 岐阜土木事務所施設管理課長
岐阜土木事務所河川砂防課長
各務原市防災対策課長
各務原市管理課長
郡上地区
中濃県事務所振興防災課長
構成員（５名） 郡上土木事務所施設管理課長
郡上土木事務所河川砂防課長
郡上市総務課長
郡上市建設総務課長
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可茂地区
構成員
（２１名）

多治見地区
構成員（５名）

恵那地区
構成員（７名）

下呂地区
構成員（５名）

高山地区
構成員（５名）

可茂県事務所振興防災課長
可茂土木事務所施設管理課長
可茂土木事務所河川砂防課長
美濃加茂市防災安全課長
美濃加茂市土木課長
可児市防災安全課長
可児市土木課長
坂祝町総務課長
坂祝町産業建設課長
川辺町総務課長
川辺町基盤整備課長
七宗町総務課長
七宗町土木建設課長
八百津町防災安全室長
八百津町建設課長
白川町総務課長
白川町建設環境課長
東白川村総務課長
東白川村建設環境課長
御嵩町総務防災課長
御嵩町建設課長
東濃県事務所振興防災課長
多治見土木事務所施設管理課長
多治見土木事務所河川砂防課長
多治見市企画防災課長（防災担当）
多治見市道路河川課長
恵那県事務所振興防災課長
恵那土木事務所施設管理課長
恵那土木事務所河川砂防課長
中津川市防災安全課長
中津川市管理課長
恵那市危機管理課長
恵那市建設課長
飛騨県事務所振興防災課長
下呂土木事務所施設管理課長
下呂土木事務所河川砂防課長
下呂市危機管理課長
下呂市土木課長
飛騨県事務所振興防災課長
高山土木事務所施設管理課長
高山土木事務所河川砂防課長
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高山市総務部危機管理課長
高山市基盤整備部維持課長

（３）会議の開催状況
平成２８年５月３１日
平成２８年６月１０日
平成２８年８月１７日
平成２８年５月３０日
平成２８年７月 ７日
平成２８年６月２０日
平成２８年７月２９日
平成２９年５月１５日
平成２９年６月２９日
平成２９年６月 １日
平成２９年７月１３日
平成２９年６月１３日
平成２９年６月 ８日
平成２９年６月 ７日
平成２９年７月１４日

木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）可茂地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）岐阜地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）郡上地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）多治見地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）恵那地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）下呂地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会（準備会）高山地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会可茂地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会岐阜地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会郡上地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会多治見地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会恵那地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会下呂地区開催
木曽・飛騨川流域協議会幹事会高山地区開催
木曽・飛騨川流域協議会開催
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