
岐阜県災害対策本部員会議（第６回）

【日時】平成３０年７月７日（土） １４：３０ ～
【場所】４階 特別会議室



目的

○特別警報発表を受けた対応について



次第

１ 特別警報発表について（岐阜地方気象台）

２ 各部等の対応

３ 本部長指示



１ 特別警報発表について
（岐阜地方気象台）



岐阜県に特別警報発表

・７日１２時５０分、岐阜県に大雨特別警報を発表しました。

・これまでに経験したことのないような大雨となっています。

・重大な危険が差し迫った異常事態です。

・土砂崩れによる重大な災害がすでに発生していてもおかしくない状況です。

・地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従うなど、適切な行動を
とってください。危険な場所には近づかないでください。

・すでに外出が危険な場合には、少しでも命が助かる可能性が高い行動として、家
の中でも二階以上や崖の反対側などのより安全な場所に退避するなど、最善を尽
くしてください。

・周囲の状況を十分に確認して行動してください。

・すでに避難を完了している場合も油断しないでください。

・どこで災害発生の危険度が高まっているかを「危険度分布」で確認してください。

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（気象庁HP： https://www.jma.go.jp/jma/index.html）

報 道 発 表 資 料
平成３０年７月７日１３時５０分
名 古 屋 地 方 気 象 台
岐 阜 地 方 気 象 台
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https://www.jma.go.jp/jma/index.html


特別警報・警報の発表状況

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（気象警報・注意報： https://www.jma.go.jp/jp/warn/）

6

特別警報
【土砂災害】
山県市・本巣市・関市
郡上市・高山市・飛騨市
白川村

７月７日
1３時時点の資料

土砂災害警戒情報
山県市・本巣市・関市
郡上市・高山市・飛騨市
白川村

https://www.jma.go.jp/jp/warn/


気象実況

地上天気図 レーダー

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（天気図： https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html ）
（レーダー： https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/ ）
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７月７日
１３時時点の資料

レーダー実況図
7日13時00分

地上天気図
7日09時

https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/


危険度分布

土砂災害 浸水害

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（土砂災害警戒判定メッシュ情報： https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html ）
（大雨警報（浸水害）の危険度分布： https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html ）

７月７日
１３時時点の資料
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https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html


洪水警報

危険度分布

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（洪水警報の危険度分布： https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html ）

７月７日
１３時時点の資料
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https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html


気象実況（降水量）

６時間降水量の
日最大値

24時間降水量の
日最大値

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（最新の観測データ：https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html）
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７月７日
１３時時点の資料

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html


今後の見通し

予想天気図
(７月７日２１時予想) 雨量の見通し

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
（予想天気図： https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html ）

（気象情報（雨の見通しなど）： https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/ ）
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７月７日
１３時時点の資料

岐阜県では、記録的な大雨により、土砂災
害や洪水害の危険度が高まっています。土
砂災害、河川の増水や氾濫に最大級の警戒
をしてください。

８日にかけて予想される１時間雨量は
、いずれも多い所で、美濃地方、飛騨地
方共に ５０ミリ の見込みです。

８日１２時までの２４時間に予想される
雨量は、いずれも多い所で、美濃地方、
飛騨地方共に２５０ミリ の見込みです。

https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html
https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
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今後の予想を含めた最新の情報は、以下からご利用ください。

○気象警報・注意報（大雨、洪水、暴風（雪）、波浪、高潮、大雪などによる災害への警戒・注意を呼びかける）
https://www.jma.go.jp/jp/warn/

○危険度分布（どこで土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まると予測されているかを地図上で表示）

土砂災害 https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ 
浸水害 https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html 
洪水警報 https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

○各地の気象情報（気象概況や大雨の見通し）
https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/

○指定河川洪水予報（国や都道府県の管理する主な河川の氾濫の危険度を予測）
https://www.jma.go.jp/jp/flood/

○土砂災害警戒情報（避難勧告等の応急対応が必要な土砂災害への警戒を呼びかける）
https://www.jma.go.jp/jp/dosha/

○最新の気象データ（雨雲の動き、レーダーナウキャスト（降水･雷･竜巻）、今後の雨、雨や風の観測データ、衛星画像）

https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/wind_rct/index_mxwsp.html
https://www.jma.go.jp/jp/gms/

（本報道発表に関するお問い合わせ）
名古屋地方気象台：防災担当 ：052-751-5124

気象庁HPのバナーをご利用ください。

https://www.jma.go.jp/jp/warn/
https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
https://www.jma.go.jp/jp/flood/
https://www.jma.go.jp/jp/dosha/
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/wind_rct/index_mxwsp.html
https://www.jma.go.jp/jp/gms/
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２ 各部等の対応

１ 県土整備部
２ 商工労働部
３ 県警本部
３ 危機管理部



県土整備部

○ 引き続き、各土木事務所において情報収集

を継続

○ 7/8(日)に県防災ヘリにて、現地調査予定



発令市町村
（メッシュ位置）

発令時刻 発令市町村

7/5(木) ２０：１０ 高山市

7/5(木) ２１：２０ 飛騨市

7/6(金) １５：３０ 郡上市

7/6(金) １６：００ 関市 (山県市は7/7 8:20解除済)

7/7(土) ０２：１０ 白川村

7/7(土) １０：２５ 山県市・本巣市

土砂災害警戒情報 発令状況



(国道41号)

← 7/5(木) 10:00現在

(国道41号)

拡大

一級河川 宮川 飛騨市古川町高野地内 状況

↓ 7/6(金) 6:00現在



一級河川 宮川 飛騨市古川町高野地内 状況

7/7(土) 13:40現在



7/6(金) 6:00現在

松泰寺橋

一級河川 苔川 高山市西之一色町地内 状況



7/7(土) 8:00現在

一級河川 苔川 高山市西之一色町地内 状況



7/7(土) 8:00現在

一級河川 苔川 高山市西之一色町地内 状況



一級河川 瓜巣川 高山市国府町金桶地内 状況

7/6(金) 6:00現在



一級河川 瓜巣川 高山市国府町金桶地内 状況

7/7(土) 13:00現在



(主)高山上宝線 高山市上宝町鼠餅地内 状況

7/6(金) 5:00現在

↓ 白水橋



(主)高山上宝線 高山市上宝町鼠餅地内 状況

被災前状況
(google streetviewより)

白水橋

橋の裏側（川ではないところ）が崩壊



7/7(土) 12:30現在

(国)360号 飛騨市宮川町打保地内 状況

ＪＲ高山本線
↓

宮川
↓

(国)360号
↓



7/7(土) 12:30現在

(国)360号 飛騨市宮川町打保地内 状況

ＪＲ高山本線
↓

宮川
↓

(国)360号
↓



高山市西之一色町地内 状況

7/7(土) 13:00現在



商工労働部

○郡上市からの物資支援要請に伴い、食料物
資チームを設置

○災害時応援協定締結先から物資を調達する
ともに輸送手段を確保し、現地へ運搬済み
（パン２，０００個、水２，０００本、県備蓄の毛
布４７０枚）



県警本部

○ 本部長を長とする県警本部災害警備本部
を設置中。

大雨特別警報が発表されたことから体制
を強化

○ 有事に備え、救出救助のため、機動隊、
広域緊急援助隊、緊急災害警備隊を待機中



危機管理部

○ 特別警報を発表した市村を対象に県事務

所から情報連絡員を派遣し情報を収集中

○ 土砂災害及び浸水害等に備え、警察、

消防、自衛隊、国土交通省との連絡調整を

実施



３ 本部長指示

・過去経験したことのない記録的な雨が降り続き、本県で初めて大雨特
別警報を経験している。緊張感をもって、対応にあたってほしい。

・既に被害も発生しているが、今後さらに大きな災害が発生してもおか
しくない状態。特に、大雨特別警報が発表された市・村においては、県
民の皆様におかれては、直ちに自らの命を守る行動をとっていただきた
い。
着実な避難につながる様に、市町村におかれては、防災無線、エリア
メール、自治会を通じた伝達など、あらゆる手段で住民の方々に避難の
必要性をお伝えいただきたい。

・いざ災害が発生した際には、迅速な救出・救助というフェーズに入る
ことから、関係機関と情報共有を徹底して、万全の体制をとってほしい
。

・市町村におかれては、生活必需品や応急対策に必要な資機材、さらに
は人材の派遣など、最大限の対応をさせていただくので、県へ躊躇せず
連絡してほしい。


