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岐阜県災害情報 

平成３０年７月豪雨による被害概要等 

【８月２４日（金）１５時００分現在】 

 

岐阜県災害情報集約センター 

 

＜県の体制＞ 

・６月２９日１５時０３分 警戒第二体制 

１６時５５分 災害対策本部（第一非常体制）設置 

１８時００分 第１回災害対策本部員会議 

１８時４０分 災害対策本部（第二非常体制）移行 

２０時００分 第２回災害対策本部員会議 

  ・７月 １日 ６時００分 第３回災害対策本部員会議 

  ・７月 ４日２１時３０分 第４回災害対策本部員会議 

  ・７月 ５日 ９時３０分 第５回災害対策本部員会議 

  ・７月 ７日１４時３０分 第６回災害対策本部員会議 

  ・７月 ８日１０時００分 第７回災害対策本部員会議 

  ・７月 ９日１５時４５分 第８回災害対策本部員会議 

 

＜気象情報＞ 

現在、警報の発表なし 

 

第１ 避難情報 

・避難指示：なし 

・避難勧告：なし 

   ・避難準備・高齢者等避難開始：なし 

 ・自主避難：なし 

 

第２ 被害状況  

   ・人的被害 

関 市 １件 死者 用水路に横転していた車両から、男性を発見 

  岐阜市 １件 重傷 長良川左岸を歩行中、30 代男性が落雷により負傷

し、病院に搬送 

高山市 １件 重傷 小八賀川の排水升の作業中、50 代男性が降雨によ 

り下の道路に滑って転落し、病院に搬送 

関 市 １件 軽傷 60代の女性が側溝にはまり左足骨折 

 

・住家被害  

  全壊 

   関市   １１件 （7/8上之保、富野地区） 
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   高山市   １件 土砂流入による被害（人的被害はなし） 

（7/7西之一色町地内） 

 

半壊 

 関市  ２２９件 （7/8 上之保、武儀地区、富野地区） 

 白川町   １件 飛騨川の氾濫による浸水で損傷（河岐） 

 下呂市   ６件 （7/8 萩原地区、下呂地区、金山地区） 

 

一部破損 

本巣市   ２件 強風によりアパートの屋根が一部破損 

強風による飛来物のため、エアコンカバーとその周 

りの壁の一部が破損 

（6/29下真桑地内） 

      高山市   １件 土砂流入による一部破損（人的被害はない模様） 

               （7/7 西之一色町地内） 

      美濃市   １件 土砂崩れにより家屋台所窓に倒木流入し、窓が破損 

               （曽代地区） 

 可児市   １件 大雨による雨漏りで天井の一部が落下（虹ケ丘） 

 

      床上浸水 

      飛騨市   １件 （7/7 宮川町岸奥） 

      関市   １５件 （7/8 上之保、武儀地区、富野地区） 

      美濃市   １件 （7/17 美濃市） 

      郡上市   ９件 （7/7 八幡町、7/7美並町） 

      白川町   ３件 （7/8 河岐） 

      下呂市  ５２件 （7/8 金山地区、下呂地区、萩原地区、小坂地区） 

      岐阜市   １件 （7/8 新興町） 

 

床下浸水 

      高山市   ７件 （6/30 久々野町長淀、7/4 及び 7/5 花里町、 

7/5左京町 7/6 上宝町蔵柱、塩屋町、荘川町牧野） 

飛騨市   ４件 （7/5古川町、7/7 古川町） 

下呂市  ７０件 （7/8萩原地区、下呂地区、金山地区、馬瀬地区） 

      郡上市  ６９件 （大和町剣、大和町小間見、大和町神路、大和町古

道、白鳥町干田野、白鳥町長滝、白鳥町二日町、

八幡町美山、八幡町洲河、八幡町初納、八幡町有

穂、八幡町市島、八幡町野々倉、八幡町入間、八

幡町小那比、高鷲町ひるがの、美並町山田、美並

町白山、美並町大原、美並町上田、和良町方須、

和良町三庫、和良町沢） 

      各務原市 ２８件 （7/7 須衛町、那加桜町、那加甥田町、7/8 那加桜

町、蘇原熊田町、那加太平町、蘇原野口町、蘇原

寺島町） 
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      関市  １８３件 （7/8 上之保、武儀地区、富野地区、武芸川町、桜

ヶ丘地区） 

      美濃市  １６件 （7/8 乙狩、極楽寺、保木脇、蕨生、安毛、片地本

郷、上条、長瀬、大矢田、立花、小倉、前野） 

富加町   ２件 （7/8 大平賀） 

      七宗町  １６件 （7/8 神渕） 

      白川町   ７件 （7/8 坂ノ東、下佐見、河岐） 

      岐阜市  １６件 （7/8 一日市場、加野、新興町） 

             

・非住家被害 

      山県市   １件 裏山の一部崩壊に伴う土砂流入により工場が一部 

破損 

→ 敷地内の土砂撤去完了 （6/29 佐野） 

郡上市   ４件  住宅倉庫の基礎石積が崩落 （7/6 美並町） 

         郡上市和良庁舎で浸水によりトイレ１棟の基礎破 

損及び車庫２棟損傷 

高山市   １件 土砂の流出による全壊 詳細確認中（人的被害な 

し）          （7/7 西之一色町地内） 

      関市   ４９件 全壊 16件、半壊 33件（富野地区、武儀地区、 

上之保地区、黒屋地区） 

      下呂市   ８件 全壊 5 件、半壊 3件（下呂地区、金山地区） 

 

    ※住家被害の棟数については、被害認定調査の進捗により数値が変更となる 

ことがあります。 

 

第３ 土砂災害等・河川状況 

  １ 土砂災害等 

     ・ＪＲ高山本線（下呂市萩原町上呂） 

金子谷より土砂がＪＲ線敷地内に流出 →復旧作業中（7/5 から作業

中止 7/9 午後より作業再開） 

＜ＪＲ高山線（下呂市萩原町上呂）における復旧作業について＞ 

１ 被害状況 

○山腹崩壊：長さ 400ｍ、幅 30ｍ 

○土砂はＪＲ高山線敷地内、住宅１軒に流出（床上・人的被害なし）【再掲】 

２．現地対応状況 

・JR、市役所、県（下呂土木事務所、下呂農林事務所）とで、復旧作業に

関する調整会議を実施（現地及び下呂総庁） 

・ドローンを用いて被災箇所の調査を実施 

・ブルーシートによる崩壊地法面保護（一部） 

・流出土砂除去のための進入路を設置完了 

・流出土砂の除去完了（下呂市・県・JR） 

・大型土嚢による仮設土留め壁を設置完了 
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   ・高山市（西之一色町３丁目地内） 

7/7 11:50 頃発生。人家３戸に斜面崩壊により流出した土砂が流入。人

的被害は無し 

・下呂市（焼石地内）  

発生日時不明（7/8 4:44頃に下呂市の職員が被災を確認） 

     斜面崩壊により JR高山本線敷地内および中原小学校のグラウンドへ土砂

が流入 

     人的被害は無し 

   

  ２ 河川状況 

○浸水被害状況 

河川名 箇所 状況 一般被害 その他 

和良川 郡上市和良町方

須地内 

溢水 2：30 頃 溢水確認 

家屋浸水被害なし 

道路冠水 

（国道 256 号、 

県道金山明宝線） 

津保川 関市上之保地内 溢水 詳細確認中 道路冠水 

津保川 関市西神野地内 溢水 3：40 頃溢水確認 

家屋浸水被害なし 

道路冠水 

（関金山線） 

津保川 関市宮脇地内 溢水 詳細確認中 道路冠水 

津保川 関市神野地内 溢水 詳細確認中 道路冠水 

（関金山線） 

津保川 関市下之保地内 

道の駅平成付近 

溢水 詳細確認中 道路冠水 

（関金山線） 

津保川 関市西神野地内 

富野小学校前交差点付近 

溢水 詳細確認中 道路冠水 

（関金山線） 

津保川 関市明生町地内 

 

溢水 詳細確認中 道路冠水 

菅田川 下呂市金山町菅

田桐洞ほか 

溢水 浸水被害なし 道路冠水 

（国道 41 号） 

飛騨川 下呂市下呂町地

内 

溢水 詳細確認中 道路冠水 

（国道 41 号） 

武儀倉川 関市冨之保 溢水 詳細確認中 道路冠水 

(大原富之保線) 

小那比川 関市上之保 溢水 詳細確認中 道路冠水 

(美濃加茂和良線) 

長良川 美濃市上河和地

内 

溢水 家屋浸水被害なし 道路冠水 

（白山美濃線） 

長良川 美濃市下河和地

内 

溢水 家屋浸水被害なし 道路冠水 

（白山美濃線） 
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津保川 関市上之保 溢水 床下 241 棟、 

床上 40 棟 

※非住家含む 

関市情報提供分 

内水、外水要因

不明 

津保川 関市武儀 溢水 床下 307 棟 

床上 50 棟 

※非住家含む 

関市情報提供分 

内水、外水要因

不明 

津保川 関市富野 溢水 床下 189 棟 

床上 46 棟 

※非住家含む 

関市情報提供分 

内水、外水要因

不明 

津保川 関市桜ケ丘 溢水 床下 2 棟 

※非住家含む 

関市情報提供分 

内水、外水要因

不明 

津保川 富加町大平賀地

内 

溢水 床下 2 棟 道路冠水 

（関金山線） 

内水、外水要因

不明 

白川 白川町河岐 溢水 床上 2 棟 

床下 4 棟 

 

戸川 下呂市金山町戸

部 

溢水 床上 3 棟 

床下 3 棟 

河川越水による 

（下呂市聞き取

り分） 

飛騨川 白川町坂ノ東 溢水 床下１棟  

※本表の数値は調査中のもので、今後数値が変わることがあります 

 

 ○河川管理施設の被害状況 

宮川（飛騨市古川町高野地内） 

     ・護岸ブロックの約 200m にわたり損壊  

     ・堤防天端道路（河川管理道）を 7/5 10:00 から通行止めとし、現地

を監視中 

     ・袋詰玉石工および大型土嚢による応急処置完了 

    苔川（高山市西之一色町地内） 

     ・護岸ブロックが約 20ｍにわたり欠壊 

・7/6 に大型土のう積により応急処置完了 

    瓜巣川（高山市国府町金桶地内） 

     ・護岸ブロックが約 50m にわたり欠壊 

     ・侵食部分の埋戻し完了。 

     ・7/12 に大型土のう積による応急処置完了 

    荒田川（岐阜市高河原地内） 

     ・堤防天端道路（河川管理道）舗装面が約 30m にわたり沈下｡ 

7/6 13:00 から通行止め 

 



6 
 

 

    殿川（飛騨市古川町畦畑地内） 

     ・護岸ブロックが約 10m にわたり欠壊。護岸上部に立ち入り防止のため

コーン設置 

     ・7/13 にブルーシートによる応急処置完了 

和良川（郡上市和良町沢地内） 

     ・護岸欠壊により郡上市地域医療センターの基礎部が大きく侵食。 

入所者は全員避難済み。 

     ・7/9 備蓄拠点資材を使用し、応急仮工事を実施中 

吉田川（郡上市八幡町小野地内） 

     ・護岸石積が約 15m にわたり欠壊。空き家の基礎部も侵食。護岸上部に 

立ち入り防止のためコーン設置 

     ・7/11 にブルーシートによる応急処置完了 

 

第４ 道路の災害規制状況 

 ※7/8 以前に規制解除されたものについては 7/10 8:30 現在を参照 

（１）雨量規制状況 

高速道路 

・東海北陸自動車道 

郡上八幡－白鳥  上下線通行止め 7/5 19:50～7/9 16:30 

  白鳥－荘川    上下線通行止め 7/6 19:10～7/9 16:30 

※同区間では、国道 156号通行止めに伴う代替路(無料)措置実施 

（措置期間 7/9 16:30～7/10 17:00） 

飛騨清見－白川郷 上下線通行止め 7/7 5:15～7/8 20:00 

※同区間では、国道 156 号通行止めに伴う代替路(無料)措置実施  

（措置期間 7/9 4:00～） 

        荘川－飛騨清見   上下線通行止め 7/7 12:05～ 

7/8 22:00  災害規制へ切替 

→ 7/13 解除見込み 

→ 7/13 14:00 解除 

直轄管理国道 ０路線  ０箇所 

・国道４１号（下呂市金山町中切～下呂市三ツ渕） 7/8 3:30～ 

                        →7/10 7:00 解除 

・国道４１号（飛騨市古川町数河）→7/10 7:00 解除 

 

県管理国道  １路線  １箇所 

      県道     ０路線  ０箇所 

 

 ＜臨時規制箇所＞ 

根尾谷汲大野線（本巣市根尾松田～根尾大須地内） 

・累加雨量が 300mm を超えており土砂流出の恐れがあるため、7/5  

15:00 から全面通行止。 緊急車両の通行は可能 

（規制区間先の各地区のライフラインは正常。４世帯４人全員と連絡



7 
 

がつく状態）→7/9 15:45 解除 

国道 157 号（本巣市根尾板所～根尾平野） 

・土砂流出の恐れがあるため、7/5 16:20 から全面通行止め（迂回路あ

り） 

国道 256 号（郡上市那比薬師～関市板取加部） 

・タラガトンネル内の湧水により、7/5 23:00 から全面通行止め（迂回    

 路あり）→7/16 10:50 解除 

 

（２）災害規制状況 

高速道路 

      ・東海北陸自動車道 荘川－飛騨清見  上下線  

        土砂崩落により全面通行止め（雨量規制から切替） 

→ 7/13 14:00 解除 

  直轄管理国道 ０路線 ０箇所 

・国道４１号 飛騨市古川町戸市～古川町数河 

土砂崩落により全面通行止め 

→7/10 7:00 解除（片側交互通行に切替） 

      県管理国道  ２路線 ２箇所 

・国道 156 号（高山市荘川町中野～白川村牧） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

・国道 158 号（郡上市白鳥町向小駄良） 

法面からの土砂流出により全面通行止め →7/12 11:50 解除 

・国道 156 号（高山市荘川町牧戸～荘川町野々俣） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

 →7/10 17:00 片側交互通行に切替 

・国道 156 号（郡上市高鷲町大鷲） 

擁壁倒壊の恐れにより全面通行止め 

→8/13 17:00 片側交互通行に切替 

・国道 471 号（飛騨市宮川町大無雁～飛騨市古川町野口） 

土砂流出により全面通行止め →7/8 20:00 解除 

・国道 156 号（郡上市白鳥町歩岐島） 

擁壁倒壊の恐れにより全面通行止め 

 →7/10 17:00 片側交互通行に切替  

→7/12 14:00 再度全面通行止め 

→7/20 19:00 片側交互通行に切替 

 ・国道 256 号（加茂郡白川町下油井～加茂郡白川町小野） 

土砂流出により全面通行止め →7/10 16:00 片側交互通行に切替 

・国道 157 号（本巣市根尾能郷） 

土砂流出、路側崩壊により全面通行止め 

・国道 472 号（郡上市明宝奥住～郡上市明宝畑佐） 

土砂流出により全面通行止め    →7/9 20:00 片側交互通行に切替 
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県道    １４路線１６箇所 

      ・神崎高富線（山県市神崎地内） 

        法面からの土砂流出により全面通行止め 

・山東本巣線（揖斐川町外津汲～同町西津汲地内） 

     法面からの土砂流出により全面通行止め 

      ・藤橋池田線（揖斐川町三倉～上野地内） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

      ・宮清見線（高山市一之宮町～清見町地内） 

        路肩崩壊及び舗装破損により全面通行止め 

      ・鼠餅古川線（高山市丹生川町折敷地～森部地内） 

        路側崩壊により全面通行止め 

      ・惣則高鷲線（高山市荘川町一色地内） 

        路肩崩壊及び舗装破損により全面通行止め 

・谷高山線（高山市中切～上切） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

→7/11 13:00 片側交互通行に切替 

・高山上宝線（高山市上宝町新田～上宝町鼠餅） 

橋台背面陥没により全面通行止め 

・高山上宝線（高山市上宝鼠餅） 

法面からの土砂流出により全面通行止め →7/31 17:00 解除 

・神岡河合線（飛騨市河合町元田から河合町月ヶ瀬） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

・谷高山線（高山市国府町瓜巣） 

土砂流出により全面通行止め →7/8 19:00 解除 

・高山上宝線（高山市丹生川町折敷地） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

・鮎立恩地線（郡上市高鷲町鮎立） 

法面崩壊により全面通行止め 

・長倉神岡線（高山市上宝町新田～上宝町在家） 

土砂流出により全面通行止め →7/8 19:00 解除 

・下呂小坂線（下呂市萩原町四美） 

法面からの土砂流出により全面通行止め →7/11 11:00 解除 

・古川清見線（飛騨市古川町畦畑～高山市清見町夏厩） 

法面からの土砂流出により全面通行止め 

→7/14 16:30 片側交互通行に切替 

・乗鞍公園線（高山市丹生川町乗鞍岳～久手） 

法面崩壊により全面通行止め →7/10 20:00 解除 

・神崎高富線（山県市神崎） 

路肩崩壊により全面通行止め 

・関金山線（下呂市金山町菅田桐洞） 

路側決壊により全面通行止め →7/17 13:00 片側交互通行に切替 

・下呂白川線（下呂市夏焼）：土砂流出により全面通行止め 

→7/13 19:00 片側交互通行に切替 
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・金山上之保線（下呂市金山町戸部～関市上之保川合） 

路側決壊により全面通行止め 

 

・鹿倉白山線（郡上市八幡町野々倉～美並町白山） 

  土砂流出により全面通行止め 

・大原富之保線（郡上市美並町大原～関市富之保） 

路側崩壊により全面通行止め   →8/1 15:00 解除 

・白山内ヶ谷線（郡上市美並町高砂） 

路側崩壊により全面通行止め 

・白山美濃線（郡上市美並町大原） 

路面損壊により全面通行止め 

・美濃加茂和良線（郡上市八幡町野々倉～小那比） 

路側崩壊により全面通行止め →8/8 14:00 解除 

・御岳山朝日線（高山市高根町日和田～高山市朝日町胡桃島） 

路側崩壊により全面通行止め 

  

  第５ 主な農業被害 

・農産物被害 

  岐阜市  いちご苗 3,000 株、えだまめ 5.6ha 

スイートコーン 0.08ha 

薬用作物、水稲 7a 

  揖斐川町 花き（小菊）0.2ha、水稲 0.2ha 

  飛騨市  水稲 4.28ha、大豆 2.09ha、飼料用稲 0.38ha 

       トマト 0.40ha、メロン 0.04ha、えごま 0.04ha 

露地野菜 0.48ha、飼料作物（牧草）1.02ha  

いわな 7 トン、にじます 12 トン 

  下呂市  水稲 10.3ha、飼料作物 1.22ha、とうもろこし 0.31ha 

       いわな 1 トン、あまご 1 トン 

白川町  茶 0.002ha 

関市   水稲 3.62ha、さといも 0.7ha 

  大垣市  水稲 0.003ha 

  郡上市  あまご稚魚 0.6 トン、大根 25.3ha、花き 0.07ha、ケール 1.0ha、 

キャベツ 0.3ha、トマト 0.68ha、水稲 0.73ha、 

飼料用稲 0.55ha、南天 0.02ha、さといも 0.08ha、 

ブロッコリー 0.05ha、ほうれんそう 0.03ha 

レタス等野菜 0.11ha 

  高山市  トマト 0.9ha、ほうれんそう 4.69ha、ハーブ 0.05ha、 

大根 0.1ha、キャベツ 0.43ha、水稲 0.06ha 

飼料作物 0.1ha 

 

・農業生産施設被害 

  岐阜市  いちごハウス 

全壊４棟、半壊４棟、一部損壊３棟 
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育苗施設（浸水）電気系統故障 

えだまめハウス１棟損壊 

 

下呂市  牧柵土台崩落（牧柵約３５m） 

水稲育苗ハウス全壊９棟 

水稲育苗ハウス一部破損２棟 

鳥獣害防止柵倒壊 L=約 5.1km（８箇所） 

養魚場土砂流入１箇所 

牛舎１棟 

家畜運動場１箇所 

白川町  防霜ファン 1本倒壊（詳細確認中） 

関市   いちごハウス倒壊 2棟 

     鳥獣害防止柵倒壊 L=約 8.2km（１７箇所） 

製茶工場受入秤浸水 

大垣市  鳥獣害防止柵倒壊 L=30m（１箇所） 

飛騨市  ビニルハウス１棟一部破損 

     わさび田崩壊 0.07ha 

郡上市  トマトハウス１棟全壊 

鳥獣害防止柵倒壊 L=69m（１箇所） 

鳥獣害防止柵倒壊 L=20m（１箇所） 

養鶏場法面一部崩壊 

各務原市 漁船流出 １艘 

揖斐川町 鳥獣害防止柵倒壊 L=100m（１箇所） 

 

・農地被害 

  下呂市  ４１箇所 

    農地法面崩壊、埋没等 ４１箇所 

   高山市 ２０４箇所  

     農地法面崩壊、埋没等 ２０４箇所 

   郡上市  ６５箇所 

     農地法面崩壊、埋没等 ６５箇所 

   飛騨市  ９５箇所 

     農地法面崩壊、埋没等 ９５箇所 

美濃市  ２箇所 

農地法面崩壊 ２箇所 

     関市   ５箇所 

       農地法面崩壊、埋没等 ５箇所 

富加町  １箇所 

  農地法面崩壊 １箇所 

白川町  ５箇所 

  農地法面崩壊 ５箇所 

恵那市  １箇所 

  農地法面崩壊 １箇所 



11 
 

揖斐川町 １箇所 

  農地法面崩壊 １箇所 

七宗町  ３箇所 

  農地法面崩壊 ３箇所 

 

・農業用施設被害 

美濃市 ３箇所 

    曽代地内       水路破損（浮上）１箇所 

    須原地内ほか     揚水機場ポンプ破損２箇所 

  関市  ５７箇所 

    上之保地内ほか    水路崩壊、埋没等６５箇所 

頭首工破損、護岸破損等３７箇所 

揚水機場ポンプ水没等１１箇所 

農道路面洗堀、法面流出３箇所 

  郡上市 １０７箇所 

    和良町沢地内ほか   水路崩壊、埋没等７０箇所  

揚水機流出３箇所 

農道路側崩壊、橋梁等１８箇所 

頭首工埋没等１６箇所 

下呂市 １０８箇所  

同市萩原町上呂地内の山腹崩壊（ＪＲ高山本線被災箇所）に伴う  

萩原中央用水路（受益面積Ａ＝５０ｈａ）の被害 

萩原町尾崎地内ほか  水路崩壊、埋没等１０箇所  

頭首工埋没等２箇所 

馬瀬数河地内ほか   水路崩壊、埋没等６６箇所 

揚水機場水没１箇所 

頭首工損壊等１３箇所 

農道崩壊、土砂流入等１４箇所 

ため池土砂流入１箇所 

高山市 １５３箇所  

久々野町山梨地内ほか 農道法面崩壊５箇所  

           頭首工埋没等１箇所 

           水路崩壊、埋没等１０箇所  

       荘川町一色地内ほか  頭首工破損、埋没等９箇所 

農道路面洗掘、法面流出等２８箇所 

                  水路崩壊、埋没等１００箇所 

揖斐川町 ４箇所 

久瀬乙原地内     水路崩壊１箇所 

       久瀬小津地内     水路崩壊、埋没等２箇所 

                  頭首工損壊１箇所 

飛騨市 １２０箇所 

古川町畦畑地内ほか  農道路肩、法面崩壊等４６箇所 

水路埋没、法面崩壊等５７箇所  
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頭首工破損、埋没等１６箇所 

農地保全施設 1 箇所 

     白川町 ２箇所 

白山地内ほか     農道崩壊、法面崩壊等２箇所 

御嵩町 １箇所 

御嵩地内       農道への土砂流入１箇所 

七宗町１７箇所 

神渕地内ほか     農道路肩崩壊等４箇所 

             頭首工崩壊５箇所 

             水路地盤崩落８箇所 

     本巣市 ２箇所 

根尾地内       水路地盤崩落２箇所 

         恵那市 １箇所 

中野方地内      農道崩壊１箇所 

     大垣市 ４箇所 

昼飯町地内ほか    ため池土砂流入等２箇所 

                  頭首工一部破損１箇所 

                  水路埋没１箇所 

 

第６ 主な林業被害 

・山地被害 

    本巣市   １箇所 土砂流出 

     揖斐川町  ３箇所 土砂流出等 

  下呂市  ４４箇所 山腹崩壊等 

  大垣市   １箇所 山腹崩壊 

  美濃市   １箇所 土砂流出 

     郡上市  １２箇所 山腹崩壊等 

七宗町   １箇所 山腹崩壊 

白川町   ３箇所 土砂流出等 

高山市   ４箇所 山腹崩壊等 

    飛騨市   ４箇所 土砂流出 

    美濃加茂市 １箇所 山腹崩壊 

    関市    ３箇所 山腹崩壊等（詳細確認中） 

 

・林道被害 

  山県市   ７路線 路側崩壊等 

  本巣市   ５路線 路側崩壊等 

  揖斐川町 １７路線 路側崩壊等 

  関市    ９路線 路側崩壊等 

  美濃市   ２路線 路面洗掘 

  郡上市  ７１路線 路側崩壊等 

  七宗町   ４路線 路側崩壊等 

  白川町  １０路線 法面崩壊等 
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  中津川市  ６路線 法面崩壊等 

  下呂市  ２２路線 路側崩壊等 

  高山市 １１２路線 路側崩壊等 

  飛騨市  ５４路線 路側崩壊等 

  白川村   １路線 法面崩壊 

 

・造林地被害 

関市    １箇所 板取荒倉地内 倒伏 1 箇所 0.30ha 

郡上市  １２箇所 八幡町小那比地内 幹折れ、倒伏 2 箇所 0.06ha 

大和町栗巣地内 倒伏 1 箇所 0.26ha 

白鳥町六ノ里地内 倒伏 2 箇所 0.10ha 

白鳥町石徹白地内 倒伏 1 箇所 0.04ha 

高鷲町鮎立地内 倒伏 1 箇所 0.04ha 

高鷲町鷲見地内 倒伏 1 箇所 0.06ha 

美並町白山地内 倒伏 2 箇所 0.14ha 

美並町大原地内 倒伏 1 箇所 0.05ha 

明宝寒水地内 倒伏 1 箇所 0.01ha 

・林産施設被害 

  関市    １箇所 富之保地内 しいたけほだ木 300 本 

 

第７ 公共交通機関の状況 

   ・ＪＲ高山本線 

     岐阜駅－坂上駅間、８月１１日（土）より通常ダイヤで運転再開 

     坂上駅－猪谷駅 運転見合わせ 

（運転再開までの間バス代行輸送を実施） 

   ・長良川鉄道 

     ８月１日（水）全線運行再開 

 

第８ その他 ※7/8 以前に解消・復旧したものについては 7/10 8:30 現在を参照 

  ○孤立の状況 

  ・下呂市下呂地区及び金山地区計４４世帯１３１人が道路への土砂流入等に 

より孤立 

→ 下呂地区（３８世帯／１１６人）については、7/9 17:15 時点で孤

立解消。（ただし、道路幅員が狭いなど、危険な個所があるため夜

間は通行規制） 

→ 金山地区（６世帯／１５人）のうち、厚曽地区（２世帯／４人）に

ついては、7/9 18:00、福来地区（３世帯／８人）については、7/10 

16:00 孤立解消。麻生谷地区（１世帯／３人）については、7/13 

16:00 頃孤立解消。 

・山県市神崎 ３世帯 ６人孤立状態  

（神崎高富線橋ケ谷橋北側 県道 200 号路肩崩壊のため） 

→ 7/10 16:00 徒歩または二輪車での通行を確保 
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   ○断水 

関市 

・7/8 関市上之保地区(５カ所)（鳥屋市、行合、明ヶ島、川合、船山）

で断水 

→7/8 11:40 頃 明ヶ島復旧 

→給水車１台・給水タンク搭載車３台の計４台で巡回給水を実施 

 7/11 をもって終了 

→7/11 2:00 鳥屋市、行合、川合地区復旧 

→7/12 2:00 船山地区復旧 

下呂市 

・7/9 金山町金山地区で配水管流失による断水 

 →7/12 2:00 復旧 

   →金山振興事務所に給水所を設置（１箇所：給水タンク搭載車２台） 

7/11 をもって終了 

  ・7/10 判明 金山町福来地区で配水管が流出したことによる断水 

［９戸１８人］ 

   →福来地区には給水袋を配布 

→ 7/12 16:00 一部復旧［４戸５人］ 

→ 7/13 18:50 復旧 

飛騨市 

・7/9 9:50 頃 飛騨市桂上地区で断水（１０戸） 

→同 13:30 頃 取水口の清掃により取水再開、断水解除 

 

   ○下水道 

関市 上之保処理区（川合地内） 

・下水道水管橋［φ１００ｍｍ（ステンレス管）］が流出 

→ 仮配管による排水に変更 

関市 上之保処理区（宮脇地区） 

      ・上之保浄化センター機械設備(ポンプ、ブロア)が浸水による不具合  

       対応状況 運転管理に支障なし 

下呂市 下呂南部処理区（三原地区） 

      ・下水道水管橋の護岸が流出（下水機能は確保） 

 

   〇農業集落排水施設 
     海津市 高田・西島処理区 
          高田・西島浄化センター電気設備が落雷による不具合 
          対応状況 手動操作にて対応 → 仮復旧済み 

関市  明ヶ島処理区、下之保処理区、富之保処理区、中之保処理区、 
中央処理区、神野処理区、西神野処理区、 

          中継ポンプ制御盤の浸水による自動運転の不具合 
          対応状況 手動操作にて対応 → 仮復旧済み 

殿村・上野処理区 
          処理場が浸水し全機能停止 
          対応状況 復旧に向け調整中 → 仮復旧済み 
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鳥屋市処理区 
          中継ポンプ、水位計破損 
          対応状況 復旧に向け調整中 → 仮復旧済み 
     郡上市 切立処理区（高鷲町切立） 
          県道に埋設した配水管が流出 
          対応状況 仮工事（汚水タンクの設置）完了 
 

   ○市町村立学校の被害 

被害 

確認日 

設置者 学校名 被害状況 

7/5 高山市 東山中学校 技術棟北東角、大八賀川法面に幅 5.4

ｍ縦 1.8ｍの土砂崩れ 

7/8 下呂市 中原小学校 山腹崩壊によりＪＲ高山線を越え、土

砂がグランド内に流入した。フェンス

や遊具の一部を損壊した。 

7/9 岐阜市 島中学校 ここ数日の豪雨により河川境界にあ

る境界フェンス及びグランドが地盤

沈下を起こし、地割れが発生した。（南

北８０ｍ程度） 

関市 上之保小学

校 

学校代表固定電話の不通 

鉄筋校舎 2階廊下への雨漏り(軽微） 

武儀西小学

校 

運動場周りのフェンスの一部破損 

運動場への泥の流入 

雨水がたまり、蛍光灯が破損（漏電あ

り） 

津保川中学

校 

雨漏り：２階廊下１ｍ四方２か所、３

階西階段踊場 20 ㎝四方、技術科室床

４分の１、体育館２ｍ四方 

河川氾濫土水の浸水：ランチルーム床

３分の１（約 90㎡） 

河川氾濫水によるグラウンド全面冠

水約５０センチ及び土砂・流木等の流

入・堆積（13,397 ㎡） 

河川氾濫によるフェンス、Ｕ字溝、防

球ネットの倒壊（グラウンド周り） 

津保川中学校横道路アスファルトめ

くれ 

富野小学校 床上浸水（校舎（929 ㎡）・屋内運動

場） 
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○その他 

・郡上市 清流長良川あゆパーク内 

芝生のはく落及びはく落に伴う魚つかみどり広場への土砂流入 

魚つかみどり広場下流の池への土砂堆積 →復旧済み 

・畜産研究所飛騨牛研究部 敷地内 

谷川法面崩壊、管理道路法面一部流出 

・飛騨高山高等学校 岡本キャンパス 学校敷地内の被害 

  （校舎とグラウンドの間の法面崩壊）  

     ※校舎が斜面上側、グラウンドが斜面下側 

人的被害はなし（7/5 夜間に崩壊したと想定される） 

当面の間、グラウンド使用禁止 

7/5、7/6 は警報により臨時休業 

    ・岐阜メモリアルセンター「で愛ドーム」天井部雨漏り 

      応急対策処理を実施済み 

・岐阜メモリアルセンター 「剣道場」  

天井部雨漏り 応急対策処理を実施済み 

   ・岐阜県グリーンスタジアム 「２階会議室」 

      建具廻り雨漏り 応急対策処理を実施済み 

・県立学校ネットワーク 

飛騨神岡高校におけるすべてのネットワークが不通のため、メール等

のネットワークを使用する業務不可。 

7/9（月）8:00 飛騨神岡高校ネットワーク不通を確認 

8:30 土砂崩れによる民間借上回線(NTT)の物理的断線   

を確認 

        →7/11（水）15:13 復旧 

・岐阜盲学校  

7/9（月）朝（発見） エレベータ１機停止 

    ・南飛騨健康増進センター 

      遊歩道の一部損壊 

・社会福祉施設 

      関市 障害福祉サービス事業所（生活介護） 床下浸水 １件 

      → 7/10 事業再開 （7/13 報告有り） 

 

 

各設備（ＬＡＮ・空調・電気・電話・

ダムウェーター・警備システム復旧済

み、放送設備復旧できず） 

プールろ過装置の破損 

グラウンド冠水による土砂・流木等の

流入・堆積（5,826 ㎡） 

高山市 朝日中学校 グラウンド北西側、グラウンド排水管

の周囲が水で流され管が露出した 
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第９ 県の支援状況等 

①応急対策 

（１）市町村へのリエゾン派遣 

被害状況等の把握のため、県支部から以下の市町村へリエゾンを派遣。 

        7/5 美濃市、郡上市、高山市、飛騨市、下呂市 

        7/6 山県市、本巣市、関 市、郡上市、高山市、飛騨市 

        7/7 山県市、本巣市、関 市、郡上市、高山市、飛騨市、 

下呂市 

7/8 岐阜市、山県市、本巣市、関  市、美濃市、郡上市、 

富加町、川辺町、七宗町、高山市、飛騨市、下呂市 

 

（２）物資の支援  

・7/6 郡上市から調達依頼のあった食料物資等について、災害時 

の物資調達の協定締結先から確保。 

7/7 9:00 出発、10:40 郡上市大和庁舎の現地に到着、搬送完了。 

パン   １，０００食（２，０００個） 

飲料水  ２，０００本 

毛布     ４７０枚 

・7/7  高山市から要請のあった避難者用物資について、飛騨支    

部の県有備蓄の中から提供。 

  毛布     １６０枚 

・7/12  関市から要請があった支援物資について、県広域防災セン 

ターと中濃支部の県有備蓄から提供。 

    ブルーシート ５２０枚 

    土のう袋   ３００枚 

 

（３）避難所運営支援要員の派遣 

7/7 高山市からの要請に基づき、高山市内の避難所運営支援の 

ため、県緊急支援隊５名（男性２名、女性３名）を同日２２時～ 

翌朝５時まで高山市内５カ所の避難所に１名ずつ派遣。 

   

（４）救出・救助 

7/8 7:50 国道 41 号下呂市金山町地内にて、土砂流出により取 

り残された２名を県防災ヘリコプターで救出。 

 

（５）農業集落排水施設に関する支援 

7/9 海津市からの要請を受け、岐阜県環境整備事業協同組合に 

対し、無償団体救援協定に基づく応援要請（落雷に起因した圧送 

ポンプ故障による、農業集落排水施設の管渠内に滞留した汚水の 

収集運搬）を行い、組合はバキューム車１台を派遣し対応。 
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②復旧対策 

○職員の派遣 

（１）「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定」に基づく応援職員の派遣 

・7/12 下呂市から罹災証明書発行業務について応援職員の要請

があり、美 濃加茂市及び可児から各１名を派遣（期間 7/17～

7/24 ）。 

・7/26 下呂市から農業土木・林業土木業務について応援職員の

要請があり、大野町から１名（農業土木、期間 8/6～10/31）、県

から１名（林業土木、期間 8/1～10/31）を派遣 

・7/31 下呂市から土木業務について応援職員の要請があり、大

垣市から１名（期間 8/17～10/31）、垂井町から１名（期間 8/20

～8/31）、美濃加茂市から１名（期間 9/1～9/30）、岐阜市から１

名（期間 10/1～10/31）を派遣 

 

（２）浸水家屋の衛生対策支援要員の派遣 

関市の衛生管理体制を支援するため、業者が行う浸水家屋の消毒 

作業に同行し被災者への事前説明等を行う県職員を派遣。 

7/12～ ３名を派遣 

7/17  ２名を派遣 

7/18  １名を派遣 

 

（３）災害ボランティアセンター運営支援要員の派遣 

関市災害ボランティアセンター運営支援のため、県職員を派遣。 

7/11   ３カ所のセンターに計 ４名派遣 

7/12   ３カ所のセンターに計 ８名派遣 

7/13～  ３カ所のセンターに計１５名派遣 

7/17   ２カ所のセンターに計１０名派遣 

7/18   ２カ所のセンターに計 ５名派遣 

7/19、20 ２カ所のセンターに計 ４名派遣 

 

（４）被災者、災害ボランティアの健康管理等の業務支援要員(保健師) 

の派遣 

関市の保健体制を支援するため、保健師を派遣。 

7/11～  保健師４名を派遣 

7/17、18 保健師２名を派遣 

下呂市からの要請に基づき、保健師を派遣。 

7/13 久野川地区へ保健師２名を派遣 

 

（５）災害廃棄物処理に関する職員派遣 

・災害廃棄物仮置場の分別作業に 7/13から延べ３日間、６人を派遣。 

・災害廃棄物仮置場の消毒作業に 7/13 から延べ８日間、２４人 

を派遣。 
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○ボランティア支援関係 

（１）災害ボランティアセンターの開設 

7/9 9:00～ 関市が災害ボランティアセンターを開設。 

            受付場所：わかくさプラザ（関市若草通２丁目１番地） 

             活動内容：泥かき、畳上げ 

7/12 9:00～ 下呂市が災害ボランティアセンターを開設。 

            受付場所：金山市民会館（下呂市金山町金山 2294） 

            活動内容：住居の清掃、家具の移動、泥の除去等 

 

（２）職員ボランティアの参加 

7/10 職員に対し、関市内の被災箇所でのボランティア活動の 

募集を周知。延べ約１９０名の職員が参加。 

 

（３）県内大学等へのボランティア募集の周知 

・7/10 県内大学等（全 25 校）に対し、関市内でのボランティア 

の募集について学生への周知依頼を実施。 

・中部学院大学（関市）・中部学院大学短期大学部（関市）の学生 

教職員５８名が関市内でのボランティアに参加（7/11～19累計。 

中部学院大学調べ）。 

・7/18  朝日大学（瑞穂市）の学生・教職員１０名が関市内でのボ 

ランティアに参加（朝日大学調べ）。 

 

（４）災害ボランティアセンター運営支援要員の派遣【再掲】 
関市災害ボランティアセンター運営支援のため、県職員を派遣。 
7/11   ３カ所のセンターに計 ４名派遣 
7/12   ３カ所のセンターに計 ８名派遣 
7/13～  ３カ所のセンターに計１５名派遣 
7/17   ２カ所のセンターに計１０名派遣 
7/18   ２カ所のセンターに計 ５名派遣 
7/19、20 ２カ所のセンターに計 ４名派遣 

 
（５）有料道路の無料措置 

災害ボランティアをはじめ被災地救援等のために使用する車 
両について、有料道路の無料化措置。（期間：7/13～7/31）。 

         （対象：自治体が災害救援のために使用する車両、関市内の災害 
ボランティア活動に使用する車両） 

 

○災害廃棄物処理に関する支援 

（１）関市への支援 

・7/10  関市からの要請を受け、岐阜県環境整備事業協同組合及 

び岐阜県清掃事業協同組合に対し、災害廃棄物の収集運搬につ 

いて無償団体救援協定に基づく応援要請。 

岐阜県環境整備事業協同組合の支援状況  

     7/12 から延べ８日間、作業員５６人、パッカー車８台、 

４トントラック１６台 



20 
 

岐阜県清掃事業協同組合の支援状況 

      7/12 から延べ８日間、作業員５６人、パッカー車８台、 

４トントラック１６台 

・7/11 一般社団法人岐阜県産業環境保全協会から協力の申し出 

があり、災害廃棄物の仮置場における分別作業を依頼。 

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の支援状況 

7/13 から延べ３日間、作業員６２人、重機１０台、 

トラック１３台 

・7/11 関市からの要請を受け、岐阜市に対し災害廃棄物の収集 

運搬を依頼。 

岐阜市の支援状況 

7/12 から延べ１４日間、作業員９８人、 

３トントラック２２台、パッカー車６台、指揮車１４台 

・7/13 関市からの要請を受け、大垣市、美濃市、多治見市、 

土岐市、瑞浪市及び恵那市に対し災害廃棄物の収集運搬を依頼。 

大垣市の支援状況 

7/14 から延べ１４日間、作業員５７人、 

パッカー車５台、２トントラック１４台、ユニック車２台 

多治見市の支援状況 

7/14 から延べ７日間、作業員１４人、パッカー車１台、 

２トントラック６台 

恵那市の支援状況 

7/14 から延べ１０日間、作業員６２人、パッカー車１６台、 

２トントラック９台 

美濃市の支援状況 
7/16 から延べ１３日間、作業員３３人、パッカー車５台、 
２トントラック９台 

瑞浪市の支援状況 

7/17 から延べ５日間、作業員１０人、パッカー車５台 

土岐市の支援状況 

7/19 から延べ５日間、作業員１０人、パッカー車５台 

・7/18 関市からの要請を受け、垂井町、揖斐川町、白川町及び 

白川村に対し災害廃棄物の収集運搬を依頼。 

     垂井町の支援状況 

7/19 から延べ８日間、作業員２８人、パッカー車８台、 

指揮車６台 

揖斐川町の支援状況 

7/20 から延べ８日間、作業員１６人、１トントラック８台 

白川町の支援状況 

7/20 から延べ４日間、作業員８人、２トントラック４台 

          白川村の支援状況 

7/25 に作業員２人、パッカー車１台 

・7/20 関市からの要請を受け、可児市に対し災害廃棄物の収集 

運搬を依頼。 
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          可児市の支援状況 

7/21 から延べ８日間、作業員１６人、２トントラック８台 

・7/23 関市からの要請を受け、池田町に対し災害廃棄物の収集 

運搬を依頼。 

 池田町の支援状況 

7/25 から延べ４日間、作業員８人、２トントラック４台 

        ・7/26 関市からの要請を受け、大野町に対し災害廃棄物の収集 

運搬を依頼。 

 大野町の支援状況 

  7/30 から延べ２日間、作業員４人、軽トラック２台 

（２）下呂市への支援 

・7/13 下呂市からの要請を受け、無償団体救援協定に基づき岐 

阜県環境整備事業協同組合に対し、災害廃棄物の収集運搬につ 

いて、応援要請。 

岐阜県環境整備事業協同組合 

7/20 から延べ３日間、作業員１０人、パッカー車３台 

２トントラック１台、４トントラック１台 

・7/13 下呂市長からの要請を受け、可児市に対し災害廃棄物の 

収集運搬を依頼。 

可児市の支援状況 

7/14 から延べ５日間、作業員１０人、２トントラック５台 

・7/17 下呂市からの要請を受け、中津川市に対し災害廃棄物の 

焼却処分を依頼。 

中津川市の支援状況 

7/17 から延べ６日間、中津川環境センターにて災害廃棄物 

を受け入れ 

（３）災害廃棄物処理に関する職員派遣【再掲】 

・災害廃棄物仮置場の分別作業に 7/13 から延べ３日間、６人を派遣。 

・災害廃棄物仮置場の消毒作業に 7/13 から延べ８日間、２４人 

を派遣。 

 

○義援金 

（１）「平成３０年７月岐阜県豪雨災害に係る義援金」の受付について 

7/11 義援金の募集のため、義援金受入口座を開設。 

（期間：7/11～9/28）。 

 

○被災事業者向け融資関係 

（１）中小企業向け融資相談窓口の設置 

7/9 大雨による影響により業況が悪化した中小企業者の資金繰 

りなどの相談窓口を、商業・金融課と各県事務所に設置。 

 

（２）中小企業者向け県制度融資「災害復旧資金」の運用を開始 
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7/13 被災された中小企業者の事業復旧を支援するため、災害復 

旧資金の運用を開始。 

（３）農業者向け融資相談窓口の設置 

7/9 大雨による影響により業況が悪化した農業者の資金繰りな 

どの相談窓口を、農業経営課と各農林事務所に設置。 

（４）農業者向け県農業制度資金「災害復旧資金」の運用を開始 

7/13 被災された農業者の資金繰りを支援するため、「農業災害 

緊急支援（特別）資金」の運用を開始。 

 

○相談窓口 

（１）消費者相談に関する支援 

・7/13 独立行政法人国民生活センターに通話料無料のフリーダ 

イヤル「平成 30年 7月豪雨消費者トラブル 110 番」が開設され 

たため、市町村への周知、県ホームページ掲載による情報提供を 

実施。 

・8/23  日本司法支援センター（法テラス）において、平成 30

年７月豪雨の被災者の方を対象に無料法律相談を実施している

ため、市町村への周知、県ホームページ掲載による情報提供を実

施。 

（２）各種行政手続に関する支援 

        7/26  「岐阜県災害時における被災者支援のための行政書士相談
業務に関する協定」に基づき、県から県行政書士会に対し、行政
書士相談業務の協力を要請 

7/30  県行政書士会が県内 9 箇所（岐阜市、高山市、関市、美
濃市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市及び加茂郡白川町）に行
政書士無料相談所を設置（8/31 まで） 
8/10,16 
下呂市からの要請により、県行政書士会が、下呂市金山振興事務
所に行政書士を相談員として１名派遣      

 

第 10 災害救助法の適用 

7/8 県内１３市６町２村に災害救助法の適用を決定 

（災害救助法施行令第１条第１項第４号適用） 

適用日 市町村名 

７月６日 高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、 

山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、坂祝町、 

七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村 

７月８日 岐阜市、美濃市、富加町、川辺町 

                    

第 11 被災者生活再建支援法の適用 
   7/13 関市に対して適用（適用日７／８） 

 

以 上 


