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岐阜県災害情報 

令和２年７月豪雨による被害概要等 

【７月１６日（木）８時３０分現在（第２０報）】 

 

岐阜県災害情報集約センター 

TEL:058-272-1034 

 (注)下線は第 19報以降の修正箇所です。 

 

 

＜県の体制＞ 

７月６日（月） ２時１５分 警戒第二体制設置 

 １８時００分 災害対策本部（第一非常体制）設置 

 １９時３０分 第１回災害対策本部員会議開催 

７月７日（火） ７時３０分 災害対策本部（第二非常体制）設置 

 １６時００分 第２回災害対策本部員会議開催 

７月８日（水） ９時００分 第３回災害対策本部員会議開催 

 １７時００分 第４回災害対策本部員会議開催 

７月１０日（金） １５時３０分 第５回災害対策本部員会議開催 

 

＜県緊急対策チームの設置＞ 

７月６日（月） １８時００分 指揮総括チーム設置 

災害情報集約チーム設置 

７月８日（水） １０時００分 渉外チーム設置 

 １８時３０分 ヘリ統制チーム設置 

避難所支援チーム設置 

食料物資チーム設置 

７月１３日（月） ８時３０分 職員派遣チーム設置 

 

＜市町村の体制＞ 

災害対策本部 恵那市、高山市、下呂市 

災害警戒本部等                           郡上市、土岐市 

 

＜気象警報＞   

大雨警報(土砂) 

【警戒レベル３相当】 

なし 

 

 

 

tel:058-272-1034
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第１ 避難情報 

○警戒レベル４ 避難指示（緊急） ２市（ １６世帯 ５４人） 

○警戒レベル４ 避難勧告     １市（  ３世帯 １０人） 

 

＜避難情報の状況（現在値）＞ 

 避難準備・高齢者等 

避難開始 
避難勧告 避難指示(緊急) 避難者数 

世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 人数 

郡上市     7 31 31 

土岐市   ※1    3 10   10 

恵那市     ※2    9 23 23 

合 計   3 10 16 54 64 

〇自主避難者数 郡上市１世帯２人、高山市３世帯８人、下呂市３世帯５人 

 

※１土岐市泉が丘町において地滑りの兆候が確認されたため、３世帯１０人に避

難勧告を発令し、全員が集会所や親戚宅等へ避難 

※２恵那市長島町において市道法面が崩壊したため、９世帯２３人に避難指示を

発令し、全員が親戚宅等へ避難 

 

第２ 被害状況 

＜人的被害＞ 

   軽傷     １名（岐阜市） 

 

＜物的被害＞ 

 ○住家被害 

半壊    １４棟（八百津町１、高山市６、下呂市７） 

一部損壊  ６６棟（八百津町５５、瑞浪市２、土岐市１、高山市６、 

下呂市２） 

床上浸水  ７５棟（岐阜市１、白川町１３、高山市１５、下呂市４６） 

床下浸水 ２６７棟（岐阜市３、各務原市２４、美濃市２、美濃加茂市２、

坂祝町４、八百津町１、白川町１９、御嵩町１、 

多治見市２、恵那市１９、高山市４４、下呂市１４６） 

 

○農業被害 

  １．農作物被害 

  岐阜市他７市２町 えだまめの冠水 他            約１，１３５a  

 ２．農業生産施設被害 

  高山市他３市１町 ほうれん草ハウスの倒壊・冠水 他 ７２棟 
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３．農地被害   

   高山市他８市２町 田畑の埋没・法面崩壊     １８６箇所 

４．農業用施設被害   

高山市他６市３町 水路の埋没・崩壊 他       １２８箇所 

５．その他  

   郡上市   飼育水停止による養殖魚の死亡     ７０ｋｇ 

八百津町  鳥獣害防止柵の破損           ３０ｍ 

  瑞浪市   酪農飼料倉庫の破損           １棟 

瑞浪市   養鶏施設敷地法面の崩壊        １箇所 

 恵那市   堆肥舎基盤法面の崩壊           １箇所 

 高山市   飼育水停止による養殖魚の死亡     １３万尾（１t） 

高山市   飼料作物（ロールベール）の冠水    ２０t 

下呂市   市営牧場場内管理道路の舗装崩壊     １箇所 

下呂市   鳥獣害防止柵の破損              ６８６ｍ 

  

○林業被害 

 市町村数 箇所数 

（林道は路線数） 

山地被害 6 26 

林道被害 11 180 

林産施設被害 2 2 

合計 19 208 

 

第３ 道路の災害規制、雨量規制状況 

○災害規制状況（全面通行止め） 

直轄管理国道  １路線 １箇所 

県管理道合計  ６路線 ７箇所 

 ・県管理国道  １路線 ２箇所 

 ・県   道  ５路線 ５箇所 

○雨量規制状況（全面通行止め） 

   直轄管理国道  ０路線 ０箇所 

県管理道合計 １２路線１２箇所 

・県管理国道  ３路線 ３箇所 

・県   道  ９路線 ９箇所 

 ○その他規制状況（土砂流出の恐れ等） 

    直轄管理国道  ０路線 ０箇所 

県管理道合計 １３路線１５箇所 

    ・県管理国道  ５路線 ７箇所 

    ・県   道  ８路線 ８箇所 
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 ※国道４１号の通行止め（下呂市小坂町門坂）に伴う、東海環状自動車道・東

海北陸自動車道の一部区間の代替路（無料）措置 

・7/ 8  15:00～ 美濃加茂 IC－飛騨清見 IC 

・7/14  13:00～ 郡上八幡 IC－飛騨清見 IC 

 

第４ 土砂災害、河川水位等状況 

  ○土砂災害等 

場所 被害状況 人的被害 復旧 

奥田洞谷（おくだぼらたに）

（郡上市大和町島） 
斜面崩壊 なし 確認中 

西洞（にしぼら） 

（高山市朝日町西洞） 
土石流 なし 確認中 

高天原谷（たかまがはらだに）

（下呂市小坂町） 
土砂流出 なし 確認中 

大ヶ洞川（おおがほらがわ）

（下呂市萩原町大ヶ洞） 
土石流 なし 確認中 

荻原（おぎわら） 

（瑞浪市釜戸町） 
がけ崩れ なし 確認中 

 

○河川状況 

基準水位超過河川なし 

 

○浸水被害状況 

河川名 箇  所 状況 一般被害 その他 

長良川 美濃市立花 溢水 被害なし 
道路冠水 

（県道御手洗立花線） 

加茂川 美濃加茂市草笛町 溢水 
農地浸水 

家屋浸水なし 

 

白川 白川町河岐 溢水 
床上浸水 

床下浸水 

 

大八賀川 高山市三福寺町 溢水 床下浸水  

無数河川 高山市久々野町無数河 溢水 
床上浸水 

床下浸水 

 

飛騨川 

白川町河岐 溢水 床上浸水  

高山市久々野町渚 溢水 
床上浸水 

床下浸水 

 

下呂市萩原町中呂 

（左岸）付近 
溢水 

床上浸水 

床下浸水 
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○河川管理施設の被害状況     

河川名 箇  所 状況 

生井川 高山市岩滝町 護岸の被災 

大八賀川 高山市漆垣内町 護岸の被災 

飛騨川 下呂市小坂 河岸が崩壊 

 

第５ 公共交通機関の状況 

・ＪＲ高山線 飛騨萩原～高山 上下線 運転見合わせ 

       （７月１６日以降、飛騨萩原～飛騨小坂駅間、渚～高山駅間

はバスによる代行輸送を予定。飛騨萩原～飛騨小坂駅間、渚

～高山駅間は７月２０日始発までに運行再開予定。） 

・濃飛バス  高山地域 一部 運休 

・日面～新穂高ロープウェイ間 運休（近日中に運行再開予定） 

（７月１６日以降、日面～新穂高ロープウェイ間につい  

て、高校生のみ朝夕 1便ずつ小型車による輸送を実施） 

・道の駅渚（臨時バス停）～小坂間運休 

下呂地域 一部 運休 

神岡地域 一部 運休（上宝支所前～平湯温泉間） 

（７月１６日以降、神岡～平湯温泉間について、高校生のみ 

朝夕 1便ずつ小型車による輸送を実施） 

 

第６ 学校休業等の状況 

〇公立学校の状況 

   ・被害なし 

    ・令和２年７月豪雨による臨時休業なし 

 

○私立学校の状況 
・被害なし 

   ・全学校通常授業実施 

 

第７ その他 

＜停電＞ 

停電戸数 主な停電地域 停電戸数 状  況 

約 40戸 高山市 朝日町西洞 約 40戸 設備確認中 

 

＜断水＞ 

  ・なし 

 

＜孤立の状況＞ 

  ・なし 
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＜通信状況＞ 

・ソフトバンク  高山市の一部で通信障害 → 7/15 15:26解消 

 

＜県営都市公園の状況＞ 

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、 

各務原公園、世界淡水魚園 → 全６園 通常開園 

 

＜自然公園施設の状況＞ 

  ・7/8   乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m破損 

  ・7/13～ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等（市管理）法面崩壊３箇所 

 

＜県の天然記念物破損＞ 

  ・瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木 

（人的被害なし） 

 

以 上 


