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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１２日（日）１６時００分現在（第１３報）】 

 

岐阜県災害情報集約センター 

TEL:058-272-1034 

 (注)下線は第 12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 

 

＜市町村の体制＞ 

災害対策本部 高山市、下呂市 

災害警戒本部等                           中津川市、恵那市 

 

＜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） １市 （ ７世帯 ３１人） 

○警戒レベル４ 避難勧告     ０市 （ ０世帯 ０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 

合 計     7 31 31 

※自主避難者数 郡上市 １世帯２人、恵那市 １世帯５人、高山市 ８世帯１７人 

下呂市 １２世帯２８人 

 

第２ 被害状況 

＜人的被害＞ 

   軽傷     １名 

 

＜物的被害＞ 

 ○住家被害 

半壊     ８棟（八百津町１、高山市３、下呂市４） 

一部損壊  ６４棟（八百津町５５、瑞浪市２、土岐市１、高山市６） 

床上浸水  ６６棟（岐阜市１、白川町１３、高山市１１、下呂市４１） 

床下浸水 ２０５棟（岐阜市２、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１８、御嵩町１、 

多治見市１、恵那市９、高山市２３、下呂市１１８） 

 

○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９１８a 

 ２．農業生産施設被害 

  下呂市他２市１町 トマトハウスの冠水 他 ２５棟   

３．農地被害   

   高山市他８市２町 田畑の埋没・法面崩壊  ８４箇所 

４．農業用施設被害   

高山市他５市３町 水路の埋没・崩壊 他  ５７箇所 

５．その他  

   八百津町     鳥獣害防止柵     ３０ｍ 
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○林業被害 

 市町村数 箇所数 

（林道は路線数） 

山地被害 3 13 

林道被害 9 58 

林産施設被害 2 2 

合計 14 73 

 

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  ２路線 ２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 １６路線１７箇所 

・県管理国道  ３路線 ４箇所 

・県   道 １３路線１３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 １６路線１６箇所 

    ・県管理国道  ５路線 ５箇所 

   ・県   道 １１路線１１箇所 

 〇その他 

    中央自動車道 

     中津川ＩＣ～飯田山本ＩＣ 通行止め（※7 月 12 日 9:00 解除） 

 

 

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 
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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 

下呂市萩原町中呂（左

岸）付近 

溢水 床上浸水 

床下浸水 

 

白川町河岐 溢水 床上浸水  

 

○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 下呂～高山 上下線 運転見合わせ 

・濃飛バス  高山地域 一部 運休 

・町方～新穂高ロープウェイ間 運休 

・久々野支所～小坂間 運休 

下呂地域 一部 運休 

神岡地域 一部 運休（神岡～平湯間） 

 

第６ 学校休業等の状況 

〇公立学校の状況 

 ・被害なし 

 ・本日授業日：高校２校 

華陽フロンティア（通信制）、飛騨高山（通信制） 
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○私立学校等 

 ・被害なし 

    ・本日全学校休校（週休日） 

 

第７ 県の支援状況等 

   ・リエゾンの派遣 

7/8 郡上市、中津川市、恵那市、高山市、飛騨市へ県支部からリエゾンを

派遣（7/10現在：全て撤収） 

    7/11高山市、下呂市へ県支部からリエゾンを派遣（7/12現在：全て撤収） 

・食料物資支援（食料物資チーム） 

     →7/11 下呂市からの食糧物資調達要請（カップ麺 1,000個）を受け、協

定締結事業者（イオンリテール（株）東海カンパニー）に調達を要

請し、7/12 午後 0 時 30分に配送完了 

 

   ・災害廃棄物の収集運搬 

    7/8 白川町からの協力要請に基づき、仮置場から処理施設までの運搬につ

いて、協定締結団体に支援協力を要請 

    7/9 八百津町からの協力要請に基づき、仮置場から処理施設までの運搬に

ついて、協定締結団体に支援協力を要請 

        7/10 下呂市からの協力要請に基づき、浸水被害を受けた農業集落排水施設

に堆積した汚泥（一般廃棄物）の撤去・運搬について、協定締結団体

に支援協力を要請 

 

   ・融資相談窓口の開設 

    7/9 豪雨により影響を受けた中小企業者及び農業者の資金繰り等に関す 

る融資相談窓口の開設 

相談時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

             午前８時３０分から午後５時１５分まで 

         相談窓口：中小企業者向け 

              県庁 商業・金融課、現地機関 各県事務所産業労働係 

             農業者向け 

県庁 農業経営課、現地機関 各農林事務所農業振興課 

 

   ・災害救助法の適用 

 7/8 災害救助法施行令第１条第１項第４号適用 

適用市町村：郡上市、中津川市、恵那市、高山市、飛騨市、下呂市 

7/12 適用の６市を対象に災害救助法事務の説明会を開催（モニター会議） 
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   ・災害ボランティアセンター運営支援 

     →7/11 岐阜県災害ボランティア連絡調整会議を設置 

・ボランティアの受け入れ状況 

新型コロナウイルス感染症対策のため、全国社会福祉協議会の方針により、

各市ともボランティアは市内在住者に限定して実施 

高山市社会福祉協議会（活動人数：４０人程度） 

下呂市社会福祉協議会（活動人数：２００人程度） 

 

・有料道路の無料措置 

被災地支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 

（7/12～9/30） 
 
第８ その他 

＜停電＞ 

停電戸数 

 （県内） 
主な停電地域 

停電戸数 

(市町村別) 
状  況 

約 430戸 

恵那市 

飯地町、長島町久須見、笠置町  

河合姫栗入会地、中野方町 
約 30戸 工事手配中 

明智町阿妻 10戸未満 工事手配中 

高山市 

朝日町（胡桃島、西洞、 

宮之前） 
約 410戸 調整中 

奥飛騨温泉郷神坂 10戸未満 
→7/11 16:06 

復旧 

下呂市 小坂町落合 10戸未満 調整中 

 

＜断水＞ 

断水戸数 断水地域 断水戸数 状   況 

１戸 

高山市 朝日町西洞 解消 

最大断水個数：121戸 

給水袋により応急給水開始 

（7/9 9:00～） 

・応急復旧完了（7/10 10:00） 

高山市 丹生川町芦谷 解消 
最大断水戸数：約 250戸 

・隣接する地区より給水（7/11 16:00） 

下呂市 小坂町門坂 1戸 

・復旧見込み（7/12） 

・給水袋により応急給水開始 

・断水地区では水道以外に山水を

使用。地区の全ての水を賄える水

量がある。 

下呂市 小坂町落合 解消 

最大断水戸数：約 150戸 

・給水タンクにより飲料水配布 

・復旧完了（7/10 20:00） 
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＜孤立の状況＞ 

  ・なし 

   ※延べ 18地区 1,234 世帯 3,031 人が一時孤立したものの、7 月 10 日 7時 10分

をもって全て解消。 

  

＜通信状況＞ 

・ドコモ  高山市、下呂市の一部で通信障害発生 

     →7/10 10:00、NTT 東海支社により、下呂市小坂町門坂

地区に移動基地局（アクセス回線は衛星）を配置 

・ａｕ      高山市の一部で通信障害 

・ソフトバンク  高山市の一部で通信障害 

 

＜県営都市公園の状況＞ 

・花フェスタ記念公園  通常開園 

→展望デッキエレベータの故障（浸水）→7/8 17:00 復旧済み 

→のり面から土砂流出 →撤去作業済み 

・ぎふ清流里山公園 通常開園 

  →一部建物内に滞水 → 除去済み、室内消毒完了 

→事務所内電気機器の水抜き作業完了 

・岐阜県百年公園 通常開園 

→倒木１本 → 撤去済み 

→水路から土砂流出（仮復旧完了） 

・養老公園 通常開園 

→公園内旅館裏斜面から落石（50cm）（仮復旧完了） 

・各務原公園 通常開園  

・世界淡水魚園 通常開園 

 

＜自然公園施設の状況＞ 

  ・乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m破損 

 

＜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） 
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○令和２年７月１日の大雨による被害概要等 

 

＜郡上市大和町島地内における住民避難＞ 

  ・7/1  2:20 (郡上市)  現地の雨量計において時間雨量８０ミリを記録 

          (郡上土木) 所長から市に避難勧告発令に関する助言を実施 

      2:30（郡上市） 避難勧告を発令 

・7/6  17:30（郡上市） ７世帯３１人全員の避難を再度確認済み 

  ・7/7  7:25（郡上土木）所長から市に避難指示発令に関する助言を実施 

      7:30（郡上市） 避難指示を発令 

      8:00（郡上市） ７世帯３１人全員の避難を再度確認済み 

              監視員３名についても避難を確認済み 

  ・7/8  4:00 (郡上土木)４時時点の伸縮計の値に異常値を観測 

    9:33 上部地すべり土塊崩落 

一部土石流化したが、下流既設えん堤で捕捉し、人家への影響    

なし 

  ・7/9 17:00 (郡上市)１世帯２人自主避難（避難指示地区隣接地区住民） 

 

 

以 上 


