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岐阜県災害情報 

令和３年８月１３日からの大雨による被害概要等 

【８月１６日（月）１２時３０分現在（第８報）】 

 

岐阜県災害情報集約センター 

TEL:058-272-1034 

（注）下線は第７報以降の修正箇所です。 

 

＜県の体制＞ 

８月１３日（金） １５時０３分 災害対策本部（第一非常体制）設置 

 １７時００分 第１回災害対策本部員会議開催 

８月１４日（土） １０時３０分 災害対策本部（第二非常体制）に移行 

 １３時３０分 第２回災害対策本部員会議開催 

８月１６日（月） １４時００分 第３回災害対策本部員会議開催 

  

＜市町村の体制＞ 

災害対策本部 なし 

災害警戒本部等 なし 

 

＜気象警報＞  

土砂災害警戒情報

【警戒レベル４相当】 

なし 

大雨警報(土砂) 

【警戒レベル３相当】 

なし 

洪水警報 

【警戒レベル３相当】 

なし 

 

＜累積雨量＞ 

 市町村名 観測局名 降水量（mm） 

郡上市 那比 514 

関市 中切 483 

下呂市 上呂 475 

郡上市 日出雲 474 

山県市 出戸 471 

郡上市 那比（国） 468 

山県市 神崎 468 

山県市 葛原 468 

下呂市 濁河温泉 468 



2 

 

第１ 避難情報 

○警戒レベル４ 避難指示 なし 

（郡上市） 8/13 １５時０３分発令  8/16 ５時３９分解除 

（高山市） 8/14 ２０時４０分発令  8/16 ６時１５分解除 

 

○警戒レベル３ 高齢者等避難 なし 

（白川町） 8/15 １５時３０分発令  8/15 １６時１０分解除 

（高山市） 8/14 １６時２０分発令  8/15 ２０時３４分解除 

 

※直近の発令時刻のみ記載 

 

第２ 被害状況 

  ＜人的被害＞ 

    東白川村 軽傷１名（雨漏りの修理中に転落し、腰から右足にかけて打撲） 

  ＜物的被害＞ 

  ○ 住家被害（瑞浪市、中津川市、恵那市、坂祝町、美濃加茂市、白川町） 

     一部損壊 １３棟 

     床上浸水 １８棟 

     床下浸水 ５５棟 

 

第３ 道路の災害規制、雨量規制状況 

  ○ 災害規制状況 

     直轄管理国道 なし 

     県管理道合計 なし 
 

  ○ 雨量規制状況 

     直轄管理国道 なし 

県管理道合計 ６路線 ６箇所 
 

○ その他規制状況 

直轄管理国道 ２路線 ２箇所 

（国道４１号 下呂市萩原町 河川護岸擁壁流出のため全面通行止め） 

（国道１９号 中津川市落合 土砂流入、路肩崩壊のため全面通行止め） 

県管理道合計 １０路線１１箇所 
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  〇 その他 

     東海北陸自動車道 

      飛騨清見ＩＣ～美濃ＩＣ 通行止め →解除 

      関ＩＣ～岐阜各務原ＩＣ 通行止め →解除 

     東海環状自動車道 

      山県ＩＣ～せと品野ＩＣ 通行止め →解除 

     中部縦貫自動車道（安房峠道路） 

      平湯ＩＣ～中ノ湯ＩＣ  通行止め →解除 

 

第４ 土砂災害等・河川状況 

  １ 県の対応等 

＜奥田洞谷(郡上市大和町)＞ 

   ・8/13 15：03【郡上市】現地の雨量計において２４時間雨量１００ミリを超過 

        15：03【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市大和振興事務所へ助言を 

実施 

   ・8/16  5：39【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市大和振興事務所へ避難指示

解除の助言を実施 

 ＜大ヶ洞(下呂市萩原町)＞ 

   ・8/13 18：13【下呂市】現地の雨量計において２４時間雨量１００ミリを超過 

         18：17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施 

・8/16  4：00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となっ

たことを連絡 

＜久手２(高山市丹生川町)＞ 

   ・8/13 19：55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施 

※基準超過はしていないが、深夜に基準超過することが想

定されたため、早めの避難を行えるように助言を実施 

・8/16  3：45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施 

＜高天ヶ原・白土洞(下呂市小坂町)＞ 

   ・8/13 19：53【下呂市】現地の雨量計において２４時間雨量１００ミリを超過 

         19：57【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施 

・8/16  3：50【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となっ

たことを連絡 

＜西洞(高山市朝日町)＞ 

   ・8/14  2：51【高山市】現地の雨量計において２４時間雨量１００ミリを超過 

       2：55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施 

  ・8/16  6：05【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施 
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２ 土砂災害等 

     ○土砂災害等に関する助言の状況 

・8/13 22：55【多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市】土砂災害警戒 

情報を発表 

22：59【中津川市、恵那市】恵那土木事務所から市へ助言を実施 

23：03【多治見市】多治見土木事務所から市へ助言を実施 

23：07【土岐市】多治見土木事務所から市へ助言を実施 

23：10【瑞浪市】多治見土木事務所から市へ助言を実施 

・8/14  8：35【高山市】土砂災害警戒情報を発表 

8：45【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施 

9：15【下呂市】土砂災害警戒情報を発表 

       9：17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施 

        9：45【大垣市】土砂災害警戒情報を発表  

9：45【大垣市】大垣土木事務所から市へ助言を実施 

13：20【郡上市】土砂災害警戒情報を発表 

13：21【郡上市】郡上土木事務所から市へ助言を実施 

13：50【白川町、東白川村】土砂災害警戒情報を発表 

13：53【白川町】可茂土木事務所から町へ助言を実施 

13：55【東白川村】可茂土木事務所から村へ助言を実施 

14：50【八百津町】土砂災害警戒情報を発表 

14：51【八百津町】可茂土木事務所から町へ助言を実施 

15：00【可児市、美濃加茂市、御嵩町】土砂災害警戒情報を発表 

15：02【可児市】可茂土木事務所から市へ助言を実施 

15：04【美濃加茂市】可茂土木事務所から市へ助言を実施 

15：05【御嵩町】可茂土木事務所から町へ助言を実施 

       21：35【川辺町】土砂災害警戒情報を発表 

       21：38【川辺町】可茂土木事務所から町へ助言を実施 

    ・8/15  3：35【飛騨市】土砂災害警戒情報を発表 

        3：37【飛騨市】古川土木事務所から市へ助言を実施 

   ○土砂災害状況 

    ・8/14 【中津川市】馬籠（寺沢川)で駐車場に土砂流出（※現地調査中） 

【恵那市】岩村町の人家裏で崖くずれあり（※ブルーシートで応急対応済） 

 

３ 河川状況 

○河川の水位に関する助言の状況 

 ＜杭瀬川（大垣市）＞ 

・8/13  16：30【大垣市】杭瀬川赤坂大橋観測所で氾濫危険水位に到達 

               16：32【大垣市】大垣土木事務所長から市へ助言を実施 
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＜土岐川（庄内川）（瑞浪市）＞ 

・8/13  23：20【瑞浪市】土岐川釜戸観測所で氾濫危険水位に到達 

               23：25【瑞浪市】多治見土木事務所副所長から市へ助言を実施 

＜飛騨川（下呂市）＞ 

・8/14  11：50【下呂市】飛騨川上呂観測所で氾濫危険水位に到達 

               11：55【下呂市】下呂土木事務所副所長から市へ助言を実施 

＜木曽川（中津川市）＞ 

・8/14  14：30【中津川市】木曽川落合観測所で氾濫危険水位に到達 

               14：45【中津川市】恵那土木事務所長から市へ助言を実施 

 

   ○浸水被害状況 

河川名 箇所 状況 一般被害 その他被害 

水門川 大垣市林町付近 溢水 家屋浸水なし 道路冠水（市道） 

農地浸水 

久保原川 恵那市山岡町 溢水 家屋浸水なし 道路冠水（国道 418

号、国道 363 号） 

小里川 恵那市山岡町 溢水 家屋浸水なし 道路冠水（主要地方

道瑞浪上矢作線） 

加茂川 美濃加茂市草笛町他 溢水 床下浸水２棟 

(住宅 1棟、商店 1

棟) 

農地浸水 

白川 白川町河岐 溢水 床上浸水１３棟 

床下浸水２５棟 

調査中 

 

  ○浸水以外の被害状況 

河川名 箇所 状況 

土岐川 瑞浪市土岐町 市道兼用護岸が L=12m、W=3m 程崩落し、市道

が通行止め 

飛騨川 下呂市萩原町花池 国道兼用護岸が約 100m 崩落し、国道 41 号通

行止め 

飛騨川 高山市久々野町渚 護岸吸出しにより、市道陥没し、通行止め 

富田川 恵那市岩村町飯羽間 恵那市道の橋梁 L=11.3m、W=2.6m が崩落し、

通行止め 

飛騨川 下呂市小坂町門坂 国道兼用護岸が一部崩落、道路規制なし 
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第５ 公共交通機関の状況 

〇鉄道 

路線等 運休区間 状況 備考 

JR東海 

中央線 

【上下線】 

（特急） 

名古屋～長野 

運休 

古虎渓駅のホームに土砂流入あり。 

高蔵寺駅～南木曽駅間の運転再開

は８月１７日以降を予定。 

南木曽～塩尻駅間は線路設備に損

傷が認められたため、運行再開の見

通しは立っていない。 

名古屋駅～高蔵寺駅間は大幅に列

車本数を減らして運行。 

（普通列車） 

高蔵寺～塩尻 

 

運転 

見合わせ 

高山線 全区間 通常運行  

  太多線 全区間 通常運行  

樽見鉄道 全区間 通常運行  

明知鉄道 全区間 運休 

飯羽間(いいばま)駅－阿木駅間 

線路内の砕石流出。 

復旧作業のため 8/16も運休（復旧

時期は現時点未定） 

長良川鉄道 全区間 通常運行  

 

  〇バス 

運行事業者 運行状況 備考 

濃飛乗合自動車 通常運行 

〇乗鞍線 

８月１６日６：４０より運行再開 

〇上高地線 

８月１６日８：２０より運行再開 

北恵那交通 一部運休 王子製紙～ウエストン公園 

名阪近鉄バス 運休 
〇大垣伊吹山線 

〇名古屋伊吹山線 
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第６ 主な農業被害 ※詳細確認中 

○農地被害 

  中津川市 田 法面崩壊        １５箇所 

  恵那市   田 法面崩壊・土砂流入 他 ８１箇所 

 

○農業用施設被害 

中津川市 用水路   閉塞・法面崩壊 他    ７箇所 

     農道    土砂流入・損壊      ３箇所 

恵那市  用水路   土砂流入・損壊 他   ２６箇所 

     農道    土砂流入・法面崩壊 他 ３１箇所 

下呂市  用・排水路 法面崩壊 他       ２箇所 

     農道    法面崩壊         １箇所 

飛騨市  用水路   法面崩壊         １箇所 

 

第７ 主な林業被害 

  ○林道被害 

中津川市 不動～丸山線 路面洗堀等 ３箇所 

恵那市  恵南線    路体崩壊  １箇所 

 

第８ 学校休業の状況 

    休校等及び被害情報なし 

 

第９ 県の支援状況等 

    ・リエゾンの派遣 

→8/13 下呂市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15  9:45 撤収 

→8/14 恵那市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15 16:40 撤収 

    

第１０ 県有施設の状況 

○都市公園 

・花フェスタ記念公園 …8/16 通常開園 

・ぎふ清流里山公園   …8/16 通常開園 

・岐阜県百年公園     …8/16 休園日 

・養老公園        …8/16 休園日 

・各務原公園       …8/16 休園日 

・世界淡水魚園    …8/16 通常開園 

・世界淡水魚園水族館 …8/16 通常開館 
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○文化施設 

 ・博物館          …閉館（月曜日は閉館日） 

   ・先端科学技術体験センター …開館 

 

〇スポーツ施設 

   ・福祉友愛プール  …8/15 15:30 から開館 

   ・福祉友愛アリーナ …8/15 14:00 から開館 

 

〇その他施設 

   ・南飛騨健康増進センター …8/16 休館 

 

第１１ その他 

 ○断水 

  ・中津川市内 児童養護施設「麦の穂学園」子ども家庭支援センター 

「麦の穂」にて、断水 ⇒ 8/14 10:00 復旧済 

 

  ○停電 

・中津川市 馬籠、神坂の一部  ７戸（8/16 14:00 を目途に復旧見込） 

・中津川市 高山、福岡の一部 ２０戸（8/16  8:58 復旧済） 

 

 

以 上 


