
- 1 -

岐阜県 災害情報

８月２２日からの大雨による被害概要
【２４日（水）１６時００分時点】

災害情報集約センター
ＴＥＬ：058-272-1034

１ 降雨状況
（１）降り始め（２２日１８時４０分）から２４日１６時まで

（地 名） （降水量）
上呂（下呂市） ２９１mm
岩屋（下呂市） ２７８mm
弓掛（下呂市） ２７８mm
小坂（下呂市） ２６９mm
萩原（下呂市） ２５７mm

（２）顕著な時間雨量
（地 名） （降水量）

行合（関市） ９６mm/h（23日１６～１７時）
岩屋（下呂市） ７８mm/h（23日 ６～ ７時）
高須（海津市） ７７mm/h（22日２３～ ０時）
小坂（下呂市） ６９mm/h（23日 ９～１０時）
上呂（下呂市） ６８mm/h（23日 ９～１０時）

（３）気象情報の発表状況（現在警報発表市町村なし）
23日00:15 大雨・洪水警報発表（大垣市、羽島市、各務原市、瑞穂市、本巣市、

海津市、岐南町、笠松町、輪之内町、安八町、
北方町）

01:40 大雨警報発表（中津川市）
02:38 大雨警報発表（多治見市、瑞浪市、土岐市、関市、美濃加茂市、

可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、
八百津町、白川町、東白川村、御嵩町）

洪水警報発表（瑞浪市、土岐市、美濃加茂市、可児市、川辺町、
御嵩町）

03:59 大雨警報発表（恵那市、高山市）
洪水警報発表（多治見市）

07:06 大雨警報発表（岐阜市、美濃市、下呂市）
洪水警報発表（下呂市）

07:24 記録的短時間大雨情報発表（下呂市下呂付近 約100mm）
09:07 洪水警報発表（関市、美濃市、郡上市）
11:27 大雨警報解除（各務原市、可児市、郡上市、八百津町、御嵩町、

高山市、下呂市を除く。）
洪水警報解除（郡上市、下呂市を除く。）

13:25 大雨警報解除（郡上市、高山市、下呂市を除く。）
16:20 大雨警報発表（関市）
17:30 大雨警報発表(美濃市）

洪水警報 (関市)
18:50 大雨警報発表（七宗町）
23:55 大雨警報解除（美濃市、七宗町）

洪水警報解除（関市、郡上市、下呂市）
24日02:34 大雨警報解除（関市、郡上市、高山市、下呂市）
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（４）土砂災害警戒情報の発表状況（現在発表市町村なし）
23日03:35 可児市、御嵩町に土砂災害警戒情報発表 → 23日 8:30 解除

07:35 下呂市に土砂災害警戒情報発表 → 24日 1:30 解除
10:45 郡上市に土砂災害警戒情報発表 → 24日 1:30 解除
17:05 関市に土砂災害警戒情報発表 → 24日 1:30 解除
18:40 美濃市に土砂災害警戒情報発表 → 23日 23:45 解除
19:05 七宗町に土砂災害警戒情報発表 → 23日 22:40 解除

２ 体制
（１）県の体制（県災害対策本部設置）

23日03:35 災害対策本部設置（災害対策本部第一非常体制）
10:10 災害対策本部第二非常体制に移行

（２）市町村の体制（本部設置市町村：郡上市のみ）
23日00:30 災害警戒本部（各務原市） → 23日 13:40 解散

01:30 災害警戒本部（岐阜市） → 23日 5:00 解散
07:06 災害警戒本部（岐阜市） → 23日 11:27 解散
11:10 災害警戒本部（郡上市） → 23日 18:05 対策本部へ切替え

23日03:05 災害対策本部設置（可児市） → 23日 5:15 解散
03:30 災害対策本部設置（御嵩町） → 23日 14:30 解散
03:33 災害対策本部設置（八百津町）→ 23日 13:25 解散
07:45 災害対策本部設置（下呂市） → 23日 23:00 警戒本部へ切替え

→ 24日 2:45 解散
17:20 災害対策本部設置 (関市) → 24日 2:50 解散

３ 被害状況
（１）人的被害

・軽傷 １名
下呂市萩原町西上田の土砂崩れにより１名軽傷（打撲）

（２）住家被害
・床上浸水（合計２２棟）

各務原市 １６棟
郡上市 １棟
下呂市 ５棟

・床下浸水（合計１６７棟）
各務原市 ２８棟
可児市 ２４棟
御嵩町 ４棟
八百津町 ５棟
関市 １１棟
郡上市 ９棟
下呂市 ８６棟

（３）避難情報
・避難勧告発令（現在発令市町村なし ピーク時6,025世帯、16,379人）

23日11:00 下呂市小坂、萩原、下呂、金山地区（4,680世帯、12,348人）
12:25 下呂市萩原町尾崎、野上、羽根、宮田地区（652世帯、2,016人）

24日 2:40 下呂市避難勧告解除
23日17:20 関市上之保地区（693世帯、2,015人）

23:00 関市避難勧告解除
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・避難準備情報発表（現在発表市町村なし）
23日08:40 下呂市小坂湯屋地区（96世帯、305人）

16:20 関市上之保（鳥屋市・船山）、武儀（雁曽礼）（217世帯、600名）

・避難状況（24日16:00現在 ０人）全員帰宅

（４）土砂災害等
・各務原市鵜沼宝積寺町にて土砂崩れ（２箇所）（市道塞ぐ）
・八百津町和知地内崖崩れ 玄関先に崩土約２m3

・下呂市萩原町西上田にて土砂崩れ（道路、民地の土砂撤去済）
・下呂市萩原町中呂にてがけ崩れ
・高山市上宝町金木戸地内にて市道へ土砂流出（市で撤去済）

（５）河川の状況
○洪水予報を発表した河川（現在発表河川なし）

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時

飛騨川 上呂 はん濫注意情報 23日 10:10 23日 22:00

飛騨川 上呂 はん濫警戒情報 23日 10:40 23日 19:30

○水防予警報等を発表した河川（現在発表河川なし）
河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時

境川 馬橋 水防警報（準備） 23日 01:40 23日 04:10

可児川 広見 水防警報（準備） 23日 03:30 23日 05:05

飛騨川 上呂 水防警報（準備） 23日 09:00 23日 22:25

津保川 下之保 水防警報（準備） 23日 18:20 23日 22:32

津保川 関 水防警報（準備） 23日 20:22 24日 01:08

○河川被害
・矢戸川（可児市） 護岸損壊

・比衣川（御嵩町） 護岸損壊
ひ え

（６）道路の規制状況
○雨量規制状況 県管理道 県管理道の雨量規制はすべて解除

・県管理国道【 ０路線 ０箇所】
・県 道【 ０路線 ０箇所】

・国道１５６号（直轄国道） 郡上市美並町三戸字瀬上～郡上市八幡町稲成
連続雨量１５０ｍｍ超により
２３日２１：１０より全面通行止（規制延長Ｌ＝6.3km）

→２４日 １：００に全面通行止解除

○災害規制箇所 県管理道【１１路線１５箇所】
内訳は別紙のとおり

・国道４１号線（直轄国道） 下呂市小坂町門坂 崩土による通行止
→２３日１１：２０に雨量規制及び冠水により通行止

→ ２４日 ２：１０に解除

○アンダーパス
・下呂駅付近市道（下呂市幸田）アンダーパス冠水、通行止め
→ ２３日２１：３５に解除
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○孤立集落について
・（一）岩井高山停車場線の雨量規制により孤立

・乗鞍高原管理事務所（キャンプ場） 宿泊者４人
・乗鞍青少年交流の家 宿泊者４２６人
→２３日１５：５０ 当日の下山希望者１１０人を高山土木事務所が

規制区域外へ誘導完了
３９０人（１１０人下山して、７４人入所
３６人減）

→ ２４日 ６：３０の雨量規制解除により孤立状態解消

・（主）金山明宝線 雨量規制により金山町弓掛の上平キャンプ場にて４８人
孤立（雨量規制箇所に災害箇所有り、上記災害規制箇所と同じ）
→２３日１４：０５ 下呂土木事務所により規制区域外へ４７人を誘導

完了（管理人１人は現地に残る。）

（７）農業被害
・豪雨により、播種された表土の流出 ２２ha(各務原市)
・田畑の崩壊・冠水等 ０．１ha（八百津町）
・鶏舎水没による鶏（ブロイラー）のへい死 約２,０００羽（八百津町）
・津保川沿いの農地において、水稲(３ha)、大豆（０.５ha）、野菜（０．１haの）
冠水及び圃場内への土砂の流入（関市上之保）

（８）林道、治山関係被害
①林道施設被害
・下呂市内の林道１０路線１０箇所で法面崩壊等発生

②治山関係災害
・各務原市２箇所、下呂市４箇所、郡上市３箇所の計９箇所で災害発生

（９）その他被害
○社会福祉施設被害

・床下浸水 １（下呂市グループホームきよたに）
・床上浸水 １（各務原市介護老人保健施設菜の花（医療施設併設））

○教育施設被害
・各務原市鵜沼第３小学校のグランド土の流出（２ｍ×５０ｍ）
→グランド使用不能
・下呂市萩原小学校の屋外トイレ及びプール更衣室棟の冠水（１５㎝）

○水道施設被害
・関市上之保中央簡易水道にて水源で濁りを確認
→現在応急給水中（12世帯）

○商工業被害
・各務原市鵜沼の砂利採取場においてショベルカー及び現場小屋浸水

４ その他
（１）学校休業等状況

休校 １校（益田清風高校）→24日通常どおり

（２）公共交通機関状況
ＪＲ東海 高山線 →24日始発から通常運行

濃飛バス 高山下呂線 →24日始発から通常運行
乗鞍線 →24日午後から通常運行


