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岐阜県 災害情報

大雨と強風による被害概要
【４日（水）９：００時点】

防災課
ＴＥＬ：058-272-1034

１ 降雨等の状況
（１）（１）降り始め（３日９時から４日９時まで）

（地 名） （降水量）
那比（郡上市） １１１mm
黒津（本巣市） １０９mm
樽見（本巣市） １０４mm
郡上（郡上市） ９５mm
板取（関市） ９４mm
上大須（本巣市） ９９mm
久瀬（揖斐川） １０２mm

（２）顕著な時間雨量
（地 名） （降水量）

岐 阜 ３４mm（15:00～16:00）
金 山 ３１mm（16:00～17:00）

（３）最大瞬間風速（３日１７：００時点）
（地 名） （風 速）
岐 阜 ２８．４ｍ
美濃加茂 ２５．７ｍ
大 垣 ２４．９ｍ
恵 那 ２３．７ｍ
多治見 ２３．１ｍ

（４）気象情報の発表状況
３日 ７:０８ 強風注意報発表（美濃地方）

１５：１４ 大雨・洪水・強風注意報（県内全域）
※ただし白川町、郡上市、恵那市は洪水注意報未発表

１９：２０ 大雨・洪水注意報解除（県内全域）

２ 市町村の体制
可児市 災害対策本部設置 １６：１４

〃 解散 １７：２５ ※警戒体制に移行

３ 被害状況
（１）人的被害

○軽傷
・大垣市 １名
→２２歳女性がショッピングセンターにおいて、風に飛ばされたテントが頭部に
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当たってけが
・多治見市 １名
→６３歳男性が簾をとろうとして転倒し左脇ろっ骨を負傷

・海津市 １名
→７３歳女性が風にあおられ階段から転倒し左手の甲、左目上を打撲）

・関市 １名
→８２歳女性が歩行中、風にあおられ転倒し、右腕に軽傷

（２）住家被害
○床下浸水

八百津町 １棟
富加町 ２棟
多治見市 １棟
岐阜市 １棟

○一部損壊
八百津町 １棟
多治見市 ２棟 
神戸町 ４棟

可児市 １棟

大垣市 １棟

恵那市 １棟

土岐市 １棟

山県市 １棟

海津市 １棟

（３）その他被害
○県施設
・岐阜県自動車税事務所（岐阜市内）のドアの窓ガラス１枚破損
・岐阜県消防学校（各務原市）総合訓練棟窓ガラス１枚破損
・東濃実業高校の校舎ガラス１枚破損
・大垣商業高校の校舎ガラス１枚破損
・大垣南高校の校舎ガラス１枚破損
・飛騨高山高校（山田校舎）の温室ガラス４枚破損

○市町村施設
・羽島市消防本部羽島消防署南分署の窓ガラス１枚破損
・坂祝町内の体育館の屋根破損（０．４ｍ×３１．３ｍ）
・本田小学校（瑞穂市）の校舎ガラス破損
・足近小学校（羽島市）でごみ保管用倉庫破損
・滝呂小学校（多治見市）の体育館一部床上浸水
・関商工高等学校（関市）体育館の天井板めくれ

○その他施設
・岐阜市内において農器具庫のトタン屋根が破損
・岐阜市において訪問介護事業所の窓ガラス破損
・坂祝町内の倉庫屋根破損
・土岐市内において突風による倉庫の破損
・土岐駅前商店街の店舗内に雨水が流入
・各務原市の店舗で浸水
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・七宗町において空き家のトタン屋根が破損
・郡上市八幡町の愛宕稲荷社境内の倒木により神社建物と地蔵堂破損
・郡上市高鷲町において空き家一部破損
・土岐市において浸水２棟（店舗１、倉庫１）
・山県市において公民館のトタン屋根が破損

（４）道路の規制状況
○雨量規制状況
無し

○災害規制 県管理道合計【 １路線 １箇所】
・県管理国道 【 ０路線 ０箇所】
・県 道 【 １路線 １箇所】

※規制箇所：別紙のとおり

（５）道路施設の被害
道路施設の被災は無いが、２３路線２５箇所で倒木等が発生し撤去等の処理済
○（主）岐阜美濃線 岐阜市 倒木
○（主）江南関線 各務原市 倒木
○（主）北方多度線 瑞穂市 倒木
○（一）桑名海津線 海津市 倒木
○（一）上石津多賀線 大垣市 倒木
○（主）春日揖斐川線 揖斐川町 小規模土砂流出
○（国）２５６号 関市 倒木
○（主）関金山線 関市 倒木
○（主）美濃川辺線 美濃市 倒木
○（一）御手洗立花線 美濃市 倒木
○（国）２５６号 郡上市 倒木
○（主）美濃加茂和良線 郡上市 倒木
○（主）金山明宝線 郡上市 倒木
○（一）安久田吉野線 郡上市 倒木
○（一）有穂中坪線 郡上市 倒木
○（一）寒水徳永線 郡上市 倒木
○（国）２４８号 多治見市 倒木
○（主）多治見恵那線 土岐市 倒木
○（主）美濃川辺線 美濃加茂市 倒木
○（主）富加七宗線 美濃加茂市 倒木
○（主）下呂白川線 白川町 倒木
○（一）坂祝関線 坂祝町 倒木
○（国）１５８号 高山市 倒木
○（主）久々野朝日線 高山市 倒木
○（一）古川宇津江四十八滝国府線 飛騨市 倒木

４ 公共交通機関情報
（１）鉄道関係

○ＪＲ東海

東海道本線 強風のため運転見合わせ（尾張一宮駅～大垣駅間）

→再開※一部列車に運休や遅れあり

→通常運行※一部列車（特急しらさぎ）に運休あり

中央本線 一部列車に運休や遅れあり
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→通常運行

高山本線 強風のため運転見合わせ（下油井駅～焼石駅間）

→通常運行

○名古屋鉄道

名古屋本線 強風のため運転見合わせ（新木曽川駅～名鉄岐阜駅間）

→再開

→通常運行

○第三セクター鉄道

長良川鉄道 視界不良のため関駅にて待機中

→再開

→通常運行

明知鉄道 倒木により運転見合わせ（山岡駅～野志駅）

→再開※一部遅れあり

→通常運行

（２）バス関係

濃飛バス 国道４１号 飛騨市数河峠 大雪のため通行止め

その影響により一部運休及び遅延の発生

５ その他

○停電
・下呂市 三ツ渕の一部 １００戸未満
・関市 上之保の一部 １００戸未満

○山腹崩壊
・揖斐川町城山地内 国道３０３号脇 ０．３ha

※通行に影響なし

○その他
・大垣市馬の瀬町地内揖斐川堤防にて４ｔトラックが横転。人的被害なし。
・一般国道４１号の飛騨市古川町袈裟丸から飛騨市神岡町梨ヶ根間で大雪により通
行止。
・大原川（多治見市）の公共河川災害復旧事業工事現場より、仮設用コルゲートパイ
プ（φ1,000×延長５ｍ Ｎ＝１０本）が土岐川へ流出。４日早朝からパトロールを
実施し、９時現在８本発見した。今後も継続してパトロール実施するとともに、水位
が下がり次第回収する。
・伊野川（土岐市）の公共河川災害復旧事業工事現場より、大型土のうＮ＝３～４個
が流出。３日は土岐川合流点までパトロールしたが発見できず。４日は土岐川まで範
囲を広げてパトロールを実施する。
・高山市朝日町にて、七本さわら（県指定文化財）の枝が一部折れる


