
 
  

８月５日からの大雨による被害概要 

【８月６日（火）１２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（４日１９時００分）から６日 １２時００分まで 

             （地 名）    （降水量） 

金原（本巣市）    １８４mm 
和良（郡上市）    １７５mm 
金山（下呂市）  １５８mm 
夏焼（下呂市）    １４６mm 

  
 
（２）顕著な時間雨量 

                 （地 名）           （降水量） 
上田（郡上市）   ７３mm（８/ ５ 20:00～21:00） 
那比（郡上市）      ６９mm（８/ ５ 19:00～20:00） 
黒澤（本巣市）      ５９mm（８/ ６  5:00～ 6:00） 
和良（郡上市）      ５３mm（８/ ６  6:00～ 7:00） 

 

２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

    ８月５日２１：５５ 災害対策本部（第一非常体制）設置 

    ８月６日  １：３０ 災害対策本部（第一非常体制）解散 
 
（２）市町村の体制 
   警戒本部設置 

    ８月５日 

２０：０２ 岐阜市警戒本部設置 

２１：００ 各務原市警戒本部設置 

２１：４４ 七宗町警戒本部設置 

２２：００ 関市警戒本部設置 

２２：０９ 川辺町警戒本部設置 

８月６日 

７：００ 大垣市警戒本部設置 

７：１０ 神戸町警戒本部設置 

７：１３ 垂井町警戒本部設置（８月６日１１：３０解散） 

９：２３ 安八町警戒本部設置（８月６日１１：００解除） 

 

３ 警報等の発令状況（８／６ １２時００分現在） 

○警報、注意報の情報は、以下のとおり 

 

 

 

岐阜県災害情報（危機管理部門防災課） 
 

（様式－２） 



  警 報 注意報  H２５.８.６. １２:００現在 

大雨 洪水 暴風 大雨 洪水 強風 雷 

岐阜西濃 ●    ●  ● 

中  濃 ●     ●  ● 

東  濃 ●     ●  ● 

飛騨北部           ● 

飛騨南部    ● ●  ● 

    ※８月６日 １２：４０ 全ての警報解除 

 

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 
       関市（８/５ ２１:５５） → （８/６ ０：５５解除） 
 

５ 被害状況 

 （１）人的被害 

     なし 

（２）住家被害 

   ８月５日２２：４０ 

 関市 床下浸水（住家）１件（緑ヶ丘地内） 

        ※道路工事のため排水不良と思われる 

    ８月６日１０：５３ 

     各務原市 床下浸水（住家）６件（蘇原野口町地内２件、蘇原緑町地内２件、蘇原月丘

町地内１件、須衛町地内１件 

        ※側溝から水が溢れたことによるもの 

         

（３）避難情報 

    関市床下浸水による自主避難者 ０名 

        ※避難に備え、倉知ふれあいセンターを開放 

 

（４）土砂災害等 

    ８/６ １２：００判明分において、なし 

 

（５）河川状況    
○避難判断水位到達情報を発表した河川 

【国・直轄区間】 
河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

     

     

 
【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 8/6 7:10 8/6 9:40 

     

     

 
   

 ○水防予警報等を発表した河川 
【国・直轄区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

     



     

 

【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

新境川 新那加橋 水防警報（準備） 8/5 21:40 8/5 23:50 

杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 8/6  7:00 8/6 10:40 

伊自良川 伊自良 水防警報（準備） 8/6  8:40  

境川 馬橋 水防警報（準備） 8/6  9:20  

糸貫川 北方 水防警報（準備） 8/6  9:37 8/6 10:40 

 
○洪水予報を発表した河川 

【国・直轄区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

     

 

〔参考〕河川情報説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）道路交通規制（詳細は別添のとおり） 
   ○災害規制状況   
      （一）白山内ヶ谷線で土砂流出の情報あり（２３：４０）現在状況を確認中 
       ８／６（火） ４：５５  土砂除去作業完了 通行可能 
 

○雨量規制状況 
県管理道合計 【現在１２路線１４箇所】   

     ・県管理国道 【現在 ２路線 ３箇所】   
     ・県   道 【現在１０路線１１箇所】   

 
 

 （７）公共交通機関情報 
   （鉄 道） 

○ＪＲ東海 

   ８月６日６：５５現在 

    ・ＪＲ高山本線 上呂駅～焼石駅の上下線で大雨のため運転見合わせ 

→通常運転（朝方の運行見合わせにより、一部の列車に運休や遅れが発

生） 

・東海道本線 

通常運転（高山本線内での遅れの影響により、一部の列車に運休や遅れ

が発生） 

 

はん濫発生情報 （レベル５）

はん濫危険情報

（レベル４）

はん濫警戒情報

（レベル３）

▼はん濫発生

▼はん濫危険水位

はん濫注意情報

（レベル２）

▼避難判断水位

▼はん濫注意水位

▼水防団待機水位

▼通常水位

（レベル１）

はん濫警戒情報
（避難判断水位到達情報）

水防警報（出動）
▼出動水位

水防警報（準備）

国・直轄区間のみ

洪水予報河川 水位周知河川



 

（８）その他 
○大垣市上石津町時山の状況  
  平成２４年９月豪雨で土砂災害が発生。土砂流センサ－設置 
  ８／６  １２：００の状況  変化無し 
  
   
○揖斐川町春日中山の状況 
  平成２５年６月６日 揖斐川町春日中山地内で山腹崩壊、河川一部埋塞 
  ８／６  １２：００の状況  新たな崩壊なし 

 

 

   ○雨量規制による孤立集落等の状況 

     一般県道白山公園線の雨量規制により観光客等が足止め（６日６時２０分～） 

     ・６日１１時以降、規制解除に向けパトロール、路線清掃等対応中。 

・大白川ダム湖駐車場、白水湖畔ロッジ ２９人程度            

（宿泊者１４人+従業員５名+入山者１０数名程度） 

      ※８月６日 １２：３０ 白山公園線雨量規制解除 

 

主要地方道金山明宝線の雨量規制によりキャンプ場客等が足止め 

（６日 ７時００分～） 

     ・降雨の状況を見て、規制解除を検討。 

・金山の森キャンプ場（下呂市金山町弓掛地内、下呂市指定管理施設） 

（キャンプ客約１１０人） 

 

      ○冠水状況 

     主要地方道 江南関線 各務原市鵜沼三ツ池町 （三ツ池町１交差点） 

    ・８／５ ２２時２０分～ 現地確認 

    ・中央地下道（歩道）の冠水（現時点：入口封鎖 内部照明復旧中） 

 

 
 


