
 
  

台風第８号による被害概要 

【７月１０日（木）１６時００分時点】 
 

 

岐阜県災害対策本部 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 
 
１ 降雨状況 
（１）降り始めから１０日１２時００分まで 

             （地 名）    （降水量） 
樽見（本巣市）   ２１９㎜ 
根尾（本巣市）   ２１４mm 
上大須（本巣市）     ２１１mm 
中切（関市）     １７２mm 
関市板取（関市）   １５９mm 
尾上郷（高山市）     １５５mm 

  
（２）顕著な時間雨量 

                 （地 名）           （降水量） 
        根尾（本巣市）      ６５mm（ 7/10  7:00～ 8:00） 

上大須（本巣市）     ６４mm（ 7/10  7:00～ 8:00） 
上大須（本巣市）     ５９mm（ 7/10 10:00～11:00） 
金原（本巣市）      ５６mm（ 7/10  9:00～10:00） 
樽見（本巣市）      ５３mm（ 7/10  7:00～ 8:00） 
久瀬（揖斐川町）     ４３mm（ 7/10 11:00～12:00） 

 
２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

   ○災害対策本部 

    7/ 9  16:42 災害情報集約センター（警戒第二体制）設置 

   ○台風説明会 

    7/10 11:00 開催 

 
（２）市町村の体制 
   坂祝町  災害警戒本部設置(7/9 10:00) 
   恵那市  災害警戒本部設置(7/9 16:42) → 災害対策本部設置(7/10 17:00) 
   七宗町  災害警戒本部設置(7/9 16:42) 
   白川町  災害警戒本部設置(7/9 17:15) 
   山県市  災害警戒本部設置(7/10 8:30) 
   瑞穂市  災害警戒本部設置(7/10 8:35) 
   本巣市                   災害対策本部設置(7/10 9:00) 
   東白川村 災害警戒本部設置(7/10 9:00) 

    御嵩町  災害警戒本部設置(7/10 9:30) 
    池田町  災害警戒本部設置(7/10 10:00) 
    北方町  災害警戒本部設置(7/10 10:00) 
    中津川市 災害警戒本部設置(7/10 10:00) 

岐阜県災害情報（危機管理部防災課） 
 



    大野町  災害警戒本部設置(7/10 10:40) 
    岐阜市  災害警戒本部設置(7/10 10:40) 
    大垣市  災害警戒本部設置(7/10 10:40) 
    郡上市  災害警戒本部設置(7/10 11:00) 
    関市   災害警戒本部設置(7/10 11:17) 

安八町  災害警戒本部設置(7/10 13:44) 
揖斐川町 災害警戒本部設置(7/10 15:00) → 災害対策本部設置(7/10 17:00) 
神戸町  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
川辺町  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
下呂市  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
輪之内町 災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
各務原市 災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
海津市  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
八百津町 災害警戒本部設置(7/10 15:15) 
垂井町  災害警戒本部設置(7/10 15:18) 
富加町  災害警戒本部設置(7/10 15:20) 
関ヶ原町 災害警戒本部設置(7/10 15:20) 
多治見市 災害警戒本部設置(7/10 15:23) 
瑞浪市  災害警戒本部設置(7/10 15:26) 
養老町  災害警戒本部設置(7/10 15:30) 

 

３ 警報等の発令状況（７／１０ １６時００分現在） 

○警報、注意報の情報は、以下のとおり 

 

  警 報 注意報   

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    ● ●  ● 

 

  ○１６時４０分 土砂災害警戒情報 発表（揖斐川町） 

           

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 
        なし 
 
５ 被害状況 

 （１）人的被害 

     なし 

 

（２）住家被害 

    なし 

 

（３）避難情報 

  ○自主避難【合計 3世帯 8人】 

   ・多治見市 1世帯 1人（7/10  9:20） 

   ・可児市  1世帯 1人（7/10 10:50） 

   ・中津川市 1世帯 6人（7/10 12:00） 



   ・御嵩町  3世帯 3人（7/10 15:00） 

 

  ○避難準備情報【合計 1278世帯 3059人】 

   ・本巣市根尾地区 732世帯 1644人（7/10  9:55） 

   ・本巣市外山地区 546世帯 1415人（7/10  9:55） 

 

   ○避難指示 

   ・本巣市から県道 255号の土砂流出拡大による通行止めで孤立してしまう 

56世帯、76人に対し、避難指示を発令 

 

 （４）土砂災害等 

     なし 

 

 （５）河川状況    

     なし 

 
○避難判断水位到達情報を発表した河川 

【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 7/10 7:20  

伊自良川 伊自良 はん濫警戒情報 7/10 10:50  

 
 ○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 

根尾川 山口 水防警報（準備） 7/10 11:10  

 

【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 7/10 7:00  

伊自良川 伊自良 水防警報（準備） 7/10 10:40  

武儀川 谷口 水防警報（準備） 7/10 11:50  

 
○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 

根尾川 山口 はん濫注意情報 7/10 11:20  

 

〔参考〕河川情報説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



（６）道路交通規制（詳細は別添のとおり） 
   ○災害規制状況   

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】 

 
○雨量規制状況 

県管理道合計 【 ９路線 ９箇所】 
     ・県管理国道 【 ２路線 ２箇所】 
     ・県   道 【 ７路線 ７箇所】 
 
 （７）公共交通機関情報 

   ○ＪＲ東海 

    中央本線 中津川駅～上松駅間 終日運転見合せ（7/10 8:53） 

    ※南木曽駅～十二兼駅間で橋りょうが流出 

 

 （８）停電情報（中電情報）【7/10 12:50現在】  

    下呂市小川、門原、三原一部で停電（１００戸未満） 

 

 （９）学校休業等状況  

    ○小学校 

   臨時休業  ５１校 

   授業打切 １８７校 

   学校待機   ８校 

  ○中学校 

   臨時休業  ３１校 

   授業打切  ８３校 

   学校待機   ４校 

  ○高校（全日制） 

   臨時休業  ３３校 

授業打切  １７校 

   学校待機   ０校 

 


