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台風第８号による被害概要 

【７月１０日（木）１８時３０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１７時３０分まで 

             （地 名）    （降水量） 

久瀬（揖斐川町）    ３４７mm 
樽見（本巣市）   ２９６㎜ 
上大須（本巣市）     ２７５mm 
中切（関市）     ２７５mm 
根尾（本巣市）   ２７５mm 
関市板取（関市）   ２５０mm 

  
（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 ） 

久瀬（揖斐川町）     ６４mm（ 7/10 15:00～16:00 ） 
上大須（本巣市）     ６４mm（ 7/10  7:00～ 8:00 ） 
久瀬（揖斐川町）     ６０mm（ 7/10 16:00～17:00 ） 
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 ） 

 

２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

   ○災害対策本部（本部） 

    7/ 9  16:42 災害情報集約センター（警戒第二体制）設置 

    7/10 15:45 災害対策本部（第二非常体制）設置 

 

   ○災害対策本部（本部） 

    7/10 15:45 全支部 

 

 ○災害対策本部員会議 

  第１回 １６：５０ 災害対策本部（第二非常体制） 

 

   ○台風説明会 

    7/10 11:00 開催 

 
（２）市町村の体制（３９市町村設置） 
   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) 

岐阜県災害情報（危機管理部防災課） 
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   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) →災害対策本部設置(7/10 15:00) 
    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)     

    可児市  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
    美濃加茂市 災害警戒本部設置(7/10 17:00) 
    笠松町  災害警戒本部設置(7/10 16:00) 
    羽島市  災害警戒本部設置(7/10 15:10) 
    岐南町  災害警戒本部設置(7/10 15:30) 
    美濃市  災害警戒本部設置(7/10 16:15) 
    土岐市  災害警戒本部設置(7/10 16:00) 
 
３ 警報等の発令状況（７／１０ １８時００分現在） 

○警報、注意報の情報は、以下のとおり 

 

  特別警報 警 報 注意報 

大雨 暴風

洪水 

暴風雪 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    ● ●     ● 

 

             

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 
   揖斐川町（7/10 16:40） 
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５ 被害状況 

 （１）人的被害 

     なし 

 

（２）住家被害 

    なし 

 

（３）非住家被害 

  ○一部破損 

  ・高山市 １棟（工場） 

  ※県立斐太高校内の倒木により、隣接する工場の屋根及び壁の一部破損 

 

（４）避難情報 

  ○避難準備情報【合計 2146世帯 5594人】 

   ・本巣市根尾地区 732世帯 1644人（7/10  9:55） 

    ＊実避難者数 2世帯 2人（避難場所：根尾文化センター） 

   ・本巣市外山地区 546世帯 1415人（7/10  9:55） 

   ・東白川村全地区 868世帯 2535人（7/10 16:00） 

    ＊実避難者数 8世帯 9人（避難場所：はなのき会館、こまもり会館、せせらぎ荘、五加センター） 

 

   ○避難勧告【合計 38世帯 108人】 

   ・揖斐川町 久瀬乙原地区 38世帯 108人（7/10 17:15） 

    ＊実避難者数 8世帯 15人（避難場所：公正公民館） 

 

   ○避難指示【合計 56世帯 76人】 

   ・本巣市根尾地区 56世帯 76人（7/10 15:45） 

    ＊実避難者数 23世帯 25人（避難場所：根尾文化センター） 

 

避難されてない住民に避難の呼びかけを防災無線で実施（２回） 

民生委員・自治会・消防団等への呼びかけ(車両による)を継続的に実施 

     

  ○自主避難【合計 23世帯 34人】 

   ・多治見市 2世帯 2人（7/10 18:00）＊避難場所：笠原消防署 

   ・可児市  2世帯 2人（7/10 10:50）＊避難場所：下恵土公民館 

   ・中津川市 1世帯 6人（7/10 12:00）＊避難場所：馬籠ふるさと学校 

   ・御嵩町  5世帯 6人（7/10 15:00）＊避難場所：上之郷公民館 

   ・坂祝町  4世帯 5人（7/10 15:25）＊避難場所：坂祝町中央公民館 

   ・恵那市  1世帯 1人（7/10 16:45）＊避難場所：串原振興事務所 

   ・笠松町  2世帯 4人（7/10 17:30）＊避難場所：笠松町福祉会館、松枝公民館 

   ・関市   1世帯 1人（7/10 18:54）＊避難場所：関市役所 

   ・土岐市  5世帯 7人（7/10 13:20）＊避難場所：駄知公民館、文化プラザ、 

                           ウェルフェア土岐、泉公民館 
 

 （５）土砂災害等 

     なし 
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 （６）河川状況    

    水門川（大垣市八島）溢水  家屋浸水被害なし（１２時現在、溢水解消） 
 
 
○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 7/10  7:20 7/10 12:30 

伊自良川 伊自良 はん濫警戒情報 7/10 10:50 7/10 13:20 

   
 ○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 7/10 16:20 

 
○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）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 【 ４路線 ４箇所】 

     ・県管理国道 【 ０路線 ０箇所】 
     ・県   道 【 ４路線 ４箇所】 

 
○雨量規制状況 

県管理道合計 【１６路線１８箇所】 
     ・県管理国道 【 ５路線 ６箇所】 
     ・県   道 【１１路線１２箇所】 

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
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     一般県道根尾谷汲大野線（本巣市根尾上大須～本巣市根尾東板屋）において、 
     複数個所で土砂流出が確認されており、避難指示も発令されていることから、避

難状況を確認のうえ、１９：００に全面通行止め 
 
 （８）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 

   ○樽見鉄道 

    本巣～樽見駅間   雨量規制により運転見合せ（7/10 17:00） 

 

 （９）停電情報（中部電力情報）【7/10 18:30現在】  

    下呂市小川、門原、三原一部で停電（１００戸未満）→復旧（7/10 19:00） 

 

 （１０）学校休業等状況（7/10 18:00）  

     ○小学校 

    臨時休業  ５１校 

    授業打切 ３０３校 

    学校待機   ０校 

   ○中学校 

    臨時休業  ３２校 

    授業打切 １４９校 

    学校待機   ０校 

   ○高校（全日制） 

    臨時休業  ３４校 

 授業打切  ４１校 

    学校待機   ０校 

   ○高校（定時制・通信制） 

    臨時休業  １０校 

 授業打切   １校 

    学校待機   ０校 

   ○特別支援学校 

    臨時休業  １６校 

 授業打切   ４校 

    学校待機   ０校 

   ○幼稚園 

    臨時休業  １５校 

 授業打切  ８３校 

    学校待機   ０校 

 

 （１１）農業被害 

   ○農地被害（水田、畑） 

  ・中津川市（馬篭地内）：農地法面の小崩壊（2箇所） 

 

   ○農業用施設被害（水路、農道） 

  ・高山市（滝町、塩屋町地内）：農道法面の小崩壊（2箇所） 

  ・高山市（岩井町地内）：用水路法面の小崩壊（1箇所） 
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 （１２）林道施設被害 

   ・飛騨市 宮川町 ２路線 ３箇所 路肩崩壊など 

 


