
 
 

大雨による被害概要（8/16～17） 

【８月１７日（日）９時００分時点】 
 

 

岐阜県災害対策本部 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 

第１ 被害状況等 

 
１ 人的被害・住家被害等の状況 

 （１）人的被害 

     なし 

（２）住家被害 

  ・羽島市 落雷による火災（8/16 22:02覚知→23:10鎮火） 

 （３）その他の被害 

   ・高山市 田の法面崩壊（一部、土砂が民家の車庫に流入） 

   ・関市  柿野川で護岸崩壊（8/16 17:55 復旧終了） 

   ・飛騨市 田の法面崩壊 

 

２ 避難情報 

（１）避難準備情報【合計 １５３８世帯４７１１人】 

・郡上市白鳥町   １５３８世帯４７１１人（8/17 8:20） 

 （２）避難勧告  【合計   ３９世帯 １２６人】 

    ・飛騨市古川町杉崎 ５世帯５人（8/17 8:04） 

※実避難者数５世帯５人（避難先：杉崎センター） 

    ・飛騨市古川町太江 １世帯１人（8/17 8:04） 

※実避難者数１世帯１人（避難先：大江農業センター） 

・高山市荘川町一色   ３３世帯 １２０人（8/17 8:45） 

（３）避難指示 

     なし 

 （４）自主避難【合計 １世帯３人】 

    ・関市洞戸市場 １世帯３人（避難先：市場集会場）（8/16 23:00） 

 

３ 県及び市町村の体制等 

（１）県の体制 

  ◯災害対策本部 

    ８月１６日  １：０２ 災害情報集約センター（警戒第二体制）設置 

    ８月１６日  ９：１０  〃                解散 

   ８月１６日 １２：０８ 災害情報集約センター（警戒第二体制）設置 

   ８月１７日  ８：０４ 災害対策本部（第二非常体制）設置 

 

  ◯災害対策支部 

   ８月１７日  ８：０４ 災害対策本部（第二非常体制）設置 

岐阜県災害情報 

 



 

 ○災害対策本部員会議 

  第１回 8/17 10：00  第１回災害対策本部（第二非常体制） 

 

 （２）市町村の体制 

    岐阜市   災害警戒本部設置（8/16  1:30）→解散（8/16 16:00） 

    羽島市   災害警戒本部設置（8/16 13:52）→解散（8/17  0:00） 

    各務原市  災害警戒本部設置（8/16 14:30）→解散（8/16 23:40） 

    山県市   災害警戒本部設置（8/17  6:00） 

    瑞穂市   災害警戒本部設置（8/16 14:30）→解散（8/16 23:45） 

    本巣市   災害警戒本部設置（8/17  8:10） 

    岐南町   災害警戒本部設置（8/16 14:31）→解散（8/16 23:43） 

    笠松町   災害警戒本部設置（8/16 13:52）→解散（8/16 23:43） 

    北方町   災害警戒本部設置（8/16 14:40）→解散（8/17  0:10） 

    大垣市   災害警戒本部設置（8/16 13:52）→解散（8/16 23:40） 

    垂井町   災害警戒本部設置（8/16 14:19）→解散（8/16 23:52） 

    輪之内町  災害警戒本部設置（8/16 13:52）→解散（8/16 23:40） 

    安八町   災害警戒本部設置（8/16  1:17）→解散（8/16 23:45） 

    美濃加茂市 災害警戒本部設置（8/16 18:00）→解散（8/17 04:10） 

    可児市   災害警戒本部設置（8/16 14:30）→解散（8/16 23:45） 

    川辺町   災害警戒本部設置（8/16 14:20）→解散（8/17  3:38） 

    七宗町   災害警戒本部設置（8/16 15:00）→解散（8/17  3:44） 

    白川町   災害警戒本部設置（8/16 13:00）→解散（8/16 17:00） 

    御嵩町   災害警戒本部設置（8/16 14:30）→解散（8/16 23:45） 

    関市    災害警戒本部設置（8/16  3:58）→解散（8/16 23:45） 

    郡上市   災害警戒本部設置（8/16 13:30） 

    多治見市  災害警戒本部設置（8/16 18:00）→解散（8/16 23:45） 

    瑞浪市   災害警戒本部設置（8/16 14:50）→解散（8/16 23:40） 

    土岐市   災害警戒本部設置（8/16 15:30）→解散（8/16 23:40） 

    恵那市   災害警戒本部設置（8/16 13:52） 

    高山市   災害警戒本部設置（8/16 12:15）→災害対策本部設置（8/17 8:45） 

    飛騨市   災害警戒本部設置（8/16 12:30）→災害対策本部設置（8/17 8:00） 

    下呂市   災害警戒本部設置（8/16 12:20）→解散（8/17  0:00） 

    白川村   災害警戒本部設置（8/17  6:00）→解散（8/17  8:30） 

 
４ 公共交通機関の状況 
（１）ＪＲ東海 

    中央本線 釜戸駅～中津川駅間 運転見合せ→8/16 17:00 運転再開 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



第２ 気象警報等の発表状況（８／１７ ９時００分現在） 

 
１ 警報、注意報の発表状況 

 

  警報 注意報 

大雨 洪水 大雨 洪水 雷 

岐阜西濃 ●  ●  ● 

中  濃 ●  ● ● ● 

東  濃   ●  ● 

飛騨北部 ●   ● ● 

飛騨南部 ●   ● ● 

 

２ 土砂災害警戒情報の発表状況 

    高山市（8/17 8:50） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３ 降雨状況 

 

１ 降り始めから １７日０９時３０分まで 
             （地 名）    （降水量） 

中切（関市）   360mm 
阿多岐（郡上市）  358mm 
関市板取（関市）  351mm 
カジヤ（下呂市）  343mm 
大原（高山市）  334mm 
二間手（郡上市）  330mm 
阿多岐ダム（郡上市） 327mm 
上呂（下呂市）  326mm 
西洞（郡上市）  316mm 
栃洞（郡上市）  300mm 

           
           
２ 顕著な時間雨量 
                 （地 名）          （降水量） 
   阿多岐（郡上市）  ８２mm/h（8/17   8:00～ 9:00） 

阿多岐ダム（郡上市） ７７mm/h（8/17   8:00～ 9:00） 
福寄（高山市）  ５１mm/h（8/17   8:00～ 9:00） 
八幡（郡上市）  ４７mm/h（8/17   2:00～ 3:00） 
 

 

 
第４ 被害状況等 
 
１ 土砂災害等 

 

○土砂災害等なし 

 

○土砂災害警戒情報が発表されている高山市において、新たに荘川地区で実況雨量 

が土砂災害発生危険基準を超えたため、砂防課から危険な箇所の情報を連絡した。 

 

２ 河川状況    

 
○浸水被害等なし 
 
○長良川稲成地点において９時２０分に避難判断水位を超過し、上流域の降雨状況

等から当面水位が上昇する見込みであり、郡上土木事務所長から郡上市長へ情報

提供した。これを受け、郡上市は避難準備情報の発令を検討中（前回８月１１日

洪水と同様）。 
 
○洪水予報・水防警報等の発令状況（別紙のとおり） 
  

 

 

 

 

 



３ 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 【 ３路線 ４箇所】 
     ・県管理国道 【 ０路線 ０箇所】 
     ・県   道 【 ３路線 ４箇所】 

 
○雨量規制状況 

県管理道合計 【２０路線２６箇所】 
     ・県管理国道 【 ３路線 ４箇所】 
     ・県   道 【２０路線２６箇所】 


