
1 

 

 
 

大雨による被害概要（8/16～17） 

【８月１７日（日）１７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 

  〇床下浸水 

  ・各務原市３棟（内水のため） 

  ・郡上市１棟（裏山排水機能の損失による出水のため） 

 

  〇火災 

・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 

   ・高山市清見町巣野俣「宮前橋」、福寄「河渡橋」流失（川上川）（8/17 13:00） 

   ・高山市清見町巣野俣「宮前橋」対岸１人孤立（8/17 14:30） 

     

   ・同町にて道路冠水のため、２人の孤立あり 

（本人と連絡がとれており、食料もあり） 

   ・下呂市馬瀬川上 別荘にいる大人２人、子ども２人孤立（馬瀬川私設つり橋流出 

のため）（8/17 12:30） 

（本人とは連絡がとれている。対岸に消防団待機） 

      ・飛騨市宮川町 １５地区１８６世帯５３４人孤立（３６０号線の路面冠水のため） 

   （8/17 14:30） 

   （水位の低下を見ている状況） 

   ・美濃加茂市蜂屋町中蜂谷で土砂崩れ（8/17 15:30） 

    （業者が土のうを積んで対応中） 

    

 

２ 避難情報 

（１）避難準備情報【合計 ６１０８世帯 １７６５４人】 

・郡上市白鳥町   １５３８世帯４７１１人（8/17  8:20） 

（牛道川水位上昇のため） 

岐阜県災害情報 
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  ＊実避難者数 ３世帯９人（避難先：野添集会所） 

・郡上市八幡町    ５７９世帯１５６２人（8/17  9:30） 

 （長良川水位上昇のため） 

・郡上市八幡町    ４０２世帯 ９８２人（8/17 11:10） 

 （吉田川水位上昇のため） 

    ＊実避難者数 ２人（避難先：尾崎会館） 

    ・岐南町三宅上印食、八剣北、宮町 １３０１世帯３１４２人（8/17 15:57） 

    ・飛騨市宮川流域  ２２８８世帯７２５７人（8/17 12:25） 

 

 （２）避難勧告  【合計 １０,６５８世帯 ２７,６７９人】 

    ・飛騨市古川町杉崎     ５世帯   ５人（8/17  8:04） 

     （一級河川太江川水位上昇のため） 

＊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） 

     （一級河川太江川水位上昇のため） 

＊実避難者数 １世帯１人（避難先：太江農業センター） 

・飛騨市神岡町船津上今  １３世帯  ２４人（8/17  9:30） 

 （一級河川山田川増水のため） 

  ＊実避難者数 １３世帯２４人（避難先：ふれあいセンター） 

・飛騨市河合町角川    １２世帯  ３７人（8/17 11:35） 

  ＊実避難者数 １２世帯３７人（避難先：河合町公民館） 

・飛騨市河合町小無雁   １９世帯  ７１人（8/17 11:35） 

      ＊実避難者数 １９世帯７１人（避難先：こむかり地域集会所） 

・飛騨市宮川町岸奥     ２世帯   ２人（8/17 11:25） 

      ＊実避難者数 ２世帯２人（避難先：宮川町保健センター） 

    ・飛騨市河合町角川万場   ７世帯  １９人 (8/17 12:10)  

      ＊実避難者数 ７世帯１９人（避難先：河合町公民館） 

・高山市荘川町一色    ３３世帯 １２０人（8/17  8:45） 

 （一級河川一色川越水のため） 

・高山市清見町牧ケ原ほか ９７世帯 ２９９人（8/17  9:45） 

 （川上川氾濫のため） 

・高山市西之一色町   ７７１世帯 １８７８人（8/17 10:10） 

 （一級河川苔川氾濫の恐れのため） 

・高山市新宮町    １０４８世帯 ２７２６人（8/17 10:40） 

 （団地が床下浸水のため） 

    ・高山市片野町ほか  １４８４世帯 ３８０３人（8/17 11:50） 

    ・高山市石浦町    １６８３世帯 ４３２０人（8/17 12:15） 

・高山市本町      ２３０世帯  ４７９人（8/17 12:30） 

・高山市江名子川流域 ２３６３世帯 ６０７６人（8/17 12:40） 

・高山市清見町藤瀬ほか ２１６世帯  ７１３人（8/17 13:30） 

・高山市赤保木町    ３６２世帯  ９２１人（8/17 14:00） 

・高山市国府町広瀬町  ３５７世帯 １０９０人（8/17 14:20） 

・高山市森下町     ５７３世帯 １３９３人（8/17 15:00） 

 （宮川水位上昇のため） 

 ＊高山市内実避難者数 ２６７人（避難先：松倉小学校 他） 

・下呂市馬瀬      ４１２世帯 １２６４人（8/17 11:00） 

 （一級河川馬瀬川の増水のため） 
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      ＊実避難者数 ５５人 

    ・岐阜市厚見地区、長森南地区 ９７０世帯 ２４３８人（8/17 15:20） 

          （境川の水位上昇のため） 

 

（３）避難指示 

     なし 

 

 （４）自主避難【合計  ２世帯５人】 

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

     →8/17  6:00 帰宅 

    ・下呂市馬瀬黒石 ２世帯５人（避難先：馬瀬黒石児童館）（8/17 9:55） 

    ・郡上市大和町徳永 １世帯４人 

          （避難先：大和保健福祉センターやまつつじ） 

     →帰宅（8/17 14:35） 

 

 

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）全支部設置 

   ＊飛騨振興局より、高山市、下呂市、飛騨市へ職員派遣 

 

 ○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） 

    第２回 8/17 14：00  第２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） 

          →災害警戒本部設置（8/17 13:10） →災害対策本部（8/17 15:30） 

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

          →災害警戒本部設置（8/17 12:55） 

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

                   →災害警戒本部設置（8/17 13:30） 

    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） 

          →災害警戒本部設置（8/17 14:00） 

    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） 

           →災害警戒本部設置（8/17 13:15） 

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

                   →災害警戒本部設置（8/17 13:20） 
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    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） 

                   →災害警戒本部設置（8/17 14:18） 

    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） 

          →災害警戒本部設置（8/17 12:55） 

 

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

          →災害警戒本部設置（8/17 12:55） 

    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） 

           →災害警戒本部設置（8/17 6:20） 

    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）→解散（8/16 23:40） 

    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） 

          →災害対策本部設置（8/17 11:00） 

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

          →災害警戒本部設置（8/17 13:30） 

    美濃市   災害警戒本部設置（8/17 11:00）→災害対策本部設置（8/17 13:25） 

       山県市   災害警戒本部設置（8/17 6:00） 

    養老町   災害警戒本部設置（8/17 13:29） 

    垂井町   災害警戒本部設置（8/17 12:50） 

    関ヶ原町  災害警戒本部設置（8/17 13:20） 

    神戸町   災害警戒本部設置（8/17 12:55） 

    揖斐川町  災害警戒本部設置（8/17 11:05） 

    大野町   災害警戒本部設置（8/17 13:36） 
    池田町   災害警戒本部設置（8/17 13:00） 
    北方町   災害警戒本部設置（8/17 13:00） 

 
 
４ 公共交通機関の状況 
○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 
     高山本線 飛騨萩原駅～上呂駅間 大雨のため、運転見合せ 
          →下呂駅～猪谷駅 運転見合せ 
          下油井駅 ～下呂駅間 大雨のため、徐行運転 
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 ○長良川鉄道 
     郡上八幡～北濃 豪雨による河川の増水のため、運転見合せ（8/17  9:06） 
    →運転再開（8/17 12:20） 

     美濃太田駅～郡上八幡駅間 豪雨や落雷による軌道、信号障害のため運転見合せ 

     （8/17 14:45） 

     全線運転見合せ（8/17 15:40） 

 

 〇養老鉄道 

     美濃松山～養老間 見合せ（8/17 14:55） 

    →運転再開（8/17 17:00） 

 

 ○樽見鉄道 

     本巣駅～大垣駅間 大雨のため、運転見合せ（8/17 12:30） 

    →運転再開（8/17 13:30） 

          全線見合せ（8/17 15:40） 

    →運転再開（8/17 16:30） 

 
５ ライフラインの状況 
 〇停電情報 
  高山市（石浦町、越後町・松倉町、上岡町、清見町等）600戸未満（8/17 11:15）発生 
  （復旧済み） 
  郡上市（八幡町、明宝等） 1000戸未満（8/17 13:00）発生 
  海津市（海津町、南濃町等） 200戸未満（8/17 13:50）発生 
  関市（旭ヶ丘、市平賀、円保通等） 500戸未満（8/17 14:10）発生 
 
 〇断水状況 
  高山市清見町 福寄30戸、巣野俣（世帯数は不明） 
 
 
６ その他の被害状況 
 （１）農業被害 
   ○農地被害（水田、畑） 
    ・高山市丹生川町山口地内：田法面の一部崩壊（１箇所） 
    ・飛騨市：田の法面崩壊 
    ・郡上市：田の一部流失、埋没（１箇所） 
 
   ○農業用施設（農業集落排水施設管路） 
    ・高山市（清見地内）：農業集落排水施設管路の流失（河渡橋（川上川）に添架） 
 

○県有施設 
・飛騨牧場（高山市清見町／指定管理者：農畜産公社）：場内道路への土砂堆積
（通行不能） 

 
 （２）林道被害 

〇林道の法面崩壊 ２カ所 通行止め 
①郡上市美並町地内（路線名：白谷～夕谷）被害規模：延長１５ｍ 
②郡上市八幡町地内（路線名：宇留良大洞）被害規模：延長２０ｍ  

＊上部に水道施設があるため、郡上市環境水道部で確認中 
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第２ 気象警報等の発表状況（８／１７ １７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） 

 

 

３ 特別警報に準ずる情報の発表 

  高山市、下呂市、郡上市に合計１０メッシュ（8/17 16:30） 

  （県の独自基準５メッシュ以上） 
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第３ 降雨状況 
 
１ 降り始めから １７日１６時５０分まで 
             （地 名）    （降水量） 

大原（高山市）  455mm 
中切（関市）   447mm 
カジヤ（下呂市）  420mm 
関市板取（関市）  419mm 
阿多岐（郡上市）  390mm 
二間手（郡上市）  380mm 
上呂（下呂市）  360mm 
阿多岐ダム（郡上市） 355mm 
栃洞（郡上市）  348mm 
西洞（郡上市）  344mm 

           
 
           
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） 
糸貫（本巣市）  ７１mm/h (08/17 12:00～13:00) 
山田川機場（岐阜市） ６８mm/h (08/17 13:00～14:00) 
小野（岐阜市）  ６６mm/h (08/17 13:00～14:00) 
高山土木（高山市）  ６０mm/h (08/17  8:00～ 9:00) 
中切（関市）   ５４mm/h (08/17 10:00～11:00) 
福寄（高山市）  ５１mm/h（08/17  8:00～ 9:00） 
関（関市）   ５０mm/h (08/17 14:00～15:00) 
八幡（郡上市）  ４７mm/h（08/17  2:00～ 3:00） 

 
 
 
第４ 被害状況等 
 
１ 土砂災害等 

 

○高山市石浦町の阿矢谷において土砂流出あり。人家（戸数不明）に土砂が流れ込

み自家用車が埋まるが人的被害の報告はない。 

 

○その他、高山市内で複数個所の土砂崩れが発生している。現時点で人的被害の報

告はない。 
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２ 河川状況    

 

○浸水被害状況 

●４河川５地区で浸水被害あり 

（河川名（箇所））    （状況） (一般被害等) （その他） 

  馬瀬川（下呂市馬瀬黒石）  溢水    不明    道路冠水（２５７号） 

  宮 川（古川町小谷～野口） 溢水    不明    道路冠水（谷高山線） 

  宮 川（古川町岸奥～野首） 溢水    不明    道路冠水（３６０号） 

  一色川（荘川町一色）    溢水    不明    荘川グランド浸水 

  三井川（岐阜市高田）    溢水  床上浸水あり   現在確認中      

 

    ●川上川（高山市清見町）で市道橋２橋が流出（１２時１５分清見支所より情報） 

      河渡橋（清見町福寄） 

宮前橋（清見町巣野俣） 

 

●苔川（高山市西之一色町 護岸欠壊場所）で９時から１０時の間で、堤防道路に 
駐車してあった乗用車が３台流出。車は現在も見つかっていない(人的被害はな 
し)。 

 

 ○特記事項 

 ●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９時３０分に避難準備情報発令。（郡上市八幡町） 

 

美濃地点において、市独自判断で１３時３０分に長良川沿川住民、板取川沿川住 

民に対し、避難準備情報発令。（美濃市） 

 

 ●牛道川 

阿多岐ダム下流の水位情報を郡上土木事務所長から郡上市へ情報提供し、これを 
受け、郡上市が８時２０分に避難準備情報発令。（郡上市白鳥町） 

 
●吉田川 

八幡町旭地点の水位情報を郡上土木事務所長から郡上市へ情報提供し、これを受 

け、１１時１０分に避難準備情報を発令。（郡上市八幡町） 

 

●境川 

下記地区において、市独自判断で１５時１０分に避難勧告。 

（岐阜市領下、蔵前、高田地区） 
１５時頃に高田地区において溢水した模様（河川カメラ情報）。 
境川に合流する準用河川三井川からも溢水を確認。（現地からの通報） 
 

●新境川 
新那加橋地点において１５時３０分に避難判断水位を超過し、岐阜土木事務所長 
より各務原市に対し避難勧告の検討を助言。 
各務原市は降雨、水位の状況を監視のうえ、地区を限定して避難勧告を検討する 
とのこと。 
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●糸貫川 

北方地点において、１５時００分に避難判断水位を超過し、岐阜土木事務所長よ 

り北方町、瑞穂市、本巣市に対し避難勧告の検討を助言。 

北方町、瑞穂市、本巣市はそれぞれ職員により水位を監視し、状況によって検討 

するとのこと。 

 

●伊自良川 

伊自良地点において、１５時３０分に避難判断水位を超過し、岐阜土木事務所長 

より岐阜市、山県市に対し避難勧告の検討を助言。 

岐阜市、山県市はそれぞれ職員により水位を監視し、状況によって検討するとの 

こと。 

 

（２）宮川水系 

●宮川 

古川大橋地点において１１時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、１１時、１３時に古川土木事務所長から飛騨 

市長へ避難勧告の検討を助言。 
 

高山地点において、１２時１０分に避難判断水位を超過し、高山土木事務所長か 

ら高山市長へ避難勧告の検討を助言。 

 

 ●太江川・山田川 

住民からの情報で、市独自判断で８時０４分に避難勧告。 
（対象河川に水位観測局がないため、土木事務所からの助言なし） 
 ○太江川（飛騨市古川町杉崎・太江） 
○山田川（飛騨市神岡町船津上今） 

 

●苔川 
増水により護岸（高山市西之一色町 グリーンホテル西側）５０ｍ欠壊。高山土 
木事務所長から高山市に対して避難勧告の検討を助言。１０時１０分に避難勧告。 
 

●川上川 

     清見町巣野俣地内で、市道橋（宮前橋）が流出。住民１世帯１名が孤立（詳細は 

確認中）。 

  清見町福寄地内で、市道橋（河渡橋）が流出。迂回路有り。 
１３時４５分熊野橋上流右岸(高山市赤保木地区)で護岸欠壊のため高山土木事 
務所長から高山市に対して同地区の避難勧告検討を助言。 
１４時００分に避難勧告（高山市赤保木地区） 

 

（３）飛騨川水系 

●馬瀬川 

馬瀬黒石地点で溢水。国道２５７号冠水。住民２世帯５名が自主避難。１０時４ 

５分に下呂土木事務所長から下呂市長へ避難勧告の検討を助言。 

１１時００分に避難勧告。（下呂市馬瀬） 

 

（４）庄川水系 

●一色川 

道路上越水のため、市独自判断で８時４５分に避難勧告（高山市荘川町一色） 
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荘川町一色地内の左岸で溢水。(町の荘川グランド浸水) 

 その下流右岸で護岸欠壊(詳細は確認中） 

 
 
○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 
  直轄管理国道 【 １路線 １箇所】 
   ・国道４１号（高山市久々野町）（道路冠水のため） 
 

県管理道合計 【１２路線１６箇所】 
     ・県管理国道 【 ３路線 ６箇所】 
     ・県   道 【 ９路線１０箇所】 
 

※国道２５７号（せせらぎ街道）（清見町大原～清見町巣野俣）の土砂流出等による 
全面通行止めにより、車８台２２名が孤立。その他、居住者５０名が孤立していた
が、うち３０名が解消済。 

※国道３６０号（飛騨市宮川町）の路面冠水による全面通行止めにより、１８６世帯 
５３４人が孤立。 

 
○雨量規制状況 
  直轄管理国道 【 １路線 １箇所】 
 

県管理道合計 【２７路線３５箇所】 
     ・県管理国道 【 ５路線 ８箇所】 
     ・県   道 【２２路線２７箇所】 


