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大雪による被害概要（12/17～19） 

【１２月１９日（金）１６時００分時点】 
 

岐阜県災害情報集約センター 

            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 

    ・岐阜市 軽傷１人（転倒による頭部打撲） 

    ・瑞穂市 軽傷１人（転倒による胸部打撲） 

（２）住家被害 

  ・高山市 倒木により屋根破損２棟 

 （３）非住家被害 

    ・下呂市 車庫全壊１棟 

 

２ 避難情報 

（１）自主避難【２１世帯４３人（ピーク：３２世帯６４人）】（12/19 15:55現在） 

・高山市高山地区   ２世帯 ２人（避難所：高山市役所本庁） 

・高山市丹生川地区  ６世帯１５人（避難所：高山市役所丹生川支所） 

・高山市清見地区   ６世帯１７人（避難所：高山市役所清見支所） 

・高山市一之宮地区  ２世帯 ２人（避難所：高山市役所一之宮支所） 

・高山市国府地区   ５世帯 ７人（避難所：高山市役所国府支所） 

 （２）待機者 

・道の駅「桜の郷荘川」（高山市荘川町猿丸）の駐車場で多数の車が足止めとな 

っていることから、同駅に隣接する温泉施設「桜香の湯」を開放 

12/17 17:00時点で、待機車両はバス３台、トラック 10台、普通車約 30台。待 

機者は約 140人 

⇒12/18 13:15から高山土木事務所の先導により、高山市中心部へ移動開始 

        15:55移動完了 

    ⇒12/19 7:00時点で普通車、トラック 17台が待機 

    ⇒12/19 10:00一般道開通により待機者解消 

 

３ 孤立情報 

・関市板取門原で、倒木により三洞地内３棟孤立 ⇒12/18 16:30倒木撤去完了 

  ・（一）岩井高山停車場線が倒木による通行止めのため、飛騨高山スキー場及び国立

乗鞍青少年交流の家の従業員（４人）が孤立 

  ⇒12/19 13:57 要救助者（３人）を救助完了。１人は現地に滞在 

 

４ 車両立ち往生 

 （１）東海北陸自動車道 

    白鳥ＩＣ～荘川ＩＣ間 約６０～７０台が立ち往生（12/17） 

                           ⇒12/17 20:00までに解消 

岐阜県災害情報 
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 （２）主要地方道高山清見線（せせらぎ街道） 

    西ウレ峠～西ウレ橋 ８台が立ち往生（12/17）  ⇒12/17 18:00までに解消 

    ※トラック１台は、運転手が自主的に車内に滞在（高山警察署が連絡体制確保） 

                           ⇒12/17 20:00までに解消 

 （３）主要地方道国府見座線 

    十三墓峠付近 路線バスが一時立ち往生（12/17） ⇒12/17 23:30までに解消  

 

５ 公共交通機関の状況（12/19 15:30現在） 

 （１）長良川鉄道 

    郡上八幡～北濃間  全線復旧 

（２）ＪＲ高山本線 

    名古屋～富山間   特急ワイドビューひだ 一部運休 

    飛騨萩原～猪谷   終日運休 

 （３）岐阜バス 

    岐北線、関板取線  一部運休・経路変更 

 （４）濃飛バス 

    平湯新穂高線、山田線、石神線等  運休・その他迂回・折返運転 

 

６ ライフラインの状況 

 （１）中部電力管内停電（約７，２９０戸）（12/19 15:00現在） 

    郡上市（高鷲町、白鳥町、八幡町、大和町、明宝の一部） 

  高山市（清見町、桐生町、下切町、丹生川町、大洞町、松之木町、一之宮町、久々 

      野町、松倉町、上宝町、岩井町、滝町、上切町、中切町、国府町、朝日町、 

      荘川町、高根町、松本町、前原町、八日町、下之切町、匠ヶ丘町、石浦町、 

      千島町、片野町、山口町、上岡本町、山田町、新宮町、大島町、 

      漆垣内町、江名子町の一部） 

    下呂市（萩原町、小坂町、馬瀬の一部） 

    飛騨市（古川町、河合町、宮川町の一部） 

    関市（洞戸、板取の一部） 

 

    ⇒高山市では、市役所（地下市民ホール、６Ｆ和室）及びビッグアリーナ（多目的 

室、武道場）、支所を避難所として開設（12/18 15:55） 

 

 （２）北陸電力管内停電（約１２０戸）（12/19 16:40現在） 

    飛騨市（神岡町の一部） 

 

（３）断水（停電によるポンプ停止） 

    高山市 国府町 （約１５軒）⇒12/18 10:00復旧 

丹生川町（約１５軒） 

城山地区（ ２０軒） 

 

７ 道路交通規制（詳細は別添のとおり） 

（１）積雪による通行規制状況 

    高速道路 

東海北陸道    美並ＩＣ～飛騨清見ＩＣまで（上下線） 

東海環状自動車道 養老ＪＣＴ～大垣西ＩＣ（外内回り） 

 



3 

 

  国・県道 
（国）４１号   ：高山市松本町～下切町（倒木） 

（国）１５６号  ：高山市荘川町牧戸～白川村牧（除雪） 

（主）国府見座線 ：高山市国府町八日町～高山市上宝町本郷（倒木） 

  せせらぎ街道   ：高山市三日町～パスカル清見まで（倒木・除雪） 

      （一）岩井高山停車場線 ：高山市日影平～高山市生井町（倒木）                  

その他 ９路線１１か所 

 

（２）県管理道路の除雪状況 

総稼働台数２５４台にて除雪作業を実施中 

（トラック３４台、ドーザ１５台、ロ－タリ－４３台、散布車１４８台、 

その他１４台） 

 

８ 学校休業の状況 

 （１）１２月１７日の状況 

区分 校数 臨時休業 自宅待機 

始業遅れ 

授業打切 

下校 

学校待機 

小学校 374   2   56  

中学校 195    24  

高等学校  94   3    5  

特別支援学校  20     5  

幼稚園 183     2  

 

（２）１２月１８日の状況（12/18 11:00現在） 

区分 校数 臨時休業 自宅待機 

始業遅れ 

授業打切 

下校 

学校待機 

小学校 374  40  30   1  

中学校 195  24  13   

高等学校  94  16  13   

特別支援学校  20   8   3   1  

幼稚園 183   8   5   

 

（３）１２月１９日の状況（12/19 12:00現在） 

区分 校数 臨時休業 自宅待機 

始業遅れ 

授業打切 

下校 

学校待機 

小学校 374   9  16   1  

中学校 195   5   8   

高等学校  94   1    1  

特別支援学校  20     

幼稚園 183   1   1   

 

９ 農業被害 

  ・郡上市  ビニルハウス破損  ３棟（うち全壊１棟） 

  ・高山市  ビニルハウス破損 １２棟 

        鉄骨ハウス破損   １棟 
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10 林業被害 

  ・郡上市  林道被害（倒木による通行止め）１路線 ⇒12/19復旧完了 

  ・高山市  林道被害（倒木による通行止め）１路線 

 

11 その他被害 

  ・飛騨高山高校の野菜ハウス倒壊 

 

12 県及び市町村の体制等 

（１）県の体制 

  ◯災害警戒本部 

    12/17 10:35 災害情報集約センター（警戒第一体制） 

  ◯災害警戒支部 

   12/17 10:35 飛騨災害警戒支部 

12/17 10:35 中濃災害警戒支部      ⇒12/18 8:15 解除 

   12/17 16:40 岐阜、西濃災害警戒支部 ⇒12/18 8:15 解除 

 

 （２）市町村の体制 

     下呂市 12/17  9:00 災害警戒本部 

     高山市 12/17 10:35 災害警戒本部  ⇒12/18 9:00 雪害対策本部 

     郡上市 12/17 17:15 災害警戒本部  ⇒12/18 8:15 解除 

    白川村 12/17 17:30 災害警戒本部 

    飛騨市 12/18 13:00 雪害警戒本部 

 

第２ 気象警報等の発表状況 

１ 警報、注意報（雪関係）の発表状況（12/19  7:45 現在） 

 

   別紙のとおり 
 
第３ 降雪状況 
 
１ 積雪深（12/19 14:00現在） 

   観測点    積雪深 

河合（飛騨市）  １２４cm 
長滝（郡上市）  １２１cm 
白川（白川村）  １１３cm 
樽見（本巣市）   ９０cm 
神岡（飛騨市）   ７３cm 
高山（高山市）   ７３cm 
関ヶ原（関ヶ原町）  ９cm 
岐阜（岐阜市）    １cm 
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