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岐阜県 岐阜市東部及び各務原市における林野火災について (第３報)

平成14年４月６日

１９時００分現在

消 防 庁

１ 出火場所

(岐阜市) 岐阜県岐阜市芥見４丁目地内
あくたみ

(各務原市) 同 各務原市須衛町１丁目地内
かかみがはら すえ

２ 出火日時

(岐阜市) ４月５日 １３時２５分 (消防本部覚知時間)

(各務原市) ４月５日 １４時 ８分 (消防本部覚知時間)

３ 出火原因

(岐阜市) 調査中

(各務原市) 岐阜市より延焼

４ 火災の状況

(岐阜市) 焼損面積約２５０ha 鎮圧(4/6 10:58)、鎮火(同 16:00)

(各務原市) 焼損面積約２６０ha 鎮圧(4/6 10:45)、鎮火(同 16:00)

５ 被害状況

・人的被害 軽傷１名

各務原市消防団員 (27歳 男性 消火作業中 右足甲 軽い打撲)

→東海中央病院搬送

・住家被害 なし

・停電 岐阜市 ２戸 (4/6 9:20復旧)

各務原市 ４戸 (4/6 15:00復旧)

・ガス停止 各務原市９５戸 (4/5 19:30復旧)

６ 避難勧告の状況

(岐阜市)

５日 １４:１７ 高天ケ原ニュータウン(芥見７丁目) ８７世帯 ２５６名

２０:２０ 解除

(各務原市)

５日 １４:５５ 須衛町(川 共団地)、蘇原清住町、蘇原持田町、東山1～5丁目
かわきょう そはら きよすみ そはら もちだ ひがしやま

(以上計) ９７６世帯 ３,０００名

２２:５０ 一部解除(蘇原清住町:500世帯、1,549名)

６日 ６:４０ 全市解除
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７ 避難者数(最大避難者数)

(岐阜市)

５日 １７:３０ 東部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ４２世帯 １１５名

藍川中学校 １７名
あいかわ

岐阜ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ３名

教育研究所 ６名 計１４１名

６日 ６:５５ 全員帰宅

(各務原市)

５日 ２０:００ 蘇原第一小学校 ２４１名

蘇原中学校 １２５名

飛鳥美谷苑 ３４名
あすか みたにえん

蘇原福祉センター ５０名

川崎重工北三柿野寮 ４７名 計４９７名
きた みかきの

６日 １０:２０ 全員帰宅

８ 地方公共団体の応急体制等

５日 13:55 岐阜市より岐阜県に防災ヘリ要請

14:00 岐阜県災害警戒本部 設置

14:05 愛知県防災ヘリ出動要請

14:10 岐阜県防災ヘリ２機 活動開始 (19:30帰還)

14:17 名古屋市消防ヘリ出動要請

14:20 各務原市災害対策本部 設置(4/6 16:00解除)

14:30 岐阜県知事が自衛隊に災害派遣要請

14:50 滋賀県防災ヘリ出動要請

愛知県防災ヘリ 活動開始 (19:30帰還)

名古屋市消防ヘリ 活動開始 (18:00帰還)

14:55 石川県防災ヘリ･福井県防災ヘリ出動要請

15:00 岐阜県災害対策本部 設置(4/6 16:30解除)

自衛隊ヘリ９機出動 (中部方面航空隊八尾基地) (19:30帰還)

15:10 岐阜市災害対策本部 設置(4/6 16:30解除)

15:32 滋賀県防災ヘリ 活動開始 (18:00帰還)

15:37 石川県防災ヘリ 活動開始 (17:50帰還)

15:55 福井県防災ヘリ 活動開始 (17:35帰還)

６日 5:30 岐阜県防災ヘリ２機 活動開始 (18:16帰還)

自衛隊ヘリ中型４機 活動開始 (15:10帰還)

5:50 愛知県警ヘリ１機(ヘリテレ) 活動開始 (11:30帰還)

6:30 自衛隊ヘリ大型１機 活動開始 (15:10帰還)
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９ 車両･人員

(５日の体制)

岐阜市現地消防本部

・岐阜市消防本部 ３１台２２０名

・岐阜市消防団 １８０名

・羽島市消防本部 ９名
はしま

各務原市現地消防本部

・各務原市消防本部 ２６台１４０名

・各務原市消防団 ５４台６００名

・可茂消防本部 １台、ポンプ１台 ９名
かも

・羽島郡消防本部 ２台 ９名
はしま

・山県消防本部 １台 ３名
やまがた

・犬山市消防本部 ２台 ８名 (愛知県)
いぬやま

・江南市消防本部 １台 ８名 (愛知県)
こうなん

関市現地消防本部
せき

・中濃消防本部 ７台１５０名
ちゅうのう

(６日の体制)

岐阜市現地消防本部(19:00解散)

・岐阜市消防本部 １７台３２３名

・岐阜市消防団 ４３名

・自衛隊第35普通科連隊 １２０名

各務原市現地消防本部(19:00解散)

・各務原市消防本部 ７９台１４０名

・各務原市消防団 ３６６名

・自衛隊第35普通科連隊 １２１名

関市現地消防本部(13:40解散)

・中濃消防本部 １２名(岐阜市へ応援)

・中濃消防団 ２２０名(岐阜市へ応援)

10 ヘリコプター

(５日の体制)

岐阜県防災ヘリ ２機

愛知県防災ヘリ １機

名古屋市消防ヘリ １機

滋賀県防災ヘリ １機

石川県防災ヘリ １機

福井県防災ヘリ １機

自衛隊ヘリ ４機

愛知県警ヘリ １機(ヘリテレ映像用)
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(６日の体制)

岐阜県防災ヘリ ２機

自衛隊ヘリ中型 ４機(八尾)

大型 １機(明野)

愛知県警ヘリ １機(ヘリテレ)

11 消防庁の対応

５日15:00 第１次応急体制にて情報収集(4/6 19:00解除)

12 その他

５日14:50 東海北陸自動車道 関IC～各務原IC 通行止め

21:00 解除

連絡先

消防庁防災課 庄 慶、長 田
しょうけい な が た

TEL ０３－５２５３－７５２５

FAX ０３－５２５３－７５３５


