
2022 緊急時コミュニケーションルート 

＊緊急事態発生時における応援要請や、報告に関しての情報伝達経路である。 

 下記のパターンから状況に応じて TL（ツアーリーダー）の判断により選択し、迅速な対応を促すものである。 

                           
☎Emergency call 
☛所轄消防、警察署、緊急病院、行政 

☆ラフティング、カヌー、マウンテンバイク 該当 

所轄部署等 電話 〒    住所：岐阜県 

郡上中消防署南出張所 0575-79-3999 501-4106 郡上市美並町白山 423-1 

郡上市消防本部 0575-67-0119 501-4221 郡上市八幡町小野 4-4-1 

郡上警察署 0575-67-0110 501-4211 郡上市八幡町中坪 3-3-1 

美並警察官駐在所 0575-79-2145 501-4106 郡上市美並町白山 423-2 

美濃病院 0575-33-1221 501-3746 美濃市中央 4-3 

中濃厚生病院 0575-22-2211 501-3802 関市若草通 5-1 

郡上市民病院 0575-67-1611 501-4222 郡上市八幡町島谷 1261 

郡上市美並振興事務所 0575-79-3111 501-4192 郡上市美並町白山 725-3 

アウトドアサポートシステム 

リバーベース長良川 

TEL575-79-9038 

FAX    79-9039 

501-4107 郡上市美並町大原 2290-1 

 

☆シャワークライミング（荘川シャワークライミング）該当 

所轄部署等 電話 〒    住所 

高山市消防署荘川出張所 05769-2-0055 501-5413 高山市荘川町新渕 545-1 

荘川警察官駐在所 05769-2-2002 501-5413 高山市荘川町新渕 245-1 

高山市国民健康保険荘川診療所 05769-2-2009 501-5413 高山市荘川町新渕 546-1 

郡上市地域医療センター国保 

高鷲診療所 

0575-72-5072 501-5303 郡上市高鷲町大鷹 201-2 

荘川シャワークライミング住所  501-5403 高山市荘川町三尾河// 

マトバ橋付近 

 

☆ZIP LINE、マウンテンバイク 該当 

所轄部署等 電話 〒    住所 

郡上北消防署 0575-82-5119 501-5122 郡上市白鳥町為真 1187-1 

高山市消防署荘川出張所 05769-2-0055 501-5413 高山市荘川町新渕 545-1 

高鷲警察官駐在所 0575-72-5014 501-5303 郡上市高鷲町高鷲 2053-9 

県北西部センター国保高鷲診療所 0575-72-5072 501-5303 郡上市高鷲町大鷲 201-2 

鷲見病院 0575-82-3151 501-5121 郡上市白鳥町白鳥 2-1 

高鷲振興事務所 0575-72-5111 501-5393 郡上市高鷲町大鷲 2349-1 

ZIP LINE 

マウンテンバイク  住所 

0575-73-2311 501-5301 郡 上 市 高 鷲町 ひ るが の

4670-75 ひるがのピクニッ

クガーデン 

 



■リバーベース長良川周辺（ラフティング）

施設名 業種等 住所 電話番号

日本まん真ん中温泉　子宝の湯 温泉施設 郡上市美並町大原２７０９ 0575-79-4126

郡上市吉田小学校 学校 郡上市美並町上田６９ 0575-79-2009

大同メタル工業㈱岐阜工場 製造 郡上市美並町大原１３５ 0575-79-2221

慈恵中央病院 医療 郡上市美並町大原1 0575-79-2030

合掌苑 保育所 郡上市美並町上田６７４ 0575-79-2914

郡上市立群南中学校 学校 郡上市美並町白山１３３１?１ 0575-79-2022

太田歯科医院 医療 郡上市美並町白山1345-1 0575-79-3771

郡上市立幼児教育センターみなみ園 保育所 郡上市美並町白山１２７１番地 0575-79-2147

八幡信用金庫　美並支店 金融 郡上市美並町白山861-2 0575-79-3450

美並振興事務所 市役所 郡上市美並町白山725-3 0575-79-3111

郡上市立三城小学校（さんじょう） 学校 郡上市美並町白山７４５?１ 0575-79-2023

板野内科 医療 郡上市美並町白山779 0575-79-2013

日本まん真ん中センター 公共施設 郡上市美並町白山430-4 0575-79-3700

美並健康福祉センター　さつき苑 保育所 郡上市美並町白山430番地3 0579-79-3393

美並駐在所 駐在所 郡上市美並町白山４２３?２ 0575-79-2145

安楽寺 寺院 郡上市美並町山田1405番地 0575-79-2278

青山製作所　岐阜工場 製造 郡上市美並町山田1881-1番地 0575-79-2161

■ひるがのピクニックガーデン周辺（マウンテンバイク・ジップライン）

施設名 業種等 住所 電話番号

ひるがのピクニックガーデン ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ 郡上市高鷲町ひるがの4670-75 0575-73-2311

郡上市立高鷲北小学校 学校 郡上市高鷲町ひるがの４６７０?２８２ 0575-73-2533

サンメンバーズひるがの 宿泊施設 郡上市高鷲町ひるがの４６７０?３６２ 0575-73-2221

■ODファーム荘川周辺（シャワークライミング）

施設名 業種等 住所 電話番号

そばの里　心打亭 飲食店 高山市荘川町中畑６５番地 05769-2-3100

高山市荘川支所 市役所 高山市荘川町新渕430-1 05769-2-2211

デイサービスセンター荘川 支援生活施設 高山市荘川町新渕３６０－１ 05769-2-2288

高山市立荘川小学校 学校 高山市荘川町新渕１３０番地 05769-2-2012

荘川診療所 医療 高山市荘川町新渕３６８番地１ 05769-2-2009

荘川警察官駐在所 警察署 高山市荘川町新渕２３５－２ 05769-2-2002

荘川保育園 保育所 高山市荘川町新渕605-4 05769-2-2217

桜香の湯 温泉施設 高山市荘川町猿丸８２番地１ 05769-2-2044

高山市立荘川中学校 学校 高山市荘川町猿丸２７番地 05769-2-2107

AED設置場所



【リバーバース長良川】 

●パターン A 

このパターンは、現場でのアクシデントによりビクテムが生命に関わる深刻なけがを負い、またはその可能性が予測さ

れる場合、救急車の手配を現場から迅速に行う際に適用される。 

        

   現場・TL     消防南出張所    医療機関(美濃病院・中濃病院)  

           Tel（0575）79-3999 

 

   リバーベース長良川        北川健司携帯   

    0575-79-9038          090-4858-3535 

 

 

応援チーム A（社員） 応援チーム B(スタッフ) 長良川ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ組合      

                      代表：アースシップ 0575-79-4070 

●パターンＢ 

このパターンは単純な応援要請が必要な場合に適用される。 

例えば、ビクテムの状態も比較的安定している場合や、車両故障等の場合。 

 

                 現場・ＴＬ  

                  

                               090-4858-3535 

郡上消防南出張所       リバーベース長良川     北川健司携帯                

0575-79-3999          0575-79-9038               

                                

                               

 

 

応援チーム A(社員)     応援チーム B（スタッフ）  長良川ﾗﾌﾃｨｨﾝｸﾞ組合  



【OD-FARM 荘川】                               

●パターン A 

このパターンは、現場でのアクシデントによりビクテムが生命に関わる深刻なけがを負い、またはその可能性が予測さ

れる場合、救急車の手配を現場から迅速に行う際に適用される。 

        

   現場・TL     医療機関(鷲見病院・高山赤十字病院)  

                0575-82-3151・0577-32-1111 

 

   OD ファーム荘川 または リバーベース長良川             北川健司携帯   

    05769-2-1011      0575-79-9038           090-4858-3535 

 

 

応援チーム A（社員） 応援チーム B(スタッフ)  応援チーム C(スタッフ)      

                       

●パターンＢ 

このパターンは単純な応援要請が必要な場合に適用される。 

例えば、ビクテムの状態も比較的安定している場合や、車両故障等の場合。 

 

                 現場・ＴＬ  

                  

                                  

高山市消防本部荘川出張所       OD ファーム荘川または リバーベース長良川       北川健司携帯                

05769-2-0055         05769-2-1011     0575-79-9038               090-4858-3535 

                                

                               

 

 

応援チーム A(社員)     応援チーム B（スタッフ）  応援チーム C(スタッフ)     

 


