
 
  

９月４日からの大雨による被害概要 

【９月４日（水）１６時００分時点】 
 

災害情報集約センター 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 
 
１ 降雨状況 
（１）顕著な時間雨量 

              （地 名）           （降水量）  
        下山（大垣市上石津）   １０５mm（9/4 13:00～14:00）    
        上石津（大垣市上石津）   ８４mm（9/4 13:00～14:00） 
        谷（垂井町）        ８２mm（9/4 13:00～14:00） 
        関ヶ原（国）（関ヶ原町）  ７３mm（9/4 13:00～14:00） 
        関ヶ原（関ヶ原町）     ６７mm（9/4 13:00～14:00） 
        美束（揖斐川町）   ６０mm（9/4 13:00～14:00） 
        春日（揖斐川町）        ５５mm（9/4 14:00～15:00） 
 
２ 県及び市町村の体制 

 （１）県の体制 

   ○災害対策本部 

    １４：１０ 災害対策本部（第一非常体制）設置 

    １４：３０ 災害対策本部（第二非常体制）移行 

   ○災害対策本部（支部） 

    １４：１０ 岐阜地域調整室 

    １４：１０ 西濃振興局 
             

（２）市町村の体制 
  ○災害対策本部 

    １３：４３ 羽島市 

    １３：４３ 垂井町 

    １４：２０ 本巣市 

    １４：４０ 海津市 

    １４：１０ 関ヶ原町 

    １４：１０ 揖斐川町 

    １４：３０ 大垣市 

    １５：３０ 安八町 

    １５：１５ 大野町 

 
  ○警戒本部設置 

    １３：４３ 岐阜市 

    １４：２０ 本巣市 

    １４：３０ 瑞穂市 

    １４：４５ 恵那市 

    １４：４５ 北方町 

    １４：３０ 池田町 

岐阜県災害情報（危機管理部門防災課） 
 

（様式－２） 



    １５：１３ 山県市 

    １５：１９ 多治見市 

    １５：３０ 美濃加茂市 

    １６：１４ 岐南町 

    １６：０３ 笠松町 

    １５：３０ 養老町 

 

 

 

３ 警報等の発令状況（９／４ １６時００分現在） 

○警報、注意報の情報は、以下のとおり 

  警 報 注意報  16:00現在   

大雨 洪水 暴風 大雨 洪水 強風 雷 

岐阜西濃 ● ●     ● 

中  濃 ● ●     ● 

東  濃 ● ●     ● 

飛騨北部 ● ●       ● 

飛騨南部 ● ●       ● 

 

４ 土砂災害警戒情報の発表状況 
     本巣市、大垣市、関ヶ原町、池田町、垂井町、揖斐川町（9/4 14:10） 
   海津市、山県市、養老町、大野町（9/4 14:50） 
   岐阜市、関市、美濃市（9/4 15:42）  
   各務原市（9/4 16:15） 

 

５ 記録的短時間大雨情報 

   大垣市上石津付近  １４：００時点：約１１０ミリ（9/4 14:24） 

   養老町付近     １４：３０時点：約１００ミリ（9/4 14:54） 

   海津市南濃町付近  １４：５０時点：約１０６ミリ（9/4 15:10） 

   大垣市付近     １５：１２時点：約１０８ミリ（9/4 15:12） 

   海津市海津付近   １５：００時点：約１１０ミリ（9/4 15:19） 

   海津市平田付近   １５：００時点：約１１０ミリ（9/4 15:19） 

   輪之内町付近    １５：００時点：約１１０ミリ（9/4 15:19） 

   安八町付近     １５：００時点：約１００ミリ（9/4 15:19） 

   岐阜市岐阜付近   １５：３０時点：約１００ミリ（9/4 15:54） 

 

６ 被害状況 

 （１）人的被害 

   ○軽傷  ２人 

    海津市 ２人 

    ・風による転倒：１人、窓ガラスが割れての怪我：１人 

 

 

 

 

 

 



（２）住家被害 

  ○床上浸水 なし 

  ○床下浸水 なし 

 

（３）避難情報 

○避難勧告 【合計 ６，４３２世帯 １９，３６１人】 

・大垣市 上石津町時山地域 ４０世帯１００人 （9/4 14:30） 

         ＊実避難者数 １世帯２人 避難場所：生活改善センター 

    ・大野町 野、稲富、古川、寺内、牛洞、松山地区山沿地区 

          ９９３世帯 ３，２８１人（9/4 15:30） 

    ・海津市 南濃町全域 ５，３９９世帯 １５，９８０人（9/4 15:50） 

 

○避難準備情報【０世帯０人】 

・大垣市  上石津町時山地域 １世帯２人 避難準備情報（9/4 13:46） 

                   実避難者数 １世帯２人 

     ※避難勧告に切り替え（9/4 14:30） 

 

   ○自主避難【１世帯１人】 

    ・多治見市  １世帯１人（9/4 15:20） 避難場所：笠原消防会館 

     

（４）土砂災害等 

    なし 

 

（５）河川状況    
   ○洪水予報を発表した河川 
    なし 
 
   ○避難判断水位到達情報を発表した河川 

【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

杭瀬川 市橋 はん濫警戒情報 4日14:30  

     

 
   ○水防予警報等を発表した河川 

【県・指定区間】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

杭瀬川 市橋 水防警報（準備） 4日14:30  

     

（ 

〔参考〕河川情報説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

はん濫発生情報 （レベル５）

はん濫危険情報

（レベル４）

はん濫警戒情報

（レベル３）

▼はん濫発生

▼はん濫危険水位

はん濫注意情報

（レベル２）

▼避難判断水位

▼はん濫注意水位

▼水防団待機水位

▼通常水位

（レベル１）

はん濫警戒情報
（避難判断水位到達情報）

水防警報（出動）
▼出動水位

水防警報（準備）

国・直轄区間のみ

洪水予報河川 水位周知河川



（６）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【 ０路線 ０箇所】 

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

○雨量規制状況 
  県管理道合計【 ６路線 ６箇所】 

 ・県管理国道【 ２路線 ２箇所】 
 ・県   道【 ４路線 ４箇所】 

 
○その他規制状況 
  県管理道合計【 ０路線 ０箇所】 

 ・県管理国道【 ０路線 ０箇所】 
・県   道【 ０路線 ０箇所】 

 
（７）公共交通機関 
 
 
（８）停電 
   
 
（９）その他     
 


