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９月４日からの大雨による被害概要 

【９月４日（水）１７時３０分時点】 
 

災害情報集約センター 

            ＴＥＬ：058-272-1034 
 
 
１ 降雨状況 
（１） 降り始め（降り始めから４日１７時３０分まで） 

             （地 名）   （降水量） 

那比（郡上市）  １７２㎜ 
関市板取（関市）  １６０mm 
大垣（大垣市）  １５７mm 
谷（垂井町）  １４４mm 
犀川（瑞穂市）  １３６㎜ 
 

  
（２）顕著な時間雨量 

                （地 名）           （降水量） 
八幡（国）（郡上市）    ６０mm（9/4 16:00～17:00） 
八幡（郡上市）     ５８mm（9/4 16:00～17:00） 
上戸排水機場（各務原市） ５４mm（9/4 16:00～17:00） 
郡上土木（郡上市）    ４５mm（9/4 16:00～17:00） 
二間手（郡上市）    ４１mm（9/4 16:00～17:00） 

 
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 

    １４：３０ 中濃振興局 

    １７：１５ 飛騨振興局 

 

   ○災害対策本部員会議 

    第１回 １５：００ 災害対策本部（第一非常体制） 

    第２回 １６：３０ 災害対策本部（第二非常体制） 

    第３回 １８：３０ 災害対策本部（第二非常体制） 
             

（２）市町村の体制 
  ○災害対策本部 

    １３：４３ 羽島市 

    １３：４３ 垂井町 

    １４：４０ 海津市 

岐阜県災害情報（危機管理部門防災課） 
 

（様式－２） 
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    １４：１０ 関ヶ原町     

    １４：３０ 大垣市 

    １５：３０ 安八町 

    １５：１５ 大野町 

    １７：００ 美濃市 

    １６：００ 各務原市 

    １７：００ 岐南町 

    １７：２０ 御嵩町 

 
  ○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 

    １５：１３ 山県市 

    １５：１９ 多治見市 

    １５：３０ 美濃加茂市     

    １６：０３ 笠松町 

    １５：３０ 養老町 

    １４：１０ 揖斐川町 

    １５：４０ 輪之内町 

    １６：３８ 関市 

    １６：０３ 笠松町 

    １３：５０ 神戸町 

    １７：３０ 七宗町 

 

３ 警報等の発令状況（４日 １７時３０分現在） 

○警報、注意報の情報は、下記のとおり 

  警 報  注意報   

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） 
   可児市、多治見市、郡上市、御嵩町（9/4 17:20） 
 
５ 特別警報に準ずる情報 
   西濃地域に５０年に１度のメッシュが１か所出現（9/4 16:35） 
    大垣市、海津市、養老町、輪之内町に情報伝達 
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 岐阜地域に５０年に１度のメッシュが３か所出現（9/4 17:05） 

  岐阜市、各務原市、本巣市、瑞穂市、山県市、北方町、岐南町、笠松町に 

  情報伝達 

 

６ 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） 

   各務原市付近    １６：００時点：約１００ミリ（9/4 16:24） 

 笠松町付近     １６：００時点：約１００ミリ（9/4 16:24） 

 美濃市付近     １６：３０時点：約１００ミリ（9/4 16:54） 

 

７ 被害状況 

 （１）人的被害 

   ○行方不明 １人 

    関市   １人 関市倉知にて女子中学生が藤谷
ふ じ や

川
がわ

で流されたとの情報あり 

            警察と消防で捜索中（17:15覚知）             

   ○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   

   ○床下浸水  

    ・大垣市   ４棟  ※現在、詳細を調査中 

    ・北方町   １棟 

    ・瑞穂市   ３棟 

    ・各務原市  １棟  

    ・垂井町   ４棟 

   ○床上浸水  なし 

 

（３）避難情報 

○避難勧告 【合計 ５，５３９世帯 １６，３８０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 ２３世帯２８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） 

          →１００世帯 ３００人（9/4 15:30）【訂正】 

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

    ○9/4 17：30判明分において、なし 

 

（５）河川状況    

   境川（岐阜市高田） 堤防越水 家屋浸水被害等調査中 

    天王川（北方町加茂）溢水   家屋浸水被害等調査中 

    荒田川（岐阜市六条）溢水   家屋浸水被害等調査中 
 
   ○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  

糸貫川 北方 はん濫警戒情報 4日15:10 4日17:30 

伊自良川 伊自良 はん濫警戒情報 4日15:50  

境川 馬橋 はん濫警戒情報 4日16:20  

 
   ○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  

糸貫川 北方 水防警報（準備） 4日15:00  

伊自良川 伊自良 水防警報（準備） 4日15:30  

牧田川 広瀬橋 水防警報（準備） 4日15:20 4日15:50 

板屋川 御望 水防警報（準備） 4日15:30  

境川 馬橋 水防警報（準備） 4日15:50  

泥川 室原新橋 水防警報（準備） 4日16:00  

犀川 十八条 水防警報（準備） 4日16:10  

牧田川 烏江 水防警報（準備） 4日16:20 4日16:50 

杭瀬川 塩田橋 水防警報（準備） 4日17:10  

相川 野口 水防警報（準備） 4日17:20  

武儀川 谷口 水防警報（準備） 4日16:50  

新境川 新那加橋 

 

水防警報（準備） 4日16:40  

     

 

 
 

〔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
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（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【 １路線 １箇所】 
 ・県管理国道【 ０路線 ０箇所】 

     ・県   道【 １路線 １箇所】 
 

○雨量規制状況 
  県管理道合計【２５路線 ２８箇所】 

 ・県管理国道【 ４路線  ５箇所】 

 ・県   道【２１路線 ２３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 

○ＪＲ 

  ・東海道新幹線 三河安城 ～ 岐阜羽島 間 大雨のため運転見合わせ 

  ・東海道本線  清州 ～ 米原 間     大雨のため運転見合わせ 

          大垣 ～ 美濃赤坂 間   大雨のため運転見合わせ 

  ・中央本線   高蔵寺 ～ 土岐市 間   大雨のため運転見合わせ 

名古屋 ～ 塩尻 間 

    （名古屋～春日井間、高蔵寺～土岐市間の運転見合わせの影響により 

一部運休・遅れあり） 

  ・高山本線   岐阜 ～ 坂祝 間     大雨のため運転見合わせ 

  ・太多線                  一部運休あり 

  ○名鉄 

  ・名古屋本線  名鉄名古屋 ～ 名鉄岐阜  大雨のため運転見合わせ 

  ・竹鼻羽島線  笠松 ～ 新羽島 間    大雨のため運転見合わせ 

  ・各務原線   名鉄岐阜 ～ 新鵜沼 間  大雨のため運転見合わせ 

  ・犬山線    名鉄名古屋 ～ 新鵜沼 間 大雨のため運転見合わせ 

  ・広見線    犬山 ～ 御嵩 間     大雨のため運転見合わせ 

  ○養老鉄道   大垣 ～ 桑名 間     大雨のため運転見合わせ 

         大垣 ～ 揖斐 間     一部遅れあり（速度を落として運転） 

  ○第三セクター 

  ・樽見鉄道              部運休・遅れあり（速度を落として運転） 

  ・明知鉄道                 平常運転 

  ・長良川鉄道  全区間（美濃太田～北濃）  大雨のため運転見合わせ 

  ○バス 

  ・岐阜バス   瑞穂市内で一部道路の冠水により迂回運行 

  ・名阪近鉄バス ⇒大垣市内 西方面から復旧しつつあるが、それ以外は依然として 

          運休 

  ・濃飛バス   一部遅れあり 

  ・白鳥交通   一部遅れあり 
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（８）停電情報  

  ○羽島市  １，０００戸   停電 

  ○揖斐川町   １００戸未満 停電 

 

（９）学校休業等状況  

    ○小学校 

   授業打ち切り １０１校 

  ○中学校 

   授業打ち切り  ５８校 

   学校待機     ８校 

  ○高校     

   授業打ち切り   １校 

   休校       ５校 
    

（１０）その他 
 ○大垣市上石津町時山の状況 

  平成２４年９月豪雨で土砂災害が発生。土石流センサー設置 

   ・滝根谷 上流で少量の土砂が出たが、既設砂防施設にて捕捉し、 

        下流への土砂流出は ない 

   ・上
うえ

ノ
の

谷
たに

 土石流の予兆なし 

  ○下水道 

  ・海津市南濃北部浄化センターの２池のうち１池の揚水ポンプが落雷により故障。 

   下水処理に問題は生じていない。１池で処理できている。 

  ○情報科学芸術大学院大学 

   ・本校舎で雨漏りあり。 → 対応済み 

   ・マルティメディア工房に浸水あり。 → ポンプにより汲み上げ中 

  ○ソフトピアジャパン 

   ・センタービル３階ホワイエに浸水 → 指定管理者が応急復旧を実施 

  ○岐阜産業会館 

   ・大展示場北側窓雨漏り発生 

   ・文化ホール天井雨漏り発生 

  ○アクティブＧ 

   ・３階（及び梁を伝わって２階）において３箇所程度雨漏り発生 


