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豪雨による被害概要 

【９月１６日（月）１０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１６日１０時３０分まで） 
          （地 名）      （降水量） 

上石津（大垣市）   ３９３㎜ 
上多度（養老町）   ３７８mm 
関ヶ原（国）（関ヶ原町）３７０mm 
美束（揖斐川町）   ３４４mm 
下山（大垣市）   ３０９mm 
諸家（揖斐川町）   ３０９mm 
春日（揖斐川町）   ３０６mm 
関ヶ原（関ヶ原町）  ２９８mm 
高須（海津市）   ２９１mm 

 
 （２）時間雨量 
          （地 名）      （雨量） 
          明智（国）（恵那市）   ６６mm（9/16 8:00～9:00） 
          山岡（恵那市）      ６３mm（9/16 8:00～9:00） 
          明智（恵那市）      ６２mm（9/16 8:00～9:00） 
          陶（瑞浪市）       ６０mm（9/16 8:00～9:00） 
          狸沢（中津川市）     ５６mm（9/16 9:00～10:00） 
          関ヶ原（国）（関ヶ原町） ５５mm（9/16 1:00～2:00） 
          岩村ダム（恵那市）    ５４mm（9/16 9:00～10:00） 
          上石津（大垣市）     ５０mm（9/16 0:00～1:00） 
          上多度（養老町）     ５０mm（9/16 2:00～3:00） 
          論栃（瑞浪市）      ４８mm（9/16 8:00～9:00） 
          大根木（中津川市）    ４６mm（9/16 9:00～10:00） 
          関ヶ原（関ヶ原町）    ４４mm（9/16 1:00～2:00） 
          諸家（揖斐川町）     ４４mm（9/16 6:00～7:00） 
          根の上（中津川市）    ４４mm（9/16 9:00～10:00） 
          三国山（土岐市）     ４３mm（9/16 8:00～9:00） 
          岩村（恵那市）      ４０mm（9/16 9:00～10:00） 
          中津川（中津川市）    ３９mm（9/16 9:00～10:00） 

下山（大垣市）      ３７mm（9/16 4:00～5:00） 
上矢作（恵那市）     ３５mm（9/16 8:00～9:00） 
槍ヶ入（恵那市）     ３５mm（9/16 9:00～10:00） 
恵那土木（恵那市）    ３４mm（9/16 8:00～9:00） 
恵那（恵那市）      ３４mm（9/16 8:00～9:00） 

          那比（郡上市）      ３３mm（9/16 5:00～6:00） 
          美束（揖斐川町）     ３３mm（9/16 5:00～6:00） 
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          妻木（土岐市）      ３２mm（9/16 8:00～9:00） 
  
２ 被害状況 

（１）土砂災害等 

恵那市串原で民家裏のがけ崩れ発生。 

人的被害なし、詳細については確認中。 

 

 （２）河川状況 
   ○溢水河川等状況 
    （河川名）         （状況）  （被害） 
   水門川（大垣市八島町）   溢水    家屋被害調査中 

 
   ○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 

【国・直轄】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 下回った日時 

牧田川 烏江（国） はん濫警戒情報 9/16 06:30  

杭瀬川 塩田橋 はん濫警戒情報 9/16 08:50  

     

 
【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 9/16 01:40  

泥川 室原新橋 はん濫警戒情報 9/16 06:30  

相川 野口 はん濫警戒情報 9/16 07:20  

大谷川 新荒崎機場 はん濫警戒情報 9/16 07:30  

杭瀬川 塩田橋 はん濫警戒情報 9/16 08:30  

     

 
   ○水防予警報等を発表した河川 

【国・直轄】 

河川名 水位観測所名 種類 発表日時 解除日時 

牧田川 

 

烏江（国） 

 

水防警報（準備） 9/16  2:40  

水防警報（出動） 9/16  4:10  

杭瀬川 塩田橋（国） 
水防警報（準備） 9/16 06:00  

水防警報（出動） 9/16 07:50  

杭瀬川 高渕 
水防警報（準備） 9/16 06:20  

水防警報（出動） 9/16 07:40  

根尾川 山口 水防警報（準備） 9/16 09:00  

庄内川 土岐 水防警報（準備） 9/16 10:00  

     

 

【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） 9/16 01:10  

牧田川 広瀬橋 水防警報（準備） 9/16 01:20  

境川 馬橋 水防警報（準備） 9/16 04:00  

泥川 室原新橋 水防警報（準備） 9/16 04:00  

相川 野口 水防警報（準備） 9/16 05:10  
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大谷川 新荒崎機場 水防警報（準備） 9/16 05:50  

杭瀬川 塩田橋 水防警報（準備）

 9/16 05:50 

9/16 05:50  

犀川 十八条 水防警報（準備） 9/16 07:50  

土岐川 釜戸 水防警報（準備） 9/16 09:20  

土岐川 瑞浪 水防警報（準備） 9/16 09:30  

阿木川 大門 水防警報（準備） 9/16 09:50  

 

 

〔参考〕河川情報説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）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【３９路線 ５０箇所】 

     ・県管理国道【 ７路線 １０箇所】 

     ・県   道【３２路線 ４０箇所】 

 

３ 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。土石流センサーを設置 

   滝根谷の災害復旧現場で土砂流出あり。現在土砂撤去中。 

 

 ○大垣市一級河川大谷川の状況 

  9/16 8:53  一級河川大谷川の溢水等による浸水被害が予想され大垣市より要請

がなされたため、岐阜県が木曽川上流河川事務所に対し災害対策用資

器材等（排水ポンプ車２台 他）の派遣を要請。（要請箇所 岐阜県

大垣市荒川町他）（10:30到着予定） 

     10:30  ２台のうち、１台到着。現在、設置準備中。 

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
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▼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）
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