
◇災害対策本部の設置状況　（令和元年度）　
（令和2年3月31日現在）

番号 廃止 警報等 被害状況 避難勧告等 避難所開設状況 時系列

1 5月21日 火 5:20 第一非常配備 11:00

【警報】
大雨（浸水害）
大雨（土砂災害）
洪水

【注意報】
大雨、雷、強風、
波浪、洪水

○道路冠水　4件
○雨漏り　33件 発令なし 開設なし

（20日）
22:20　【発表】大雨注意報
　　　 【継続】雷、強風、波浪注意報
（21日）
 1:10 　柳生川水防団待機水位超過 1.45m
 4:16  【継続】大雨、雷、強風、波浪注意報
 5:05  【発表】洪水注意報
　　　 【継続】大雨、雷、強風、波浪注意報
 5:20　 柳生川氾濫注意水位超過 2.05m
 6:20　 梅田川水防団待機水位超過 2.35m
　　　　柳生川避難判断水位超過 2.60m
 6:30   佐奈川水防団待機水位超過 1.85m
 6:40　【発表】大雨（浸水害）警報
       【継続】雷、強風、波浪、洪水注意報
        梅田川氾濫注意水位超過 2.80m
 6:50   梅田川避難判断水位超過 3.05m
 7:00   豊川（石田）水防団待機水位超過 2.40m
 7:15　【発表】洪水警報、大雨（土砂災害）警報
　　 　【継続】大雨（浸水害）警報
　　 　　　　　雷、波浪注意報
　　　 【解除】強風注意報
 7:32   豊川放水路　分流堰ゲート開放
 7:40   豊川放水路水防団待機水位超過 5.00m
 9:18  【解除】大雨（浸水害・土砂災害）、洪水警報
       【発表】大雨、洪水注意報
       【継続】雷、波浪注意報
 9:30   豊川（当古）水防団待機水位超過 3.30m
11:12　【解除】洪水注意報　その他は継続

2 7月4日 木 6:00 第一非常配備 10:41

【警報】
大雨、洪水

【注意報】
大雨、洪水、強風、
波浪、雷

竜巻注意情報

被害なし 発令なし 開設なし

（3日）
 6:15  【発表】雷注意報
16:21  【発表】強風・波浪注意報
       【継続】雷注意報
22:23　【発表】大雨・洪水注意報
       【継続】強風・波浪・雷注意報
（4日）
 5:30   柳生川水防団待機水位超過 1.46m
 6:00   柳生川氾濫注意水位超過 2.29m
        佐奈川水防団待機水位超過 1.92m
 6:06  【発表】 大雨(浸水害)警報
　　　 【継続】 洪水・強風・波浪・雷注意報
 6:10   柳生川避難判断水位超過 2.76m
 6:20   梅田川水防団待機水位超過 2.46m
 6:34　【発表】 洪水警報
　　　 【継続】 大雨警報、強風・波浪・雷注意報
 6:40   梅田川氾濫注意水位超過 2.89m
 6:50   梅田川避難判断水位超過 3.14m
 8:20   豊川放水路分流堰ゲート開放
 9:30   豊川放水路水防団待機水位超過
10:11　【解除】 大雨・洪水警報・強風・雷注意報
　　　 【発表】 大雨注意報
       【継続】 波浪注意報

 

月日 設置
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3
7月22日
～23日

月
・
火

22:13

23:30

第一非常配備
第二非常配備

23日
3:43

【警報】
大雨（土砂災害）、
洪水

【注意報】
大雨、強風、波浪、
雷

土砂災害警戒情報
記録的短時間大雨情
報

○細谷町国道42号線土
砂の流入
○細谷海岸への道路の
土砂崩れ（通行止め）
○小中学校等雨漏り

22日23:30　避難勧告発令
301世帯、884人に警戒レベル4
細谷校区、小沢校区

3箇所開放
避難者なし
細谷校区市民館
小沢校区市民館
五並地区市民館

（22日）
16:28　【発表】大雨・雷注意報
21:30   柳生川水防団待機水位超過 1.46m
22:10   梅田川水防団待機水位超過 2.35m
22:13　【発表】大雨警報（土砂災害）、雷、洪水注意
報
22:29　【発表】記録的短時間大雨情報
　　　　　（22:20 愛知県東部付近で1時間に110ミリ）
22:30　【発表】土砂災害警戒情報
22:36　【発表】洪水警報
23:30   避難勧告発令
（23日）
 0:15　【解除】土砂災害警戒情報
 1:17　【解除】洪水警報
　　　 【継続】大雨警報（土砂災害）
       【発表】洪水注意報
 3:43　【解除】大雨警報（土砂災害）、洪水注意報
　　 　【発表】大雨注意報

4 8月15日 木 7:28 第一非常配備 21:41

【警報】
暴風、波浪

【注意報】
大雨、強風、波浪、
雷

○東部環境センター
　点検棟破風板外れ
○小沢小学校
　教室窓ガラス破損
○杉山小学校
　体育館屋根のはがれ
○西分署
　オーバースライダー
センサー破損

発令なし 開設なし

台風10号
（14日）
 4:28　【発表】雷注意報
       【継続】強風・波浪注意報
12:58  【発表】波浪警報
       【継続】強風・雷注意報
（15日）
 7:28　【発表】暴風警報
       【継続】波浪警報・雷注意報
16:29  【発表】大雨注意報
　     【継続】暴風警報・波浪警報・雷注意報
21:41  【解除】暴風警報
       【発表】強風注意報
       【継続】波浪警報・大雨注意報、雷注意報
（16日）
 4:00   豊川放水路ゲート開放
 4:12　【解除】大雨注意報
　　　 【継続】波浪警報、雷、強風注意報
 8:25  【解除】波浪警報
       【発表】波浪注意報
　　　 【継続】雷、強風注意報
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6
1月27日
～28日

月
・
火

15:54 第一非常配備
28日
10:13

【警報】
暴風、波浪

【注意報】
強風、波浪

被害なし 発令なし 開設なし

（26日）
16:44 【発表】 強風、波浪注意報
（27日）
11:21 【発表】 波浪警報
15:54 【発表】 暴風警報
（28日）
10:13 【解除】 暴風警報
      【発表】 強風注意報
　　  【継続】 波浪警報

　

 

【警報】
大雨（土砂災害）
暴風、波浪、洪水

【注意報】
大雨、強風、波浪、
高潮、雷

13日
7:30

第一非常配備

第三非常配備

11日
21:44

12日
7:00

金
～
日

10月11日
～13日

5

全第一指定避難所70箇
所開設
34箇所112世帯179人
（自主避難者あり）

避難者滞留施設
大村校区市民館、北部
地区市民館、下地校区
市民館、前芝校区市民
館、下条校区市民館、
牛川校区市民館、東田
校区市民館、鷹丘校区
市民館、東陵地区市民
館、賀茂校区市民館、
石巻地区市民館、豊岡
地区市民館、岩田校区
市民館、二川校区市民
館、二川地区市民館、
二川南校区市民館、五
並地区市民館、老津校
区市民館、富士見校区
市民館、大崎校区市民
館、幸校区市民館、高
師台地区市民館、高師
校区市民館、本郷地区
市民館、南陽地区市民
館、花田校区市民館、
羽根井校区市民館、牟
呂地区市民館、向山校
区市民館、松山校区市
民館、東部地区市民
館、飯村校区市民館、
つつじが丘校区市民
館、松葉校区市民館、
吉田方校区市民館

台風19号
（11日）
10:52 【発表】 波浪警報、強風注意報
16:43 【発表】 雷注意報
 　　 【継続】 波浪警報、強風注意報
21:44 【発表】 暴風警報
      【継続】 波浪警報、雷注意報
（12日）
 4:46 【発表】 大雨注意報
      【継続】 暴風・波浪警報、雷注意報
 7:00  第三非常配備体制へ移行・第一指定避難所開設
 7:03 【発表】 洪水注意報
   　 【継続】 暴風・波浪警報、大雨・雷注意報
 7:30  柳生川水防団待機水位超過 1.35m
 9:26 【発表】 大雨（土砂災害）・洪水警報
               高潮注意報
13:40  梅田川避難判断水位超過 3.05m
14:00  柳生川氾濫注意水位超過 2.05m
14:40  豊川水防団待機水位超過 5.00m
17:40  豊川（船町）水防団待機水位超過 3.00m
　　　【継続】 暴風・波浪警報、雷注意報
21:02 【解除】 大雨（土砂災害）・洪水警報、
               高潮、雷注意報
　　  【発表】 大雨注意報
　  　【継続】 暴風・波浪警報
21:15 【解除】 大雨（土砂災害）、洪水警報
　　　 第一非常配備へ移行・第一指定避難所順次閉鎖
23:32 【解除】 暴風・波浪警報
 　　 【発表】 強風・波浪注意報

12日12:00
避難準備・高齢者等避難開始発令
全世帯377,274人

○通行止め道路冠水等
　10か所
○倒木枝折
　6か所
○電気（停電）
　820戸
　（田原の一部を含む）

○農業支援課
　600千円
○市民協働推進課
　（校区市民館）

　570千円
○「スポーツのまち」
づくり課
　255千円
○農地整備課
　18,800千円
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◇準備体制のみの状況
番号 廃止 警報等 被害状況 避難勧告等 避難所開設状況 その他

1 6月12日 水 19:40 待機 21:30
【注意報】
大雨、雷、洪水

被害なし 発令なし 開設なし

（12日）
17:43 【発表】雷注意報発表
19:40　柳生川水防団待機水位超過 1.48ｍ
20:00  柳生川　氾濫注意水位超過 2.40ｍ
20:04 【発表】大雨注意報、洪水注意報
　　　【継続】雷注意報
20:20　柳生川氾濫注意水位下回る 1.62ｍ
20:30  柳生川水防団待機水位下回る　1.34ｍ
21:30　準備体制解除

2 7月5日 金 22:50 待機
6日

0：30
【注意報】
大雨

被害なし 発令なし 開設なし

（5日）
22:26　【発表】大雨注意報
22:50   梅田川水防団待機水位超過 2.37m
23:30   梅田川水位上昇に伴う準備体制配備
（6日）
 0:00   梅田川水防団待機水位下回る
 0:30   準備体制解除

3 7月14日 日 2:30 待機 3:20
【注意報】
大雨、雷

被害なし 発令なし 開設なし

（13日）
20:19  【発表】大雨、雷注意報
（14日）
 2:00   柳生川水防団待機水位超過 1.35m
 2:30   柳生川水防団待機水位超過に伴う準備体制設置
 3:00   柳生川水防団待機水位下回る
 3:20   準備体制解除

4 7月17日 金 3:00 待機 5:30
【注意報】
大雨

被害なし 発令なし 開設なし

0:33   【発表】大雨注意報
3:00   柳生川水防団待機水位超過　1.37ｍ
3:40   佐奈川氾濫注意水位超過　2.23ｍ
5:20   佐奈川水防団待機水位下回る
5:30   準備体制解除

5 7月22日 月 3:10 待機 4:30
【注意報】
雷

被害なし 発令なし 開設なし

（21日）
16:24  【発表】雷注意報
（22日）
 3:10　 柳生川水防団待機水位超過 1.35m
        柳生川水防団待機水位超過に伴う準備体制設置
 3:40   柳生川水防団待機水位下回る
 4:28   【発表】雷注意報
 4:30   準備体制解除

◇その他
番号 廃止 警報等 被害状況 避難勧告等 避難所開設状況 その他月日 設置

月日 設置
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