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庄内川はん濫発生情報
庄 内 川 洪 水 予 報 第 1 号
洪 水 警 報
平 成 25 年 04 月 22 日 13 時 50 分

庄内川河川事務所 名古屋地方気象台　共同発表

（見出し）

庄内川では、はん濫が発生（レベル５）

（主　文）

庄内川では、春日井市神領(右岸)付近よりはん濫しました。（レベル５）

はん濫による浸水が想定される地区※
※　はん濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。

　　気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でもはん濫による浸水がおこる可能性があります。

（雨量）

現在、雨はやんでいます。

流域
20 日 20 時 00 分～22 日 13 時 40 分

までの流域平均雨量
22 日 13 時 40 分～22 日 16 時 40 分

までの流域平均雨量の見込み

庄内川流域 26 ミリ 0 ミリ

（水位）

庄内川の水位観測所における水位は次の通りと見込まれます。

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

水位(m) 又は 流量(m3/s) 水防団
待機

はん濫
注意

避難
判断

はん濫
危険

土岐
水位観測所

(土岐市)

22 日 13 時 40 分の状況 0.96 -
22 日 14 時 40 分の予測 *** -
22 日 15 時 40 分の予測 *** -
22 日 16 時 40 分の予測 *** -

多治見
水位観測所
(多治見市)

22 日 13 時 40 分の状況 0.82 -
22 日 14 時 40 分の予測 *** -
22 日 15 時 40 分の予測 *** -
22 日 16 時 40 分の予測 *** -

志段味
水位観測所
(名古屋市)

22 日 13 時 40 分の状況 0.75 -
22 日 14 時 40 分の予測 *** -
22 日 15 時 40 分の予測 *** -
22 日 16 時 40 分の予測 *** -

枇杷島
水位観測所

(清須市)

22 日 13 時 40 分の状況 1.47 -
22 日 14 時 40 分の予測 *** -
22 日 15 時 40 分の予測 *** -
22 日 16 時 40 分の予測 *** -

瀬古
水位観測所
(名古屋市)

22 日 13 時 40 分の状況 1.07 -
22 日 14 時 40 分の予測 *** -
22 日 15 時 40 分の予測 *** -
22 日 16 時 40 分の予測 *** -

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
レベル４については、はん濫危険水位と計画高水位を按分しており、はん濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になりま
す。

（注意事項）

（参考資料）
(単位:水位(m) 又は 流量(m3/s))



観測所名

土岐
水位観測所

多治見
水位観測所

志段味
水位観測所

土岐市 多治見市 名古屋市

レベル４
はん濫危険水位※

4.70 5.00 5.50

レベル３
避難判断水位※

4.50 4.70 5.30

レベル２
はん濫注意水位

3.00 3.20 4.60

レベル１
水防団待機水位

2.40 2.50 3.40

受け持ち区間

土岐川
左岸 土岐市

右岸 土岐市

土岐川
左岸 多治見市

右岸 多治見市

庄内川
左岸 名古屋市守山区・

北区、瀬戸市

右岸 春日井市、名古屋
市北区・西区

はん濫が発生した場合
の浸水想定区域

岐阜県土岐市泉町、
岐阜県土岐市肥田浅野、
岐阜県土岐市土岐津町、
岐阜県土岐市御幸町

岐阜県多治見市市之倉町、
岐阜県多治見市脇之島町、
岐阜県多治見市諏訪町、
岐阜県多治見市三の倉町、
岐阜県多治見市廿原町、
岐阜県多治見市月見町、
岐阜県多治見市平和町、
岐阜県多治見市昭和町、
岐阜県多治見市広小路、
岐阜県多治見市青木町、
岐阜県多治見市新町、
岐阜県多治見市本町、
岐阜県多治見市明治町、
岐阜県多治見市新富町、
岐阜県多治見市上町、
岐阜県多治見市生田町、
岐阜県多治見市前畑町、
岐阜県多治見市栄町、
岐阜県多治見市豊岡町、
岐阜県多治見市宮前町、
岐阜県多治見市大正町、
岐阜県多治見市上山町、
岐阜県多治見市山吹町、
岐阜県多治見市緑ヶ丘、
岐阜県多治見市弁天町、
岐阜県多治見市虎渓山町、
岐阜県多治見市東栄町

愛知県名古屋市北区、
愛知県名古屋市守山区、
愛知県名古屋市西区、
愛知県瀬戸市鹿乗町、
愛知県春日井市大留町、
愛知県春日井市神領町、
愛知県春日井市堀之内町、
愛知県春日井市熊野町、
愛知県春日井市桜佐町、
愛知県春日井市上条町、
愛知県春日井市下津町、
愛知県春日井市王子町、
愛知県春日井市小野町、
愛知県春日井市松河戸町、
愛知県春日井市中切町、
愛知県春日井市松新町、
愛知県春日井市細木町、
愛知県春日井市愛知町、
愛知県春日井市町田町、
愛知県春日井市勝川町、
愛知県春日井市長塚町、
愛知県春日井市御幸町、
愛知県春日井市追進町、
愛知県春日井市大和通、
愛知県春日井市惣中町、
愛知県春日井市花長町、
愛知県春日井市南花長町、
愛知県春日井市二子町、
愛知県春日井市中野町、
愛知県春日井市中新町、
愛知県春日井市味美白山町

観測所名

枇杷島
水位観測所

瀬古
水位観測所

清須市 名古屋市

レベル４
はん濫危険水位※

7.80 5.50

レベル３
避難判断水位※

7.50 5.20

レベル２
はん濫注意水位

5.60 3.30

レベル１
水防団待機水位

4.60 2.80

受け持ち区間

庄内川
左岸 名古屋市西区・中

村区・中川区・港
区

右岸 名古屋市西区・中
川区・港区、清須
市、あま市、大治
町

矢田川
左岸 名古屋市東区・北

区・西区

右岸 名古屋市守山区・
北区

はん濫が発生した場合 愛知県名古屋市中川区、 愛知県名古屋市北区、



の浸水想定区域

愛知県名古屋市港区、
愛知県名古屋市中村区、
愛知県名古屋市西区、
愛知県清須市朝日、
愛知県清須市一場、
愛知県清須市清洲、
愛知県清須市新清洲、
愛知県清須市上条、
愛知県清須市土田、
愛知県清須市西市場、
愛知県清須市西田中、
愛知県清須市廻間、
愛知県清須市阿原、
愛知県清須市上河原、
愛知県清須市下河原、
愛知県清須市助七、
愛知県清須市須ヶ口、
愛知県清須市寺野、
愛知県清須市桃栄、
愛知県清須市土器野、
愛知県清須市鍋片、
愛知県清須市中河原、
愛知県清須市西須ヶ口、
愛知県清須市西堀江、
愛知県清須市萩野、
愛知県清須市東須ヶ口、
愛知県清須市東外町、
愛知県清須市西枇杷島町、
愛知県清須市春日（旧下之
郷）、
愛知県海部郡大治町全域、
愛知県あま市甚目寺、
愛知県あま市本郷、
愛知県あま市坂牧、
愛知県あま市下萱津、
愛知県あま市中萱津、
愛知県あま市上萱津、
愛知県あま市栄、
愛知県あま市西今宿、
愛知県あま市森、
愛知県あま市方領、
愛知県あま市石作、
愛知県あま市小路、
愛知県あま市新居、
愛知県あま市七宝町、
愛知県あま市二ツ寺、
愛知県あま市花長、
愛知県あま市木折、
愛知県あま市富塚、
愛知県あま市古道、
愛知県あま市金岩

愛知県名古屋市西区、
愛知県名古屋市守山区、
愛知県名古屋市中川区、
愛知県名古屋市中村区、
愛知県名古屋市港区

※避難判断水位、はん濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の
　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・はん濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル 水位 求める行動の段階

レベル５ はん濫の発生以降 はん濫水への警戒を求める段階

レベル４ はん濫危険水位からはん濫発生まで
いつはん濫してもおかしくない状態
避難していない住民への対応を求める段階

レベル３ 避難判断水位からはん濫危険水位まで 避難の必要も含めてはん濫に対する警戒を求める段階

レベル２ はん濫注意水位から避難判断水位まで はん濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団待機水位からはん濫注意水位まで 水防団が体制を整える段階

「雨量」 「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

パソコンから 携帯電話から

川の防災情報 http://www.river.go.jp/ http://i.river.go.jp/
気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/



問い合わせ先
水位関係：国土交通省 庄内川河川事務所 災害対策室　電話：052-914-6713 (内線) 722515
気象関係：気象庁 名古屋地方気象台 観測予報課　電話：052-751-0909


