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令和元年１０月２５日大雨災害対策本部総括報告書 

 

                           令和元年１１月２２日 

 

 

 

 

(１)概要 

 

 ①降雨状況（観測地点別）10 月 25 日 0:00～10 月 25 日 17:20 

  

 アメダス我孫子 

(気象台記念公

園) 

近隣センターふ

さの風 

湖北消防分署 根戸近隣センタ

ー 

我孫子北近隣セ

ンター(並木本

館) 

積算降雨量 193.0ｍｍ 204.0ｍｍ 175.0ｍｍ 123.5ｍｍ 124.0ｍｍ 

1 時間あたり

の最大降雨量 

     42.5ｍｍ 

(13:40～14:40) 

  37.0ｍｍ 

(13:50～14:50) 

 31.0ｍｍ 

(13:30～14:30) 

18.5ｍｍ 

(11:30～12:30) 

  18.0ｍｍ 

(15:10～16:10) 

10 分最大 

降雨量 

11.5ｍｍ 

(14:20～14:30) 

10.5ｍｍ 

(14:20～14:30) 

8.0ｍｍ 

(14:10～14:20) 

6.0ｍｍ 

(12:20～12:30) 

6.5ｍｍ 

(15:40～15:50) 

※「１時間あたりの最大降雨量」「１０分最大降雨量」は、すべて２５日。 

 

②最大風速 

 

●最大瞬間風速 １４．３ｍ/ｓ［北北東］ (２５日１３時３５分) 

●最大風速    ６．０ｍ/ｓ［北東］  (２５日１３時３４分) 

 

 ④気象注意報・警報等 

 

２５日   ８：３６  大雨（土砂災害）警報      発令 

    ９：３４  大雨（浸水害）警報       発令 

   １０：０１  洪水警報            発令 

   １２：２７  土砂災害警戒情報        発令 

  １７：５８  大雨（浸水害）警報       解除 

２１：１０  土砂災害警戒情報        解除 

２１：２０  大雨（土砂災害）警報、洪水警報 解除 

 

 

 

 

１．概要 
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(１)人的被害 

なし 

 

(２)住家被害 

    

大字 床上浸水 床下浸水 店舗内浸水 調査合計件数 

布佐 ０件 ３件 ２件 ４３件 

布佐１丁目 ０件 ０件 ０件 ８件 

布佐下新田 ０件 ０件 ０件 １件 

江蔵地 ０件 １件 ０件 １件 

合計 ０件 ４件 ２件 ５３件 

 

 (３)公共施設等被害 

 

 ① 市庁舎 

施 設 名 被 害 状 況 

保健センター、休日診療所 １階裏扉側、３階大会議室、医師会事務所で水漏

れ。１階診療室窓際及び待合室の天井から水漏れ 

こども発達センター 本館 窓のサッシ下部から水が浸入 

こども発達センター 別館 入り口から水が浸入 

こども発達センター 園庭 園庭の陥没箇所拡大 

消防本部・西消防署 雨漏り（庁舎３階及び２階） 

  

② 教育・文化施設 

施 設 名 被 害 状 況 

生涯学習センター アビスタ 雨漏り４箇所 

湖北地区公民館 １階ホール浸水 

適応指導教室 ヤング手賀沼 雨漏り 

あらき園 雨漏り 

 

③ 駅 

施 設 名 被 害 状 況 

湖北駅 北口雨漏り 

新木駅 北口エスカレーター雨水流入による破損 

布佐駅 東口雨漏り 

 

 

２．我孫子市の被害状況                １１月２２日現在 
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④ 広場等 

施 設 名 被 害 状 況 

手賀沼親水広場 じゃぶじゃぶ池と周囲の回遊路が冠水 

 

(４)通行止め 

 

通 行 止 め 区 間 通行止め開始時間 

布佐割地（旧地区社協跡地）付近 ２５日(金)１１:４０～２６日(土)４：３０ 

千葉竜ケ崎線アンダーパス ２５日(金)１３:３０～１８：１５ 

布佐下新田地先 ２５日(金)１５:００～１７:３０ 

布佐１丁目 あけぼの橋付近 ２５日(金)１６:３０～１７:２０ 

利根山隧道 ２５日(金)１６:００～１６:２０ 

 

 

 

 

(１)災害対応の体制(災害対策本部） 

 

開催日 

時間 

対策会議名 会議内容、決定事項等 

２５日（金） 

１１：４５～ 

配備検討会議 「情報収集本部」設置（25 日 12:00）を決定 

[報告]大雨情報 

[議題]今後の体制・対応について 

１２：００～  情報収集本部設置 

１２：２７～  土砂災害警戒情報発令に伴い、災害対策本部

自動設置 

２６日（土） 

１２：１０～ 

災害対策本部会議 [報告]対応状況報告 

[議題] 災害対策本部の解散、今後の対応 

１２：３０  災害対策本部解散 

 

 ①１０月２５日大雨対応 

  ※大雨時に災害発生現場、避難所または対策本部で対応にあたった人員数。 

  ※消防は、勤務体制内を除く。 

 

  総務部（４人） 

   情報政策課         １人 

   秘書広報課         ３人 

   

 

 

３．市の対応 
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企画財政部（１９人） 

   財政課           ２人 

   課税課          １１人 

   収税課           ６人 

  健康福祉部（６人） 

   健康づくり支援課      ６人 

  子ども部（１人） 

   保育課           １人 

  環境経済部（４人） 

   手賀沼課          １人 

   農政課           ２人 

   企業立地推進課       １人 

  建設部（３７人） 

   道路課          １０人 

   交通課           ７人 

   下水道課          ７人 

   治水課          １２人 

  都市部（１０人） 

   都市計画課         ４人 

   建築住宅課         ３人 

   市街地整備課        ３人 

  水道局            ８人 

  消防本部          １２人 

  教育委員会（１２人） 

   学校教育課         ２人 

   教育研究所         ５人 

   生涯学習課         ３人 

   図書館           ２人 

 

災害対策本部(３９人） 

 本部員          １６人 

本部連絡員        １６人(各課から） 

   市民安全課         ７人 

 

のべ合計 １５１人 
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(２)避難命令 

 

１０月２５日（金） １２：３０  避難勧告（土砂災害）          発令 

                 対象【１３３世帯 ２６３人】 

          ２１：１０  避難勧告（土砂災害）          解除 

                 すべての避難所             閉鎖 

(３)避難所 

 

 ①避難所開設 

   

  １０月２５日（金） １２：３０  避難所開設（３ヶ所） 

                   ・我孫子市生涯学習センター「アビスタ」 
                   ・湖北台近隣センター 
                   ・近隣センターふさの風 
            １３：３０  避難所開設（１ヶ所） 
                   ・我孫子北近隣センター 並木本館 
            ２１：１０  避難所閉鎖（４ヶ所） 

 
 ②避難所運営 

 

 ＜避難所受入れ状況＞ 

避 難 所 利用者数 
利用者数 

（７５歳以上） 
我孫子市生涯学習センター「アビスタ」 ０人 ０人 
湖北台近隣センター ６人 ０人 
近隣センターふさの風 ４人 ０人 
我孫子北近隣センター 並木本館 ０人 ０人 

合計 １０人 ０人 
  ※時間別最大利用者数は１０人（２５日１５：００～１６：００） 

 

(４)防災無線放送 

 

１０月２５日 １２：５１ 避難勧告（土砂災害）発令 

        １３：３０ 避難勧告（土砂災害）発令 

        ２１：１０ 避難勧告（土砂災害）解除 

 

(５)土砂災害対策 

 

 大雨の影響で地盤が緩んだことにより、がけ崩れが発生するおそれがあったことから、

１０月２６日（土）に都市部で土砂災害危険箇所（２６箇所）を巡視（異常なし） 

 


