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Ⅰ  気 象 概 況 



年間気象概況及び県内の気象災害 

上旬は、冬型の気圧配置となり気温が低く晴れの日が多くなりました。中旬前半は天

気は短い周期で変わりましたが、中旬の後半から下旬の中頃にかけては、低気圧や湿っ

た気流などの影響で、曇りや雨の日が多くなりました。 

 月平均気温は平年並の地点が多くなりました。月間日照時間は平年並の地点が多く、

月降水量は地点によるばらつきがありましたが、平年並又は平年より多い地点が多くな

りました。 

＜気象災害＞  

 3日は、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東に進み、この低気

圧からのびる寒冷前線が、昼過ぎから夜遅くにかけて東日本を通過しました。 

 このため、県内では夜のはじめ頃を中心に風が強まり、強風による転倒事故(負傷者：

3４名)や家屋への被害(住家の一部破損：16棟)、交通障害(欠航、運転見合わせ)などが

発生しました。 

 24 日は、昼過ぎから夜遅くにかけて気圧の谷が通過し、大気の状態が不安定となっ

たため、横浜市や川崎市で20時頃から21時頃にかけて、所々で雷を伴い強い雨が降

りま した。 

 このため、県内では落雷が原因の停電(約20万戸)や強雨による道路冠水(1箇所)が発

生しまし た。 

 上旬と下旬を中心に、上空の寒気の影響で一時的に天気が崩れる日が多くなりました

が、中旬は高気圧に覆われて晴れの日が多くなりました。2日から3日にかけては、本

州の南岸を東進した低気圧の影響で大雨となりました。気温は、中旬の前半と下旬の一

時期を除き平年を上回りました。 

 月平均気温は平年並又は平年より高くなりました。月間日照時間は平年より多く又は

かなり多く、月降水量は平年より多く又はかなり多くなりました。 

＜気象災害＞ 

2日から3日にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東進し、低気圧に向かっ

て暖かく湿った空気が流れ込みました。1日午前中から降り始めた雨が、2日の午後か

ら3日の朝にかけて強まりました。このため、横浜市や横須賀市などでがけ崩れが発生

しました。また、がけ崩れによる住家の一部破損や倒木に伴う停電、交通障害(鉄道の運

休・遅延など)、農作物被害が発生しました。 

10 日は、上空に寒気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、昼過ぎから夕方

にかけて所々で雷雨となり、横浜市などでひょうが降りました。 

 このため、県内では落雷が原因の停電(約20万戸)や交通障害(一時不通や遅延)、降ひ

ょうによる農作物被害が発生しました。 

18 日は、上空に寒気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、昼過ぎに所々で

平成２４年 ４月

平成２４年 ５月
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雷雨となり、川崎市ではひょうが降りました。 

 このため、降ひょうによる農作物被害が発生しました。 

全般に、梅雨前線が日本の南海上や本州付近に停滞することが多く、曇りや雨の日が

多くなりましたが、下旬の後半は高気圧に覆われて晴れの日が多くなりました。19 日

から20日にかけては、台風第4号の影響で暴風雨となりました。気温は、上旬前半と

中旬後半を除き、平年を下回る日が多くなりました。なお、関東甲信地方は6月9日頃、

平年より1日、昨年より13日遅く梅雨入りしました。 

 月平均気温は平年並又は平年より低くなりました。月間日照時間は平年並の地点が多

くなりました。月降水量は一部で平年並でしたが平年より多く又はかなり多くなりまし

た。 

＜気象災害＞ 

  台風第 4 号が、19 日に和歌山県南部に上陸後、愛知県東部に再上陸し関東甲信地方

を縦断しました。 

 このため、県内では 19 日の夜を中心に風雨が強まり、強風による転倒事故や住家の

一部破損、大雨によるがけ崩れなどの災害が発生しました。 

月の前半は、梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多くなりました。月の後半

は、オホーツク海高気圧からの冷たく湿った気流の影響で、天気がぐずつき気温が平年

を大幅に下回る期間がありましたが、太平洋高気圧に覆われ晴れて気温が高い日が多く

なりました。なお、関東甲信地方は7月17日頃(速報値)、平年より4日早く、昨年よ

り8日遅く梅雨明けしました。 

 月平均気温及月間日照時間はほとんどの地点が平年並となりました。月降水量は平年

並又は平年より少ない地点が多くなりました。 

＜気象災害＞ 

 梅雨前線が本州付近に停滞し、前線に向かって南から湿った空気が流れ込んだため、

県内では14日の未明から明け方にかけて県西部を中心に大雨となりました。 

 このため、浸水害(床上浸水2棟、床下浸水3棟)やがけ崩れ(2箇所)などが発生しま

した。 

月の前半は、南からの湿った空気の影響などで曇りや雨の日がありましたが、月をと

おして太平洋高気圧に覆われ、晴れて気温が高い日が多くなりました。 

 月平均気温は平年より高くなりました。月間日照時間は平年より多く又はかなり多く、

月降水量は平年より少なく又はかなり少なくなりました。 

＜気象災害＞ 

平成２４年 ６月 

平成２４年 ７月 

平成２４年 ８月
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 8 月 20日にマリアナ諸島付近で発生した台風第15号が、日本の南海上を北西に進

み、26日に沖縄本島付近を通過した後、東シナ海を北上しました。 

 このため、県内ではうねりによる高波の影響で、26日に横須賀市(死傷者2名)、28

日に三浦市(死傷者3名)で水難事故が発生しました。 

 上旬から中旬にかけては、寒気や湿った空気の影響などで雨の日もありましたが、高

気圧に覆われ、晴れて気温が高い日が多くなりました。下旬は、天気は数日の周期で変

化し、旬の中頃には気温が平年を下回りました。 

 月平均気温は平年よりかなり高くなりました。月間日照時間は平年よりかなり多く、

月降水量は平年並又は平年より多くなりました。 

＜気象災害＞ 

22日から23日にかけて、日本の南を低気圧が発達しながら東進し、22日夜遅くか

ら23日の明け方にかけて、県東部の所々で雨が強まりました。 

 このため、横浜市で床下浸水(1棟)とがけ崩れ(１箇所)が発生しました。 

24 日の夜は、北東から湿った空気が入ったため、県内では横浜・川崎と三浦半島で

大雨となりました。 

 このため、25 日０時頃に横須賀市で、京浜急行線の特急電車が線路上に崩れた土砂

に乗り上げ脱線したため、乗員・乗客約30名が負傷しました。 

 30 日 19 時頃、台風第 17 号が愛知県東部に上陸し、強い勢力を保ったまま東日本

を縦断後、1 日の朝には三陸沖に達しました。この影響で、県内では 30 日の夜を中心

に暴風雨となりました。 

 このため、強風が原因の転倒などによる負傷者(12 名)や住家の一部破損(13 棟)が発

生しました。 

低気圧や前線などの影響で雨の日もありましたが、月の前半を中心に高気圧に覆われ

て、晴れの日が多くなりました。気温は変動がありましたが、平年を上回った日が多く

なりました。 

 月平均気温は平年より高くなりました。月間日照時間は平年よりかなり多く、月降水

量は平年並又は平年より少なくなりました。 

＜気象災害＞ 

なし 

 月をとおして天気は数日の周期で変わりましたが、中旬以降は一時的に冬型の気圧配

置となる日がありました。気温は、下旬を中心に平年を下回った日が多くなりました。 

 月平均気温は平年より低くなりました。月間日照時間及び月降水量は、共に平年より

多い地点が多くなりました。 

平成２４年 ９月

平成２４年 １０月 

平成２４年 １１月 
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＜気象災害＞ 

6 日は、東日本の南岸を低気圧が東進し、三浦半島を中心に朝から昼前にかけて雨が

強まり、三浦市でがけ崩れ(2箇所)が発生しました。 

周期的に日本付近を通過した低気圧の影響で、月をとおして天気は数日の周期で変わ

りました。また、低気圧の通過後は、冬型の気圧配置の強まる時期がありました。気温

は、全般に平年を下回った日が多くなりました。 

 月平均気温は平年よりかなり低い地点が多くなりました。月間日照時間は平年並又は

平年より少なく、月降水量は平年より多く又はかなり多くなりました。 

＜気象災害＞ 

なし

全般に冬型の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れの日が多くなりました。寒気の影響を

受けやすかったため、気温は月の前半を中心に平年を下回った日が多くなりました。 

 14 日は、低気圧が急速に発達しながら本州の南海上を通過したため降雪があり、横

浜で13㎝の最深積雪を観測しました。 

 月平均気温は平年より低くなりました。月間日照時間は平年より多く、月降水量は平

年並又は平年より多くなりました。 

＜気象災害＞ 

14 日は、本州の南海上を急速に発達しながら東進した低気圧と寒気の影響で、県内

では広い範囲で降雪があり積雪を観測しました。 

 このため、県内では積雪や路面凍結が原因の転倒事故などが発生し、120名が負傷し

ました。また、交通障害や農業被害などが発生しました。 

低気圧が数日の周期で通過し雨や雪の日がありましたが、低気圧の通過後は冬型の気

圧配置となり晴れの日もありました。気温は月のはじめは平年を上回りましたが、その

後は平年を下回る日が多くなりました。 

 月平均気温は平年より低くなりました。月間日照時間は平年並の地点が多く、月降水

量は地点によるばらつきがありましたが、平年並の地点が多くなりました。 

＜気象災害＞ 

なし 

平成２４年 １２月

平成２５年 １月

平成２５年 ２月
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 月をとおして天気は短い周期で変わりましたが、高気圧に覆われて晴れの日が多くな

りました。気温は、南からの暖気の影響などにより高い日が多く、特に上旬から中旬に

かけては、平年を大きく上回りました。 

 月平均気温は平年よりかなり高くなりました。月間日照時間は平年より多い地点が多

く、月降水量は平年よりかなり少なくなりました。 

＜気象災害＞ 

なし 

データ出典：横浜地方気象台 

http://www.jma-net.go.jp/yokohama/ 

※被害については、実際と異なる場合があります 

平成２４年 ３月
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Ⅱ  主 な 災 害 



 [１] 強風（暴風・波浪警報） 

平成２４年４月３日（火）～４日（水） 

１ 概況 

前線を伴った低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東に進み、この低気圧からのびる寒冷前線が、

昼過ぎから夜遅くにかけて東日本を通過しました。 

 市内では、１６時２０分から１７時２０分までの１時間に百合丘消防で２５ｍｍの降雨を観測し、累計

雨量は、百合丘消防で５４ｍｍを観測しました。

２ 活動記録 

<４月３日> 

5 時１0分 

   9 時２2分 

  １5時30分 

２2時18分 

２3時53分 

 <４月4日> 

4 時 56分 

大雨・雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水意報発表 

警戒体制強化 

波浪警報、強風注意報 

強風・波浪注意報 

強風・波浪・乾燥注意報 

３ 動員状況（警戒体制） 

(1)  各区 98 人 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 5 人 20 人 3 人 13 人 23 人 １8 人 １６人 

(２) 本庁（総務局危機管理室８人） 

４ 各区の累計雨量（４月３日１３時～４日２時）   

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 35 ㎜ 2１㎜ 26 ㎜ 38 ㎜ 40 ㎜ 4３㎜ 54 ㎜ 

観測場所 南部防災 平間消防 井田消防 久地消防 菅生消防 川崎治水 百合丘消防

５ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 20㎜ 9㎜ 11㎜ 15㎜ １8㎜ 20㎜ 25㎜ 

観測場所 南部防災 平間消防 井田消防 久地消防 菅生消防 川崎治水 百合丘消防

観測時間 
19：0０～ 

20：0０ 

18：0０～ 

 19：0０ 

18：0０～ 

 19：0０ 

16：2０～ 

 17：2０ 

16：30～ 

17：30 

16：3０～ 

 17：3０ 

16：2０～ 

 17：20 
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６ 被害状況 

(1) 人的被害 ２人 

・軽症 ２人 （川崎区１人、宮前区１人） 

  (2) 物的被害  

○住家一部損壊 6 棟  

川崎区南町５丁目 １棟 

宮前区土橋４丁目 １棟 

宮前区野川 １棟 

宮前区馬絹 １棟 

多摩区栗谷３丁目 １棟 

多摩区南生田４丁目 １棟 

○非住家一部損壊 ８棟 

 川崎区藤崎２丁目 １棟 

幸区小倉１丁目 １棟 

幸区小倉４丁目 １棟 

幸区鹿島田 １棟 

中原区下小田中１丁目 １棟 

宮前区菅生５丁目 １棟 

 多摩区登戸 １棟 

麻生区高石３丁目 １棟 

○その他 

・高架配線が垂れ下がったもの １箇所（高津区明津） 

・横断防止ガードレール破損  １箇所（宮前区有馬） 
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10

20

mmmm

時間雨量と累計雨量（４月３日１３時～４日２時 百合丘消防）

雨量

累計
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 [2] 集中豪雨（大雨・洪水警報） 

平成２４年５月２日（水）～３日（木） 

１ 概況 

 ２日から３日にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東進し、低気圧に向かって暖かく湿った空

気が流れ込みました。１日午前中から降り始めた雨が、２日の午後から３日の朝にかけて強まりました。 

 市内では、３日４時４０分から５時４０分までの１時間に宮崎消防で２８ｍｍの降雨を観測し、累計雨

量は宮崎消防で２０６ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<５月２日> 

5 時  8分 

１１時57分 

１７時１５分 

<５月３日> 

0 時 10分 

６時26分 

９時29分 

１２時００分 

１2時 8分 

１4時 8分 

大雨・雷・強風・洪水注意報発表 

波浪注意報発表 

警戒体制強化に伴う動員の発令 

大雨（土砂災害）警報発表 

洪水警報発表 

強風・波浪注意報解除、濃霧注意報発表 

警戒体制強化に伴う動員の解除 

洪水警報解除 

大雨警報解除 

３ 水防警報発令状況 

・真光寺川（岡上橋）    3 日 3 時 29 分～9 時 50 分 

  ・鶴見川（岡上橋）     3 日 3 時 29 分～9 時 50 分 

  ・多摩川（田園調布(上)）    3 日 3 時 50 分～17 時 00 分 

  ・鶴見川（下川戸橋）    3 日 3 時 54 分～9 時 50 分 

・矢上川（西ケ崎橋）    3 日 5 時 19 分～8 時 9 分 

・鶴見川（亀の子橋）    3 日 6 時 00 分～10 時 00 分 

・麻生川（新三輪橋）    3 日 6 時 19 分～8 時 9 分  
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４ 動員状況（警戒体制） 

(1) 各区 １０8 人 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 １8 人 １5 人 ２０人 10 人 １3 人 １8 人 １4 人 

(２) 本庁 １２0 人 

局 名 人 局 名 人 

総務局 7 人 上下水道局 66 人 

健康福祉局 1 人 まちづくり局 １4 人 

建設緑政局 １４人 消防局 １8 人 

５ 各区の累計雨量（５月２日５時～３日２０時）   

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 １2９㎜ １8７㎜ １84 ㎜ 205 ㎜ 206 ㎜ １87 ㎜ １7３㎜ 

観測場所 川崎建設 加瀬消防 井田消防 久地消防 宮崎消防 科学館 柿生消防 

６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １６㎜ ２０㎜ 21㎜ 26㎜ 28㎜ 26㎜ １９㎜ 

観測場所 大師支所 加瀬消防 中原区役所 久地消防 宮崎消防 長尾橋 寺家橋 

観測時間 

3日 

2：20～ 

3：20 

3 日 

5：30～ 

 6：30 

3 日 

4：10～ 

 5：10 

3 日 

5：40～ 

 6：40 

3 日 

4：40～ 

 5：40 

3 日 

4：30～ 

 5：30 

3 日 

4：50～ 

 5：50 

７ 被害状況 

(1) 人的被害  

    なし 

  (2) 物的被害  

○住家被害  なし 

○崖崩れ   １個所 

多摩区東生田２丁目  １個所 
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 [３] 台風第４号 

平成２４年６月１９日（火）～２０日（水）

１ 概況 

台風第４号が、１９日に和歌山県南部に上陸後、愛知県東部に再上陸し関東甲信地方を縦断しましたため、

１９日から２０日にかけて風雨が強まりました。 

市内では、１９日２１時から２２時までの１時間に黒川第一で２６ｍｍの降雨を観測し、累計雨量は、黒

川第一で１１８ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<６月１９日> 

９時１９分 

１１時１０分 

１６時１２分 

１７時１５分 

２０時５０分 

<６月２０日> 

０時３９分 

３時５６分 

５時３０分 

６時１３分 

２１時５４分 

強風・波浪注意報発表 

大雨・雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水・高潮注意報発表 

警戒体制の強化に伴う動員の発令 

大雨（土砂災害）・暴風・波浪警報、雷・洪水・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・洪水・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、高潮注意報発表 

警戒体制の強化に伴う動員の解除 

強風・波浪注意報発表 

強風・波浪注意報解除 

３ 水防警報発令状況 

  ・鶴見川（下川戸橋）     １９日２０時２分～２０日０時３０分 

  ・真光寺川（岡上橋）     １９日２０時９分～２０日０時３９分 

  ・鶴見川（岡上橋）      １９日２０時９分～２０日０時３９分 

  ・多摩川（田園調布（上））   １９日２３時００分～２０日５時３０分 

  ・麻生川（新三輪橋）     １９日２２時４９分～２３時４９分 

４ 動員状況（警戒体制） 

(1)  各区 146 人   

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 28 人 １7 人 23 人 21 人 16 人 27 人 １４人 

 (２) 本庁 １25 人   

局 名 人 局 名 人 

総務局 9 人 上下水道局 66 人 

健康福祉局 １人 まちづくり局 １1 人 

建設緑政局 １５人 港湾局 2 人 

消防局 ２0 人 教育委員会事務局 1 人 
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５ 各区の累計雨量（６月１９日１３時～２０日２１時） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ６２㎜ ７８㎜ ８６㎜ ９１㎜ ９２㎜ ９７㎜ １１８㎜ 

観測場所 川崎建設 平間消防 井田消防 久地消防 嶋田人道橋 川崎治水 黒川第一 

６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １９㎜ ２２㎜ ２３㎜ ２４㎜ ２３㎜ ２４㎜ ２６㎜ 

観測場所 大師支所 加瀬消防 中原区役所 新作消防 嶋田人道橋 川崎治水 黒川第一 

観測時間 

１９日 

21：４０～ 

22：４0 

１9日 

１9：20～ 

 20：２０ 

19日 

19：30～ 

 20：30

19日 

19：20～ 

 20：20

19日 

22：00～ 

23：00 

19日 

21：50～ 

２２:５０ 

19日 

２１:００～ 

２２:００

７ 被害状況 

(1) 人的被害  ５人 

・軽症   ５人 （川崎区：１人、幸区：１人、中原区：１人、高津区：１人、麻生区：１人） 

(2) 物的被害   

○住家被害 

   ・住家一部損壊 ２棟 

  多摩区長尾６丁目 １棟 

多摩区登戸 １棟 

○非住家被害 

・非住家一部損壊 ４棟  

川崎区東扇島 ２棟 

宮前区神木１町 １棟 

麻生区千代ヶ丘６丁目 １棟 

   ・道路通行止め  ２箇所 

     中原区下沼部 １箇所 

     麻生区細山６丁目 １箇所 

   ・停電 １０２戸 （多摩区菅仙谷、麻生区細山） 
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 [４] 集中豪雨（大雨・洪水警報） 

平成２４年７月１４日（土）

１ 概況 

梅雨前線が本州付近に停滞し、前線に向かって南から湿った空気が流れ込んだため、県内では14日の

未明から明け方にかけて県西部を中心に大雨となりました。 

市内では、３時００分から４時００分までの１時間に岡上橋で３０ｍｍの降雨を観測し、累計雨量は、

黒川第一で６８ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<７月１３日> 

１７時１１分 

<７月１４日> 

   ４時 ９分 

５時１５分 

６時５８分 

８時４１分 

大雨・雷・強風・洪水注意報発表 

大雨（土砂災害）警報、・雷・強風・洪水注意報発表 

大雨（土砂災害、浸水害）・洪水警報、雷・強風注意報発表 

大雨、雷・強風・洪水注意報発表 

強風注意報発表 

３ 水防警報発令状況 

・鶴見川（下川戸橋）     １４日３時３０分～５時３８分

・鶴見川（岡上橋）      １４日３時３９分～５時５０分

・真光寺川（岡上橋）     １４日３時３９分～５時５０分

・麻生川（新三輪橋）     １４日３時４９分～４時３９分

・五反田川（栄橋）      １４日３時４９分～４時３９分

４ 動員状況（警戒体制）  

   なし 

５ 各区の累計雨量（７月１３日２４時～１４日１２時） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ４０㎜ ２６㎜ ３２㎜ ４２㎜ ４２㎜ ５２㎜ ６８㎜ 

観測場所 川崎港 幸建設 中原建設 高津建設 菅生消防 川崎治水 黒川第一 

６ 各区の時間最大雨量（60 分間雨量） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 ３０㎜ １３㎜ １６㎜ １７㎜ ２０㎜ ２３㎜ ３０㎜ 

観測場所 川崎港 川崎 中原建設 高津建設 菅生消防 川崎治水 岡上橋 

観測時間 

１４日 

４:５０～ 

  ５:５０

１４日 

４:２０～ 

  ５:２０

１４日 

１:１０～ 

  ２:１０

１４日 

１:1０～ 

  ２:1０

１４日 

３:１０～ 

  ４:１０

１４日 

３:１０～ 

  ４:１０

１４日 

３:００～ 

  ４:００
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７ 被害状況 

なし 
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 [５] 集中豪雨（大雨・洪水警報） 

平成２４年９月２４日（月）

１ 概況 

北東から湿った空気が入ったため、県内では横浜・川崎と三浦半島で大雨となりました。 

 このため、25日0時頃に横須賀市で、京浜急行線の特急電車が線路上に崩れた土砂に乗り上げ脱線し

たため、乗員・乗客約30名が負傷しました。 

市内では、２４日２３時から２４時までの 1 時間に井田消防で３８㎜の降雨を観測し、累計雨量は井

田消防で７１㎜を観測しました。 

２ 活動記録 

<９月２４日> 

１８時４１分 

１９時 ７分 

１９時５９分 

２２時３３分 

<９月２５日> 

２時１８分 

５時０５分 

大雨・洪水注意報発表 

大雨・雷・洪水注意報発表 

大雨（土砂災害）警報、雷・洪水注意報発表 

大雨（土砂災害、浸水害）・洪水警報、雷注意報発表 

大雨（土砂災害）警報発表 

大雨・強風注意報発表 

３ 動員状況（警戒体制） 

   なし 

４ 各区の累計雨量（９月２４日１８時～２５日７時） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ５９㎜ ５８㎜ ７１㎜ ３６㎜ ３２㎜ １０㎜ ２０㎜ 

観測場所 川崎市役所 平間消防 井田消防 久末小学校 嶋田人道橋 多摩建設 黒川第一 

５ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 ３７㎜ ３７㎜ ３８㎜ １９㎜ １６㎜ ７㎜ １３㎜ 

観測場所 川崎市役所 平間消防 井田消防 新作消防 野川 多摩建設 岡上分館 

観測時間 

２４日 

２２:１０～ 

 ２３:１０

２４日 

２２:２０～ 

 ２３:２０

２４日 

２３:００～ 

 ２４:００

２４日 

２３:４０～ 

  ０:４０

２４日 

２３３０～ 

  ０:３０

２５日 

０:２０～ 

  １:２０

２４日 

２２:２０～ 

 ２３:２０
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６ 被害状況 

なし 
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 [６] 台風第１７号 

平成２４年９月３０日（日）～１０月１日（月）

１ 概況 

30日19時頃、台風第17号が愛知県東部に上陸し、強い勢力を保ったまま東日本を縦断後、1日の

朝には三陸沖に達しました。この影響で、県内では30日の夜を中心に暴風雨となりました。 

 このため、強風が原因の転倒などによる負傷者(12名)や住家の一部破損(13棟)が発生しました。 

市内では３０日１８時２０分から１９時２０分までの 1 時間に岡上橋で１時間最大雨量１４㎜を観測

し、累計雨量は黒川第一で２４㎜を観測しました。 

２ 活動記録 

<９月３０日> 

７時３３分 

１３時０８分 

１５時００分 

１６時５０分 

２１時２０分 

２３時３６分 

<１０月１日> 

３時２８分 

５時３０分 

   ８時０８分 

  １０時５１分 

大雨・雷・強風・波浪・洪水・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水・高潮注意報発表 

警戒体制強化に伴う動員の発令 

大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・暴風・波浪警報、雷・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、高潮注意報発表 

強風・波浪・高潮注意報発表 

警戒体制強化に伴う動員の解除 

強風・波浪注意報発表 

注意報解除 

３ 動員状況（警戒体制） 

 (1) 各区（１５１人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ２１人 ２１人 ２３人 ２８人 １６人 ２１人 ２１人 

(2) 本庁（１５１人） 

局 名 人 局 名 人 

総務局 １１人 まちづくり局 １１人 

健康福祉局 １人 港湾局 ７人 

建設緑政局 １８人 消防局 ２９人 

上下水道局 ７３人 教育委員会事務局 １人 

４ 各区の累計雨量（９月３０日１６時～１０月１日２時） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 １５㎜ １０㎜ １０㎜ １０㎜ １６㎜ １９㎜ ２４㎜ 

観測場所 川崎建設 平間消防 中原区役所 久地消防 菅生消防 川崎治水 黒川第一
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５ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １２㎜ ５㎜ ４㎜ ７㎜ １２㎜ １４㎜ １４㎜ 

観測場所 川崎建設 平間消防 中原建設 久地消防 菅生消防 川崎治水 岡上橋 

観測時間 

３０日 

１９:０0～ 

２０:０0 

３０日 

１８:３0～ 

１９:３0 

３０日 

１８:３0～ 

 １９:３0 

３０日 

１８:１0～ 

１９:１０ 

３０日 

１８:３0～ 

 １９:３0

３０日 

１８:３0～ 

 １９:３0

３０日 

１８:２0～ 

 １９:２0

６ 被害状況 

(1) 人的被害   

   ・軽症  ２人（川崎区：２人） 

(2) 物的被害   

○住家被害 

   ・住家一部損壊  ３棟 

宮前区菅生ヶ丘 ２棟 

宮前区東有馬２丁目 １棟 

   ○非住家被害 

   ・非住家一部損壊  ３棟 

幸区南加瀬２丁目 １棟 

中原区井田中ノ町 １棟 

宮前区菅生ヶ丘 １棟 

   ・仮設トイレ転倒  １件 

宮前区菅生６丁目 

   ・工事フェンス転倒  １件 

中原区上小田中６丁目 

   ・電柱損壊  １件 

     川崎区渡田東町 

   ・倒木  ５件 

  中原区中丸子 １件 

高津区宇奈根 １件 

宮前区野川 １件 

多摩区東三田２丁目 １件 

麻生区王禅寺 １件 

   ・停電  約１，６９６軒（麻生区、宮前区、多摩区、高津区） 

  (3) 自主避難  １件 

宮前区 １世帯２名 
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 [７] 大雪（大雪警報）  

平成２５年１月１４日（月）

１ 概況 

本州の南海上を急速に発達しながら東進した低気圧と寒気の影響で、県内では広い範囲で降雪があり積

雪を観測しました。 

 このため、積雪や路面凍結が原因の転倒事故などが発生し、120 名が負傷しました。また、交通障害

や農業被害などが発生しました。 

 市内では中原区で最大積雪量２２㎝を記録し、広い範囲で１０㎝以上の雪が積もりました。 

２ 活動記録 

<１月１４日> 

９時２８分 

１０時３４分 

１２時４０分 

１６時１９分 

１７時４８分 

大雪・風雪・波浪・着雪注意報発表 

各局室区に対して連絡体制の確保を指示 

大雪警報、風雪・波浪・着雪注意報発表 

暴風雪・大雪警報、波浪・着雪注意報発表 

暴風雪警報、大雪・波浪・着雪注意報発表 

３ 動員状況（警戒体制：所管事項対応のため動員） 

 (1) 各区（１３７人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 １５人 １４人 １０人 ２１人 ３４人 １８人 ２５人 

(2) 本庁（７６人） 

   ・建設緑政局：３人 

   ・交通局：７３人  

４ 各区の最大積雪量（1 月 14 日） 

区 名 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

積雪量 １３㎝ １８㎝ ２２㎝ ２０㎝ １１㎝ １３㎝ １５㎝ 

５  被害状況 

(1) 人的被害  ２人 

  ・重症１人（宮前区） 

  ・軽症１人（中原区） 

(2) 物的被害   

なし 
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