
（令和 元 年 9 月 13 日 15 時現在）

新　見　市

１　被災の状況

(１) 人的被害 《　総務課　》

新

重傷

(２) 住宅等の被害 《　総務課　》

新

　全壊 西方

　床上浸水

　床下浸水

(３) 国道・県道の通行止め 《　建設課（岡山県）　》

新

(４) 市道・市管理県道の規制・被害

① 全面通行止め 《　建設課　》

新

合　計 1

区　分 計 住家 非住家 備　考

令和元年９月集中豪雨災害による被災状況等

区　分 計 備　考

1 ６５歳　女性　排水作業中　骨折（全治２箇月：当初捻挫の連絡）

70 56 14 新見、金谷、西方、高尾、下熊谷、上熊谷、哲多町宮河内

1 1 0

路線名 規制区間 解除日時

合　計 281 247 34 詳細は調査中（現地調査により件数の増減あり）

210 190 20 新見、金谷、西方、高尾、下熊谷、上熊谷、哲多町宮河内

国道１８０号 高尾（鼓橋北側）　崩土 9/3 22:15
県道　新見勝山線 新見～下熊谷（崩土） 9/4 6:00

国道１８０号 菅生～千屋（雨量超過） 9/4 5:40

路線名 規制区間 解除日時

市道下ノ丁大峠線 新見市新見～新見市新見

主要　新見日南線 金谷（江道橋）～金谷（金谷橋） 9/4 7:30

全５路線中　　全路線復旧済み

県道　新見勝山線 上熊谷地内 9/4 13:50

市道新見高尾線 新見市新見～新見市高尾(小川橋) 9/4 6:00

市道小川市民公園線 新見市高尾～新見市高尾 9/4 17:00

市道田元上寺元線 新見市上熊谷～新見市上熊谷 9/4 18:00

市道太田5号線 新見市西方～新見市西方 9/4 15:00

市道金谷太田緑町線 新見市金谷～新見市西方 9/10 17:00

市道金谷正田線 新見市金谷～新見市金谷 9/4 19:00

市道法木太田線 新見市下熊谷～新見市上熊谷

市道古部1号線 新見市高尾～新見市高尾

市道本通線 新見市高尾～新見市高尾

市道本通鼓橋線 新見市高尾～新見市高尾 9/4 18:00

市道上法ヶ峠３号線 新見市下熊谷～新見市下熊谷 9/5 17:00

市道大医寺線 新見市西方～新見市西方 9/5 17:00

市道柴床線 新見市哲多町宮河内～新見市哲多町宮河内 9/4 17:00

市道中山線 新見市哲多町宮河内～新見市哲多町宮河内

市道寺元尾原線 新見市上熊谷～新見市上熊谷 9/5 9:00

市道小川通り線 新見市高尾～新見市高尾 9/8 17:00

市道森ヶ平横畑線 新見市上熊谷～新見市上熊谷 9/6 17:00

市道宗金線 新見市西方～新見市西方

市道田の河内浦石線 新見市哲多町宮河内～新見市哲多町大野

全２０路線中　　１３路線復旧済み
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(５) 公共施設関係の被害

新

(６) 市営住宅・都市公園 《　都市整備課　》

新

(７) ライフライン関係の被害

① 水道 《　上水道課　》

新
断水７戸

配水管 破損 断水９戸 高尾古部地内9/4 16:00仮復旧

② 下水道 《　下水道課　》

新

西方辻田地内：対応中

正田地内：対応中

高尾　古部地内：対応中

新見　上木谷地内：対応中

(８) 孤立地域 《　総務課　》

新

対応状況：孤立確認時安否確認実施、解消時連絡実施

(９) 農林関係被害 《　農林課　》

新

路面洗堀等

下熊谷

神郷高瀬

処理センター 裏側法面崩落 生活環境課

市民グランド G法面、テニスコート、駐車場崩壊生涯学習課

施設名 内容 備考（担当課）

新見保育所 床上浸水
こども課：９月１０日まで市内１２
園で代替保育
９月１１日から保育再開

西方：市営住宅・谷団地 床下浸水：土砂流入 業者に撤去依頼中

谷地区共同墓地 法面一部崩落 生活環境課

施設名 内容 備考

思誠小学校 プール横、階段法面崩壊 教育総務課

クアオルト健康ウオーキング 新見富士コース一部損壊 健康づくり課

西方：太田公園 泥水流入 使用中止
新見：城山公園 遊歩道法面崩壊　1箇所 一部立入禁止措置

施設名 内容 発災日時 対象 備　考

備　考

マンホールポンプ 制御盤停止 １８：３０ 3戸

配水管 破損 １９：３０ 新見木谷地内9/4 12:40仮復旧
２２：００

埋設管 破損 １：３０ 4戸

新見浄化センター 脱臭施設停止 ２０：００

埋設管 破損 １：４５ 3戸

施設名 内容 発災日時 対象

備考
哲多町宮河内 柴床・中山 9 27 9/4 7:30

大字 地区名 世帯数 人数 解消日時

新見 前木ノ畝 5 9 9/4 18:00
新見 寺下 7 17 9/4 18:00
唐松 灰貝 4 6 9/4 18:00
唐松 大峠 4 8 9/4 18:00

7 40 89

区分 種別 被害状況
被害面積、
又は箇所

上熊谷 東蕨谷 6 12 9/4 18:00
新見 上木谷 5 10 9/4 18:00

林道 調査中 ３箇所 西方、上熊谷、下熊谷

田 崩壊等 調査中 ８１箇所

被害金額
（千円）

備考

治山 山腹崩壊 調査中 ７箇所 新見、高尾、西方、上熊谷

頭首工 流失 調査中 １箇所 西方

水路 崩壊等 調査中 ３０箇所 新見支局、哲多支局管内

新見支局、哲多支局管内

畑 崩壊等 調査中 ３６箇所 新見支局、哲多支局管内

水稲 崩壊・土砂流入 ３５a 新見･高尾･西方･上熊谷

水稲施設 ライスセンター 土砂流入

トマト ハウス 養液システム故障 １３a

農道 崩壊等 調査中 ４箇所 新見支局、哲多支局管内

野菜 ハウス 土砂流入 １a 西方
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(10) 商工関係被害 《　商工観光課　》

新

２　避難の状況

（１） 指定避難所 《　介護保険課　》

新

（継続中）

（２） 福祉避難所 《　介護保険課　》

新

３　災害対応の経過 《　総務課　》

新

商工業者 商工被害 浸水、土砂流入 ６１箇所 調査中
高尾・西方・上熊
谷・新見・金谷

区分 種別 被害状況
被害面積、
又は箇所

被害金額
（千円）

備考

9/3 22:00 74 7
公民館（西方、新見、正田、唐松）
中学校（新見第一）
城山体育館

9/4 5:30 29 5
公民館（西方、新見、正田）
中学校（新見第一）
城山体育館

日 時 避難者数 避難所数 備考

9/3
19:30～
21:50

35
6

（開設１２）

公民館（西方、新見、正田）
新見駅前交流センター
中学校（新見第一）
城山体育館

9/4 8:00 5 3
公民館（正田）
新見駅前交流センター
城山体育館

9/4 11:00 5 2
公民館（正田）
新見駅前交流センター

9/4 6:00 10 5
公民館（西方、新見、正田）
中学校（新見第一）
城山体育館

9/4 7:00 8 4
公民館（西方、正田）
駅前交流センター
城山体育館

9/4 13:00 4 1 新見駅前交流センター

9/4 15:00 4 1 新見駅前交流センター

日 時 内容 対象 備考

9/3 17:18 大雨注意報　発表（雷注意報発表中） 全域 岡山地方気象台

日 時 避難者数 避難所数 備考

9/3～
9/4

22:00～
9:30

2 2
唐松荘
介護老人保健施設くろかみ

〃 19:00 災害対策本部設置 全域 新見市

（職員　警戒体制２→非常体制）

〃 18:23 職員　注意体制 全域 新見市

〃 18:31 大雨警報（浸水害）　発表 全域 岡山地方気象台

〃 19:18 大雨警報（継続）・洪水警報　発表 全域 岡山地方気象台

〃 19:03 大雨警報（土砂災害・浸水害）発表 全域 岡山地方気象台

洪水注意報　発表
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（レベル３） 唐松、長屋、井倉

大雨警報・洪水警報（継続）

洪水警報　解除

避難準備情報解除

４　災害対応状況

(1) 災害ごみ受入場所設置 《生活環境課　》

新

※ ①、③は、9/17 17:00に閉鎖

（２） 災害土砂受入場所設置 《都市整備課　》

新

※ ①は、9/17 17:00に閉鎖

(３) ボランティアセンター開設 《新見市社会福祉協議会》

新

７２－７３０６

中国地方居住者 電話、FAX、メール

等で事前受付

県内居住者

※詳細は、社会福祉法人　新見市社会福祉協議会　０８６７－７２－７３０６

〃 19:20 土砂災害警戒情報　発表 全域 岡山地方気象台

〃 21:59 大雨警報（土砂災害）　発表 全域 岡山地方気象台

洪水警報（継続）

〃 20:30 河本ダム放流量１００㎥／秒越　発表 岡山県

〃 20:45 避難準備情・高齢者等避難開始　発令正田、金谷、石蟹、新見市

〃 19:25 避難勧告　発令（レベル４） 新見、高尾、西方 新見市

〃 20:10 避難判断水位到達（正田水位観測所） 新見 岡山県

9/4 2:52 大雨警報　解除　大雨注意報　発表 全域 岡山地方気象台

〃 5:02 大雨注意報　解除 全域 岡山地方気象台

〃 23:27 大雨警報（継続） 全域 岡山地方気象台

〃 23:10 土砂災害警戒情報　解除 全域 岡山地方気象台

日 時 時間 場　所 備考

○
9/4 13:00 ８時３０分～１７時 ①西方公民館

②ＪＲ新見駅西エリア
③昭和町公園

〃 6:00 避難勧告解除 新見、高尾、西方 新見市

正田、金谷、石蟹、
唐松、長屋、井倉

○
9/4 13:00 ８時３０分～１７時 ①西方公民館

②ＪＲ新見駅西エリア
③太田公園(9/7～）

持ち込みのみ～
9/29 17:00

持ち込みのみ～
9/29 17:00

日 時 時間 場　所 備考

16:00 家屋や敷地内に流入した土砂やごみ
の撤去、家財の運び出し・片付けなど

（9/16を除く）

9/4　～　9/15 ○ボランティア活動希望者受付

16:00 （登録は9/13まで）

日時 内容 対象 備考

○

9/4　～　9/28 ○ボランティア依頼受付 市内居住者 電話申し込み

9/21・22・28・29

9/16　～　29 ○ボランティア活動希望者受付

16:00 （登録は9/27まで）

9/4　～　9/15 ○ボランティア派遣・受入
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(４) 入浴施設の開放状況等

① 入浴施設 《　福祉課　》

新

(５) 健康状況調査 《健康づくり課》

新

(６) 被災住宅等調査 《総務課》

新

(７) 住宅消毒 《市民課》

新

○

(８) 災害義援金 《　福祉課　》

新

問い合わせ先

9/5
13時～

新見市社協中央デイ
サービスセンター 金谷６４０－１

（月～金）
13時～17時

男女交互６ 71-0071

日時 施設名 住所 開放日時 入浴可能人数

日 内容 訪問件数

9/4
13時～

被災地区を訪問し健康状況等を調査 441

9/9
16時～

特別養護老人ホーム
ゆずり葉

新見８９７－７
（月～金）

16時～19時

16:00
～17:25
男10
17:35
～19:00
女10

71-0077

9/5
13時～

げんき広場にいみ 上市１５－１
（月曜日を除く）

９時～２２時
日曜日は18時まで

男女各１０ 71-2168

受付期間 受入

9/5～

現金：市本庁、支局
送金：備北信用金庫専用口座
　　　　　中央支店（普）1012068
　　　　　新見市令和元年９月集中豪雨災害義援金　新見市長　池田一二三

日 内容 実施件数

9/5
13時～

被災住宅敷地内の消毒 286

日 内容 実施件数

9/4
15時～

被災住宅等の状況調査 309

5 / 7 ページ



５．参考事項 《　総務課調べ　》

(１) 雨量
➀市内雨量状況 9月3日　23時現在

※市内最大

②新見観測局　雨量状況
・観測局名：新見 ・設置場所：岡山県新見地域事務所
・位置：岡山県新見市高尾

(単位：mm）

17:10　降雨始まり
降雨時間　2時間40分

※時間雨量最大
19:50　降雨終わり

(２) 河川水位
➀正田観測所

・観測局名：正田 ・設置場所：高梁川（市役所北側）
・位置：岡山県新見市新見

(単位：m）

（２．８ｍ）

②長屋観測所
・観測局名：長屋 ・設置場所：高梁川
・位置：岡山県新見市長屋

(単位：m）

20:10～22:10 氾濫注意水位
（３．０ｍ）

観測局名 累計雨量(mm)

三室川ダム 48
河本ダム 118

梅田 21

新見 165
相文 31

千屋ダム 96

大佐 39
長屋 16
蚊家 13

18:00 48 48
19:00 103 151

9月3日
時刻 60分 累計
17:00 0 0

高瀬川ダム 20
矢神 72
足立 42

19:00 2.18 水防団待機水位
20:00 2.79 水防団待機水位

9月3日
時刻 水位 備考
18:00 1.09

20:00 14 165
21:00 0 165

9月3日～
時刻 水位 備考
18:00 0.97

23:00 1.9
0:00 1.77

20:10～20:40 避難判断水位到達
21:00 2.61 水防団待機水位
22:00 2.24 水防団待機水位

23:00 2.81 水防団待機水位
0:00 2.70 水防団待機水位

21:00 3.28 氾濫注意⽔位
22:00 3.10 氾濫注意⽔位

19:00 1.41 水防団待機水位
20:00 2.90 水防団待機水位

3:00 2.42

1:00 2.62 水防団待機水位
2:00 2.52 水防団待機水位
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(３) 交通機関
➀ 市内バス等

・市営バス　：影響なし
・備北バス　：道路不通区間を迂回して対応。通行止め解除に伴い通常運行
② JR

新

③ JH

新

（４） 新見市災害ボランティアセンター活動実績 《新見市社会福祉協議会》

新

○

（前日17時現在）
６　協力機関

（１） 災害協定による協力

新

（２） 行政機関による協力（災害時協定）

新

伯備線 新見～備中高梁(9/3　18時前から見合わせ） 9/4 午前

伯備線 新見～上石見（9/3　18時前から見合わせ） 9/4 午後

路線名 規制区間 解除日時

日 内容 活動延人数

9/4
13時～

流入した土砂やごみの撤去、家財の運び
出し･片付け　など

1,437

路線名 規制区間 解除日時

中国自動車道 北房IC ～　東城ＩＣ 9/5 12:05

姫新線
新見～中国勝山（9/3 18時前から見合わせ、
　　　　　　　　　　　9/5からバス代行）

9/9 午前

芸備線 新見～備後落合（9/3 18時前から見合わせ） 9/5 午前

9/3～
9/4

唐松荘、介護老人保健施設くろかみ 福祉避難所の設置運営 介護保険課

9/4～ 山佐産業株式会社
ドローンによる被災場所の
撮影

総合政策課
都市整備課

9/4～ 新見市環境保全協会
災害廃棄物の撤去、収集・
運搬及び処分

生活環境課

9/4～ 新見環境（有）、環境管理（有） 汲み取り式トイレの収集 生活環境課

日 協定締結先 対応内容 担当課

9/3～ 新見市建設業協会 災害発生時の応急措置 建設課

9/4 国土交通省国土地理院 災害対策用図の提供 都市整備課

9/3～ 岡山県
リエゾン派遣(9/3）
被災家屋現地調査等派遣
(9/6～）

総務課

日 協定締結先 対応内容 担当課

9/3～
9/6

国土交通省中国地方整備局
リエゾンの派遣(9/3～9/6）
ヘリコプターによる被災場
所調査(9/4）

都市整備課

9/4～ 株式会社ジュンテンドー 物資（土のう袋）の提供 総務課

9/4～ 社会福祉法人新見市社会福祉協議会
災害ボランティアセンター
の設置・運営等

福祉課

9/5～
9/16

岡山県内市町村

岡山県市長会（倉敷市・総
社市・井原市・津山市・玉野
市・高梁市・赤磐市・真庭
市）：土のう提供（３，５１０
個）
鏡野町（土のう袋・ﾌﾞﾙｰｼｰ
ﾄ）

総務課

7 / 7 ページ


