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令和３年８月 13日からの前線による大雨の記録 

 

伊那市総務部危機管理課 ８月 20日 17:00現在 

警報等 
発生日時 令和３年８月 13日（金）06:12 

内  容 大雨注意報・洪水注意報発表 

主な雨量の状況 

（累積雨量） 

西箕輪 306.0ｍｍ 伊那西 386.0ｍｍ 西春近南 261.5ｍｍ 西春近北 394.0ｍｍ  

市役所 318.0ｍｍ 手良 217.0ｍｍ 新山 185.0ｍｍ 西高遠 169.5ｍｍ 長藤 226.5ｍｍ  

荒町 212.0ｍｍ 御堂垣外 286.0ｍｍ 古屋敷 297.0ｍｍ 三義 212.0ｍｍ  

溝口 213.0ｍｍ 杉島 332.0ｍｍ （08/13 05:00～08/18 19:00） 

主な最大雨量／時間 古屋敷 25.0ｍｍ  伊那西 24.5ｍｍ  西春近北 23.5ｍｍ   

対策本部等設置 

8/13 18:20 警戒体制（高遠町総合支所・長谷総合支所含む）開始 

8/15 04:45 第一配備体制 

05:00 災害警戒本部設置 

   05:00 第１回警戒本部会議 

   09:00 第２回警戒本部会議 

   11:30 第３回警戒本部会議  

   13:30 第一配備体制解除 

       警戒体制 

8/18 19:31 警戒体制解除 

人的被害 死者 ０ 名、負傷者 ０ 名、行方不明者 ０ 名 

住宅被害 被害認定等 全壊 半壊 一部損壊 

約 ０ 棟 約 ０ 棟 約 ０ 棟 

  床下浸水１棟 

影 響 状 況 解除・復旧・帰宅 

避
難
情
報 

緊急安全確保 発令なし  

避難指示 08/15 05:15 西春近 小出島区・沢渡区・表木区・下牧区 

       東春近 渡場区・中殿島区・下殿島区・田原区 

       対象：2,273世帯 5,984人 

08/15 13:30 解除 

  

 

高齢者等避難 08/14 10:30 荒井 内の萱地区 

       対象：8世帯 18人  

08/15 13:30 解除 

 

（自主避難）   

経過 

気象情報 

 

08/13 18:20 大雨警報（土砂災害） 発表 

08/14 03:20 土砂災害警戒情報 発表 

    11:34 洪水警報 発表 

08/18  09:30 土砂災害警戒情報 解除 

広報用 
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 16:26 洪水注意報 解除 

   19:31 大雨警報 解除 

放流 

 

＜釜口水門＞ 

08/15 12:30 359.23ｍ3／秒  

    13:20 359.23ｍ3／秒 

＜美和ダム＞ 

08/15 05:00 230ｍ3／秒  

＜高遠ダム＞ 

08/15 09:59 278.94ｍ3／秒 

 河川水位 08/14 

   11:25 氾濫注意情報（伊那富 警戒レベル２相当氾濫注意水位） 

   16:30 氾濫注意情報（沢渡  警戒レベル２相当氾濫注意水位） 

08/15 

   01:00 氾濫警戒情報（伊那富 警戒レベル２相当氾濫注意水位） 

             （沢渡  警戒レベル３相当氾濫危険水位 

                  到達見込み） 

   05:50 ※氾濫危険水位到達 （沢渡 最高水位 1.80ｍ） 

   14:40 氾濫注意情報（伊那富 避難判断水位を下回る） 

             （沢渡  避難判断水位を下回る） 

   16:40 氾濫注意情報（伊那富 氾濫注意水位継続） 

             （沢渡  氾濫注意水位継続） 

   23:35 氾濫注意情報（伊那富 氾濫注意水位継続） 

             （沢渡  氾濫注意水位を下回る） 

8/16 15:30 氾濫注意情報（伊那富 氾濫注意水位を下回る） 

避難所・避難場所 状 況 解除・復旧・帰宅 

避難場所開設状況 ◆避難情報に基づく避難所 ４箇所 

 （伊那西小学校・西春近南小学校・春富中学校・富県小学校） 

◆災害時応援協定に基づく緊急避難場所 １箇所 

 （株式会社キッツ伊那工場） 

※自主開設緊急避難場所 ３箇所 

 （沢渡公民館・表木公民館・下牧公民館） 

  ※その他、複数の地区で対応していたが、集約体制できず 

全地区の状況は把握できていない 

◆福祉避難所 １箇所 ４名 

 （春富ふくじゅ園） 

  ※施設間で対応のため、開設の公表はしていない 
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08/14 10:30 伊那西小学校開設 

       １人・１世帯（65歳以上１人） 

 

08/15 06:00 富県小学校開設 

       11人・３世帯（65歳以上３人） 

              

    06:00 西春近南小学校開設 

       13人・６世帯（65歳以上４人） 

         

    06:00 春富中学校開設 

       36人・17世帯（65歳以上７人） 

 

＜車中避難所＞ 

08/15 07:30 キッツ駐車場受入開始 

       ９人・５世帯（65歳以上３人）      

 

08/15 13:30 閉所 

 

 

08/15 13:30 閉所 

 

 

08/15 13:30 閉所 

 

 

08/15 13:30 閉所 

 

 

 

08/15 13:30 閉所 

 

災害の状況 ＜建設関係＿市＞ 

    西箕輪他 16箇所 路肩崩落・土砂流出・路面陥没 

 

＜建設関係＿県＞ 

    西春近   小黒川  護岸欠損（右岸） L=25ｍ 

    西春近   小黒川  護岸欠損（左岸）他 L＝70ｍ 

    西春近   小黒川  河道閉塞 L＝300ｍ 

    西町    小黒川  河道閉塞 L＝200ｍ 

    西春近   猪の沢川 護岸裏吸出し・蛇篭崩落 L＝200ｍ 

    高遠町長藤 藤沢川  護岸欠損 L＝40ｍ 

    長谷    三峰川  護岸欠損 L=12ｍ 

    野底    棚沢川  護岸欠損 L＝３ｍ 

    平沢    小沢川  護岸欠損 L=40ｍ 

    荒井    小黒川  護岸吸出し L=15ｍ（県・伊那駒ヶ岳線） 

    西春近        路肩崩壊 L＝15ｍ（県・伊那駒ヶ岳線） 

    高遠町西高遠     落石 径 1ｍ（国・361号） 

    長谷    三峰川  護岸欠損 L=25ｍ（国・152号） 

    高遠町芝平      路肩崩壊 L＝10ｍ（県・芝平高遠線）  

 

8/18 危険個所パトロール 異常なし 
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＜農林関係＞ 

（耕地）西町他 18箇所  取水口・水路 堆積土砂除去  

    平沢      取水口 仮設工復旧  

    西箕輪他５箇所 田・畑畦畔復旧 

    高遠町長藤   農業用水路破損 L=40ｍ 

    高遠町藤澤   農地法面崩落 L=７ｍ 

    荒井      取水・導水擁壁破損 L=９ｍ 

    西春近     農業用水路・田 排土 

    手良      畑畦畔復旧 

    東春近     農地浸水 3.7ha 

    西春近２箇所  農地浸水 

 

（林道）西箕輪他 23箇所 路面洗堀・法面崩落他  

    西春近      橋脚損傷 

    長谷３箇所    路肩崩落・路肩洗堀 

 

＜水道関係＞ 

08/15  西春近（小出二区） 板沢配水池 断水 ※給水車で配水 

 

＜交通関係＞ 

08/15 中央道 恵那～小淵沢間 通行止め 

路線バス（市街地循環バス、伊那本線、若宮・美原・手良・福島循環バス、 

西箕輪線、高遠線、藤沢線） 終日運休 

    JR中央本線 塩尻～小淵沢間 終日運休 

    JR飯田線 本長篠～辰野間  終日運休 

08/16 林道バス運休 8/17から通常運行 ※被害なし 

 

＜住家関係＞ 

08/17  福島 湧水が増加し宅地浸水 ※床下浸水 

西箕輪 上戸 山腹からの出水により敷地内へ浸水 ５軒  

山寺 道路側溝オーバーフローにより地下室へ浸水 ※現地確認  

    西町 宅地内より湧水 

 

＜観光施設＞ 

山小屋  西駒山荘             床下浸水 
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        仙丈小屋、塩見小屋、こもれび山荘 異常なし 

宿泊施設 仙流荘、高遠さくらホテル、羽広荘 異常なし ※宿泊者確認済 

入浴施設 みはらしの湯 8/15 午前 11時から営業予定 

        さくらの湯  8/15 午後１時から営業予定 

 

＜その他施設＞ 

天竜川 消防水利用坂路欠損 ※天上と情報共有済 

知立市野外センター 利用者への注意喚起 

小黒川キャンプ場  管理者へ避難行動確認 利用者 18組 

市民体育館 第２駐車場 浸水   

 

＜社会福祉施設関係＞ 

高齢者・障害者福祉施設とも被害なし 

 

＜情報関係＞ 

   図書館外部予約システム使用不可 ※図書館での予約貸し出しは可能 

 

＜停電＞ 

08/15 07:02 手良野口の一部 190戸 ※倒木による 8/15 15:57復旧 

08/16 09:38 長谷市野瀬の一部 10戸程度 ※倒木による 8/16 13:54復旧 

08/18 07:28 富県 10戸程度 ※倒木による 8/18 13:54復旧 

 

支援部隊（要請） ― 

応援協定等 8/16 新宿区・会津若松市 

8/17 知立市   

※いずれも伊那市の状況報告のみで特段の支援要請はなし 

災害ボランティアセンター ― 

消防団等 ＜伊那市消防団＞ 

8/14 

16:00 団本部参集 

17:00 西部、中部、東部方面隊 警戒巡視 

       西部各分団 土のう積み、倒木処理対応 

20:00 団本部、各方面隊 自宅待機 

23:00 西箕輪分団 土のう積み 

8/15 

05:00 団本部参集、各方面隊警戒巡視 
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07:00 西部各分団 土のう積み、倒木処理対応 

10:00 竜東分団床下浸水対応 

11:00 東部方面隊自宅待機 

17:00 竜東分団床下浸水完了 

17:30 全分団自宅待機 

08/16 

   05:30 全分団管内巡視 ※河川異常なし 

   08:00 団本部解散 

集計 危機管理課 小松（内線 2052） 

 


