
報道発表資料 

令和元年 10 月 12 日における台風 19 号の接近状況【第 1 報・最終報】 

令和元年 10 月 13 日 7:20 現在 

飯田市危機管理室 

１ 時系列情報 

10 月 11 日

(金) 
内  容 

15:40 WNI リスクスケール平野部・山間部レベル０→２(強風域) 

20:05 強風注意報発表 

10 月 12 日

(土) 

 

4:28 雷・洪水注意報発表 

7:00 WNI リスクスケール平野部・山間部レベル２→４(暴風域) 

7:40 暴風警報・大雨注意報発表、強風注意報解除 

7:45 下久堅北原バス停付近で倒木(当直受信) 

7:50 大休・切石・羽場赤坂・羽場権現で停電 

 (7:17 発生 660 戸 → 8:00 時点 86 戸 →8:34 時点 10 戸 →10:54 復旧) 

 7:17 正永町・砂払町・羽場仲畑・丸山町の一部で停電(570 戸) → 7:50 復旧 

8:30 第三警戒態勢(全地区対象) 54 名出勤 

8:36 JR 飯田線上り 天竜峡 → 豊橋、JR 飯田線下り 豊橋 → 本長篠、中部天龍 → 天竜峡 

運転見合せ 

9:12 松川バイパス放流 10:00～開始 

10:00 上村・南信濃地区の土砂災害特別警戒区域の住民 183 世帯 392 人に避難勧告(警戒レベ

ル４)発令 

 飯田地域の土砂災害特別警戒区域の住民 925 世帯 2,910 人に避難準備・高齢者避難開始

(警戒レベル３)発令 

 飯田広域消防本部・警防本部設置、上村・南信濃・市役所へリエゾン派遣準備開始 

10:50 JR 飯田線 全線で運転見合せ(台風による) 

 高速バス運休・新宿線・名古屋線・長野線・大阪線・立川線・横浜線・甲府線 

10:56 大雨(浸水害)・洪水警報発表 

11:00 11:00 現在 避難所開設 60 か所、３世帯７名 

11:08 市民バス 13:00～遠山線 運休、18:00～市内循環線・駒場線 運休予定 

12:00 12:00 現在 避難所開設 85 か所、７世帯 14 名 

14:10 遠山川平岡(南和田)観測所水位 2.4ｍ・水防団待機水位到達。 

 →18 分団詰所へ 8名待機 

14:45 いいだ安全・安心メール配信(3 時間前) 

15:00 15:00 現在 避難所開設状況 88 か所、8世帯 18 名 

15:30 長野県内に大雨特別警報発表(飯田市は対象外) 

16:40 市民バス循環線・駒場線通常通り運行 

16:45 鼎下山コンビニ付近で倒木 → 土木課対応済(牧野工業) 



16:50 天竜川氾濫注意情報(警戒レベル２相当)  

 伊那富(辰野町)、沢渡(伊那市)で 16:30 に氾濫注意水位に到達 

17:00 龍江 倒木３件、下久堅 倒木２件 (ここまでの集計 下久堅３件、龍江３件、鼎１件) 

 天竜川 市田水位観測所 0.73ｍ到達(水防団待機水位 0.7ｍ) 

17:40 内水排除班参集開始 本庁・現場に待機 

18:00 天竜川沿いの各自治振興センターへ河川敷内の占有物の撤去を指示(座光寺、上郷、松

尾、下久堅、龍江、竜丘、川路) 

 美和ダム異常洪水時防災操作（３時間前）通知 受信 

 18:00 現在 避難所開設状況 89 か所、20 世帯 40 名 

20:00 天竜川沿いの住民に対して避難準備・高齢者等避難開始(警戒レベル３)を発令 

(692 世帯 1,905 名) 

 対象：座光寺 中河原、河原・松尾 新井、寺所、明、清水、毛賀３部・下久堅 中組１

～５、舟渡、高塚、宮の平、龍江 船戸北、船戸南、新地、上城中、田中下・竜丘 時又・

川路 ２～７区、別府下 

20:30 消防団(8 機関 27 名)・広域消防(座光寺、飯田、伊賀良、龍江 6 隊 13 名)による避難準

備の広報実施(24:00 まで) 

20:45 大雨警報解除、大雨注意報発表 

21:25 天竜川河川敷内の占有物撤去完了 

21:30 美和ダム異常洪水時防災操作開始 

21:35 ７地区以外に対して、避難所閉鎖、職員は自宅待機を指示 

23:10 WNI リスクスケール平野部４→２ 

10 月 13 日

(日) 

 

0:57 暴風警報・雷注意報を解除、強風注意報発表 

1:00 美和ダム異常洪水時防災操作終了 

1:15 広域消防本部情報収集体制へ移行 

2:00 すべての避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始を解除 → 広報は翌朝に 

 各自治振興センターの警戒態勢解除 

 〔2:00 現在避難者数〕 

寺所コミュニティ消防センター 4 世帯 5名、座光寺公民館 2 世帯 4名、龍江公民館 

1 世帯 2名、南信濃自治振興センター 6 世帯 8名、羽場中央公会堂 1 世帯 1名 

3:20 洪水警報・大雨注意報解除、洪水注意報発表 

3:30 内水排除班現地撤収 

4:27 強風注意報解除 

5:10 WNI リスクスケール平野部２→０ 

5:20 WNI リスクスケール山間部４→３ 

※WNI：㈱ウェザーニューズの略称 

 

２ 孤立の発生状況・・・なし 

 

３ 被害の状況【10/13 7:20 現在】 

   倒木８件（上久堅１件、下久堅３件、龍江３件、鼎１件） 



４ 降雨状況（累積雨量）【10/13 7:20 現在】                                    【単位：mm】 

アメダス飯田 龍  江 山  本 上  村 アメダス南信濃 

52.5 62.5 69.0 90.0 137.5 

    ※龍江、山本、上村の雨量計は、飯田市が独自に設置 

 

５ 最高水位                                                                 【単位：ｍ】 

市 田 

（天竜川） 

伊久間 

（天竜川） 

天竜峡 

（天竜川） 

和 田 

（遠山川） 

平 岡 

（遠山川） 

上茶屋 

（松川） 

1.22 

（10/13 1:00） 

1.23 

（10/13 2:00） 

10.14 

（10/13 1:00） 

1.63 

(10/12 22:00) 

2.66 

(10/12 20:00) 

0.51 

(10/12 20:00) 

 

６ 避難所開設状況 

   開設箇所数：89 か所 避難者：20 世帯 40 名 

   開設時刻：10/12  8:30～概ね 10:00、閉鎖時刻：10/13 2:00～7:20 

 

７ 避難情報の発令状況【1,800 世帯 5,207 名】 

日  時 発令内容 対   象 

10/12（土）10:00 避難勧告 
上村・南信濃地区の土砂災害特別警戒区域の居住者 

183 世帯 392 名 

7/5（木）10:00 
避難準備・高齢

者等避難開始 

飯田地域の土砂災害特別警戒区域の居住者 

925 世帯 2,910 名 

20:00 
避難準備・高齢

者等避難開始 

天竜川沿いの住民 692 世帯 1,905 名 

 対象：座光寺 中河原、河原、松尾 新井、寺所、明、

清水、毛賀３部、下久堅 中組１～５、舟渡、高

塚、宮の平、龍江 船戸北、船戸南、新地、上城

中、田中下、竜丘 時又、嶋、川路 ２～７区、飯

沼、別府下、 

10/13（日）2:00 解 除 すべての避難情報を解除 

 

飯田市危機管理室 

担当：北澤・松下・後藤 

電話：0265-22-4511 内線 2437 

ファクシミリ：0265-24-9316 


