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報道発表資料 
※下線部は第２報以降に追加・更新された箇所 

令和2年 7月７日からの梅雨前線豪雨災害対応の状況【第３報】 
令和 2年 7月 9日 17：00発表 

令和 2年 7月 9日 16：00現在 

飯田市災害対策本部 

１ 時系列情報 

日 時 内 容 

７月７日(火)  

22:50 WNI災害リスクスケール平野部レベル０ 山間部レベル３→４ 

23:30 WNI災害リスクスケール平野部レベル０→４ 山間部レベル４ 

 ８日(水)  

4:20 WNI災害リスクスケール平野部レベル４ 山間部レベル４→５ 

5:29 大雨警報（土砂災害）、洪水注意報 発表 

5:50 市態勢「第１配備態勢」発令 

5:50 敷地内流入 上郷黒田 住家 

6:03 シルクホテル前冠水 →6:28解消 

6:10 県道上飯田線（矢筈－氏乗） 事前規制 通行止め 

6:17 洪水警報 

6:19 敷地内流入 下殿岡 住家敷地内 

6:30 土砂災害警戒情報発表（飯田地域） 

市内全域に「警戒レベル４ 避難勧告発令」（対象：40,054世帯、99,875人） 

市態勢「災害警戒本部」設置、「第２配備態勢」発令 

6:30 土砂崩れ 龍江 今木屋農園駐車場付近 通行不可 

6:30 土砂流入 大平集落センター付近 河川半分せき止め 

6:43 大雨特別警報発表 

市態勢「災害対策本部」設置 

6:43 休校（市内全小・中学校） 

6:53 バス三穂線運休（柳桜バス停付近土砂崩れ） 

バス千代線運休（やすんどバス停付近土砂崩れ） 

7:00 遠山川水位 和田 水防団待機水位超過 

7:10 土砂災害警戒情報発表（上村・南信濃地域） 

7:30 保育園休園（上村保、和田保、ひまわり）、全つどいの広場休館 

その他の保育所・認定こども園は必要最低限で園児受け入れ 

7:40 法面崩落 県道親田中村線 全面通行止め 

7:40 法面崩落 三穂県道久保田商店付近 通行止め 

7:40 法面崩落 米川飯田線 龍江宮沢（市道交点）～龍江堀廻（市道交点） 

7:40 がけ崩れ 下久堅～上村へ向かう途中（付近に牛舎） ※現場確認中 

7:45 天竜川水位 天竜峡にて水位レベル 11.00ｍ 警戒レベル２ 

7:45 保育園千代分園は休園し、千代保育園で保育 
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7:50 天竜川水位 天竜峡 水防団待機水位超過（11.30ｍ） 

8:08 倒木 橋北公民館前柳通り 藤本設計事務所前市道 通行可 けが人なし 

8:16 乗合タクシー遠山郷線運休 

8:20 市建設部内水排除班（現地 16名、本部３名）金色洞にて１車両活動開始 

8:20 倒木 上村小学校～下栗 市道３号 通行不可 

8:25 床下浸水 座光寺 住家  

8:30 倒木 上郷飯沼 飯田高校教員住宅駐車場 車両破損あり 人的被害なし 

8:35 床上浸水 座光寺 非住家  

8:40 水路氾濫 中村 

8:45 倒木 毛賀沢橋 通行止め 

8:50 道路冠水 座光寺大門原地籍 

8:53 倒木 毛賀 通行不可 

8:58 市建設部内水排除班 金色洞にて２車両目が活動開始 

9:00 第１回災害対策本部会議 

9:00 災害救助法を適用 適用時期７月８日（水） 

9:00 WNI災害リスクスケール平野部レベル４ 山間部レベル５→４ 

9:00 山が崩れた 駄科グループホームひだまりから見える 50ｍ先 

9:00 天竜川上流域６日 8:30から８日 8:30までの流域平均雨量 150㎜ 

9:05 観光案内所休業（飯田駅前、まちなか、りんごの里、天竜峡、かぐらの湯） 

9:07 がけ崩れ 竹佐 たけさ倉庫裏 

9:14 倒木 丸山公民館敷地内 歩道通行不可 

9:35 法面崩落の恐れ 山本小学校北側 ゆうみん倉庫 

9:35 法面崩落・倒木 山本東２の下 

9:40 敷地内流入 川路 ４区国道付近の住家 

9:40 敷地内流入 川路 川路神社 

9:40 法面崩落 久米北平 

9:40 道路土砂崩れ 川路 川路高松線 ３か所崩落 通行止め 

9:40 道路土砂流入 川路 川路田中乱橋線 

9:40 道路土砂崩れ 川路 初の免平入り口 電柱が倒れる恐れあり 

9:40 道路土砂崩れ 川路 ５区平安祭典下 通行止め 

9:40 遊歩道一部崩落 川路 ７区バイパス沿い 通行可 

9:40 道路土砂崩れ 川路 ２区粂川沿い 

10:00 市建設部内水排除班 毛賀沢ひ門閉鎖 

10:00 床上浸水 龍江 店舗 人的被害なし 非住家 

10:05 道路が河川へ崩落 川路 女沢脇 通行可 

10:05 土手崩れ 川路 通行可 

10:25 土砂崩落 下久堅虎岩  

10:40 法面崩落 山本 オートガレージあち タイヤ倉庫の壁まで土砂が来ている 

10:55 県の内水排除ポンプ車 金色洞沢 到着 

10:55 床下浸水 時又 住家 人的被害なし 

11:00 道路法面崩落 下久堅下虎岩 住家北側 

11:00 法面崩落 下久堅下虎岩 住家 人的被害なし 
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11:05 床下浸水 駄科 住家 人的被害なし 

11:30 倒木 上村市道３号 

11:35 県の内水排除ポンプ車 金色洞沢 運転開始 

11:35 護岸が削られている 上村 小嵐橋 通行止め 

11:35 用水路増水で道路まできた 鼎下山 解消済み 

11:40 大雨特別警報→大雨警報（土砂災害）、洪水警報→洪水注意報を発表 

12:04 道路崩れ 下久堅下虎岩 市道 通行不可 

12:20 WNI災害リスクスケール平野部レベル４→３ 山間部レベル４ 

12:30 WNI災害リスクスケール平野部レベル３→０ 山間部レベル４→０ 

12:40 敷地内流入 鼎上山 住家 

12:46 倒木 座光寺河川敷マレットゴルフ場 倒木 17本 

12:55 床下浸水 上郷飯沼  

13:03 土砂・倒木あり 滝の沢川上流崩落 

13:08 床上浸水 丸山 住家 人的被害なし 

13:20 水路があふれている 三日市場 

14:50 災害対策本部縮小（本部連絡員・会計班待機、兼務職員 3部制勤務へ移行） 

15:00 第２回災害対策本部会議 

15:45 土砂災害警戒情報解除（飯田地域・上村、南信濃地域） 

15:45 第３警戒態勢（特命）に移行（危機管理室正規職員 4名・危機管理室兼務職員 18

名、全自治振興センター各 2名） 

16:00 「警戒レベル４ 避難勧告」発令 市内土砂災害特別警戒区域（1,108世帯、3,302人） 

17:15 職員の態勢を縮小（危機管理室正規職員 4名・危機管理室兼務職員各 2名、全自治振

興センター各 2名） 

18:21 洪水注意報解除 

19:14 WNI災害リスクスケール平野部レベル０→３ 山間部レベル０ 

19:44 WNI災害リスクスケール平野部レベル３→４ 山間部レベル０→３ 

19:54 WNI災害リスクスケール平野部レベル４ 山間部レベル３→４ 

23:20 WNI災害リスクスケール平野部レベル４→３ 山間部レベル４ 

23:40 WNI災害リスクスケール平野部レベル３→４ 山間部レベル４ 

９日（木）  

9:10 土砂災害警戒情報発表（飯田地域） 

9:23 洪水注意報発表 

14:00 市道龍江 223号線、龍江地籍三遠南信道雨水排水管からの漏水に伴い通行止め 

14:30 第３回災害対策本部会議 

※WNI：㈱ウェザーニューズの略称 

 

２ 孤立の発生状況 

 なし 

 

３ 人的被害 

 なし 

 

４ 被害の状況【7/9 16:00現在】 
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   床下浸水（住家）   ４件（座光寺１件、竜丘２件、上郷１件） 

床上浸水（非住家）  ３件（丸山１件、座光寺１件、龍江１件） 

   敷地内流入（住家）  ５件（川路１件、伊賀良１件、鼎２件、上郷１件） 

   敷地内流入（非住家） １件（川路１件） 

   土砂崩れ 27件（丸山１件、下久堅６件、千代１件、龍江２件、竜丘１件、川路 13件、 

三穂２件、上村１件） 

   土砂流入 ２件（大平集落センター１件、下久堅１件） 

   法面崩落 38件（下久堅 20件、龍江２件、竜丘１件、川路３件、三穂２件、山本６件、伊

賀良２件、上郷１件、上村１件） 

   がけ崩れ ２件（下久堅１件、山本１件） 

   路肩崩れ ４件（下久堅２件、川路１件、竜丘１件） 

   倒木   12件（橋北１件、丸山１件、座光寺１件、松尾２件、下久堅２件、山本２件、上郷1件、 

上村２件） 

   全面通行止め 21件（座光寺１件、松尾２件、下久堅３件、千代２件、龍江２件、川路２件、

三穂３件、伊賀良１件、上村３件、南信濃２件） 

   歩道通行不可 １件（丸山１件） 

   水路決壊 １件（下久堅１件） 

 

５ 降雨状況（累積雨量）【7/9 16:00現在】 

                          【単位：mm】 

アメダス飯田 龍  江 山  本 上  村 アメダス南信濃 

27.5 30.5 26.0 38.0 56.5 

    ※龍江、山本、上村の雨量計は、飯田市が独自に設置 

  ※6月 30日以降の日雨量は別紙資料参照  

 

６ 最高水位 【7/9 16:00現在】                                          【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） 

1.12 

(7/8 10:30) 

1.95 

(7/8 10:50) 

12.17 

(7/8 11:50) 

2.71 

(7/8 10:40) 

4.58 

(7/8 12:50) 

1.36 

(7/8 9:20) 

 

７ 避難所開設状況【7/9 16:00現在】 

（最大時） 

   開設箇所数：20地区 94か所 避難者：64世帯 145人 

   開設時刻：7/8  6:30以降随時 

  （現在） 

   開設箇所数：20地区 90か所 避難者：３世帯５人 

 

８ 避難情報の発令状況 

日  時 発令内容 対   象 

7/8（水）6:30 
警戒レベル４ 

避難勧告 

市内全域 

40,054世帯 99,875人 

7/8（木）16:00 警戒レベル４ 市内全域 土砂災害特別警戒区域の居住者 
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避難勧告 1,108世帯 3,302人 

 

９ 水防団活動状況 

   7月 8日 6時 20分、全分団に待機態勢強化を指示、各地区の状況等を把握し、地域住民と協

力して対応するよう指示。 

   8日 7時 00分までに全分団及び団本部参集（総員 70名）、活動開始。 

 

10 市の警戒態勢 

月 日 時 刻 態 勢 内 容 

7月 7日（火） 17:00 第２警戒態勢 危機管理室５名 

7月 8日（水） 

5:50 第１配備態勢 

対象職員 

危機管理室全職員（兼務・臨時含む） 

土木班職員の 1/4 

地区拠点班長及び班員 1/4 

各部主管課長（班長） 

6:30 
災害警戒本部設置 

第２配備態勢 

全正規職員 717名 

（対象 1,571名 病院含む） 

内水排除班（現地 16名、本部３名） 

→金色洞沢川にて２車両活動中 

 8:20～ １車両目活動開始 

 8:58～ ２車両目活動開始 

6:43 災害対策本部設置 

15:45 

第３警戒態勢 

（特命） 

危機管理室正規職員４名 

危機管理室兼務職員 18名 

全自治振興センター各２名 

土木課職員所属待機 

17:15 

第３警戒態勢 

（特命） 

危機管理室正規職員４名 

危機管理室兼務職員各２名 

全自治振興センター各２名 

土木課職員自宅待機 

 

11 災害救助法適用 

  長野県内 14市町村 

適用市町村：松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、宮田村、阿南町、阿智村、下條村、 

売木村、上松町、南木曽町、木曽町、王滝村、大桑村 

   適用時期：７月８日（水） 

 

12 リエゾン 

  陸上自衛隊第 13普通科連隊 LO派遣（２名） 

  飯田市の状況を確認後、飯伊地域での活動を考慮し、南信州地域振興局にて待機中 

  国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所（２名） 

  長野県飯田警察署警備課（１名） 

  長野県南信州地域振興局（１名） 

 

13 飯田市災害対策本部長指示事項 

  ・人命を守るための避難の促進と感染症まん延防止に対応した避難所運営 

  ・迅速な情報収集と状況に応じた方針の決定 
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  ・必要となる資源の調達と活動拠点の確保 

  ・長期間対応を念頭に置いた職員応援体制の確立（第３回本部会議指示） 

============================ 

飯田市災害対策本部（危機管理室） 

TEL：0265-22-4511(内線 2437) 

FAX：0265-24-9316 

E-mail:bousai@city.iida.nagano.jp 

============================ 


