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飯田市
防災ハンドブックの発刊にあたり

　近年では全国で台風や局地的な集中豪雨などの自然災害が多発し、多くの命

が失われています。

　いつ発生するかわからない災害において、被害をできるだけ少なくするため

には、一人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域や身近なひと同士が助け合う「共

助」、国や自治体などが取り組む「公助」が重要と言われていますが、その中

でも基本となるのが「自助」です。災害が発生したときに自分自身が無事であ

るためには、まず、災害に備え、自分の家の安全対策をしておき、身の安全の

守り方を知っておくことが必要です。

　飯田市は昭和22年の飯田大火や昭和36年の三六災害など、大きな災害を経

験しましたが、南海トラフ地震防災対策推進地域となっており、また、土砂災

害等が発生する可能性が高い地域でもあります。

　「自分の身は自分で守る」「自分達の地域は自分達で守る」という意識を持ち、

いざというときに備えて、この「防災ハンドブック」をご活用いただければ誠

に幸いであります。

飯田市長　牧野光朗

自 然　Nature

飯田市は、南アルプスと中央アルプ

スに囲まれ、天竜川に沿って南北に

広がる伊那谷（標高差約2,700mの

日本一の谷地形）の南部に位置して

います。豊かな自然と優美な景観、

四季の変化に富んだ暮らしやすい気

候に恵まれています。

歴 史　History

古くは東山道、近世以降は三州街道

や遠州街道などの陸運に加え天竜川

の水運にも恵まれ、東西南北の交通

の要衝として繁栄してきました。ま

た、経済的・文化的にも独自の発展

を遂げ、神楽や人形浄瑠璃などの民

俗文化が今なお暮らしの中に息づい

ています。

産 業　Industry

養蚕や水引などにより発展してきた

飯田市ですが、現在では先端技術を

導入した精密機械や電子・光学のハ

イテク産業をはじめ、半生菓子・漬

け物・味噌・酒などの食品産業、市

田柿・リンゴ・ナシなどの果物を中

心とする農業など様々な産業が活発

に行われています。

人 口（2020年2月29日） 気 象（飯田観測所・2018年11月～2019年10月）

　総人口…100,403人

　　男　…48,328人

　　女　…52,075人

　世帯数…39,972世帯

◎人口は長野県19市中4位

平 均 気 温…13.7℃

最 高 気 温…36.4℃

最 低 気 温…－7.4℃

年間降水量…1,453mm
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飯田市役所案内
■住所：〒395-8501　長野県飯田市大久保町2534

■電話：0265-22-4511（代表）

■開庁時間（通常業務）

　月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分まで

■休業日（通常業務）

　土曜、日曜、祝日、年末年始

■平日夜間、土曜日の証明書発行窓口

　平日夜間　午後7時まで

　土曜日　　午前8時30分～午後5時15分まで

※ 日曜日、祝日は閉庁日です（祝日が土曜日の場合は開

庁します）。

防災連絡先 問い合わせ：飯田市役所危機管理室

飯田市役所・自治振興センター・公民館 関連機関

機関名 電話 機関名 電話

飯田市役所（災害対策本部） 22-4511（代表） 飯田広域消防本部 23-0119

飯田市橋北公民館 24-0310 飯田警察署 22-0110

飯田市橋南公民館 24-0327 飯田市上下水道局 22-4511（代表）

飯田市羽場公民館 23-9749 飯田市立病院 21-1255

飯田市丸山公民館 23-5872 NTT飯田営業支店 22-9244

飯田市東野公民館 24-9144 信州ガス㈱ 22-3808

飯田市座光寺自治振興センター 22-1401 飯田郵便局 22-0220

飯田市松尾自治振興センター 22-0091 中部電力㈱飯田営業所 22-0944

飯田市下久堅自治振興センター 29-8001

飯田市上久堅自治振興センター 29-7001

飯田市千代自治振興センター 59-2003

飯田市龍江自治振興センター 27-3004

飯田市竜丘自治振興センター 26-9303

飯田市川路自治振興センター 27-2001

飯田市三穂自治振興センター 27-2032

飯田市山本自治振興センター 25-2001

飯田市伊賀良自治振興センター 25-7311

飯田市鼎自治振興センター 22-7100

飯田市上郷自治振興センター 22-2540

飯田市上村自治振興センター 0260-36-2211

飯田市南信濃自治振興センター 0260-34-5111


