
変更箇所赤字下線

６月30日からの大雨による県内への影響について

住家被害

土砂災害警戒情報

7/1  3:38 佐久穂町、阿智村
　　　　　平谷村
　　 5:23 富士見町、駒ケ根市
　　　　　 飯島町、根羽村

洪水警報

種　別

大雨警報

解除

災害対策本部室　令和２年７月１日　14時30分時点

警報等

雨 量 の
状　　況

発　表

6/30　16:25　阿南町、売木村、天龍村
　　　17:52　伊那市、宮田村、楢川、木曽町、
　　　　　　 飯田市、喬木村
      22:41  阿智村、下条村、泰阜村、豊丘村、
　　　　　　 大鹿村
　　　23:18　平谷村、根羽村
7/ 1   0:02  小海町、南牧村、佐久穂町、
　　　　　　 茅野市、富士見町、原村、駒ケ根市
　　　　　　 中川村
　　　 0:37　松川町
　　　 1:21　高森町
　　　 1:48　飯島町
　　　 7:05　佐久穂町、上松町、大桑村
      12:06　飯島町

6/30　18:43　伊那市、駒ケ根市、豊丘村、大鹿村
　　　23:18　飯田市、阿南町、売木村、天龍村、
　　　　　　 泰阜村、喬木村
　　　23:37　松川町、高森町
7/ 1   0:02  中川村、下条村

6/30  17:05  阿南町、売木村、天龍村
　　　23:04　飯田、喬木村
7/ 1   1:20  伊那、宮田村
　　　 2:25　木曽町

＜氾濫危険水位到達＞

＜避難判断水位到達＞
水防警報

人　的　被　害

主な時間雨量

累計雨量

全壊・半壊
一部損壊

孤立集落

7/1 8:00 全閉鎖
7/1 5:50 全閉鎖
7/1 6:30 全閉鎖

7/1 14:10解消

6/30　17:30　阿南町（４避難所　２世帯２名）
7/ 1   0:20　飯田市（11避難所　１世帯６名）
　　　 0:30  喬木村（６避難所　０世帯０名）

中川村村道倒木、法面崩落による通行止に伴い民家１軒孤立

避難状況

一部損壊半　壊

避難勧告

避難準備・高齢者等避難
(時間は新発表時間)

避難所
(避難者有)

避難指示(緊急)
(時間は最新発表時間)

全　壊

森山（飯田市）36㎜、新野（阿南町）56㎜、平岡（天龍村）39㎜

森山（飯田市）341㎜、新野（阿南町）277㎜、平岡（天龍村）272㎜

7/1 8:00 全解除
7/1 5:50 全解除
7/1 6:30 全解除

解除･復旧･帰宅状　　　　況

6/30　17:30　阿南町 全　域（2,024世帯、4,452人）
　　　23:10　飯田市 ４地区（  454世帯、1,222名）
      23:30  喬木村 ４地区（  230世帯、  655名）
7/ 1   0:25  喬木村 ３地区（　206世帯、　648名）追加
　　　　　　　　　　７地区（　436世帯、1,303名）累計

7/1  3:38 高森町、阿南町、
　　　　　下条村、売木村、
　　　　　天龍村、泰阜村、
　　　　　喬木村、豊丘村
　　 5:23 全解除

7/1　5:50　全解除

床上浸水

床下浸水 ２棟(飯田市上村、千代)

その他被害

影　　　　響



＜欠航＞

6/30 16:38　飯田市千栄、千代　410戸
　　 23:16　豊丘村神稲　　　　 10戸未満

6/30 18:01 解消

学校関係

公立学校休校等

停電

＜運転見合わせ＞
7/1 JR飯田線　中部天竜駅～駒ケ根駅間(終日)

私立学校休校等

＜休校情報＞
6/30　阿南町小中学校で授業を一部短縮して早期下校
　　　小学校3校：富草15：40、大下条14：30、新野14：20
　　　中学校1校：阿南第二14：20
７/１全部休校
　　小学校１校
　　　 飯田市上村小学校
　　高校９校
　　　 箕輪進修高校
　　　 松川高校
　　　 阿南高校
　　　 赤穂高校
　　　 駒ケ根工業高校
       飯田高校
　　　 飯田風越高校
　　　 飯田OIDE長姫高校
　　　 下伊那農業高校
　　 午前一部休校４校
　　 短縮授業１校

＜登校遅延＞

＜休校情報＞

＜災害対策本部＞

道路

鉄道

松本空港

断水

県本部

＜雨量事前規制＞
（県管理道路）　8路線8区間
6/30 17:30 (一)為栗和合線 天龍村大輪～阿南町和知野
　　 18:00 (主)阿南根羽線 阿南町落合～売木村長下
     　　  (国)418号 天龍村神原(おきよめの湯～的瀬)
　　　　　 (主)駒ケ根駒ケ岳公園線 発電所～しらび平
　　 18:30 (国)418号 平谷村五軒小屋～売木村岩倉
　　 　　  (一)深沢阿南線 阿智村浪合～阿南町落合
     19:00 (主)天竜公園阿智線 泰阜村峠口～唐笠
　　 20:00 (一)伊那駒ケ岳線 伊那市内ノ萱～県道終点
　　 21:30 (一)白骨温泉線 松本市湯川渡～白骨温泉
　　 22:00 (主)飯田南木曽線 飯田市市ノ瀬橋～南木曽町幸助
7/ 1   0:00 (主)阿南根羽線 売木村長下～根羽村黒地
           (一)白馬岳線 白馬村猿倉～二股
　　　1:00 (国)361号 木曽町日義～南箕輪村権兵衛ﾄﾝﾈﾙ伊那側
　　　1:00 (国)256号 阿智村清内路ﾄﾝﾈﾙ～駒場

＜土砂流出等による通行止め＞
（県管理道路）10路線10区間
6/30 18:00 (国)418号 天龍村神原(おきよめの湯～的瀬)
　　 19:30 (一)上飯田線 喬木村（R474号交点～氏乗）
7/ 1  3:00 (一)大島阿島線喬木村農道交差点～加々須
　　　4:30 (国)152号 大鹿村鹿塩橋～平の沢橋（村道交差点）
　　　5:00 (主)梓山海ノ口線 南牧村川平～川平
      8:30 (一)西伊那線
　　　8:30（一）西伊那線 桑原トンネル南
　　　8:30（主）伊那飯田生田線 飯島町日曽利～中川村大草
　　 11:00（国）256号 飯田市上久堅浄水場上～越久保
     12:00 (国) 152号　大鹿村新小峠橋～地蔵峠
     13:00（一）上飯田線 飯田市上村清水～上村赤石トンネル
     13:00（一）粟野御供線 阿南町富草梅田橋～鴨目橋

7/1 12:00 解除

7/1 9:30 解除

7/1 9:00 解除

7/1 5:00 解除
7/1 5:40 解除

7/1 9:00 解除

7/1 12:00 解除

交通

ライフラ
イン

市町村本部


