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≪参考文献（情報）≫ 

気象庁ホームページ    http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 1月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 2月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 3月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 4月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 5月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 6月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 7月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 8月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 9月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 10月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 11月 

長野地方気象台 ｢長野県の気象・地震概況｣ 平成 28年 12月 

（上記は http://www.jma-net.go.jp/nagano/geppou/index.html） 

 

日本気象協会ホームページ http://www.tenki.jp/ 

（主に過去天気   http://www.tenki.jp/past/） 
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資  料 

 

 

資 料 名 出典（参照先） 

１ 平成 28年災害別被害状況 長野県危機管理部 

２ 平成 28年に発生した震度４以上の地震状況 気象庁 

３ 気象観測所一覧表 気象庁 長野地方気象台 

４ 気象観測所配置図 気象庁 長野地方気象台 

５ 長野県の注意報、警報発表基準 気象庁 長野地方気象台 

６ 長野県の注意報・警報発表区域 気象庁 長野地方気象台 
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平成 29年 3月 24日 現在 

                              

No 災害の種類(名称) 
災害発生月日 

(期間) 
災害発生地域(場所) 

人 的 被 害(人) 住      家     被    害 
非 

住 

家 

被 

害 

被害額（千円） 

死   

者 

行

方

不

明 

重

傷 

軽

傷 

全  壊 半  壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 

被    害 

農 地 等 

被   害 

林業関係

被害 

公共土木         

施設被害 

その他 

被害 
被害総額 

棟 
世 

帯 
人 棟 

世 

帯 
人 棟 

世 

帯 
人 棟 

世 

帯 
人 棟 

世 

帯 
人 棟 

1 ～雪害 １月１日 佐久市以下１０地域１９市町村 1   13 11                         2 2 6   10,188   641,542   292 652,022 

2 融雪 ２月 13～14 日 阿南町以下２地域２市町村                                             82,732 8,000   90,732 

3 豪雨 ４月７～８日 伊那市以下４地域５市町村                                           7,000 91,035 126,000   224,035 

4 霜害 ４月 12，16 日 伊那市以下５地域１８市町村                                         200,100         175,708 

5 強風 ４月 17 日 南牧村以下７地域１０市町村       2 2           2 2 2             1 7,924         7,924 

6 豪雨 ５月 10～11 日 飯島町以下３地域６市町村                                           94,000 22,000 10,800   126,800 

7 落雷 ６月 11 日 長野市                                               200,000   200,000 

8 豪雨 ７月 14～15 日 小谷村以下２地域３市町村                                         9,000 22,000   240,000   271,000 

9 豪雨・落雷 ８月１～６日 佐久市以下７地域１４市町村                     1 1 1 2 3 8 23 31 77 7 41,000 13,000 493,500 29,000 100 576,600 

10 大雨 ８月 17～19 日 佐久市以下４地域９市町村                           3 3 16 31 29 63 5   142,000 85,515 212,570   440,085 

11 台風９号・豪雨 ８月 22～27 日 佐久市以下５地域６市町村                                 1 1 6     21,000   69,000   90,000 

12 台風 10 号 ８月 29～30 日 佐久穂町以下３地域４市町村                     1 1 4                 3,000 15,294 15,000   33,294 

13 台風 16 号 ９月 17～21 日 上田市以下９地域３７市町村                                 1 1 1   1,186 190,000 304,304 396,200   886,690 

14 豪雨 ９月 28 日 諏訪市                                 2 2 7               

15 台風 18 号・強風 10 月５～６日 伊那市以下４地域１２市町村                     1 1 2             1 271,502       42 271,544 

16 融雪 12 月 23 日 飯山市                                             2,000     2,000 

資料１       平 成 28  年 災 害 別 被 害 状 況 
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資料２  平成 28年に発生した震度４以上の地震状況 

 

番

号 
発生日時 

震源地 
震源の 

深さ 

(km) 

地震の規模 

（マグニチュード） 

最 

大 

震 

度 

地域 
緯度 

経度 

1 
2016/06/25 

13:51:57.3 
新潟県上越地方 

 36°49.0′N 

137°49.9′E 
0km Ｍ4.8 ４ 
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地震 （No.1） 

 
    

発生日時 2016年 6月 25日 13時 51分 57.3秒 

震源地 新潟県上越地方（北緯 36°49.0′、東経 137°49.9′） 

震源の深さ 0 km 

地震の規模 マグニチュード 4.8 

各地の震度 

(長野県内) 

震度４ 小谷村中小谷＊ 小川村高府＊ 

震度３ 
長野市戸隠＊ 長野市鬼無里＊ 長野市信州新町新町＊ 長野市中条＊ 大町市美

麻＊ 

震度２ 

長野市箱清水 長野市松代 長野市鶴賀緑町＊ 長野市豊野町豊野＊ 長野市大岡

＊ 大町市八坂＊ 白馬村北城＊ 坂城町坂城＊ 信濃町柏原東裏＊ 千曲市杭瀬下

＊ 飯綱町牟礼＊ 上田市真田町長＊ 立科町芦田＊ 麻績村麻＊ 筑北村坂井 

震度１ 

中野市豊津＊ 大町市役所 大町市大町図書館＊ 飯山市飯山福寿町＊ 野沢温泉

村豊郷＊ 千曲市上山田温泉＊ 千曲市戸倉＊ 飯綱町芋川＊ 松本市沢村 松本市

美須々＊ 松本市会田＊ 松本市丸の内＊ 松本市寿＊ 上田市上田古戦場公園 上

田市役所＊ 上田市上丸子＊ 上田市上武石＊ 諏訪市湖岸通り 諏訪市高島＊ 小

諸市小諸消防署＊ 茅野市葛井公園＊ 佐久市中込＊ 佐久市甲＊ 佐久市望月＊ 

小海町豊里＊ 長野南牧村海ノ口＊ 軽井沢町長倉＊ 御代田町御代田＊ 青木村

田沢青木＊ 生坂村役場＊ 東御市県＊ 東御市大日向＊ 佐久穂町畑＊ 長和町古

町＊ 安曇野市穂高支所 安曇野市明科＊ 安曇野市豊科＊ 筑北村西条＊ 筑北村

坂北＊ 飯田市高羽町 

名称に「＊」が付いた震度観測点は、地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 2016/06/25 13:51:57.3 の震度分布図 

（気象庁地震データベースより引用） 
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資料３   気象観測所一覧表   
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資料４  気象観測所配置図 
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資料５   長野県の注意報・警報発表基準 
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（別表１）大雨警報基準 

                                       平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 

長野市 平坦地：R1=45 平坦地以外：R1=50  70 

須坂市 平坦地：R1=45 平坦地以外：R1=50  92 

千曲市 R1=40  71 

坂城町 R1=40  78 

小布施町 R1=45  103 

高山村 R1=50  103 

信濃町 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  112 

小川村 R1=50  89 

飯綱町 R1=40  110 

中野飯山地域 

中野市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=45  83 

飯山市 平坦地：R3=60 平坦地以外：R3=80  84 

山ノ内町 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  85 

木島平村 R3=70  85 

野沢温泉村 R1=40  85 

栄村 R1=70  85 

大北地域 

大町市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=50  68 

池田町 R1=40  68 

松川村 R1=40  75 

白馬村 R1=50  102 

小谷村 R1=60  95 

上田地域 

上田市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  66 

東御市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  94 

青木村 R1=60  88 

長和町 R1=60  96 

佐久地域 

小諸市 平坦地：R3=60 平坦地以外：R3=80  86 

佐久市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  70 

小海町 R1=60  90 

川上村 R1=70  101 

南牧村 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=70  100 

南相木村 R1=50  102 

北相木村 R1=60  107 

佐久穂町 R1=60  90 

軽井沢町 R3=80  100 

御代田町 R3=80  95 

立科町 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  86 
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（別表１）つづき 

                                       平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 

松本 平坦地：R1=45 平坦地以外：R1=60  87 

塩尻 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=50  124 

安曇野市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  87 

麻績村 R1=60  104 

生坂村 R1=40  87 

山形村 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=45  137 

朝日村 R1=40  124 

筑北村 R1=60  87 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=60  137 

諏訪地域 

岡谷市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=50  87 

諏訪市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  90 

茅野市 平坦地：R1=40 平坦地以外：R1=60  105 

下諏訪町 R1=60  116 

富士見町 R1=70  103 

原村 R1=60  116 

上伊那地域 

伊那市 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=70  95 

駒ヶ根市 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  109 

辰野町 R1=60  121 

箕輪町 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  101 

飯島町 R1=60  109 

南箕輪村 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  101 

中川村 R1=50  109 

宮田村 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  154 

木曽地域 

楢川 R1=60  131 

上松町 R1=50  142 

南木曽町 R1=70  151 

木祖村 R1=60  147 

王滝村 R1=70  161 

大桑村 R1=70  149 

木曽町 R1=70  128 

下伊那地域 

飯田市 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  119 

松川町 R1=60  124 

高森町 R1=60  130 

阿南町 R1=50  165 

阿智村 R1=60  171 

平谷村 R1=60  189 

根羽村 R1=70  187 

下條村 R1=50  175 

売木村 R1=60  189 

天龍村 R1=70  175 

泰阜村 R1=50  165 

喬木村 R1=60  130 

豊丘村 平坦地：R1=50 平坦地以外：R1=60  124 

大鹿村 R1=60  124 

 

 



 

104 

（別表２） 洪水警報基準 

        平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

長野地域 

長野市 
平坦地：R1=45 平坦地以

外：R1=50  

犀川流域=53， 鳥居川流

域=13， 聖川流域=10， 

土尻川流域=14  

－ 

須坂市 
平坦地：R1=45 平坦地以

外：R1=50  
松川流域=12  － 

千曲市 R1=40  － － 

坂城町 R1=40  － － 

小布施町 R1=45  松川流域=19  － 

高山村 R1=50  松川流域=18  － 

信濃町 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

鳥居川流域=10， 関川流

域=14  
－ 

小川村 R1=50  土尻川流域=12  － 

飯綱町 R1=40  
鳥居川流域=13， 斑尾川

流域=9 

R1=30 かつ 鳥居川流域

=7 

中野飯山地域 

中野市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=45  

夜間瀬川流域=9， 斑尾

川流域=9  
－ 

飯山市 
平坦地：R3=60 平坦地以

外：R3=80  
－ － 

山ノ内町 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

魚野川流域=10， 雑魚川

流域=11， 夜間瀬川流域

=12， 横湯川流域=9  

－ 

木島平村 R3=70  樽川流域=8  － 

野沢温泉村 R1=40  
千曲川流域=84， 天代川

流域=12 
－ 

栄村 R1=70  

千曲川流域=84， 中津川

流域=25， 魚野川流域

=18， 天代川流域=13  

－ 

大北地域 

大町市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=50  

高瀬川流域=25， 犀川流

域=63， 金熊川流域=6，

土尻川流域=9  

－ 

池田町 R1=40  高瀬川流域=22  － 

松川村 R1=40  
高瀬川流域=26， 乳川流

域=7 
－ 

白馬村 R1=50  姫川流域=12 R1=35 かつ姫川流域=9 

小谷村 R1=60  
姫川流域=22， 中谷川流

域=11 
－ 

上田地域 

上田市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

内村川流域=11， 依田川

流域=21， 神川流域=13， 

産川流域=6  

－ 

東御市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  
－ 

平坦地：R1=30 かつ千曲

川流域=42 

青木村 R1=60  － － 

長和町 R1=60  依田川流域=12  － 
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（別表２）つづき 

                                       平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

佐久地域 

小諸市 
平坦地：R3=60 平坦地以

外：R3=80  
蛇堀川流域=7  － 

佐久市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

濁川流域=6，湯川流域

=22，滑津川流域=16， 鹿

曲川流域=12  

－ 

小海町 R1=60  千曲川流域=25  － 

川上村 R1=70  
千曲川流域=20， 西川流

域=9 
－ 

南牧村 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=70  
千曲川流域=25  － 

南相木村 R1=50  
南相木川流域=13， 三川

流域=12  

R1=25 かつ南相木川流

域=10 

北相木村 R1=60  相木川流域=17  － 

佐久穂町 R1=60  

千曲川流域=29， 石堂川

流域=19， 大石川流域

=7，大岳川流域=7  

R1=25 かつ千曲川流域

=25 

軽井沢町 R3=80  
湯川流域=17， 濁川流域

=12 

平坦地：R3=60 かつ 湯

川流域=14 

御代田町 R3=80  
湯川流域=18， 濁川流域

=12， 繰矢川流域=6 
－ 

立科町 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  
芦田川流域=9 

平坦地：R1=25 かつ 芦

田川流域=5 

松本地域 

松本 
平坦地：R1=45 平坦地以

外：R1=60  

梓川流域=36， 田川流域

=9， 会田川流域=13， 中

ノ沢流域=10， 鎖川流域

=16  

－ 

塩尻 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=50  

田川流域=9， 小曽部川

流域=10  
－ 

安曇野市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

犀川流域=60， 梓川流域

=36， 高瀬川流域=27， 

和田川流域=9，会田川流

域=13， 乳川流域=15  

－ 

麻績村 R1=60  麻績川流域=12  － 

生坂村 R1=40  
犀川流域=60， 麻績川流

域=13， 金熊川流域=11 
－ 

山形村 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=45  
－ － 

朝日村 R1=40  鎖川流域=12  － 

筑北村 R1=60  麻績川流域=13  － 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=60  
梓川流域=34， 前川流域

=11  
－ 

諏訪地域 

岡谷市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=50  
横河川流域=7  － 

諏訪市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

上川流域=16， 宮川流域

=14， 沢川流域=5 

平坦地：R1=25 かつ上川

流域=11 

茅野市 
平坦地：R1=40 平坦地以

外：R1=60  

上川流域=14， 柳川流域

=8， 宮川流域=12， 渋

川流域=5， 滝ノ湯川流

域=7  

－ 

下諏訪町 R1=60  砥川流域=10  － 

富士見町 R1=70  
釜無川流域=18， 宮川流

域=7， 立場川流域=7  
－ 

原村 R1=60  
弓振川流域=6， 立場川

流域=5  
－ 
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（別表２）つづき 

                                       平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

上伊那地域 

伊那市 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=70  

三峰川流域=18， 藤沢川

流域=10， 小黒川流域

=10 

－ 

駒ヶ根市 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  

大田切川流域=12， 中田

切川流域=11 
－ 

辰野町 R1=60  
天竜川流域=26， 横川川

流域=14 
－ 

箕輪町 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  
沢川流域=9  － 

飯島町 R1=60  
与田切川流域=10， 中田

切川流域=12 
－ 

南箕輪村 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  
－ － 

中川村 R1=50  小渋川流域=20  － 

宮田村 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  
黒川流域=10  － 

木曽地域 

楢川 R1=60  奈良井川流域=13  － 

上松町 R1=50  
木曽川流域=43， 赤沢流

域=17  
－ 

南木曽町 R1=70  木曽川流域=55  
R1=30 かつ木曽川流域

=48 

木祖村 R1=60  
木曽川流域=17， 笹川流

域=8 
－ 

王滝村 R1=70  
王滝川流域=25， うぐい

川流域=10 
－ 

大桑村 R1=70  

木曽川流域=54， 伊那川

流域=12， 阿寺川流域

=15 

－ 

木曽町 R1=70  

王滝川流域=31， 木曽川

流域=26， 末川流域=12， 

黒川流域=10  

－ 

下伊那地域 

飯田市 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  

松川流域=18， 黒川流域

=10， 万古川流域=13， 

遠山川流域=32， 上村川

流域=11 

－ 

松川町 R1=60  小渋川流域=19  － 

高森町 R1=60  － － 

阿南町 R1=50  

天竜川流域=70， 和知野

川流域=19， 売木川流域

=15 

－ 

阿智村 R1=60  

阿智川流域=30， 和知野

川流域=13， 黒川流域

=12， 小黒川流域=10  

－ 

平谷村 R1=60  平谷川流域=15  － 

根羽村 R1=70  － － 

下條村 R1=50  天竜川流域=47  － 

売木村 R1=60  売木川流域=15  － 

天龍村 R1=70  
天竜川流域=74， 遠山川

流域=33 
－ 

泰阜村 R1=50  
天竜川流域=65， 万古川

流域=15 
－ 

喬木村 R1=60  
小川川流域=9， 加々須

川流域=5  
－ 

豊丘村 
平坦地：R1=50 平坦地以

外：R1=60  
虻川流域=7  － 

大鹿村 R1=60  
小渋川流域=19， 鹿塩川

流域=9，青木川流域=9 
－ 
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（別表３）大雨注意報基準 

平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 

長野市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  56 

須坂市 R1=30  73 

千曲市 R1=25  56 

坂城町 R1=25  62 

小布施町 R1=30  82 

高山村 R1=30  82 

信濃町 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  89 

小川村 R1=30  71 

飯綱町 R1=25  88 

中野飯山地域 

中野市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  74 

飯山市 平坦地：R3=40 平坦地以外：R3=50  75 

山ノ内町 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  76 

木島平村 R3=40  76 

野沢温泉村 R1=25  76 

栄村 R1=40  76 

大北地域 

大町市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  54 

池田町 R1=25  54 

松川村 R1=25  60 

白馬村 R1=30  81 

小谷村 R1=40  76 

上田地域 

上田市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  52 

東御市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  75 

青木村 R1=40  70 

長和町 R1=40  76 

佐久地域 

小諸市 平坦地：R3=40 平坦地以外：R3=50  68 

佐久市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  56 

小海町 R1=40  72 

川上村 R1=40  80 

南牧村 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  80 

南相木村 R1=30  81 

北相木村 R1=40  85 

佐久穂町 R1=40  72 

軽井沢町 R3=50  80 

御代田町 R3=50  76 

立科町 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  68 
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（別表３）つづき 

                                       平成 22年 5 月 27日現在 

市町村等をまとめた地域 市町村等 雨量基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 

松本 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  69 

塩尻 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  99 

安曇野市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  69 

麻績村 R1=30  83 

生坂村 R1=25  69 

山形村 R1=25  109 

朝日村 R1=25  99 

筑北村 R1=30  69 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=40  95 

諏訪地域 

岡谷市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=30  69 

諏訪市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  72 

茅野市 平坦地：R1=25 平坦地以外：R1=40  84 

下諏訪町 R1=40  92 

富士見町 R1=40  82 

原村 R1=40  92 

上伊那地域 

伊那市 R1=30  66 

駒ヶ根市 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  76 

辰野町 R1=40  84 

箕輪町 R1=30  70 

飯島町 R1=40  76 

南箕輪村 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  70 

中川村 R1=30  76 

宮田村 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  107 

木曽地域 

楢川 R1=40  104 

上松町 R1=30  113 

南木曽町 R1=40  120 

木祖村 R1=40  117 

王滝村 R1=50  128 

大桑村 R1=40  119 

木曽町 R1=40  102 

下伊那地域 

飯田市 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  95 

松川町 R1=30  99 

高森町 R1=40  104 

阿南町 R1=30  132 

阿智村 R1=40  136 

平谷村 R1=40  151 

根羽村 R1=40  149 

下條村 R1=30  140 

売木村 R1=40  151 

天龍村 R1=40  140 

泰阜村 R1=30  132 

喬木村 R1=40  104 

豊丘村 平坦地：R1=30 平坦地以外：R1=40  99 

大鹿村 R1=40  99 
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（別表４）洪水注意報基準 

                                     平成 28 年 7月 28 日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

長野地域 

長野市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

犀川流域=42， 鳥居川流

域=10， 聖川流域=8， 土

尻川流域=11  

－ 

須坂市 R1=30  松川流域=7  － 

千曲市 R1=25  千曲川流域=39  － 

坂城町 R1=25  千曲川流域=39  － 

小布施町 R1=30  松川流域=11  － 

高山村 R1=30  松川流域=13  － 

信濃町 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  

鳥居川流域=8， 関川流

域=11  
－ 

小川村 R1=30  土尻川流域=8  － 

飯綱町 R1=25  
鳥居川流域=10， 斑尾川

流域=5 

R1=20 かつ 鳥居川流域

=7 

中野飯山地域 

中野市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

夜間瀬川流域=7， 斑尾

川流域=5  
－ 

飯山市 
平坦地：R3=40 平坦地以

外：R3=50  
千曲川流域=57  － 

山ノ内町 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

魚野川流域=8， 雑魚川

流域=9， 夜間瀬川流域

=10， 横湯川流域=7  

－ 

木島平村 R3=40  樽川流域=6  － 

野沢温泉村 R1=25  
千曲川流域=63， 天代川

流域=10 
－ 

栄村 R1=40  

千曲川流域=63， 中津川

流域=20， 魚野川流域

=14， 天代川流域=10  

－ 

大北地域 

大町市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

高瀬川流域=20， 犀川流

域=32， 金熊川流域=5，

土尻川流域=7  

－ 

池田町 R1=25  高瀬川流域=18  － 

松川村 R1=25  
高瀬川流域=21， 乳川流

域=6 
－ 

白馬村 R1=30  姫川流域=9  － 

小谷村 R1=40  
姫川流域=18， 中谷川流

域=9 
－ 

上田地域 

上田市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  

内村川流域=7， 依田川

流域=12， 神川流域=7， 

産川流域=4  

－ 

東御市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  
千曲川流域=34  － 

青木村 R1=40  － － 

長和町 R1=40  依田川流域=10  － 
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（別表４）つづき 

                                      平成 28年 7 月 28日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

佐久地域 

小諸市 
平坦地：R3=40 平坦地以

外：R3=50  
蛇堀川流域=6  － 

佐久市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

濁川流域=5，湯川流域

=12，滑津川流域=7，鹿

曲川流域=7  

－ 

小海町 R1=40  千曲川流域=20  － 

川上村 R1=40  
千曲川流域=16， 西川流

域=7 
－ 

南牧村 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  
千曲川流域=20  － 

南相木村 R1=30  
南相木川流域=10， 三川

流域=10  
－ 

北相木村 R1=40  相木川流域=14  － 

佐久穂町 R1=40  

千曲川流域=23， 石堂川

流域=15， 大石川流域

=6，大岳川流域=6  

－ 

軽井沢町 R3=50  
湯川流域=14， 濁川流域

=10  
－ 

御代田町 R3=50  
湯川流域=14， 濁川流域

=10， 繰矢川流域=5 
－ 

立科町 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  
芦田川流域=7 

平坦地：R1=15 かつ 芦

田川流域=5 

松本地域 

松本 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  

梓川流域=18， 田川流域

=7， 会田川流域=10， 中

ノ沢流域=5， 鎖川流域

=13  

－ 

塩尻 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  

田川流域=7， 小曽部川

流域=8  
－ 

安曇野市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  

犀川流域=33， 梓川流域

=29， 高瀬川流域=22， 

和田川流域=7，会田川流

域=10， 乳川流域=12  

－ 

麻績村 R1=30  麻績川流域=10  － 

生坂村 R1=25  
犀川流域=48， 麻績川流

域=10， 金熊川流域=9 
－ 

山形村 R1=25  － － 

朝日村 R1=25  鎖川流域=10  － 

筑北村 R1=30  麻績川流域=10  － 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 R1=40  
梓川流域=27， 前川流域

=9 
－ 

諏訪地域 

岡谷市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=30  
横河川流域=5  － 

諏訪市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  

上川流域=10， 宮川流域

=11， 沢川流域=4 

平坦地：R1=25 かつ上川

流域=11 

茅野市 
平坦地：R1=25 平坦地以

外：R1=40  

上川流域=11， 柳川流域

=6， 宮川流域=11， 渋

川流域=4， 滝ノ湯川流

域=6  

－ 

下諏訪町 R1=40  砥川流域=8  － 

富士見町 R1=40  
釜無川流域=14， 宮川流

域=6， 立場川流域=6  
－ 

原村 R1=40  
弓振川流域=4， 立場川

流域=4  
－ 
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（別表４）つづき 

                                       平成 28年 7 月 28日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準 

上伊那地域 

伊那市 R1=30 
三峰川流域=14， 藤沢川

流域=8， 小黒川流域=8 
－ 

駒ヶ根市 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  

大田切川流域=10， 中田

切川流域=9 
－ 

辰野町 R1=40  
天竜川流域=21， 横川川

流域=11 
－ 

箕輪町 R1=30 沢川流域=7  － 

飯島町 R1=40  
与田切川流域=8， 中田

切川流域=10 
－ 

南箕輪村 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  
天竜川流域=28 － 

中川村 R1=30  小渋川流域=16  － 

宮田村 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  
黒川流域=8  － 

木曽地域 

楢川 R1=40  奈良井川流域=10  － 

上松町 R1=30  
木曽川流域=34， 赤沢流

域=14  
－ 

南木曽町 R1=40  木曽川流域=44  － 

木祖村 R1=40  
木曽川流域=14， 笹川流

域=6 
－ 

王滝村 R1=50  
王滝川流域=20， うぐい

川流域=8 
－ 

大桑村 R1=40  

木曽川流域=43， 伊那川

流域=10， 阿寺川流域

=12 

－ 

木曽町 R1=40  

王滝川流域=25， 木曽川

流域=21， 末川流域=10， 

黒川流域=8  

－ 

下伊那地域 

飯田市 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  

松川流域=13， 黒川流域

=8， 万古川流域=10， 遠

山川流域=26， 上村川流

域=9 

－ 

松川町 R1=30  小渋川流域=15  － 

高森町 R1=40  － － 

阿南町 R1=30  

天竜川流域=56， 和知野

川流域=15， 売木川流域

=12 

－ 

阿智村 R1=40  

阿智川流域=20， 和知野

川流域=10， 黒川流域

=10， 小黒川流域=8  

－ 

平谷村 R1=40  平谷川流域=12  － 

根羽村 R1=40  － － 

下條村 R1=30  天竜川流域=38  － 

売木村 R1=40  売木川流域=12  － 

天龍村 R1=40  
天竜川流域=59， 遠山川

流域=26 
－ 

泰阜村 R1=30  
天竜川流域=52， 万古川

流域=12 
－ 

喬木村 R1=40  
小川川流域=6， 加々須

川流域=4  
－ 

豊丘村 
平坦地：R1=30 平坦地以

外：R1=40  
虻川流域=5  － 

大鹿村 R1=40  
小渋川流域=15， 鹿塩川

流域=7，青木川流域=7 
－ 
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資料６  長野県の注意報・警報発表区域 

 


