
⑨公害及び災害 

C0901 災害の発生状況 

平成 23(2011)年から令和２(2020)年までの過去 10 年間における災害の発生状況は、水

害が２回発生しており、床下浸水が 4 戸、浸水田畑が 25.4ha、被災人口が 80 人などとな

っている。また土砂災害は表層崩壊など５件発生している。 

 

表 9-1 水害被害発生状況 （平成 23(2011)年から令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-2 土砂災害発生状況 （平成 23(2011)年から令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：危機管理課 

発 生 年 月 日 床上 浸水 床下 浸水 浸水 田畑 被災 人口 備 考
(戸) (戸) (ha) (人)

H24(2012).7.29 - 4 24 80 内水被害

- - 0.24 - 浸水被害（耳取字塩川）

- - 0.20 - 浸水被害（山浦字大梁）

- - 0.28 - 浸水被害（丙字滝ノ窪）

- - 0.45 - 内水被害（大久保字上笹沢）

- - 0.07 - 内水被害（大久保字上笹沢）

- - 0.11 - 浸水被害（大久保字芝原）

- - 0.09 - 浸水被害（大久保字十二川原）

R1（2019）.10.11
～R1（2019）.10.13

資料：危機管理課 

被 害 面 積
(ha)

H25(2013).5.1 0.21 - 場所不明

H29(2017).10.23 0.01 がけ崩れ 上ノ平

0.40 がけ崩れ 高峯

0.08 がけ崩れ 諏訪山

0.02 がけ崩れ 大久保字グシビ

発 生 年 月 日 状 況 備 考

R元(2019).10.11
～R元(2019).10.13
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C0902 防災拠点・避難場所 

防災拠点・避難場所については、防災拠点が１箇所、避難所が24箇所、緊急避難場所・

避難所が 70 箇所、緊急避難場所が 24 箇所ある。 

表 9-3 防災拠点・避難場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：危機管理課 

位置 名称 種別
収容 可能
人 数

位置 名称 種別
収容 可能
人 数

1 小諸市役所 防災拠点 - 61 みはらし交流館 緊急避難場所・避難所 50

2 野岸の丘総合福祉センター 避難所 270 62 原村生活改善センター 緊急避難場所・避難所 50

3 野岸小学校　体育館 避難所 300 63 中村農事集会所 緊急避難場所・避難所 30

4 人権センター 避難所 170 64 八代会館 緊急避難場所・避難所 20

5 文化センター 避難所 120 65 西八満生活改善センター 緊急避難場所・避難所 40

6 長野県小諸高等学校　体育館 避難所 690 66 東区公民館 緊急避難場所・避難所 30

7 坂の上小学校　体育館 避難所 190 67 藤塚農村研修センター 緊急避難場所・避難所 30

8 長野県小諸商業高等学校　体育館 避難所 570 68 石峠生活改善センター 緊急避難場所・避難所 20

9 市民交流センター 避難所 170 69 柏木上生活改善センター 緊急避難場所・避難所 40

10 総合体育館（武道館含む） 避難所 1,760 70 柏木下生活改善センター 緊急避難場所・避難所 50

11 芦原中学校　体育館 避難所 640 71 四ツ谷区公民館 緊急避難場所・避難所 70

12 芦原保育園 避難所 130 72 加増公民館 緊急避難場所・避難所 20

13 ひまわり園 避難所 120 73 荒堀会館 緊急避難場所・避難所 90

14 水明小学校　体育館 避難所 190 74 南ケ原集会所 緊急避難場所・避難所 40

15 クリーンヒルこもろ 避難所 40 75 乗瀬生活改善センター 緊急避難場所・避難所 70

16 西保育園 避難所 130 76 ひばりケ丘区生活改善センター 緊急避難場所・避難所 40

17 小諸東中学校　体育館 避難所 480 77 大久保公民館 緊急避難場所・避難所 60

18 東小学校　体育館 避難所 160 78 氷区生活改善センター 緊急避難場所・避難所 20

19 東保育園 避難所 200 79 鴇久保集出荷所 緊急避難場所・避難所 60

20 長野県農業大学校　体育館 避難所 210 80 西浦農事集会所 緊急避難場所・避難所 20

21 千曲保育園 避難所 130 81 上ノ平公会場 緊急避難場所・避難所 20

22 美里保育園 避難所 160 82 久保公民館 緊急避難場所・避難所 90

23 和田体育館 避難所 200 83 大杭研修センター 緊急避難場所・避難所 40

24 美南ガ丘小学校　体育館 避難所 370 84 宮沢集出荷センター 緊急避難場所・避難所 60

25 南保育園 避難所 260 85 御牧ケ原区公民館 緊急避難場所・避難所 20

26 小原研修センター 緊急避難場所・避難所 20 86 諏訪山公民館 緊急避難場所・避難所 20

27 東小諸区集会場 緊急避難場所・避難所 20 87 市区農事集会所 緊急避難場所・避難所 20

28 東山区公民館 緊急避難場所・避難所 20 88 耳取区多目的集会場 緊急避難場所・避難所 80

29 乙女区民会館 緊急避難場所・避難所 20 89 森山多目的共同利用施設 緊急避難場所・避難所 80

30 御幸町区民会館 緊急避難場所・避難所 60 90 御影コミュニティセンター 緊急避難場所・避難所 20

31 与良公会堂 緊急避難場所・避難所 20 91 平原集会所 緊急避難場所・避難所 120

32 鶴巻会館 緊急避難場所・避難所 20 92 和田農村研修センター 緊急避難場所・避難所 90

33 赤坂区民会館 緊急避難場所・避難所 20 93 一ツ谷公民館 緊急避難場所・避難所 60

34 緑ケ丘区ふれあい館 緊急避難場所・避難所 40 94 谷地原コミュニティセンター 緊急避難場所・避難所 20

35 北国街道荒町館 緊急避難場所・避難所 30 95 池の前公民館 緊急避難場所・避難所 40

36 紺屋町会館 緊急避難場所・避難所 20 96 野岸の丘総合福祉センター　駐車場 緊急避難場所 -

37 八幡町公民館 緊急避難場所・避難所 20 97 野岸小学校　校庭 緊急避難場所 -

38 三和公民館 緊急避難場所・避難所 20 98 人権センター　駐車場 緊急避難場所 -

39 天池区集会所 緊急避難場所・避難所 40 99 乙女湖公園 緊急避難場所 -

40 松井会館 緊急避難場所・避難所 20 100 長野県小諸高等学校　校庭 緊急避難場所 -

41 東雲コミュニティセンター 緊急避難場所・避難所 60 101 坂の上小学校　校庭 緊急避難場所 -

42 大手門公園 緊急避難場所・避難所 - 102 長野県小諸商業高等学校　校庭 緊急避難場所 -

43 相生会館 緊急避難場所・避難所 20 103 総合体育館（武道館含む）　駐車場 緊急避難場所 -

44 北国街道ほんまち町屋館 緊急避難場所・避難所 140 104 芦原中学校　校庭 緊急避難場所 -

45 六供公民館（旧社会福祉会館２階） 緊急避難場所・避難所 20 105 芦原保育園　園庭 緊急避難場所 -

46 大手区公民館 緊急避難場所・避難所 20 106 ひまわり園　園庭 緊急避難場所 -

47 健速会館 緊急避難場所・避難所 20 107 水明小学校　校庭 緊急避難場所 -

48 古城会館 緊急避難場所・避難所 20 108 クリーンヒルこもろ　多目的広場 緊急避難場所 -

49 市町区公民館 緊急避難場所・避難所 20 109 西保育園　園庭 緊急避難場所 -

50 新町区公民館 緊急避難場所・避難所 40 110 小諸東中学校　校庭 緊急避難場所 -

51 押出公民館 緊急避難場所・避難所 30 111 東小学校　校庭 緊急避難場所 -

52 両神会館 緊急避難場所・避難所 20 112 東保育園　園庭 緊急避難場所 -

53 富士見平区集会所 緊急避難場所・避難所 10 113 長野県農業大学校　グラウンド 緊急避難場所 -

54 菱野区公民館 緊急避難場所・避難所 20 114 千曲小学校　校庭 緊急避難場所 -

55 後平公民館 緊急避難場所・避難所 20 115 千曲保育園　園庭 緊急避難場所 -

56 諸公民館 緊急避難場所・避難所 20 116 美里保育園　園庭 緊急避難場所 -

57 西原生活改善センター 緊急避難場所・避難所 70 117 和田体育館　駐車場 緊急避難場所 -

58 滝原公民館 緊急避難場所・避難所 20 118 美南ガ丘小学校　校庭 緊急避難場所 -

59 芝生田区民会館 緊急避難場所・避難所 20 119 南保育園　園庭 緊急避難場所 -

60 井子多目的集会施設 緊急避難場所・避難所 60
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