
平成２４年度における自然災害等の発生状況について 　

自然災害

1 4月3日 強風 建物被害 1件
丸子地域（下丸
子）

― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 11.5㎜ 4時間 6.5㎜

鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 29.5㎜ 9時間 8.5㎜

合　　計 0

2 6月19日 台風4号 倒木 6件 丸子地域 ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 15.5㎜ 6時間 6.5㎜

停電 140戸 ― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ 12.0㎜ 4時間 5.0㎜

合　　計 0

3 7月7日 大雨 道水路等被害 7件 真田地域（菅平） ― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ 35.5㎜ 2時間 27.0㎜

合　　計 0

4 7月20日 大雨 農作物被害 7件 3,100 上田ｱﾒﾀﾞｽ 21.0㎜ 10時間 4.5㎜

鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 23.5㎜ 11時間 5.5㎜

菅平ｱﾒﾀﾞｽ 58.0㎜ 9時間 19.0㎜

合　　計 3,100

5 7月28日 大雨 床下浸水 2件 ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 1.5㎜ 2時間 1.0㎜

林道被害 1件 200 鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 38.0㎜ 5時間 26.0㎜

道水路等被害 5件 ― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ 23.5㎜ 2時間 20.5㎜

塩田観測所 ― ― 24.0㎜

合　　計 200

上田地域（別所温
泉）、真田地域
（菅平） 台風4号の接近に伴い、19日夜に降り

出した雨は、20日未明まで降り続き、
風雨による倒木が発生した。また、別
所温泉及び菅平地区にて停電が発生す
るが、停電後2～3時間程度で復旧し
た。

番号 発生地区
被害総額
(千円)

発生日 災害種類 被害状況

午後4時～5時頃にかけて降り続いた雨
により、道路洗掘、水路閉塞が発生し
た。

午後から夜遅くにかけて降り続いた雨
により、農地の法面崩落、水路閉塞が
発生した。

夜遅くに塩田地区、真田・丸子地域を
中心に降りだした雨により、床下浸
水、林道の法面崩落、道路の路肩崩落
等が発生した。

上田地域（別所温
泉、前山、手
塚）、真田地域
（傍陽）、武石地
域（西武）

別紙　１

最大
時間雨量

総雨量
(mm)

観測点
連続
降雨量

低気圧が日本海で急速に発達した影響
で全国各地で強風に見舞われた。
丸子地域において、建物のひさしが風
で飛ばされる被害を受けた。
上田アメダス：最大瞬間風速17.1m/s

真田地域（長、傍
陽）、上田地域
（殿城、上室賀、
手塚）



自然災害

番号 発生地区
被害総額
(千円)

発生日 災害種類 被害状況
最大

時間雨量
総雨量
(mm)

観測点
連続
降雨量

6 7月29日 大雨 床上浸水 3件 ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 64.5㎜ 6時間 42.0㎜

床下浸水 12件 ― 鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 0.5㎜ 2時間 0.5㎜

農業用施設被害 1件 100 菅平ｱﾒﾀﾞｽ 1.5㎜ 1時間 1.0㎜

公共施設被害
（グランド）

1件 ―

合　　計 100

7 8月17日 大雨 床上浸水 5件
上田地域（手塚、住
吉） ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 79.0㎜ 8時間 16.5㎜

床下浸水 7件
上田地域（別所温泉、
十人外） ― 鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 28.5㎜ 5時間 11.5㎜

建物被害 4件
上田地域（十人、山田
外） ― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ 17.0㎜ 5時間 6.5㎜

林道被害 24件
上田地域（塩田地区
外） 7,700 塩田観測所 67.0㎜ ― 46.0㎜

道水路被害 10件 上田地域、丸子地域 5,400 生田観測所 99.0㎜ ― 40.0㎜

農地・農業用
施設被害

56件
上田地域（塩田地区）

15,610

果樹被害 2件
上田地域（塩田地区）
（2.96ha) 371

公共施設等被害 5件
上田地域（川西地区、
城下地区外） 2,009

合　　計 28,710

8 8月30日 落雷 建物被害 3件 上田地域（小泉） ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 40.0㎜ 4時間 28.5㎜

停電 800戸
上田地域（小泉、下塩
尻の一部） ― 鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 22.5㎜ 4時間 20.5㎜

菅平ｱﾒﾀﾞｽ 41.0㎜ 4時間 28.5㎜

合　　計 0

9 9月30日 台風17号 倒木 2件
上田地域・真田地
域

― 上田ｱﾒﾀﾞｽ 42.5㎜ 7時間 14.0㎜

農地・農業用
施設等被害

7件
丸子地域・武石地
域

2,250 鹿教湯ｱﾒﾀﾞｽ 106.0㎜ 8時間 31.0㎜

菅平ｱﾒﾀﾞｽ 74.0㎜ 8時間 25.5㎜

合　　計 2,250

10 1月14日 大雪 農業用施設被害 5件
上田地域（塩田地区）・
丸子地域（腰越） ― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ

人的被害（転倒） 2件 丸子地域（長瀬） ― 大手

合　　計 0

午後2時ごろから夜遅くにかけて上田
地域を中心に降り続いた雨により、床
上・床下浸水、突風による建物被害、
降ひょうによる果樹への被害、公共土
木施設等への被害が発生した。また落
雷の発生により公共施設や住家への被
害が発生した。

午後7時ごろから夜遅くに上田地域を
中心に降り続いた雨で、床上・床下浸
水、水路閉塞等が発生した。

台風17号の接近に伴い、30日夜に降り
出した雨は、31日未明まで降り続き、
風雨による倒木、農地の法面崩落等が
発生した。
上田アメダス：最大瞬間風速9.2m/s
菅平アメダス：最大瞬間風速14.6m/s

上田地域（中央地
区、神科地区、塩
尻、小牧）

午後6時ごろからの上田地域を中心と
した雷雨に伴い、住家に落雷の被害が
発生した。

積雪52㎝、最大積雪深82㎝
(1/14)

積雪深12㎝（1/14 21:00）

発達した低気圧の影響で、14日の早朝
から夕方にかけて大雪となり、農業用
施設の倒壊が発生した。また、除雪や
歩行中の転倒により２名が病院搬送さ
れた。



自然災害

番号 発生地区
被害総額
(千円)

発生日 災害種類 被害状況
最大
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総雨量
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連続
降雨量

11 2月12日 雪 人的被害（転倒） 1件
丸子地域（中丸
子）

― 菅平ｱﾒﾀﾞｽ

―

合　　計 0

12 3月10日 強風 建物被害 1件 上田地域（上田） ― 上田ｱﾒﾀﾞｽ

農業用施設被害 1件
丸子地域（上丸
子）

―

合　　計 0

被害額合計 34,360

その他

1 9月5日 建物火災 浦里小学校（浦野）
全焼：北棟、旧管理棟、
　　　東トイレ棟、休養
　　　室、給食倉庫
半焼：給食室

急速に発達した低気圧の影響で、県中
部を中心に強風が吹き、上田地域及び
丸子地域にて物置の屋根や農機具小屋
が吹き飛ぶ被害が発生した。

12日深夜から13日早朝にかけて降雪が
あり、除雪中の転倒で1名が病院搬送
された。

番号 発生日 災害種類 被害状況 発生地区 災害の内容

　午後10時頃に発生した火災により、北棟、旧
管理棟、東トイレ棟、休養室及び給食倉庫が全
焼した（給食室は半焼）。
　焼失面積約2,400㎡

最大瞬間風速17.2m/s
（3/10 12:08）

積雪9㎝（連続4時間）


