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第１節 計画の目的及び構成 

 

１ 計画の目的 

  この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、高山村防災会

議が作成する計画であって、村、関係機関、住民等が相互に協力し、村域に係る災害予防対策、

災害応急対策、災害復旧・復興対策を推進することにより、村域における土地の保全とかけが

えのない住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

 【国、県及び高山村の防災会議並びに防災計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の構成 

  本計画は、第１編の総則に続いて、第２編を風水害対策編、第３編を震災対策編とし、それ

ぞれの災害に対する予防、応急、復旧・復興の各段階における諸施策を示した。また、第４編

をその他の災害対策編とし、雪害対策、航空災害対策、道路災害対策、危険物等災害対策、林

野火災対策、火山災害対策について特記すべき事項を示し、第５編を資料編として、本計画に

必要な関係資料・様式等を掲げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の修正 

  本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、国、県の防災方針、村の情勢を勘案して、

必要があると認めるときには速やかにこれを修正する。 

４ 計画の周知徹底 

  本計画を円滑かつ的確に運用するため、村職員、住民、関係機関及びその他防災に関する主

要施設の管理者に、防災活動の指針として周知徹底を図る。 

国 

中 央 防 災 会 議 

防 災 基 本 計 画 

長 野 県 

長 野 県 防 災 会 議 

長野県地域防災計画 

高 山 村 

高 山 村 防 災 会 議 

高山村地域防災計画 

総 則 

風 水 害 対 策 編 

震 災 対 策 編 

その他の災害対策編 

資 料 編 

第１編 

第２編 

第３編 

第４編 

第５編 

高山村地域防災計画 
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第２節 防災の基本方針 

 

 高山村は、三方を山々に囲まれた山村であり、極めて複雑急峻な地形を有し、多くの災害危険

箇所を抱えるという自然条件と、山田牧場、松川渓谷、信州高山温泉等の観光地の存在や、地域

社会における高齢化の進行という社会条件に対応した防災対策を講じることが求められている。 

 

〈基本方針〉 

１ 防災対策の実施 

  防災対策の実施に当たっては、次の事項を基本とし、村、県、公共機関、事業者、その他関

係機関及び住民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策をとるものとする。 

  特に、災害発生時における人的・経済的被害を軽減する、いわゆる減災対策の一層の充実と

危機管理的視点に立った施策の遂行を図る。 

 ○周到かつ十分な災害予防 

 ○迅速かつ円滑な災害応急対策 

 ○適切かつ速やかな災害復旧・復興 

２ 村及び関係機関等が行うべき事項 

  高山村及び関係機関等は、緊密な連携のもと、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、

必要な措置を講ずるものとする。 

 ○防災施設、防災設備の整備の促進 

 ○地震等の災害発生時に、被害を最小限にするための具体的行動計画の策定 

 ○防災体制の充実 

 ○住民の防災意識の高揚及び自主防災組織の育成強化 

 ○高齢者、障害者、児童、傷病者、外国籍住民、乳幼児、妊産婦などの災害対応能力の弱い者

（以下「災害時要援護者」という。）や女性を含めた多くの住民の地域防災活動への参画 

 ○防災関係機関、住民等の間、住民等と行政の間での防災情報の共有 

３ 住民が行うべき事項 

  住民は、「自分の命は自分で守る」との認識のもと、地域、職場、家庭等において互いに協力

し合い、災害時を念頭においた防災対策を常日ごろから講ずるものとする。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 実施責任 

１ 村 

  高山村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、村の地域並びに地域住

民の生命、身体及び財産を保護するため、県、指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地

方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 消防機関 

  須坂市消防本部及び高山村消防団は、災害から村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財

産を保護するため、防災関係機関等と緊密な連携のもとに防災活動を実施するとともに、村災

害対策本部の業務に従事する。 

３ 県 

  県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及

び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、村及び指定地方公共機関等が

処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

４ 指定地方行政機関 

  指定地方行政機関は、村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、

村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

  指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ自ら防災

活動を実施するとともに、村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、常日ごろから災害予防体制の整備を図るとと

もに、災害時には、応急措置を実施する。また、村、県及びその他防災関係機関の防災活動に

協力する。 

７ 住 民 

  住民は、「自分の命は自分で守る」との認識のもとに、地域、職場、家庭等においてお互いに

協力し合い、災害時を念頭においた防災対策を常日ごろから講ずる。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 村 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

高山村 (１) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 
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 (２) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。 

(３) 水防その他の応急措置に関すること。 

(４) 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。 

(５) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(６) 災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。 

(７) 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(８) 村内における公共的団体及び自主防災組織の育成指導に関すること。 

(９) その他村の所掌事務についての防災対策に関すること。 

２ 消防機関 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

須坂市消防本部 

（高山分署） 

(１) 消防力の整備に関すること。 

(２) 災害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

(３) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(４) 防災に関する訓練の実施及び教育に関すること。 

(５) 自主防災組織の育成指導に関すること。 

(６) 水防その他の応急措置に関すること。 

(７) 高山村災害対策本部の業務に関すること。 

高山村消防団 (１) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害状況の把握に関すること。 

(２) 住民の避難の実施に関すること。  

(３) 消火活動及び救助救急活動の実施に関すること。 

３ 県 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

長野県 

（長野地方事務

所、須坂建設事

務所、長野保健

福祉事務所） 

(１) 長野県防災会議に関すること。 

(２) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。 

(３) 水防その他の応急措置に関すること。 

(４) 県域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。 

(５) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(６) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること。 

(７) 村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助及

び調整に関すること。 

(８) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

(９) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること。 

須坂警察署 (１) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。 

(２) 避難の勧告又は指示に関すること。 

(３) 被災者の救出及び避難誘導に関すること。 

(４) 交通規制及び警戒区域の設定に関すること。 

(５) 避難路及び緊急輸送路の確保に関すること。 
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 (６) 行方不明者の調査又は死体の検視に関すること。 

(７) 犯罪の予防、取締りその他社会秩序の維持に関すること。 

(８) 危険物の取締りに関すること。 

４ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

関東農政局 

（長野農政事務

所） 

(１) 災害時における主要食料の供給に関すること。 

(２) 災害に関する情報の収集及び報告に関すること。 

(３) 農地の保全に係る施設等の整備に関すること。 

中部森林管理局 

（北信森林管理

署） 

(１) 国土保全に直接資する治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正

化に関すること。 

(２) 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること。 

(３) 災害応急対策用材の供給に関すること。 

東京管区気象台 

（長野地方気象

台） 

(１) 地震、火災情報の発表及び伝達に関すること。 

(２) 注意報、警報等の発表及び伝達に関すること。 

(３) 防災気象知識の普及に関すること。 

長野労働局 

（中野労働基準

監督署） 

(１) 情報の収集及び調査に関すること。 

(２) 事業場における二次災害の発生の防止に関すること。 

(３) 被災者の救護対策に関すること。 

(４) 職員の派遣に関すること。 

５ 自衛隊 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第13普通科連隊 

（松本駐屯地） 

(１) 被害状況の把握に関すること。 

(２) 避難の援助に関すること。 

(３) 遭難者等捜索救助に関すること。 

(４) 水防活動に関すること。 

(５) 消防活動に関すること。 

(６) 道路又は水路等の交通路上の障害物の排除に関すること。 

(７) 応急医療防疫、病害虫防除等の支援に関すること。 

(８) 通信支援に関すること。 

(９) 人員及び物資の緊急輸送に関すること。 

(10) 炊飯及び給水支援に関すること。 

(11) 救援物資の無償貸付又は譲与に関すること。 

(12) 交通規制の支援に関すること。 

(13) 危険物の保安及び除去に関すること。 
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６ 指定公共機関 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

郵便事業(株) 

（信越支社） 

 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務取扱

い及び援護対策に関すること。 

郵便局(株) 

（信越支社） 

 災害時における窓口業務の確保に関すること。 

東日本電信電話

(株)長野支店 

(１) 公衆電気通信設備の保全に関すること。 

(２) 災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること。 

(株)エヌ・ティ・

ティ・ドコモ（長

野支店） 

ＫＤＤＩ(株) 

日本銀行 

（松本支店） 

(１) 金融機関の支払いに対する現金の準備に関すること。 

(２) 損傷通貨の引換えに関すること。 

日本赤十字社 

（長野県支部） 

(１) 医療、助産等の救助、救護に関すること。 

(２) 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。 

(３) 義援金品の募集に関すること。 

日本放送協会 

（長野放送局） 

 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

日本通運(株) 

（長野支店） 

 災害時における貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関するこ

と。 

中部電力(株) 

（長野営業所） 

(１) 電力施設の保全、保安に関すること。 

(２) 電力の供給に関すること。 

７ 指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

長電バス(株)  災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること。 

(社)長野県トラ

ック協会 

 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関するこ

と。 

信越放送(株)  天気予報及び気象警報・注意報、その他災害情報等広報に関すること。 

(株)長野放送  

(株)テレビ信州  
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長野朝日放送

(株) 

 

長野エフエム放

送(株) 
 

長野県情報ネッ

トワーク協会 

 天気予報及び気象警報・注意報、その他災害情報等広報に関すること。 

(社)長野県エル

ピーガス協会 

 液化石油ガスの安全に関すること。 

(社福)長野県社

会福祉協議会 

 災害ボランティアに関すること。 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

(社)須高医師会 

(社)須高歯科医

師会 

 災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること。 

(社)須高薬剤師

会 

 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること。 

高山村商工会 (１) 村が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(２) 被災会員の融資、あっせんの協力に関すること。 

(３) 災害時における物価安定の協力に関すること。 

(４) 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること。 

須高農業協同組

合 

（高山支所） 

(１) 村が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(２) 農作物の災害応急対策の指導に関すること。 

(３) 被災農家に対する融資、あっせんに関すること。 

(４) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること。 

(５) 農産物の需給調整に関すること。 

(６) 被災事業者等に対する資金融資に関すること。 

須高ケーブルテ

レビ(株) 

 災害情報等の広報に関すること。 

(社福)高山村社

会福祉協議会 

 災害ボランティアに関すること。 

長野森林組合 

（須高支所） 

(１) 村が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(２) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

(３) 木材の供給と物資のあっせんに関すること。 
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高山村区長会、

高山村民生児童

委員協議会、高

山村自主防災

会、たかやま保

育園保護者会、

高山小学校ＰＴ

Ａ、高山中学校

ＰＴＡ 

(１) 村が行う災害応急対策の協力に関すること。 

(２) 被災者の救助・救護活動、炊き出し及び義援金品の募集等の協力に関

すること。 

危険物施設の管

理者 

(１) 安全管理の徹底に関すること。 

(２) 防護施設の整備に関すること。 

 

村の防災のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 公 共 機 関 
指定地方公共機関 

国緊急（非常）災害対策本部 

本部長：内閣総理大臣等 

指 定 行 政 機 関 
指定地方行政機関 

長野県災害対策本部 
本部長：長野県知事 

自衛隊 

県災害対策本部長野地方部 
（長野地方事務所） 

長野地方部長： 
長野地方事務所長 

高山村災害対策本部 
本部長：高山村長 

県警察本部 

警察署 

他市町村 

他都道府県 

消防機関・消防団 

ボランティア 

指示 

総合調整 

指示 

総合調整 

指示 応援措置要請 応援措置要請 

派遣要請 

（通知） 

指示 

命令 
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被  災  地 ・ 被  災  住  民 

応急措置 応急措置 応急措置 応急措置 救援 
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第４節 高山村の地勢と災害要因、災害記録 

 

第１ 自然的条件 

１ 地 勢 

  高山村は、長野県の北部東端に位置し、東は破風岳、御飯岳、黒湯山、万座山、白根山及び

横手山をもって群馬県と接し、南は破風岳、奈良山、明覚山をもって須坂市と接し、北は横手

山、笠岳、三沢山及び雁田山をもって小布施町、中野市、山ノ内町と接している。 

  総面積は98.5㎞2、そのうち85％が山林原野であり、地形は極めて複雑急峻である。 

  村のほぼ中央を流れる松川は、白根山と横手山の中間、池の塔から発源し、各支流を合わせ

て西流し、千曲川にそそいでいる。これらの河川は山間地を走るため、いたる所で急流河川を

形成し、流域は河川の浸食作用により深い断崖をなしている。また、南部には紫称萩山に源を

発する八木沢川が、千曲川にそそいでいる。 

  この２河川により形成された、やや急傾斜の表面をもった扇状地が東西に広がっていて、集

落や耕地はこの上に点在している。 

２ 位 置 

 所  在  地 北 緯 東 経 海 抜 

高 山 村 役 場 上高井郡高山村大字高井4972番地 36°40′ 138°21′ 550ｍ 

３ 気 候 

  高山村の気候は、典型的な内陸性気候である。年平均気温は11.8℃と比較的冷涼で、年平均

降水量は850㎜前後である。降雪量は、集落部では40㎝以上、山間部では２ｍを越すこともある

ため、特別豪雪地帯に指定されている。春の訪れは遅く、４・５月頃には晩霜にみまわれる自

然条件にある。 

４ 自然条件にみる災害の要因 

 (１) 地震災害の可能性 

   本編第５節「地震被害想定」で詳述する。 

 (２) 多数の土砂災害危険箇所の存在 

   村内の各河川は、複雑で急峻な山間地を走っていることから、多くの土石流危険渓流（資

料９－２）が存在する。 

   このほか、村内には、急傾斜地崩壊危険箇所（資料９－３）や地すべり危険箇所（資料９

－４）等の土砂災害危険箇所も多数存在しており、集中豪雨等の際には、周辺集落等での被

害が懸念される。 

 (３) 前線の影響による豪雨 

   梅雨期や秋雨期には前線が本州付近に停滞し、台風や低気圧の通過により南方の著しく湿

った空気を運び込んで高山村にも大雨を降らせることがあり、村内各河川の氾濫、がけ崩れ

等の災害の発生がみられるので、厳重な警戒が必要である。 
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 (４) 台風の進路による影響 

   県下に影響を及ぼす台風は、経路により、次の五つに大別することができる。 

  ① 中央部縦断コース 

    県内を南北に縦断する最悪のコースで、全県的に大雨と強風の被害が予想される。村域

では、各河川の増水、がけ崩れ等の警戒が必要である。 

  ② 西側北上コース 

    県に接近して西側を北上するコースで、全県が暴風・大雨域に入り、風水害が発生する。

村域への影響は、主として風による被害が多く発生する。 

  ③ 東側北上コース 

    県の東側を北上するコースで、台風の吹き返しによる強風の被害が大きくなる。村域は、

大雨が予想され、北よりの暴風雨が吹きつのり、風水害が発生する。このため各河川の増

水、がけ崩れ等の警戒が必要である。 

  ④ 南側東進コース 

    太平洋側を東に進むコースで、典型的な雨台風となる。伊那谷や木曽谷、佐久地方など

を中心に一様な大雨となる。 

  ⑤ 対馬海峡から日本海中部を北東進コース 

    全般に雨量は少ないが、北部の山沿いで強風となり、北アルプス一帯では強い風、雨と

なるので注意が必要となる。 

県下に影響を及ぼす台風のコース 

 

 (５) 山林火災 

   林野面積が広大なことから、高山村では過去にも山林火災を経験しており、今後も発生が

予想される。特に、春の山菜採りの時期の火災には注意を要する。 

 (６) 高冷地帯 
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   山間部では、高冷のため、農産物の低温障害及び凍霜障害等による被害が発生しやすい。

また、冬期には、多雪のため除雪は大きな課題である。住民の協力により、効果的な除雪を

図るべく、一層の意識高揚を促す必要がある。 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口、集落 

  高山村の人口は、平成23年４月１日現在7,532人（住民基本台帳による。以下同じ。）で、近

年は全国的傾向と同様に減少傾向にある。階層別人口の推移をみると、65歳以上の高齢者人口

の割合は、平成13年20.8％、平成18年23.7％、平成23年26.3％と上昇する一方、０歳から14歳

までの年少人口の割合は、平成13年15.4％、平成18年13.9％、平成23年には13.0％と減少して

おり、少子高齢化が顕著に表われている。 

  世帯数については、老人保健施設の開設等により増加傾向にあり、平成23年には2,375世帯と

なっている。一世帯当たりの平均人員は、平成13年3.6人、平成18年3.4人、平成23年3.2人と推

移しており、さらに小家族化傾向が進んでいる。 

２ 産業及び産業構造 

  本村の産業構造は、農業を基幹として、サービス業、建設業、製造業等が主産業となってい

る。農業はりんご、ぶどう等の果樹栽培が主体である。 

  産業別人口をみると、第１次産業の減少率が高く、第３次産業への流出が著しくなっている。

こうした状況は、昼間の人口の減少、高齢化にもつながり、防災上重要な問題となるため、村

の産業の活性化が課題である。 

３ 交 通 

  本村には、主要地方道須坂中野線をはじめとして６路線の県道が走り、これらを骨格として

多くの村道がある。県道は主要な生活路線であるとともに、地域経済の基幹をなしていること

から、これらの拡幅改良に併せ、未開通の箇所についての開設が必要となってきている。 

  村道は、主要路線である１・２級道路を主体に改良・舗装を行ってきたことから、この改良

率・舗装率ともに上がっている。今後は、引き続き１・２級の主要道路の整備に併せ、その他

道路の整備により村内の道路網の充実を図る。 

４ 社会的条件にみる災害の要因 

 (１) 昼間人口の減少 

   高齢化の進展による災害時要援護者の増加、生活圏の広域化による昼間の留守家庭の増加

は災害を大きくする要因である。加えて、消防団員の確保難も懸念材料となる。日ごろから

自主防災組織の重要性に鑑み、地域に設置した防災委員を通じ、地域住民の防火、防災意識

の高揚と啓発を図る必要がある。 

   また、山田牧場や信州高山温泉郷等、多くの観光客が訪れる地域では、観光客に配慮した

防災体制の確立も重要である。 

 (２) 危険地帯の住居 

   村内には孤立予想地区が８地区あるが、このうち、温泉、五色温泉、七味温泉、牧場の４
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地区は、他の地区との連絡道路が一つしかないため、土砂崩れや橋の決壊等により通行不能

になると、孤立化は免れない。さらには、付近に急傾斜地崩壊箇所や地すべり危険箇所等の

災害危険箇所が存在するため、特に被災しやすい状態におかれている。 

 (３) 森林の荒廃 

   森林組合を中心として森林造成を行うとともに、県により治山工事が行われているが、林

業家は年々減少し、担い手の高齢化も進んでいる。森林の荒廃は保水能力を低下させ、地盤

を脆弱にするため、水害や土砂崩れ等の誘因となる。 

 

第３ 過去の主な災害記録 

 本村の過去の災害履歴については、資料８－１に掲げるとおりである。 
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第５節 地震被害想定 

 

第１ 基本的な考え方 

 長野県では、平成７年に発生した兵庫県南部地震に起因する阪神・淡路大震災を教訓として、

平成12・13年度において地震対策基礎調査を行い、平成14年３月、『長野県地震対策基礎調査報告

書』を公表した。 

 この調査による被害想定結果は、本村における今後の地震防災対策の基礎資料として、また住

民一人ひとりの防災意識の高揚と防災対策の推進に当たって有用な資料となるものである。 

 本節においては、この報告書のうち、本村に関する被害想定結果の概略等を示すものとする。 

 

第２ 想定地震等 

 『長野県地震対策基礎調査報告書』における想定地震は、次の６つである。 

 ・糸魚川―静岡構造線（北部）の地震 

 ・糸魚川―静岡構造線（中部）の地震 

 ・信濃川断層帯の地震 

 ・伊那谷断層帯の地震 

 ・東海地震 

 ・阿寺断層系の地震 

 この中で、本村に最も影響を及ぼすと予測されているのは、「信濃川断層帯の地震」である。こ

のため、以下、「信濃川断層帯の地震」についての想定結果を中心に記述する。 

信濃川断層帯の地震の断層諸元 

諸   元 内     容 根      拠 

断層長さ 

（Ｌ） 
43㎞  1847年善光寺地震の地震断層 

断層幅 

（Ｗ） 
21㎞  断層下端深さが深度20㎞として設定 

断層傾斜角度 西傾斜45°  専門委員会の見解 

断層上端深さ ３㎞  地震動が最大と想定される深さ 

マグニチュード 

（Ｍ） 
7.5  善光寺地震を上回る規模を想定 

地震モーメント 

（Mo） 

5.0×1026 

dyne・cm  

 マグニチュードからTakemura et al. 

（1990）により算出 

断層範囲 
善光寺地震断層の位置 

（飯山市～長野市） 
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運動タイプ 逆断層  

地震波伝播速度 

（Vs） 
3.5㎞／sec  地中岩盤の物性値 

破壊伝播速度 2.5㎞／sec  0.72・Vs 

破壊開始点 中央下端  県内全体に影響が大きくなる位置 

破壊形態 一様破壊・同心円状  

 

想定震源位置図 

 

※東海地震に係る震源域は、平成13年11月27日の中央防災会議公表による。 



 □1  第５節 地震被害想定  

〔高山防２〕 15 

第３ 想定結果 

１ 予測震度 

  村域においては、震度５弱～６弱と予測されている。震度６弱という大きな揺れが予測され

ているのは、多くの住民が居住する西部地域である。 

  計測震度（500ｍメッシュ） 

 

２ 液状化危険度 

  村内における松川下流域において危険性が高いと予測されている。 

  液状化危険性（500ｍメッシュ） 
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３ 被害想定結果 

  本想定地震における高山村及び長野県全体の被害想定結果は、次のとおりである。 

被 害 区 分 被 害 項 目 単位 高 山 村 長野県全体 

建物被害 木 造 全 壊 棟  0  23,541 

半 壊 棟  0  51,259 

非木造 大 破 棟  11  5,263 

中 破 棟 117  12,579 

出火・延焼被害 出火件数 件  0   176 

焼失棟数 棟  0  5,501 

人的被害 死  者 人  0  1,031 

重 傷 者 人  4  1,698 

避 難 者 人 186 163,525 

道路施設・構造物被害 橋  梁 か所  0    33 

盛  土 か所  0    30 

斜  面 か所  13   357 

上水道施設被害 配水管被害 か所  0  1,643 

給水管被害 か所  0  14,857 

断水世帯数 世帯  0 152,649 

要復旧日数 日 － － 

下水道施設被害 被害箇所数 か所  0   985 

要応急復旧日数 日  0 － 

電力施設被害 支持物被害箇所数 か所  38  4,928 

停電世帯数 世帯 526 116,952 

要復旧日数 日  5 － 

通信施設（電話）被害 支持物被害箇所数 か所  1   946 

機能支障回線数 回線  23  75,026 

要復旧日数 日  1 － 

 

 

(～50) 
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