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中野市長 定例記者会見 

 

期 日  令和３年８月 25 日（水） 

時 間  午前 11 時から 

会 場  会議室 52,53 

 

発 表 内 容 

 

１ 令和２年度決算の概要について                  （財政課） 

 

２ 令和３年９月中野市議会定例会の付議事項について          （庶務課） 

 

３ 令和３年８月前線による大雨への対応及び被害の状況について   （危機管理課） 

 

４ マイ・タイムライン講習会の開催について            （危機管理課） 

 

５ 中野市産ぼたんこしょうを使ったセブン‐イレブン新商品について （農業振興課） 

 

 

 

（ 質 疑 応 答 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野市魅力発信バーチャル Vtuber「信州なかの」 

施設紹介動画の配信、グッズ販売、第３話配信中！！ 



 

 

 

中野市プレスリリース 2021年８月 25日 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月 中野市議会定例会の招集について、下記のとおり 

本日付けで告示しましたので、お知らせします。 

 

１ 招 集 日  ９月１日 水曜日 

２ 場  所  中野市役所 

３ 付議事項  （別紙のとおり） 

  ・専決処分の報告  ２件 

   令和３年度中野市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の報告について ほか 

 

  ・条 例 案   ３件 

   中野市情報通信施設条例の一部を改正する条例案 ほか 

 

  ・補正予算   ７件 

   令和３年度中野市一般会計補正予算（第５号） ほか 

 

  ・決算認定   ９件 

   令和２年度中野市一般会計歳入歳出決算認定について  ほか 

 

  ・事件案    ４件 

   中野市関係人口創出拠点施設の指定管理者の指定について  ほか 

 

詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

中野市総務部庶務課庶務文書係 

（課長）中山 貴弘（係長）有賀 裕介 

電話  0269-22-2111（内線 207） 

ＦＡＸ 0269-26-0349 

Email shomu@city.nakano.nagano.jp 

令和３年９月中野市議会定例会の 

招集についてお知らせします。 







 

 

 

中野市プレスリリース 2021年８月 25日 

 

 

 

 

８月 12日から降り続いた大雨による本市の被害状況及び対応状況につい

ては、次のとおりです。 

 

１ 対応及び被害状況について 

別添のとおり 

 

 

 

   ※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。 

 

 

 

 
中野市総務部危機管理課危機管理防災係 

（課長）矢野 浩美（担当）北村 勇人 

電話  0269-22-2111（内線 285） 

ＦＡＸ 0269-26-0349 

Ｅ-mail bosai@city.nakano.nagano.jp 

令和３年８月前線による大雨への対応及び 

被害の状況について 
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令和３年８月前線による大雨被害について 

 

１ 概要（警報及び気象情報等） 

大雨警報（土砂災害）８月14日㈯ 10:05～15日㈰ 21:17 

洪水警報      ８月15日㈰  1:26～15日㈰ 23:16 

雨量（中野建設）  最大時間雨量  13.0mm/h（８月14日㈯  9:00、15日㈰ 4:00） 

累加雨量    180.0mm （８月12日㈭ 21:00～15日㈰ 8:00） 

（豊津）    最大時間雨量  13.0mm/h（８月15日㈰ 4:00、22:00） 

累加雨量    155.0mm （８月12日㈭ 21:00～15日㈰ 10:00） 

千曲川立ヶ花観測所最高水位      8.76m （８月15日㈰ 15:20） 

 

２ 災害対策本部等設置状況 

災害警戒本部  設置 ８月13日㈮ 16:30  廃止 ８月14日㈯ 21:36（災害対策本部に切替） 

災害警戒本部会議 第１回 ８月13日㈮ 16:30 

第２回   14日㈯ 16:00 

災害対策本部  設置 ８月14日㈯ 21:36 

災害対策本部会議 第１回 ８月14日㈯ 21:36 

第２回   15日㈰ 15:00 

第３回   17日㈫ 14:00 

第４回   20日㈮ 10:30 

 

３ 避難情報発令等状況 

警戒レベル３ 高齢者等避難 

８月14日㈯ 22:15  立ヶ花区（189世帯494人）、牛出区（95世帯242人）、栗林区（182世

帯477人）、大俣区（94世帯246人）、上今井区（387世帯988人）の浸

水想定区域居住者に対し発令 

８月15日㈰ 16:00  すべての区の避難情報を解除 

 

警戒レベル４ 避難指示 

８月17日㈫  9:00  東山区（1世帯2人）、片塩区（1世帯2人）に対し発令 

15:30  梨久保区（1世帯1人）に対し発令 

８月20日㈮ 11:30  梨久保区（1世帯1人）に対する避難情報を解除 

14:30  片塩区（1世帯2人）に対する避難情報を解除 

  

令和３年８月 25日 

午前９時現在 
（別添） 
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４ 避難の状況 

⑴ 指定一般避難所 

名   称 
開設 

日時 

閉鎖 

日時 

避難所における避難

実世帯、実人数 
備 考 

西部文化センター 

（西部公民館） 

14日㈯ 

18:00 

15日㈰ 

7:40 
2世帯 6人 

土砂崩落付近に居住し、危険

なため臨時的に開設受入 

西部文化センター 

（西部公民館） 

17日㈫ 

9:00 

20日㈮ 

14:30 
（1世帯 2人） 

1世帯2人 17日㈫ 9:50避

難、16:45親戚宅へ転居 

※ 当該避難者は、14日㈯

18:00に開設時の避難者の

うちの1世帯と同一のた

め、実世帯実人数としては

計上しない。 

高丘小学校体育館 
14日㈯ 

22:15 

15日㈰ 

16:00 
4世帯 9人  

豊田小学校体育館 
14日㈯ 

22:15 

15日㈰ 

16:00 
2世帯 6人  

各避難所の合計 8世帯 21人  

⑵ 指定福祉避難所 

開設状況  １か所   開設日時 14日㈯ 22:15  閉鎖日時 15日㈰ 16:00 

避難者 １世帯 ２人 

 

５ 人的・住家被害状況 

⑴ 人的被害  なし 

⑵ 住家被害  なし 
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６ 土砂災害（住家被害のおそれがあるもの） 

番号 

発生日 
発生箇所

（区） 
形態 

人的

被害 

住家

被害 
対応課 

避難状況 

（危機管理課担当） 

対応状況等 

１ 

８月14日㈯ 片塩 
農地法面

崩落 
０ ０ 

農業振

興課 

14日㈯ 

自主避難 2世帯6人 

17日㈫ 

避難指示 1世帯2人 

８月14日㈯ 片塩地籍で、農地法面が崩落し土砂が住家付近まで流出 

ブルーシートで被覆し応急対応済み 

８月17日㈫ 再び雨が降り、危険性が増したため避難指示 

８月20日㈮ 土砂崩落の危険がなくなったことを確認したため避難指示を解除 

２ 

８月15日㈰ 東山 地割れ ０ ０ 
都市計

画課 

17日㈫ 

避難指示 1世帯2人 

８月15日㈰ 東山区の住家で宅内の地割れが発生、確認後、経過観察実施 

８月17日㈫ 地割れが悪化し、緊急的避難が必要と判断した。 

市営住宅をあっせんし転居 

３ 

８月17日㈫ 梨久保 地すべり ０ ０ 
地域振

興課 

17日㈫ 

避難指示 1世帯1人 

８月17日㈫ 梨久保区の住家裏で地すべりが発生、県北信地域振興局農地整備課担当

者と共に現場確認、ブルーシートで被覆し応急対処済み 

対象住家に居住する１世帯１人に対し、避難を促した 

梨久保区長、梨久保地区地すべり協議会及び市により状況確認の夜間パ

トロールを実施 

８月18日㈬ 全面ブルーシート張り及びシート固定の土のう設置 

簡易伸縮計設置 

８月19日㈭ 伸縮計（警報機付き）設置完了 

※ 伸縮計及び簡易伸縮計で監視警戒中 

８月20日㈮ 地すべり時の警報等の対応体制が整ったため避難指示を解除 
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７ 浸水被害面積 

番号 発生日 発生時刻 場 所 区分 発生状況 浸水面積 

１ ８月14日㈯ 10:00 柳沢 農地 冠水 16.6ha 

２ ８月14日㈯ 10:00 上今井長原 農地 冠水 29.5ha 

３ ８月14日㈯ 10:00 栗林・牛出 農地 冠水 32.6ha 

４ ８月14日㈯ 10:00 豊井 農地 冠水 18.9ha 

５ ８月14日㈯ 10:00 上今井大原 農地 冠水 37.8ha 

６ ８月14日㈯ 10:00 大俣 農地 冠水 4.4ha 

合 計 139.8ha 

 

８ 現場対応（道路河川課対応状況） 

（市道規制・篠井川排水機場操作・本沢川樋門 等対応状況） 

別紙のとおり 

 

９ 農業関係被害状況（中間） 

⑴ 農畜産物 

項 目 作物名 被害面積 被害減収量 被害金額 備  考 

生産物 

水稲 調査中 調査中 調査中  

果樹 32.00㏊ 123.70ｔ 24,810千円 プラム・りんご・もも 

野菜 0.10ha 4.00ｔ 935千円 きゅうり 

計  32.10ha 127.70ｔ 25,745千円  

⑵ 農地・農業用施設 

区  分 
被害状況 

備  考 
か所数 面積 被害額 

農   地 7 0.70ha 15,000千円 法面崩落・冠水・畦畔崩落 

農業用施設 5 ― 31,200千円 

頭首工、取水口 土砂堆積 

西部土地改良区 電磁弁他水没 

水路 土砂崩落 

合   計 12 ― 46,200千円  

 

10 林業関係被害状況（中間） 

林 道 

路線名等 
場 所 

被 害 状 況 

状 況 被 害 額 

高社南線 越 倒木１本 
0円 

（直営） 

間山桜沢線 桜沢 落石 500千円 

合 計   500千円 
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11 公共土木施設被害状況（中間） 

発生日時 区分 場  所 発生状況等 被害額 備 考 

１ ８月14日㈯ 道 市道大俣線 湛水 3,000千円 土砂撤去 

２ ８月14日㈯ 道 親川区認定外道路 路肩崩落 1,500千円  

３ ８月14日㈯ 道 市道長沢線 法面崩落 2,000千円  

４ ８月14日㈯ 道 市道古牧９号線 湛水 
0円 

（直営） 
土砂撤去 

合  計 6,500千円  
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令和３年 8 月前線による大雨に係る現場対応について 

       R03.08.24 17:00 現在 道路河川課 

１ 市道の通行止めについて 

 路線名 大字 通行止め開始時間 通行止め解除時間 備考 

1 小沼大熊線 三ツ和 8/14（土）AM11:50～ 8/16（月）AM9:30 冠水 

2 大熊 16 号線 三ツ和 8/14（土）PM0:05～ 8/16（月）AM9:30 冠水 

3 延徳８号線 三ツ和 8/14（土）PM1:15～ 8/16（月）AM9:30 冠水 

4 新保 41 号線 新保 

8/14（土）PM2:19～ 

8/15（日）PM4:30 冠水 

5 東江部 21 号線 江部 8/16（月）PM3:50 冠水 

6 東江部 25 号線 江部 8/16（月）PM3:50 冠水 

7 大俣線 上今井 
8/14（土）PM5:14～ 

8/19（木）AM11:00 冠水 

8 笠倉大日影線 豊津 8/18（水）AM9:30 冠水 

9 篠井殿橋線 三ツ和 8/14（土）PM9:25～ 8/15（日）PM4:25 冠水 

10 立ケ花排水機場線 立ケ花 8/15（日）AM6:15～ 8/16（月）AM10:30 冠水 

11 壁田 22 号線 壁田 8/15（日）AM7:24～ 8/16（月）AM11:10 冠水 

12 柳沢古牧線 柳沢 8/15（日）AM8:01～ 8/16（月）AM11:10 冠水 

13 上船場線 上今井 
8/15（日）AM9:52～ 

8/16（月）AM11:10 冠水 

14 追切西線 上今井 8/16（月）AM11:10 冠水 

15 栗林 37 号線 栗林 
8/15（日）PM0:21～ 

8/16（月）AM11:10 冠水 

16 栗林 7 号線 栗林 8/16（月）AM11:10 冠水 

17 川久保線 豊津 8/15（日）PM4:23 8/16（月）AM9:30 冠水 

 

合計 17 路線 

 

２ その他の対応について 

箇所名 対応内容 対応日時 備考 

桜沢 境川堤防土のう積み 8/14（土）PM8:00 区役員と直営対応 

東山 東松川３号線道路側溝 溢水 8/14（土）PM2:32 直営対応（側溝清掃） 

永江 長沢線土砂崩落（バリケード設置） 8/15（日）AM10:48 直営対応 

上今井 大俣線堆積土砂あり 8/18（水）、8/19（木） 業者対応（排土） 

古牧 古牧 9 号線堆積土砂あり 8/23（月）、8/24（火） 直営対応（排土） 

永江 親川区認定外道路 法面崩落  今後発注予定 

 

３ 篠井川排水機場対応について（樋門操作、排水ポンプ運転状況等） 

 ○ 担当職員警戒態勢開始     8/13（金） 午後 6時30分 

○ 樋門全閉           8/14（土） 午前 2時28分 

○ 排水ポンプ運転開始（ＮＯ２） 8/14（土） 午前 2時38分 

  ○ 排水ポンプ運転開始（ＮＯ１） 8/14（土） 午前 9時20分 

  ○ 排水ポンプ運転開始（ＮＯ３） 8/14（土） 午前 9時58分 

  ○ 排水ポンプ運転停止（ＮＯ２、ＮＯ３） 8/16（月） 午前 2時30分 

 

（別紙） 



- 2 - 

 

 

  ○ 排水ポンプ運転停止（ＮＯ１） 8/16（月） 午後 6時49分 

○ 排水ポンプ運転開始（ＮＯ２） 8/17（火） 午前 1時17分 

○ 排水ポンプ運転停止（ＮＯ２） 8/18（水） 午前 2時20分 

○ 樋門全開           8/18（水） 午前 5時10分 

○ 全操作終了          8/18（水） 午前 6時15分 

 

8/18 千曲川水位上昇により排水機場対応 

○ 担当職員警戒態勢開始     8/18（水） 午後 2時25分 

○ 樋門全閉           8/18（水） 午後 3時45分 

○ 排水ポンプ運転開始（ＮＯ１） 8/18（水） 午後 4時 6分 

○ 排水ポンプ運転停止（ＮＯ１） 8/18（水） 午後 9時25分 

○ 樋門全開           8/19（木） 午前 4時40分 

○ 全操作終了          8/19（木） 午前 5時15分 

 

４ 本沢川樋門対応について 

○ 内水排水ポンプ５台運転   8/14（土） 午後11時27分 

○ 国土交通省排水ポンプ車 配置依頼  8/15（日） 午前 3時30分 → 午前3時50分了承 

○ 国土交通省排水ポンプ車 現地到着  8/15（日） 午前 4時40分 

                 → 午前 5時00分 運転開始（排水ポンプ 4本＋4本） 

○ 国土交通省排水ポンプ車（入替） 現地到着・入替開始（排水ポンプ2台-2本運転（消防）） 

   8/15（日） 午前11時00分 

○ 国土交通省排水ポンプ車（入替） 作業停止（北陸地整指示待ちによる） 

（排水ポンプ2台運転（消防）） 

   8/15（日） 午前11時30分 

○ 国土交通省排水ポンプ車（入替） 運転開始（８台-4本、消防2台-2本）（4台-2本準備中） 

   8/15（日） 午後 0時37分 

○ 全ポンプ運転開始（８台-4本、消防2台-2本、4台-2本）（ホース８インチ） 

   8/15（日） 午後 1時16分 

    ○ 作業終了 国へ要請解除連絡      ８/16（月） 午前 5時10分 

 



 

 

 

中野市プレスリリース 2021年８月 25日 

 

 

 

中野市総合防災訓練の一環として、マイ・タイムライン講習会を開催します。 

 

１ 目 的 

風水害に備え、とるべき防災行動を時系列にとりまとめておく「マイ・タイムラ

イン」を作成するための講習会です。 

家族構成や生活環境に合わせて「いつ、何をするべきか」を整理しておくことで、

万一の際に落ち着いて行動できることにつなげます。 

 

２ 開催日時・会場 

８月29日（日） 午前10時～ 中央公民館   午後３時～ 北部公民館 

９月５日（日） 午前10時～ 西部公民館   午後３時～ 豊田公民館 

 

３ 内 容  前半 ハザードマップや避難情報等について 

後半 マイ・タイムラインづくり 

 

４ 持ち物  ⑴ くらしと防災ガイドブック2020年保存版 

⑵ ８月５日全戸配布したリーフレット 

⑶ 筆記用具 

⑷ マスク 

 

５ その他  事前申込み制（先着順・危機管理課へ電話） 

感染症対策を講じます。（検温・氏名連絡先等確認） 

マスク未着用、発熱がある方の入場はご遠慮いただきます。 
 
 

   ※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。 

 

 

 
中野市総務部危機管理課危機管理防災係 

（課長）矢野 浩美（担当）木村 一馬 

電話  0269-22-2111（内線 286） 

ＦＡＸ 0269-26-0349 

Ｅ-mail bosai@city.nakano.nagano.jp 

マイ・タイムライン講習会を開催 



 

 

 

中野市プレスリリース 2021年８月 25日 

 

 

 

セブン‐イレブンから、信州の伝統野菜である中野市産ぼたんこしょう

を使った新商品が発売されました。 

 

【商品ラインナップ】 

  ○ 味付海苔おにぎり 鶏唐揚げマヨネーズ 

  ○ 麻婆茄子丼 

  ○ タルタル照焼チキンバーガー 青唐入り 

  ○ 野菜スティック 大盛り 青唐辛子味噌マヨネーズ 

  ※ 商品の概要は、別紙のとおり。 

【発売日】 

  ８月 24日（火）から順次 

 

 

   ※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。 

 

 

 中野市 経済部 農業振興課 振興係 

（課長）小林 英哉 （担当）傳田 隆彦 

電 話  0269-22-2111（内線 250） 

ＦＡＸ  0269-22-5924 

Ｅ-mail ureno@city.nakano.nagano.jp 

中野市産ぼたんこしょうを使ったセブン‐イレブン新商品 



ぼたんこしょうを使ったセブン‐イレブンの新商品概要

味付海苔おにぎり
鶏唐揚げマヨネーズ

価格：130円
（税込140.40円）
発売日：8月24日（火）

・ぼたんこしょうと相性の良いマヨネーズを組み合わせ
唐揚げに和えた、食べ進みの良い商品。若年層に向け
て具材をたっぷり入れた商品。

◆商品のポイント
・定番メニュー「麻婆茄子」の辛味のアクセントとして
ぼたんこしょうを使用。

麻婆茄子丼

価格：440円
（税込475.20円）
発売日：8月2４日（火）

・サイズ規格外等の理由で出荷が出来ない茄子を使用し
た環境にも配慮した商品。

◆商品のポイント

タルタル照焼チキンバーガー
青唐入り

価格：300円
（税込324円）
発売日：8月25日（水）

・ジューシーなチキンを使った若年層に向けた商品。
タルタルソースとぼたんこしょうを組み合わせ。

◆商品のポイント

・ぼたんこしょうで辛味のアクセントを付与した味噌マ
ヨネーズで、おつまみとしても食べられるサラダ。

野菜スティック 大盛り
青唐辛子味噌マヨネーズ

価格：370円
（税込399.60円）
発売日：8月26日(木)

・コロナ禍でおうちでの食事頻度が高まる中、複数人で
食べられる大盛りサイズの規格で品揃え。

◆商品のポイント

・スチームオーブンを使用して焼き上げる事で、ジュー
シーなチキンに仕上げ。

販売エリア：長野県、山梨県内のセブン‐イレブン６６８店（２０２１年７月末現在）


