
令和３年８月11日～20日
の大雨に関する振返り

～湖南市の対応と記録的大雨の記録等について～



～８月11日から20日の大雨についての概要～

● 西日本に前線が長期間停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込

む状態が続いたため、滋賀県で大雨となった。

この期間中の13日午後から15日にかけては、３時間積算・48時間積算解析

雨量により、湖南地域、東近江地域、湖東地域を中心に、50年に一度程度の

降水が解析雨量により解析され、土砂災害・洪水害・浸水害の警戒レベルは

４を示し、危険度は「極めて危険」な状態となった。多くの市町には、土砂

災害警戒情報、大雨警報(土砂災害・浸水害)や洪水警報が発表された。

県内では、「高齢者等避難」や「避難指示」が発令され、住家の床上浸水

４棟、床下浸水48棟、非住家被害８棟、土砂災害14件の被害等の発生が確認

された。

※ 被害状況：8月20日12時現在（滋賀県調べ）



連番 日 時 内 容 市の対応 備 考

１ 8/13 15：09 大雨警報（土砂）発令 警戒体制

２ 8/13 17：58 土砂災害警戒情報発表 災害警戒本部
体制に移行
本部員召集

避難場所８箇所開設決定
水防団本部開設

警戒レベル４相当
（市町村は避難指示
の発令することを基
本として検討する）

３ 8/13 18：16 大雨警報（洪水）発令 市内状況確認・情報収集

４ 8/13 19：10 第１回災害警戒本部会議開催 避難指示の発令を決定

５ 8/13 19：25 避難指示 市内全地域
（土砂災害発生の恐れがある地域の方）

６ 8/13 20：00 避難場所避難者
４世帯８名（４箇所）

男性２人
女性６人

７ 8/13 20：15 第２回災害警戒本部会議開催 市内の状況確認
※内容については別に記載

８ 8/13 22：00 避難場所避難者
14世帯34名（５箇所）

男性15人
女性19人

９ 8/13 23：00 避難場所避難者
15世帯28名（６箇所）

男性11人
女性17人

「令和３年８月の大雨」 湖南市の対応



連番 日 時 内 容 市の対応 備 考

１０ 8/14 1：00
避難場所避難者

12世帯25名（６箇所）
男性10人
女性15人

１１ 8/14 2：45
避難場所避難者

13世帯26人（６箇所）

男性10人
女性16人
犬１匹

１２ 8/14 5：00
避難場所避難者

12世帯24人（６箇所）
男性９人
女性15人

１３ 8/14 7：20
避難場所避難者
４世帯１４人

男性７人
女性７人

１４ 8/14 7：23 第３回災害警戒本部会議
市内の状況確認

※内容については別に記載

１５ 8/14 7：30
避難場所避難者
１世帯１人

男性１人

１６ 8/14 14：35
避難場所避難者

２世帯３人（１箇所）
男性２人
女性１人

１７ 8/14 16：10
避難場所避難者

３世帯５名（２箇所）
男性２人
女性３人

１８ 8/14 19：30
避難場所避難者

４世帯６名（２箇所）
男性２人
女性４人

１９ 8/14 19：45
避難場所避難者

５世帯７名（３箇所）
男性２人
女性５人

２０ 8/15 7：50
避難場所避難者

５世帯12名（３箇所）
男性４人
女性８人



連番 日 時 内 容 市の対応 備 考

２１ 8/15 8：15 第４回災害警戒本部会議

市内の被害状況等確認
避難指示対象範囲縮小

【土砂災害警戒区域約1536世帯】
避難場所一部閉鎖を決定

人命にかかわるような
被害報告はなし

２２ 8/15 9：00
避難指示対象範囲縮小

【土砂災害警戒区域約1536世帯】
避難場所 統合

エリアメール等で発信
地区連絡所

８箇所から４箇所に

２３ 8/15 10：00
避難場所避難者
０世帯０人

２４ 8/15 10：15 土砂災害警戒情報が解除

２５ 8/15 10：30 第５回災害警戒本部会議
避難指示および避難場所４箇所に

ついては現状維持
大雨（土砂災害）警報

が継続中のため

２６ 8/15 13：09 大雨（土砂災害）警報が解除

２７ 8/15 13：15 第６回災害警戒本部会議 災害警戒本部の廃止を決定

２８ 8/15 13：30
避難指示解除

避難場所閉鎖（４箇所）
災害警戒本部廃止



●令和３年８月13日（金）の、気象庁「キキクル」の状況
●湖南市のほぼ全域、大津市南部、栗東市南部、甲賀市の一部、日野町の
全域、東近江市の一部が、土砂災害の危険度「警戒レベル３」相当

【気象庁のホームページ参照】



●令和３年８月13日（金）の、滋賀県の警報・注意報（市町村別）の状況
【大津市南部、栗東市、日野町、甲賀市、湖南市に土砂災害警戒情報が発令】

【気象庁ホームページ参照】



●令和３年８月13日（金）の、滋賀県の警報・注意報（市町村別）の状況
【大津市南部、栗東市、日野町、甲賀市、湖南市に土砂災害警戒情報が発令
その後、東近江市が追加】

【気象庁ホームページ参照】



●土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土

砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市長村長の避難指
示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するように、対象となる市町村を
特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
危険な場所からの避難が必要な警戒レベル４に相当します。

【気象庁ホームページ参照】

【避難指示発令の根拠】



湖南市に避難指示を発令した判断基準等について

●避難指示（警戒レベル４）発令の判断基準

以上の何れかの条件に該当する時、今後の降雨量及び地域の状況を総合的に考慮し

発表します。
今回は、８月13日17時58分の土砂災害警戒情報発表直後、時間雨量が40ミリを超す

大雨が降り、同日18時16分に大雨警報（洪水）が発表されました。

種別 判断材料

土砂災害

１．近隣で土砂災害発生の前兆となる情報が発見された時
２．土砂災害発生の恐れがある時
３．今後１時間以内に土砂災害発生のおそれがある土壌雨量指数に達し、
２時間以上継続する見込みがある時で、特に著しい降雨があり又は予測さ
れ、土砂災害発生の危険が大きくなった時

４．土砂災害警戒情報が発表された時

河川・水路等

１．近隣で浸水が拡大
２．河川計画高水位の７割の水位に達し、決壊の恐れをともない、人家に

床上浸水等過大な影響を及ぼすと判断されるとき



【内閣府・消防庁】



● 湖南市が「避難指示」、甲賀市が「高齢者等避難」、日野町が「高齢者等避難」を発令

～県下市町の避難情報発令状況【８月13日 21：45 現在】～

※ 滋賀県防災ポータルから引用



● 東近江市、竜王町が「高齢者等避難」を発令

● 湖南市の「避難指示」は継続

～県下市町の避難情報発令状況【８月14日 01：18 現在】～

※ 滋賀県防災ポータルから引用



～県下市町の避難情報発令状況【８月14日 15：32 現在】～

● 愛荘町、豊郷町、多賀町が「避難指示」を発令

● 湖南市の「避難指示」は継続

※ 滋賀県防災ポータルから引用



～県下市町の避難情報発令状況【８月14日 20：10 現在】～

● 彦根市が「高齢者等避難」を発令

● 湖南市の「避難指示」は継続

※ 滋賀県防災ポータルから引用















荒川河川監視カメラ画像
8月13日17:20 8月13日17:40

8月13日18:20 8月14日00:20



湖南市で起こった主な被害等について

○ 人的被害（死者・負傷者等）０名

○ 床上浸水（非住家）２件、床下浸水１件

○ その他被害

→ 土砂流出、道路冠水、河川氾濫、市道路肩崩壊、農道法面崩れ等

○ 水防団（消防団）の活動状況

→ 今回の大雨対応での水防団活動は、道路に土砂が流出した事案に対する

土嚢対応、河川氾濫に対する土嚢対応、また、道路冠水による車両誘導や

パトロール等を行った。



落合川氾濫（柑子袋地先） 新田川越水（夏見地先）



市道三雲東小学校線冠水（三雲地先）

夏見里道崩落（夏見地先）



市道美松線法面崩壊（平松地先）


