
令和３年５月１日
牧之原市竜巻等災害

牧之原市総務部危機管理課

令和３年５月１７日作成



位置は静岡県の中西部、駿河湾の西岸に位置
し、静岡市から約35km、浜松市から約45kmの
距離にあります。市域は、東西10.9km、南北
20.3km、面積111.4平方キロ。
人口は、４万4,521人 世帯数は１万7,139世帯
（令和３年５月１日現在、住民基本台帳、外国人
を含む）

〈資料１〉



勝間田地区
・住家：半壊、一部損壊
・非住家：倒壊、損壊
・ビニールハウス倒壊
・茶工場損壊
・電柱倒壊 等

坂部地区
・住家：一部損壊
・非住家：損壊
・ビニールハウス倒壊
・電柱倒壊 等

【令和３年５月１日牧之原市竜巻等災害】
被災地区及び被害概要

布引原地区
・住家：半壊、一部損壊
・非住家：倒壊、損壊
・電柱倒壊
・防霜ファン倒壊

・瓦礫、屋根材等広範囲に
飛散 等

須々木地区
・住家：一部損壊
・非住家：倒壊、損壊
・倒木 等



『令和３年５月１日 牧之原市竜巻等災害』 
（総務部危機管理課） 

１ 状況等 

令和３年５月１日(土)18時 30分頃発生した突風等により、

建物被害、停電等が発生。被害箇所については、布引原から

勝間田、坂部地区。 

また、須々木地区においても建物の倒壊等が発生。 

 

 静岡地方気象台の現地調査の報告(５月２日布引原から勝

間田、坂部) 

 布引原で発生した突風の種類は、「竜巻の可能性が高い」

と判断。その強さは風速約 55m/s と推定。藤田スケ－ルで

JEF２に該当(５月２日現地) 

 勝田から坂部にかけて突風の種類は、竜巻の可能性がある

ものの特定に至らなかった。その強さは風速約 40m/s と推定。

藤田スケ－ルで JEF１に該当(５月２日現地) 

 須々木で発生した突風の種類は、竜巻の可能性があるもの

の特定に至らなかった。その強さは風速約 35m/s と推定。藤

田スケ－ルで JEF0 に該当(５月４日現地) 

＊藤田スケ－ルとは 

竜巻やダウンバ－ストなどの突風により発生した被害の

状況から風速を大まかに推定するもの 

＊ダウンバ－ストとは 

下降気流でありこれが地面に衝突した際に四方に広がる

風が災害を起こすほど強いものをいう。風速 50m を超える 
 

 

 

 

 



 

 

２ 市の対応状況 

 

令和３年５月１日(土)職員 140 名参集 

 18 時 50 分 消防署からの通報 

 18 時 58 分 危機管理課職員動員(情報収集) 

 19 時 00 分 市長報告・職員動員命令(指標３) 

 19 時 36 分 災害対策本部設置職員動員 

 19 時 36 分 消防団出動要請 

 20 時 13 分 災害対策本部設置 

 20 時 55 分 牧之原区中央町内会公民館へ避難所開設 

 22 時 53 分 避難所閉鎖(避難者なし) 

 23 時 10 分 消防署より現地 120 軒の人的被害確認 

 

 

令和３年５月２日(日)職員 201 名参集 

各部被害調査・災害廃棄物集積場の運営・り災証明申請受付 

６時 00 分 災害対策本部会議 

 情報収集、被害調査(建物・道路・農地等)、必要物資の配

布、停電情報調整、災害廃棄物の一時仮置き場等の指示 

 ７時 00 分 牧之原区・勝間田区・坂部区、地区本部設置 

 ８時 15 分 り災証明申請受付開始(社会福祉課) 

 ９時 30 分 各地区、災害廃棄物の一時仮置き場決定 

 ９時 30 分 静岡地方気象台現地確認 

(布引原・勝間田・坂部地区) 

 10 時 30 分 市長静岡消防局ヘリにて被災現場確認 

 12 時 00 分 井林衆議院議員現地視察(市長対応) 

 14 時 00 分 静岡県知事現地視察(市長対応) 

 



 

 

令和３年５月３日(月)職員 65 名参集 

各部被害調査・災害廃棄物集積場の運営・り災証明申請受付 

災害対策本部は継続 

０時 16 分 市内停電全復旧(中部電力より) 

９時 00 分 災害対策本部会議 

14 時 00 分 片山さつき参議院議員現地視察 

15 時 30 分 勝間田、坂部の災害廃棄物集積場の廃止決定 

布引原のみ５日まで 

 

 

令和３年５月４日(火)職員 41 名参集 

各部被害調査・災害廃棄物集積場の運営・り災証明申請受付 

 10 時 00 分 環境省現地確認 

『災害対応に準ずる旨の確認有り』 

 11 時 30 分 静岡地方気象台現地確認(須々木地区) 

 

 

令和３年５月５日(水)職員 32 名参集 

災害廃棄物集積場の運営・り災証明申請受付 

 ８時 40 分 市道全面通行止め全線解除 

 12 時 40 分 布引原の災害廃棄物集積場の延長決定 

10 日以降は、国道 473 号バイパス県有地へ 

 

 

以降、災害廃棄物集積場の運営・り災証明申請受付、被害調

査等継続中 



（5/14　17：00現在）

最大値 現状件数 内　　　　　容

0棟 0棟

住家５棟・アパ－ト１棟

牧之原(5)　勝間田(1)

屋根瓦、外壁、建具

牧之原(39)　勝間田(14)　坂部(30)  須々木(6)

0棟 0棟

0棟 0棟

0棟 0棟

物置、倉庫、車庫

牧之原(２)　勝間田(１)　 須々木(５)

茶工場、倉庫、小屋

牧之原(10)　勝間田(10)　坂部(14)  須々木(３)

農業用施設
被害

35棟 35棟 ビニールハウス（34）、ガラス製ハウス（1）

15.5ha 15.5ha 茶畑
167a 167a トウモロコシ(45a)イチゴハウス(82a)茶刈捨て(40a)

福祉施設 2棟 2棟 テレビアンテナ、屋根
保育施設 1ヶ所 1ヶ所 坂保（フェンス倒壊）

勝田神社、勝田神社上の農道、須々木、エコグリーン周辺（道路1、水路1）

辻川（3）

18本 3本 電柱の倒壊(15本撤去済み)　傾斜３本(対応中)

３人 0人 救急搬送後自宅帰宅済み
10箇所 0ヶ所 全て解除

５台 0台 布引原（5）※対応済み(道路上での横転車両のみ)
1,840戸 0戸
29ヵ所 29ヶ所 防霜ファン（28）、カーブミラー

63件
84件

（計147件）
被災証明交付申請受付

その他

通行止め
車両横転
停　　電
損　　壊
火　　災

罹災証明交付申請受付

７ヵ所 0ヶ所

土　砂
その他

人的被害

死　　者
行方不明
重 傷 者
軽 傷 者

その他被害

冠　水

倒　木

農作物被害
飛来物落下

損　　壊
損　　壊
損　　壊

８棟

倒壊以外 37棟 37棟

８棟

損　　壊

床上浸水

床下浸水

調査中

非住家

倒　　壊

令和3年5月1日牧之原市竜巻等災害　被害状況報告

被害項目

住家

全　　壊

半　　壊 6棟 6棟

一部損壊 89棟 89棟
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布引原



勝間田



勝間田



須々木



須々木
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