
◇災害対策本部の設置状況　（平成26(2014)年度）　

番号 廃止 警報等 被害状況 避難勧告等 避難所開設状況 その他

1 4月30日 水 8:50
災害対策本部
（第一非常配備）

9:50
【注意報】
大雨、洪水

被害なし 発令なし 開設なし

 0:50 大雨・洪水注意報発表
 7:40 柳生川水防団待機水位超過 1.36ｍ
 8:10 梅田川水防団待機水位超過 2.11ｍ
 8:50 柳生川はん濫注意水位超過 2.02ｍ
 9:10 梅田川はん濫注意水位超過 2.73ｍ

2
7月10日
7月11日

木
金

10日
15:00

災害対策本部
（第一非常配備）

11日
07:00

【警報】
波浪

【注意報】
大雨、雷、強風、
洪水

被害なし 発令なし

26箇所開設　5避難所で避難者5
世帯6人（福岡校区市民館、羽
根井校区市民館、 牟呂校区市
民館1人、汐田校区市民館、松
山校区市民館、大崎校区市民
館、植田校区市民館、高師校区
市民館、磯辺校区市民館、高師
老人福祉センター、前芝校区市
民館、下条校区市民館、牛川校
区市民館、賀茂校区市民館、鷹
丘校区市民館、西郷校区市民館
1人、玉川校区市民館、嵩山校
区市民館、石巻校区市民館、多
米校区市民館、二川校区市民
館、谷川校区市民館、飯村校区
市民館、大清水校区市民館1
人、吉田方地区市民館1人、つ
つじが丘校区市民館2人）

【台風8号】
(10日)
 5:19 大雨・雷・強風・洪水注意報発表
10:56 波浪警報発表
(11日)
 4:14 波浪警報解除

3 7月19日 土 13:20
災害対策本部
（第一非常配備） 17:30

【注意報】
大雨、洪水、雷

【注意情報】
竜巻注意情報

床下浸水　8件
道路損壊　1件
道路冠水　16件

発令なし 開設なし

(18日)
17:51 雷注意報発表
(19日)
 5:58 大雨・洪水注意報発表
13:20 柳生川はん濫注意水位超過 2.14ｍ
13:30 柳生川避難判断水位超過 3.06ｍ
19:48 大雨・洪水注意報解除
22:40 雷注意報解除

4 8月10日 日 2:10
災害対策本部
（第一非常配備） 17:30

【警報】
大雨、洪水、暴
風、波浪

【注意報】
雷

【注意情報】
竜巻注意情報

道路冠水　3件
倒木　1件

発令なし
2箇所開設　自主避難者3世帯3
人（牟呂地区市民館2人、二川
地区市民館1人）

【台風11号】
(9日)
 5:53 雷・強風注意報発表
12:17 波浪警報、大雨・洪水注意報発表
(10日)
 2:00 柳生川水防団待機水位超過 1.59ｍ
 2:10 柳生川はん濫注意水位超過 2.03ｍ
 2:20 柳生川出動水位超過 2.63ｍ
 2:30 梅田川水防団待機水位超過 2.18ｍ
 2:53 大雨・洪水・暴風警報発表
11:50 柳生川水防団待機水位超過 1.64ｍ（再）
12:00 柳生川はん濫注意水位超過 2.25ｍ（再）
14:55 大雨・洪水警報解除
17:28 暴風警報、大雨・洪水注意報解除
19:41 強風注意報解除
22:21 雷注意報解除

5 9月11日 木 1:00
災害対策本部
（第一非常配備）

4:30

【警報】
大雨、洪水

【注意報】
雷

【注意情報】
竜巻注意情報

被害なし 発令なし 開設なし

 0:39 大雨・洪水注意報発表
 0:50 柳生川水防団待機水位超過 1.97ｍ
 1:00 柳生川出動水位超過 2.69ｍ
 1:10 柳生川避難判断水位超過 3.44ｍ
 1:20 柳生川はん濫危険水位超過 3.57ｍ
 1:58 大雨・洪水警報発表
 4:17 大雨・洪水警報解除

6 9月25日 木 4:08
災害対策本部
（第一非常配備） 9:55

【警報】
大雨（土砂災害）

被害なし 発令なし 開設なし

 3:10 柳生川水防団待機水位超過 1.52ｍ
 4:00 佐奈川水防団待機水位超過 1.71ｍ
 4:08 大雨（土砂災害）警報発表
 4:30 梅田川水防団待機水位超過 2.10ｍ
 9:51 大雨（土砂災害）警報解除

7
10月 5日
10月 6日

日
月

5日
15:00

23:00

災害対策本部
（第一非常配備）

（第三非常配備）

6日
13:40

【警報】
暴風、波浪、
大雨(土砂災害・浸
水害)、洪水

【注意報】
高潮、雷

【警戒情報】
土砂災害警戒情報

負傷者　2件
通行止め　11件
冠水　31件
停電　約2,300戸
農畜産被害（ビ
ニールハウス、梨
等）

避難準備情報　　　　1,968世帯4,654人
避難勧告　　　　　　　3,483世帯8,760人
避難指示　　　　　　　2,672世帯6,538人
（6日）
6:10　避難準備情報　柳生川・梅田川　1,968世
帯4,654人
（浜道町新百ヶ池、前田南町1丁目・二丁目、東
松山町、南松山町、堂浦町、鍵田町、東小池
町、柳生町、西小池町）
6:20　避難勧告　梅田川　10世帯31人
（浜道町新百ヶ池）
6:40　避難勧告　柳生川　1,958世帯4,623人
（前田南町1丁目・二丁目、東松山町、南松山
町、堂浦町、鍵田町、東小池町、柳生町、西小
池町）
避難指示　梅田川　10世帯31人
（浜道町新百ヶ池）
6:50　避難指示　柳生川　1,958世帯4,623人
（前田南町1丁目・二丁目、東松山町、南松山
町、堂浦町、鍵田町、東小池町、柳生町、西小
池町）
7:20　避難勧告　内張川・佐奈川　1,515世帯
4,106人
（梅薮町、西浜町、前芝町、日色野町、駒形町
字退松・山崎、一色町字西内張）
8:22　避難指示　土砂災害　704世帯1,884人
（岩崎地区、多米町蝉川地区・滝ノ谷地区・大
門地区、嵩山地区）

全第一指定避難所・第二指定避
難所1箇所、計７０箇所開設
21避難所で避難者25世帯42人
（旭校区市民館1人、鷹丘校区
市民館1人、石巻地区市民館6
人、嵩山校区市民館2人、豊校
区市民館2人、豊岡地区市民館1
人、二川校区市民館1人、二川
地区市民館１人、大清水校区市
民館1人、本郷地区市民館3人、
福岡校区市民館3人、磯辺校区
市民館1人、花田校区市民館1
人、羽根井地区市民館1人、牟
呂地区市民館2人、松山校区市
民館6人、中部地区市民館5人、
飯村校区市民館2人、吉田方校
区市民館1人、吉田方地区市民
館1人）

【台風18号】
(5日)
10:30 雷注意報発表
17:31 大雨・洪水・高潮注意報発表
21:35 大雨（土砂災害）・暴風・波浪警報発表
(6日)
 4:20 大雨（浸水害）・洪水警報発表
 7:45 土砂災害警戒情報発表
 9:15 大雨（浸水害）警報、雷・高潮注意報解除
 9:30 土砂災害警戒情報解除
10:40 暴風・洪水警報解除
12:17 大雨（土砂災害）警報解除

8
10月13日
10月14日

月
火

13日
11:00

15:00

災害対策本部
（第一非常配備）

（第三非常配備）

14日
7:15

【警報】
波浪、暴風、大雨
（浸水害）、洪水

【注意報】
雷、高潮

通行止め　2件
冠水　1件

避難準備情報　　　　4,187世帯10,653人
（13日）
16:30　避難準備情報　柳生川・梅田川・佐奈
川・内張川・土砂災害危険地域　4,187世帯
10,653人
（浜道町新百ヶ池、前田南町1丁目・二丁目、東
松山町、南松山町、堂浦町、鍵田町、東小池
町、柳生町、西小池町、
梅薮町、西浜町、前芝町、日色野町、駒形町字
退松・山崎、一色町字西内張、
岩崎地区、多米町蝉川地区・滝ノ谷地区・大門
地区、嵩山地区）

全第一指定避難所・第二指定避
難所1箇所、計７０箇所開設
13避難所で避難者27世帯38人
（旭校区市民館1人、鷹丘校区
市民館1人、石巻地区市民館3
人、豊岡地区市民館1人、二川
南校区市民館2人、二川地区市
民館１人、大崎校区市民館1
人、大清水校区市民館1人、福
岡校区市民館２人、牟呂地区市
民館３人、つつじが丘校区市民
館1人、吉田方校区市民館1人）

【台風19号】
(13日)
 4:20 強風注意報発表
10:26 暴風・波浪警報、雷・高潮注意報発表
13:18 大雨・洪水注意報発表
18:14 大雨（浸水害）・洪水警報発表
18:40 柳生川水防団待機水位超過 1.32ｍ
20:20 梅田川水防団待機水位超過 2.11ｍ
23:08 大雨・洪水警報解除
(14日)
 1:16 大雨・雷・洪水・高潮注意報解除
 2:55 暴風警報解除
 6:40 波浪警報解除

月日 設置

1


