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資料２−２	 
	 

平成２５年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会  

経  過  報  告  

  

平成２８年 1 月  

 

  

はじめに．  

平成２５年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会（以下、「調査委員会」という。）は、平成

２５年１０月１６日、伊豆大島で大規模な土砂災害が発生して多くの死者・行方不明者をも

たらす被害が生じたことを踏まえ、この災害を公正中立かつ客観的な立場から調査・分析す

るために設置されました。 

調査委員会の行う調査・分析は、責任追及とは一線を画し、この災害において大島町はじ

め関係機関のとった防災対応の状況や、事前の備えとして進められていた防災対策について、

できる限り事実を明らかにするとともに、これを分析して教訓を導き出し、今後の防災対策

に活かすことを目的としています。すなわち、この災害について、「誰が悪かったのか」では

なく、「何があったのか」「それはなぜなのか」を追究し、その課題などを明らかにした上で、

今後の防災対策のあり方について提言することが、調査委員会の目的です。 

調査委員会は、平成２７年１０月初旬の委員会設置以来、同年１２月末までの約３ヶ月間

に、さまざまな情報収集を行うとともに、準備会を含め計４回の会合を開催し、検討を続け

てきました。この経過報告は、この間の委員会活動で判明した主な事実等について報告する

ものです（ただし、今後の調査の進展により新しい情報が判明した場合には、変更すること

があります）。 

調査委員会では、今後さらに事実を明らかにするための情報収集を続けるとともに、得ら

れた情報を専門的な視点から分析します。これを通じて、どうしたらこのような災害での犠

牲者をゼロに近づけることができるかを検討し、これを提言として 終報告書にとりまとめ、

平成２８年３月に公表する予定です。 
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１．これまでの調査・検討状況  

（１）資料収集  

大島町のほか、下記の関係機関等より、各種情報等の提供を受けた。これまで提供を受け

た資料については、巻末の参考に示す。 

� 大島町消防本部	 

� 大島町消防団	 

� 大島町シルバー人材センター	 

� 東京電力（株）大島事務所	 

� 東京都	 総務局総合防災部、建設局河川部、大島支庁	 

� 警視庁	 大島警察署	 

� 気象庁	 東京管区気象台、伊豆大島火山防災連絡事務所	 

� 近隣市町村（三宅村、神津島村、新島村、利島村）	 

（２）関係者等聴き取り  

下記のとおり、関係者等に対し、計２１回（総時間数約２６時間）の聴き取りを行った。 

聴き取り対象※	 延べ人数	 

大島町職員	 	 	 	 （前職を含む）	 １４人	 

その他関係機関職員（	 同	 上	 ）	 ８人	 

地域住民・消防団員等（ご遺族等含む）	 １９人	 

計	 ４１人	 
※	 委員会における情報の取扱い規程に基づき、具体的な対象者・実施時期・聴取内容

などの個別情報は公表しない。 

（３）会議開催  

これまでの会議開催状況は、下表のとおりである。 
   日   時   主な内容  

準備会	 
平成２７年１０月３日（土）	 

１０：００〜１３：１５	 

• 委員会について（設置要綱確認）	 
• 委員会における情報取扱いについて	 
• 調査の範囲・調査内容等について	 

第１回	 
平成２７年１０月１７日（土）	 

１０：３０〜１４：４０	 

• 現地視察	 
• 公開文献等で得られた情報について	 
• 今後の調査内容・調査方法について	 

第２回	 
平成２７年１１月２１日（土）	 

１０：４３〜１４：４０	 

• これまでの情報収集で得られた事実等について	 
• 大島町民アンケート調査結果（暫定速報版）	 
• 大島町職員アンケートについて	 

第３回	 
平成２７年１２月２５日（金）	 

１３：００〜１７：３０	 

• これまでの情報収集で得られた事実等について	 
• 今後の進め方について	 
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２．調査により判明した主な事項等  

これまでの調査により判明した主な事項等は、以下のとおりである（ただし、今後の調査

の進展により新しい情報が判明した場合には、変更することがある）。 

（１）台風説明会について  

土砂災害の発生した平成 25 年 10 月 16 日の前日、大島町役場において気象庁による「台風

説明会」が開催されていたことから、この台風説明会について過去の経緯、当日の状況等を

把握した。 

l 過去、気象庁大島測候所では、台風が接近して警報級の現象（但し波浪を除く）が予想

される場合に、その 24 時間前を目安として、台風説明会を開催することとしていた。	 

l 平成 21 年 10 月の測候所無人化に伴い、それ以降の台風説明会は以下のように実施され

るようになった。	 

� 気象庁（本庁）予報課が、大島、三宅島、八丈島を対象に、一括して開催。	 

� 配付資料のスライドをＰＣとプロジェクタを用いてスクリーンに投影し、電話会議シ

ステムを利用して予報課から説明。	 

� 大島町では、役場の１階大会議室を会場とし、関係機関（電力会社、観光船運航会社、

土木建設会社などの民間事業者を含む）の 20〜30 名程度が参加。	 

l 「警報級の現象が予想される場合」という基準に基づいて開催されることから、開催頻

度は一定ではなく、１年あたり数回程度は開催されていたとされる。	 

l 平成 24 年度以降土砂災害発生までの開催実績は、下記のとおりである。	 

 対	 象	 開催日時	 

平成 24 年度	 台風第４号	 平成 24 年 6 月 19 日	 11 時 30 分	 

	 台風第１８号	 平成 24 年 9 月 26 日	 11 時	 

	 台風第１７号	 平成 24 年 9 月 28 日	 14 時	 

	 台風第１７号	 平成 24 年 9 月 30 日	 11 時	 

	 台風第１９号	 平成 24 年 10 月 3 日	 11 時	 

平成 25 年度	 台風第３号	 平成 25 年 6 月 11 日	 14 時	 

	 台風第１８号	 平成 25 年 9 月 13 日	 14 時	 

	 台風第２６号	 平成 25 年 10 月 15 日	 11 時	 

 

l 平成 25 年 10 月 15 日午前 11 時から、台風 26 号に関する説明会が開催された。関係者

への聴き取りによると、この開催状況等は、以下のとおりであった。	 

� 当日 11 時からの開催については、大島町と気象庁の調整により決定された。	 

� 町役場１階大会議室の一画を会場として、通常と同程度の人数（20〜30 人程度）が参

加した。町職員も複数、参加していた。	 

� 配付資料と同じ内容を投影し、電話会議システムを用いて気象庁予報課による説明が
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行われた。説明内容は、基本的に、配付資料の内容に沿ったものであった。	 

� 当日配付資料 p.7「注意・警戒を要する時間帯（伊豆諸島詳細版）」には、大島町を含

む伊豆諸島北部に関して次のような情報が、通称「バーチャート」と呼ばれる図とし

て示されており、説明の中心はこの図の内容であった。	 

雨	 15 日 15 時〜16 日 09 時：「注意」を要する（1時間 大 40mm→50mm）	 

風	 15 日 15 時〜16 日 03 時：「注意」を要する（風速 15ｍ→20ｍ）	 

16 日 03 時〜12 時：「警戒」を要する（風速 28ｍ→25ｍ）	 

	 	 	 	 	 12 時〜18 時：「注意」を要する（風速 18ｍ→15ｍ）	 

波	 15 日 12 時〜24 時：「注意」を要する（波高 3ｍ→4〜5ｍ）	 

16 日 00 時〜18 時：「警戒」を要する（波高 6〜7ｍ→8ｍ→6m）	 

	 	 	 	 	 18 時〜24 時：「注意」を要する（波高 5ｍ）	 

（２）東京都から大島町への防災関連情報伝達状況  

気象庁の発表する気象警報・注意報などの気象警報は、町が防災対応をとる上で基礎とな

る情報であることから、その伝達体制及び当日の伝達状況を把握した。 

l 気象庁の発表する気象情報（気象警報・注意報、台風情報など）や、気象庁・東京都の

発表する土砂災害警戒情報などは、東京都を介して大島町へ FAX で伝達される。都から

町へは、大島町に関わりのある情報のみが選択されて伝達される。	 

l 東京都から大島町へ情報送信は、以下の 3 箇所で役割分担がなされている（今後、役割

分担の詳細を確認予定）。この 3 箇所からの FAX 送信は、いずれも防災行政無線の同一

回線を利用している。	 

� 総合防災部	 指令情報室	 

� 	 	 〃	 	 	 夜間防災連絡室（17 時 15 分〜翌朝 9 時）	 

� 河川部	 

l 平成 25年 10月 15日早朝から 16日にかけて発表された気象情報をはじめとする防災関

連情報の大島町への伝達状況（現時点で把握されているもののみ）を整理したものが、

別添である。ここから次のような点が読み取れる。	 

� 15 日 7:00、波浪注意報の継続する中、新たに雷・強風注意報が発表された。強風・

波浪注意報に関しては、今後「警報へ切り替わる可能性」を示す↑印が付されていた。	 

� 同 11:38（台風説明会開催中と推察される）、新たに大雨・洪水注意報が発表された。

ただし、警報へ切り替わる可能性を示す↑印は、強風・波浪注意報のみに付されてい

た（なお、このとき同様に大雨・洪水注意報が発表された東京 23 区・多摩地区の多

くの市町村では、大雨・洪水注意報に↑印が付されていた）。	 

� 上記の後、都総合防災部から町への FAX 送信は、17:51（都の態勢及び被害報告につ

いて）まで実施された記録がない。この間、以下 3 件の気象情報が気象庁から発表さ

れたが、いずれも 18:05 に発表された「土砂災害警戒情報第 2 号」（大島町が対象地

域）と一括して 18:09 に送信された。	 
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①17:38 気象庁発表：気象警報・注意報（大島町に大雨・洪水警報）	 

②17:45 気象庁発表：台風第 26 号に関する情報	 第 22 号（位置）	 

③17:48 気象庁発表：東京都土砂災害警戒情報第 1 号（対象地域：三宅村）	 

� 上記①は、FAX 送信は 18:09 であったが、都は 17:38 に音声一斉通信システムで伝達

したとの記録がある。また上記③は別途、都河川部から18:01に FAX送信されている。	 

� 10 月 15 日昼頃から 16 日未明にかけて発表された気象庁発表の気象情報のうち、東

京都気象情報（都道府県単位で出される気象情報で、一般に「府県気象情報」と呼ば

れる気象情報の東京都向け情報）は、第 6 号を除いて、東京都から大島町へ伝達され

たとする記録がない。この中には、以下のとおり、大島町に関連して台風説明会以降

に更新された情報を含むものがあった。	 

①15 日 17:25 気象庁発表	 東京都気象情報第 4号：雨は 15日 21 時〜16 日 9時の間、

警戒を要する（1 時間 大 60mm）レベル（バーチャート図示）	 

②15 日 23:04 気象庁発表	 東京都気象情報第 5 号：同上	 

③16 日 02:07 気象庁発表	 東京都気象情報第 7 号：大島元町で 16 日 2 時までの時間

雨量 92.0mm、降り始めからの雨量 460.0mm	 

④16 日 03:29 気象庁発表：東京都気象情報第 8 号：大島元町で 16 日 3 時までの時

間雨量 118mm、観測第一位を更新	 

l なお、00:52 気象庁発表の「台風第 26 号に関する東京都気象情報	 第 6 号」（降り始め

からの雨量 300mm 超）は、FAX・電話の両方の手段で町に伝達されたとされている。し

かし、都において FAX・電話とも詳細な時刻の記録がなく、記録上は「1 時頃」とされ

ている。また町における FAX 受信記録上は、同じ情報が 2 回受信されており、FAX 受信

時刻は 01:19 及び 01:33（FAX 受信機が自動的に打刻する時刻を補正）となっている。	 

（３）大島町役場における情報受信体制  

l 大島町役場では、2 階総務課防災係（当時）の執務場所付近に、東京都の防災行政無線

FAX 受信機が配置されている。この FAX 受信機は、バックアップ用である衛星系にも接

続されている。また、その付近には、東京都災害情報システム（Disaster	 Information	 

System：DIS）の端末がある。	 

l 定時の勤務終了時刻（17 時 15 分）以降、大島町役場宛ての電話は、代表電話・各課直

通電話のいずれも、総務課と宿直室の２箇所に集約してかかるよう設定されている。	 

l 過去、大島町消防本部が町役場に併設されていた時代には、消防職員のほかに一般職の

町職員も宿直業務を担っており、夜間の緊急対応を行っていた。平成 16 年 4 月に消防

本部が新庁舎へ移転した後、宿直はシルバー人材センターに委託されるようになった

（但し、委託業務への移行が消防本部移転と同一時期であったか否かは未確認）。	 

l シルバー人材センターに委託されていた宿直業務の内容・範囲等は、委託契約の仕様書
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及び関係者からの聴き取りによると、以下のとおりである。	 

� 宿直員の勤務時間：17 時〜翌朝 8 時 30 分	 

� 宿直場所：地下１階宿直室	 

� 主な業務：以下のとおり	 

①巡回（19 時、21 時、23 時の３回、各回 20〜30 分ほど）	 

②電話の応答	 

③特に重要と認められる場合の関係者・担当者への電話連絡、指示に従った措置（「別

添の緊急時連絡先一覧の手順に従う」と仕様書に記載あり）	 

l 上記③の連絡用として「総務課職員連絡網」（総務課職員の自宅固定電話、携帯電話番

号のほか、火山防災連絡事務所職員の連絡先も記載されている）が渡されていた。この

ほかに、宿直員用の緊急時対応マニュアル、手順書などはなかった。	 

l 宿直室には、一般回線の電話機のほか、防災行政無線回線及び衛星系回線の電話機が各

１台配備されているが、FAX 受信機は配備されていない。都から FAX 送信された情報の

受信確認を行うためには、2 階総務課防災係執務場所へ行き、そこに配置されている FAX

受信機の受信確認ボタンを押すことが必要である。	 

l 平成 25 年 10 月 15 日夜〜16 日朝にかけ、シルバー人材センターの会員１名が宿直対応

にあたった。当日の「当直日誌」には、台風 26 号接近、東海汽船欠航などとともに、

2:00 役場玄関を開けたこと、03:10 停電が発生したことに関する記載があった。	 

（４）土砂災害警戒情報について  

l 土砂災害警戒情報は、気象庁と東

京都が共同発表する情報である。

平成 27 年度東京都水防計画によ

ると、右図のとおり、都内の島し

ょ部に発表された場合は島しょ

の全町村に向けて、東京都総務局

総合防災部から伝達される（基本

系）とともに、東京都建設局から

も伝達される（補助系）こととな

っている（平成 25 年度当時も同

様であったかどうか、今後確認が

必要）。	 

 
土砂災害警戒情報の伝達系統図 

（東京都提供「平成 27 年度東京都水防計画」より） 
 

 

※水防計画「資６－１２」記載

※
関
　
係
　
各
　
機
　
関

（内地に発表）
各建設事務所

（島しょに発表）
各支庁

（内地に発表）　内地の全区市町村
（島しょに発表）　島しょの全町村

都　　　　　　　　民

凡　　例
基本系

補助系

気　　　象　　　庁

東　　京　　都

東京都建設局（発表作業部局） 東京都総務局総合防災部

警
視
庁
・
東
京
消
防
庁

共同発表

情報共有
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l 土砂災害警戒情報の導入以降、平成 25 年 10 月 14 日までの間、大島町に対して発表さ

れた土砂災害警戒情報は全７回あった。その際の町の対応状況について、記録が残され

ており情報が得られた４件における対応状況は、下記のとおり。	 

日付	 発表	 解除	 対応状況等	 （記録が把握されたもののみ）	 

H20.6.22㈰	 18:55	 23:32	 19:10 役場警備員より FAX 受信の電話連絡	 

19:30 防災担当者・副町長が登庁、情報連絡体制	 

	 	 	 都河川部防災課→副町長に数回電話連絡あり	 

23:30 解除の FAX 受信	 

24:00 情報連絡体制解散	 

H20.6.29㈰	 16:45	 20:30	 16:00 過ぎ	 激しい降雨で防災担当者が登庁、町内見回りし

て町道冠水箇所を担当課に連絡、町長から連絡を受ける	 

16:30 頃	 防災担当者、いったん帰宅	 

16:50 頃	 日直より土砂災害警戒情報受信の電話連絡	 

17:15 頃	 防災担当者登庁、情報連絡体制	 

18:00 頃	 雨があがったため防災担当者自宅待機	 

20:45 頃	 役場警備員より解除の連絡	 

H20.9.20㈯	 01:05	 5:25	 〈記録なし〉	 

H21.8.11㈫	 07:10	 14:20	 08:35	 島内に土砂災害警戒情報の周知情報を放送	 

	 （南部地区は聞こえないとの苦情→不具合判明）	 

09:45	 全島放送（南部地区も聞こえ復旧確認）	 

11:30 住民より「どこが危険なのか具体的に伝えよ」との

苦情	 

・配備体制	 自宅待機（第 1・2 非常配備体制）	 

H21.10.8㈭	 02:07	 11:15	 前日 17:00	 翌日の小中高校休校決定	 

	 	 	 20:40	 自主避難者 1 名受け入れ（元町）	 

当日 02:00	 情報連絡体制（防災担当者 1名）	 

	 	 	 07:30 自主避難者 1 名受け入れ（元町）	 

	 	 	 09:00	 各出張所職員 2 名配置	 

	 	 	 11:30	 出張所配備職員の配備解除	 

	 	 	 11:30	 自主避難者 2 名帰宅	 

	 	 	 14:00	 情報連絡体制解除	 

H24.5.3㈷	 01:40	 11:40	 〈記録なし〉	 

H25.4.2㈫	 18:10	 21:10	 〈記録なし〉	 

 

（５）伊豆大島における過去の降雨状況について  

l 気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」を用いて、1964 年 10 月〜2015 年 9 月ま

での 50 年間における、大島町（観測地点・大島）の日ごとの降水量を確認したところ、

以下のとおりとなった。	 

� 日ごとの降水量が 100mm 超 200mm 未満：160 日	 

� 日ごとの降水量が 200mm 超 300mm 未満：18 日（内、前後いずれかの日の降水量との

和が 300mm 超：6 日）	 

� 日ごとの降水量が 300mm 超：6 日（内、400mm 超：2 日）	 
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（６）災害時における大島町の対応体制について  

土砂災害当時の「大島町地域防災計画（平成 20 年修正）」における災害時の町の対応体制

及び過去の災害時の対応状況を整理すると、以下のとおりである。	 

l 地域防災計画には、災害が発生もしくは発生のおそれがある場合など、状況に応じて町

本部長の指令のもと、第１～第 4 非常配備態勢が定められている。	 

【地域防災計画（平成 20 年修正）p45 より抜粋】	 

配備態勢	 時	 	 	 期	 態	 	 	 勢	 

第１非常	 

配備態勢	 

おおむね２４時間後に災害が発生するお

それがある場合、またはその他の状況によ

り町本部長が必要であると認めたとき	 

各種災害の発生を防御するための措置を

強化し、救助その他の災害の拡大を防止す

るための措置に必要な準備を開始するほ

か、通信情報活動を主とする態勢	 

第２非常	 

配備態勢	 

おおむね１２時間後に災害が発生するお

それがある場合、もしくは局地災害が発生

した場合、またはその他の状況により町本

部長が必要であると認めたとき	 

第１非常配備態勢を強化するとともに、

局地災害に直ちに対処できる態勢	 

第３非常	 

配備態勢	 

事態が切迫し、管内の数箇所で災害が発

生すると予想される場合、もしくは発生し

た場合、またはその他の状況により町本部

長が必要であると認めたとき	 

数箇所の災害に直ちに対処できる態勢	 

第４非常	 

配備態勢	 

災害が発生し、第３非常配備態勢では対

処できない場合、またはその他の状況によ

り町本部長が必要であると認めたとき	 

本部の全力をもって対処する態勢	 

 
４．動員態勢	 

非常配備態勢別の職員の動員は、次のとおりとする。ただし、災害対策の推進を図

るため必要がある場合は、この限りではない。	 

（１）第１非常配備態勢は、課長級の職にある職員、各出張所長及びこれに準ずる職

員以上の職員とする。	 

（２）第２非常配備態勢は、同上のほか、係長級の職にある職員。	 

（３）第３非常配備態勢は、同上のほか、男子職員全員とする。	 

（４）第４非常配備態勢は、全職員とする。	 

 

l 地域防災計画においては、町災害対策本部の設置手順と設置基準は以下の通り定められ

ている。	 

【地域防災計画（平成 20 年修正）p40】	 

（１）町長は、町の地域において災害が発生し、または発生するおそれがあると認める

ときは、災害対策活動の推進を図るため町本部を設置するものとする。	 

（２）町本部を構成する部長の職にある者は、町本部を設置する必要があると認めたと

きは、総務課長に町本部の設置を要請する。	 

（３）総務課長は、町本部設置の要請があった場合、その他町本部を設置する必要があ

ると認めた場合は、町本部の設置を町長に申請する。	 

町本部の設置基準	 

暴風雨、高潮、地震（予知）、津波、火山噴火等の大規模な災害が発生した場合、または大

規模な災害に発展するおそれがある場合で、町が総力をあげて対策にあたる必要がある場合	 
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l 町本部の指揮は、町本部長（町長）の権限により行われるが、町本部長の判断を仰ぐこ

とができない場合は、次の順位により、副本部長が町本部長の職務を代理するものとさ

れている。	 

【地域防災計画（平成 20 年修正）p40】	 

第１順位	 副町長	 第２順位	 教育長	 第３順位	 総務課長	 

	 

l 少なくとも平成 22 年度以降、平成 25 年 10 月の土砂災害までの間、大島町において災

害対策本部が設置されたという記録はない。	 

l 記録が残されており情報が得られた範囲における、過去の台風接近時の大島町の対応体

制については、以下のとおり。	 

年月日	 台風等	 対応体制	 

H21.8.11	 

㈫	 

台風	 

9 号	 

自宅待機（第１・２非常配備体制）	 

H21.8.31	 

㈪	 

台風	 

11 号	 

職員非常配備実施せず、自席待機（09:20 決定）	 

H21.10.8	 

㈭	 

台風	 

18 号	 

02:00	 情報連絡体制（防災係長 1名）	 

09:00	 各出張所職員 2 名配置	 

11:30	 出張所配備職員の配備解除	 

14:00	 情報連絡体制解除	 

H21.10.27	 

㈫	 

台風	 

20 号	 

26 日 21:00	 情報連絡態勢（防災係長）	 

27 日 00:00	 宿直者に引き継ぎ、自宅待機に変更	 

H23.9.21	 

㈬	 

台風	 

15 号	 

13:00	 第 1・2 非常配備体制（女子職員除く）(11:55 連絡）	 

17:15	 非常配備体制変わらず、全職員待機	 

19:00	 第 1・2 非常配備体制（女子職員除く）以外解散	 

20:00	 非常配備体制縮小	 各出張所解散、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 本部	 課長・防災係長除き解散	 

21:00	 防災担当解散	 

H24.4.3	 

㈫	 

低気圧	 

暴風	 

15:00	 非常体制の指示確定（副町長・総務課長・防災係長）	 

15:18	 職員にメールで配備お知らせ	 

17:00	 建設課 3 名待機	 

17:15	 副町長・総務課長・防災係長・管財係長・前防災係長・庶務

係長	 庁舎待機、他職員自宅待機	 

20:30	 副町長・建設課 3名	 帰宅	 

20:45	 解散	 

H24.6.19	 

㈫	 

台風	 

4 号	 

18:30	 暴風警報（18:17）により、総務課長、防災係長待機	 

	 	 ＊21:30	 他 2 名職員とともに雨が吹き込む窓を処理	 

23:30	 総務課・建設課職員 2名要請	 

23:45	 職員 2 名退庁	 

03:31	 暴風警報解除	 

03:35	 総務課・建設課職員計 3名退庁	 

03:45	 総務課長、防災係長退庁	 

H24.9.30	 

㈰	 

台風	 

17 号	 

12:28	 暴風雨・波浪警報	 

	 	 	 副町長、防災係長参集（情報連絡体制）	 

13:00	 職員 1 名参集	 

14:00	 建設課職員	 

14:30	 総務課長・他 1 名参集	 

15:15、15:35、15:45	 職員各 1 名参集	 

16:00	 第 1 次非常配備体制	 
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町長（町本部長）は、大島支庁長、大島警察署長、大島測候所長及び気象庁火山監視・

情報センター伊豆大島火山防災連絡事務所長と協議の上、避難を要する地域及び避難

先を定めて避難準備、避難勧告または指示する。この場合、町長（町本部長）はただ

ちに地方隊長（大島支庁長）を経由して、都本部に報告する。 

17:00	 第 2 次非常配備体制	 

21:00	 台風 接近	 

23:30	 第 1・2 非常配備体制解散	 

03:08	 強風注意報に変更	 

03:10	 自主避難者帰宅	 

03:30	 総務課職員（総務課長、防災係長、他 2名）解散	 

H24.10.30	 

㈯	 

台風	 

14 号	 

09:45	 昼 12 時	 第 2 次非常配備体制（女子職員除く）を決定	 

12:00	 第 2 次非常配備体制	 

18:00	 第 2 次配備解除	 

21:00	 情報連絡体制（職員 4名）解除	 

 

（７）避難勧告・指示に関する計画及び過去の事例等の状況  

l 避難勧告・指示の一般基準として、次のように定められている。	 

【地域防災計画（平成 20 年修正 p78】【職員防災ハンドブック p9】	 

（１）避難の必要が予想される各種気象警報が発せられたとき	 

（２）大雨による泥流、土石流及び山崩れ等により著しい危険が切迫しているとき	 

（３）地震及び噴火の発生により落石、津波、また噴石、降灰、溶岩の流出等のおそれ

があるとき	 

（４）その他、住民の生命または身体を災害から保護するため、必要と認められるとき	 

l 避難準備、勧告または指示について、次のような協議体制が定められている。	 
【地域防災計画（平成 20 年修正 p78】【職員防災ハンドブック p9】	 

� 町長（町本部長）は、大島支庁長、大島警察署長、大島測候所長及び気象庁火山監

視・情報センター伊豆大島火山防災連絡事務所長と協議の上、避難を要する地域及

び避難先を定めて避難準備、避難勧告または指示する。この場合、町長（町本部長）

はただちに地方隊長（大島支庁長）を経由して、都本部に報告する。	 

l 少なくとも、平成 22 年度以降、平成 25 年 10 月の土砂災害発生までの間、大島町とし

て災害対策基本法に基づく避難勧告・指示を出した記録はない。ただし、風水害時に職

員を配備させ、自主避難の受け入れは実施していたとのことである。関係者への聴き取

りにおいても、昭和 61 年伊豆大島噴火災害時の全島避難を除き、大島町が避難勧告・

指示を出した記憶はないとの意見があった。	 

l 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）では、次のとおり伊豆諸島に対し津波警報が発

表された。大島町では、災害対策基本法に基づく避難勧告・指示は出さなかったが、15

時より全島に自主避難を呼び掛け、各地区で避難所を開設して避難者を受け入れた（そ

のほかに残留観光客等の避難所受け入れ、宿泊場所確保、離島支援も実施）。また関係

者への聴き取りによると、一部地区（波浮港周辺等）の住民等に対して、電話による安

否確認を行ったとされる。	 
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東日本大震災時に伊豆諸島（大島町を含む）に出された津波警報・注意報	 

	 ３月１１日	 

14:49	 15:14	 15:30	 16:08	 18:47	 21:35	 22:53	 

伊豆諸島	 

津波警報	 

(津波)	 

１ｍ	 

津波警報	 

(津波)	 

２ｍ	 

津波警報	 

(大津波)	 

４ｍ	 

津波警報	 

(大津波)	 

６ｍ	 

→	 →	 →	 

	 	 	 	 

	 ３月１２日	 ３月１３日	 	 

03:20	 13:50	 20:20	 07:30	 17:58	 	 	 

	 →	 
津波	 

注意報	 
→	 →	 解除	 	 	 

  

（８）大島町における防災体制・対応計画等の検討状況について  

l 大島町においては、古くから、町及び関係機関が防災対策に関して連携する体制として、

「四者懇談会」及びその「実務担当者会議」が設置されていた。各会議体の概要は、以

下のとおり。	 

� 四者懇談会：町・大島支庁・大島警察署・大島測候所（測候所無人化後は火山防災連

絡事務所）の長により構成。災害対策基本法に基づく大島町防災会議と異なり、法的

根拠等はない。	 

� 四者懇談会実務担当者会議：四者懇談会の下に設置されており、上記４機関の実務担

当者（各機関１〜数名）で構成。四半期に１回（年４回）の定例会合が開催され、防

災対策等に関する情報共有・意見交換などを実施。	 

l 平成 24 年 4 月、従来の四者懇談会実務担当者会議を再編成し、新たに消防本部、消防

団もメンバーに加えて拡充した「大島町防災実務者会議」が大島町防災会議の下部組織

として設置された。同年 5 月、防災実務者会議メンバーによる島内各地区の現地調査が

実施され、津波に備えた集合場所・避難場所・避難経路を確認するとともに、標高杭の

設置場所などの検討が行われた。	 

l また同じく平成 24 年 4 月、島外の専門家 2 名をメンバーに加えた「大島町防災計画修

正検討委員会」が設定され、同年 7 月に第１回会合が開催された。大島町では、前年の

平成 23 年度から地域防災計画の修正作業に着手しており、この委員会は、「大島町防災

会議による大島町地域防災計画の修正にあたり、見直し後の避難場所・施設、班体制の

整備等について調整し、大島町防災会議に提言することを目的」（同委員会設置要綱よ

り）としたものである。第１回会合では、上記の防災実務者による現地調査結果を受け

た避難場所・施設等について確認・討議が行われている。	 

l 四者懇談会実務担当者会議（平成 24 年 4 月の組織再編成後も含む）において議題とし

て取り上げられた災害の種類について、現時点で入手し得た会議記録をもとに整理する

と、以下のとおりである。	 
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◎印：具体的な内容の検討・情報共有があった災害種類 
○印：一部で触れられた（例：災害名羅列の中で、など）災害種類 

開催年月日	 台風	 
大雨・

風水害	 

土砂	 

災害	 
崖崩れ	 竜巻	 地震	 津波	 

火山	 

噴火	 

平成 15 年	 5 月 6 日	 ◎	 
	 	 	 	 	 	 	 

16 年	 8 月 19 日	 
	 	 	 	 	 	 	 

◎	 

17 年	 5 月 24 日	 ◎	 
	 	 	 	 	 	 

◎	 

	 
8 月 10 日	 

	 	 	 
○	 

	 	 
◎	 ◎	 

	 
11 月 4 日	 

	 	 	 	 	 	 	 
◎	 

18 年	 2 月 10 日	 ◎	 ○	 
	 	 	 

○	 ○	 ◎	 

	 
4 月 25 日	 ○	 

	 	 	 	 
◎	 ○	 ◎	 

	 
12 月 15 日	 

	 	 	 	 	 	 
○	 ◎	 

19 年	 2 月 9 日	 
	 	 

◎	 
	 	 

◎	 ◎	 ◎	 

	 
5 月 16 日	 ◎	 

	 
◎	 

	 	 
◎	 

	 
◎	 

	 
7 月 27 日	 

	 	 	 	 	 
◎	 

	 
◎	 

	 
11 月 29 日	 ○	 

	 	 	 	 
◎	 

	 
◎	 

20 年	 5 月 16 日	 ◎	 ◎	 
	 

◎	 ◎	 
	 	 

◎	 

	 
7 月 25 日	 ◎	 

	 
◎	 

	 	 	 	 
◎	 

	 
12 月 10 日	 ◎	 

	 
◎	 

	 	 	 	 
◎	 

21 年	 2 月 20 日	 ◎	 
	 	 	 	 

○	 
	 

◎	 

	 
5 月 29 日	 ○	 

	 	 	 	 
◎	 

	 
◎	 

	 
8 月 3 日	 ◎	 

	 	 
◎	 

	 	 	 
◎	 

22 年	 1 月 8 日	 
	 	 	 	 	 	 	 

◎	 

	 
8 月 16 日	 

	 	 	 	 	 
○	 

	 
◎	 

	 
12 月 10 日	 

	 	 	 	 	 	 	 
◎	 

23 年	 2 月 14 日	 
	 	 	 	 	 	 	 

◎	 

	 
5 月 17 日	 ◎	 

	 	 	 	 	 
◎	 ◎	 

	 
9 月 8 日	 

	 	 	 	 	 
○	 ◎	 ◎	 

	 
11 月 6 日	 

	 	 	 	 
◎	 

	 
◎	 ◎	 

24 年	 1 月 23 日	 
	 	 	 	 	 	 

◎	 
	 

	 
3 月 28 日	 

	 	 	 	 	 	 
◎	 

	 

	 
6 月 15 日	 

	 	 	 	 	 	 
◎	 ◎	 

25 年	 5 月 10 日※	 
	 

◎	 ◎	 
	 	 	 	 

◎	 
※前半は東京管区気象台・気象庁火山課による「特別警報」説明会 
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台風２６号に関する気象情報など防災関連情報の発表・伝達状況

0:02 ■気象警報・注意報　■東京都気象情報　■土砂災害警戒情報　■記録的短時間大雨情報　■気象庁以外の情報

気象庁

発表 受信 発信 No 受信

10/13 21:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第１号（位置）

10/14 0:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第２号（位置）

10/14 3:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第３号（位置） 大型で非常に強い台風となる

10/14 4:56 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第４号

10/14 4:56 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第４号　訂正

10/14 6:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第５号（位置）

10/14 9:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第６号（位置） 16日9時には伊豆諸島近海33°35′Ｎ，139°30′Ｅを中心とする半径330km円内に達する見込み

10/14 12:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第７号（位置）

10/14 15:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第８号（位置）

10/14 16:26 台風第26号に関する東京都気象情報	 第１号 16日午前中を中心に猛烈な風・猛烈なしけ、16日18時までの24時間予想降水量200〜300mm

10/14 16:46 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第９号 15日18時までの24時間予想降水量100mm、その後16日18時まえの24時間予想降水量200〜300mm

10/14 17:05 気象警報・注意報（市町村単位） 波浪注意報（発表）

10/14 18:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第10号（位置）

10/14 21:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第11号（位置）

10/15 0:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第12号（位置）

10/15 3:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第13号（位置） 大型で強い台風

10/15 5:12 5:16 5:18 1 5:18 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第14号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、16日6時までの24時間予想降水量300mm

10/15 6:15 6:19 6:19 2 6:21 平成25年	 台風第26号に関する関東甲信地方気象情報	 第２号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、16日6時までの予想降水量300mm

10/15 6:32 台風第26号に関する東京都気象情報	 第２号 16日までの予想 大風速30ｍ（ 大瞬間風速45ｍ）、波の高さ10ｍ、16日6時までの24時間予想降水量300mm

10/15 6:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第15号（位置）

10/15 6:53 6:57 7:00 3 7:00 気象警報・注意報（市町村単位） 雷・強風注意報（発表）、波浪注意報（継続）　★強風・波浪のみ↑（警報へ切り替わる可能性あり）

9:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第16号（位置）

10:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第17号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、16日12時までの24時間予想降水量300mm

10/15 10:42 台風第２６号警戒情報（消防庁）
消防庁より関係都道府県防災担当課宛文書。「１．今後の気象情報の収集・伝達に万全を期し、職員の参集態勢などの警
戒態勢を強化すること」を市町村等へ周知するよう依頼。

10/15 11:30 11:31 11:38 4 11:38 気象警報・注意報（市町村単位）
大雨・洪水注意報（発表）、雷・強風・波浪注意報（継続）★強風・波浪のみ↑（23区・多摩地区の大雨・洪水は↑）
★気象庁提供情報に「浸水注意期間	 15日夕方から16日朝まで、雨のピーク15日夜のはじめ頃、1時間 大雨量50mm」

11:59 台風第26号に関する東京都気象情報	 第３号
バーチャート図示により、 接近は16日0時〜12時（警戒）、雨は15日18時〜16日12時に1時間 大50mm（注意）、風は16
日3〜12時に 大30ｍ（警戒）、波は15日21時〜16日18時に 大10ｍ（警戒）

12:45 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第18号（位置）

15:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第19号（位置）

15:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第19号付録（位置詳細）

16:44 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第20号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、　★伊豆諸島の24時間予想降水量記載なし

16:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第21号（位置）

別添

備考（大島関連情報）
都（総合防災部）

日付 表題
町

都（総合防災部）受信・発信時刻：都総合防災部からの情報提供に基づく
町受信時刻：大島町より提供を受けたFAX受信情報一式に打刻された時刻を補正
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0:02 ■気象警報・注意報　■東京都気象情報　■土砂災害警戒情報　■記録的短時間大雨情報　■気象庁以外の情報

気象庁

発表 受信 発信 No 受信
備考（大島関連情報）

都（総合防災部）
日付 表題

町

17:25 台風第26号に関する東京都気象情報	 第４号
バーチャート図示により、 接近は16日0時〜12時（警戒）、雨は15日21時〜16日9時に1時間 大60mm（警戒）、風は16日
3〜9時に 大30ｍ（警戒）、波は15日21時〜16日18時に 大10ｍ（警戒）

10/15 5 17:53 都の態勢及び被害報告について
区市町村・関係機関に対し、態勢及び被害報告をDIS（災害情報システム）にて報告依頼
「※夜間・休日等の場合　通常態勢（職場待機等なし）の場合は、翌日でも結構ですので速やかに」との記載あり。

10/15 17:48 18:01 東京都土砂災害警戒情報	 第１号 ★東京都建設局河川部より17:55送付

10/15 17:38 17:43 18:09 6 18:09 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報（発表）、雷・強風・波浪注意報（継続）　★強風・波浪は↑

10/15 17:45 17:46 18:09 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第22号（位置）

10/15 17:48 17:52 18:09 東京都土砂災害警戒情報	 第１号 警戒対象地域：三宅村*　（*印は新たに警戒対象となった市町村）

10/15 18:05 18:08 18:09 東京都土砂災害警戒情報	 第２号 警戒対象地域：大島町*　三宅村

17:38 18:19 東京都土砂災害警戒情報	 第２号 ★東京都建設局河川部より18:14送付

18:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第23号（位置）

18:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第23号付録（位置詳細）

10/15 19:40 19:40 19:40 7 19:40 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第24号（位置）

10/15 20:40 20:39 20:40 8 20:39 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第25号（位置）

10/15 20:49 20:52 20:52 9 20:52 東京都（伊豆諸島北部）竜巻注意情報	 第１号 伊豆諸島北部に竜巻注意情報（〜15日22:00まで有効）

10/15 21:21 21:26 21:33 10 21:33 気象警報・注意報（市町村単位） 暴風・波浪警報（発表）、大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報、雷注意報（継続）

10/15 21:50 21:53 21:53 11 21:53 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第26号（位置）

21:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第26号付録（位置詳細）

10/15 22:37 22:41 22:41 12 22:42 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第27号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、　★伊豆諸島の24時間予想降水量記載なし

10/15 22:38 22:41 22:41 東京都（伊豆諸島北部）竜巻注意情報	 第２号 伊豆諸島北部に竜巻注意情報（〜15日23:50まで有効）

10/15 22:50 22:51 22:51 13 22:52 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第28号（位置）

10/15 22:58 23:02 23:01 14 23:03 平成25年	 台風第26号に関する関東甲信地方気象情報	 第４号 16日にかけての予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、16日24時までの予想降水量250mm

23:04 台風第26号に関する東京都気象情報	 第５号
バーチャート図示により、 接近は16日0時〜12時（警戒）、雨は15日21時〜16日9時に1時間 大60mm（警戒）、風は16日
3〜9時に 大30ｍ（警戒）、波は15日21時〜16日18時に 大10ｍ（警戒）

10/15 23:07 23:40 22:43 15 23:43 東京都竜巻注意情報	 第３号 伊豆諸島北部に竜巻注意情報（〜16日00:50まで有効）

10/15 23:45 23:47 23:47 16 23:47 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第29号（位置）

10/16 0:10 0:14 0:16 17 0:16 東京都土砂災害警戒情報	 第３号 警戒対象地域：大島町　新島村*　三宅村

0:10 0:19 東京都土砂災害警戒情報	 第３号 ★東京都建設局河川部より0:15送付

10/16 0:33 0:38 0:40 18 0:40 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・暴風・波浪警報、雷注意報（継続）

10/16 0:50 0:56 0:55 19 0:57 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第30号（位置）

0:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第30号付録（位置詳細）

10/16 0:52 20 1:19 台風第26号に関する東京都気象情報	 第６号 大島では降り始めからの雨量が300mm超、1時間に50mm以上の非常に激しい雨　★一般回線FAX経由

10/16 21 1:33 台風第26号に関する東京都気象情報	 第６号 ★上記を再送したと思われる

10/16 1:36 1:40 1:40 22 1:41 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第31号 伊豆諸島が暴風域、伊豆諸島で1時間80mmの猛烈な雨、16日0時までの24時間降水量（速報値）大島元町	 298.5mm

10/16 1:45 1:48 1:49 23 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第32号（位置）

24 2:05 避難勧告の取扱について 区市町村に対し、避難勧告発令時の速やかな報告（電話、ファクス、DISによる）を依頼

2:07 台風第26号に関する東京都気象情報	 第７号 大島元町で16日2時までの時間雨量92.0mm、降り始めからの雨量460.0mm

10/16 2:32 2:37 2:37 25 ？ 東京都記録的短時間大雨情報	 第１号 2時20分	 大島元町で101mm

10/16 2:35 2:39 2:39 26 2:39 東京都土砂災害警戒情報	 第４号 警戒対象地域：大島町　利島村*　新島村　三宅村

2:35 2:53 東京都土砂災害警戒情報	 第４号 ★東京都建設局河川部より2:42送付

10/16 2:45 2:49 3:01 27 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第33号（位置）

3:29 台風第26号に関する東京都気象情報	 第８号 大島元町で16日3時までの時間雨量118mm、観測第一位を更新

10/16 3:47 3:52 3:52 28 ？ 東京都記録的短時間大雨情報	 第２号 3時30分	 大島元町で118mm、3時	 大島町付近で約120mm

10/16 3:50 3:56 3:56 29 3:56 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第34号（位置）

3:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第34号付録（位置詳細）

10/16 4:37 4:42 4:42 30 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第35号 16日の予想 大風速35ｍ（ 大瞬間風速50ｍ）、波の高さ12ｍ、　★伊豆諸島の24時間予想降水量記載なし

10/16 4:45 4:47 4:49 31 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第36号（位置）

10/16 4:50 4:54 4:54 32 4:54 東京都記録的短時間大雨情報	 第３号 4時30分	 大島町付近で約120mm、大島元町で108mm
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0:02 ■気象警報・注意報　■東京都気象情報　■土砂災害警戒情報　■記録的短時間大雨情報　■気象庁以外の情報

気象庁

発表 受信 発信 No 受信
備考（大島関連情報）

都（総合防災部）
日付 表題

町

10/16 5:12 5:17 5:16 33 5:17 平成25年	 台風第26号に関する関東甲信地方気象情報	 第５号
降り始め（16日6時）から16日4時までの雨量　大島元町696.5mm、大島北の山339.5mm
大島北の山　 大瞬間風速31.4ｍ	 16日2時44分、	 大風速19.2ｍ	 16日3時44分

5:18 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・暴風・波浪警報、雷注意報（継続）

5:40 台風第26号に関する東京都気象情報	 第９号
大島では80mの猛烈な雨が16日朝まで続く、バーチャート図示により、 接近は16日6〜9時（警戒）、雨は16日6〜9時に1
時間 大80mm（警戒）、風は16日6〜9時に 大30ｍ（警戒）、波は16日6〜18時に 大10ｍ（警戒）

5:44 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・暴風・波浪警報、雷注意報（継続）

10/16 5:50 5:54 5:59 34 5:59 東京都土砂災害警戒情報	 第５号 警戒対象地域：品川区*　大田区*　北区*　大島町　利島村　新島村　三宅村

10/16 5:50 5:56 6:02 35 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第37号（位置）

10/16 5:12 5:56 6:02 6:03 平成25年	 台風第26号に関する関東甲信地方気象情報	 第５号（訂正）

10/16 6:10 6:14 6:14 36 ？ 東京都土砂災害警戒情報	 第６号 警戒対象地域：台東区*　品川区　大田区　北区　大島町　利島村　新島村　三宅村

6:20 東京都土砂災害警戒情報	 第６号 ★東京都建設局河川部より6:14送付

10/16 6:30 6:34 6:41 37 ？ 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害）・暴風・波浪警報（継続）、雷注意報（継続）、洪水注意報（警報から変更）、高潮注意報（発表）

10/16 6:50 6:56 6:55 38 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第38号（位置） 	 

6:50 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第38号付録（位置詳細）

10/16 7:36 7:40 7:40 39 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第39号 16日6時までの24時間降水量（速報値）大島元町823.5mm

10/16 7:50 7:53 7:53 40 ？ 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第40号（位置）

10/16 8:13 8:19 8:29 41 ？ 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害）・暴風・波浪警報（継続）、洪水・高潮注意報（継続）、雷注意報解除

8:39 台風第26号に関する東京都気象情報	 第10号 大島元町	 大瞬間風速35.3m(16日06:05）、 大風速19.8m(同06:01）、降り始めから16日8時までの雨量824.0mm

10/16 8:50 8:50 8:59 42 平成25年	 台風第26号に関する情報	 第41号（位置）

10:55 東京都土砂災害警戒情報	 第７号 警戒対象地域：大島町　利島村　新島村　三宅村　警戒解除地域：台東区　品川区　大田区　北区

11:46 台風第26号に関する東京都気象情報	 第11号

11:58 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害）・波浪警報（継続）、強風注意報（警報から変更）、洪水・高潮注意報解除

10/16 13:40 13:40 14:53 43 東京都土砂災害警戒情報	 第８号 警戒対象地域：大島町　　警戒解除地域：利島村　新島村　三宅村

10/16 17:34 17:39 17:49 44 17:50 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害）警報、強風注意報（継続）、波浪注意報（警報から変更）

21:15 東京都土砂災害警戒情報	 第９号 全警戒解除

23:08 23:11 気象警報伝達票 （ＮＴＴ経由）大島町

10/16 23:08 23:13 23:20 45 23:20 気象警報・注意報（市町村単位） 大雨（土砂災害）警報、強風注意報（警報から変更）、波浪注意報（継続



参考資料-1	 

平成２５年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会  

入手資料等一覧  

平成 27 年 12 月 24 日現在	 

	 

当委員会設置要綱第５条６の規定に基づき定めた「委員会における情報の取扱いに

ついて」（平成 27 年 10 月 3 日決定）により、以下の資料は委員会での調査・分析作業

のみに利用する。	 

	 

Ａ．公開文献・資料等	 

No.	 表題等	 

A-001	 東京都，大島の応急復旧に向けた取組について（平成 25 年 12 月）	 

A-002	 伊豆大島土砂災害対策検討委員会，伊豆大島土砂災害対策検討委員会報告書（平成 26 年 3 月）	 

A-003	 東京管区気象台，災害時気象速報	 平成 25 年台風第 26 号に伴う 10 月 15 日〜16 日の伊豆大島

の大雨（平成 26 年 2 月）	 

A-004	 国土交通省「土砂災害対策の強化に向けた検討会」ソフト対策分科会	 第１回資料１	 討議資

料	 

A-005	 国土交通省，【2013 年 11 月 12 日】	 平成 25 年台風第 26 号伊豆大島の土砂災害の概要	 

http://www.mlit.go.jp/river/sabo/h25_typhoon26/izuooshimagaiyou131112.pdf	 

A-006	 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会	 平成 25	 年 10	 月台風 26	 号に

よる伊豆大島豪雨災害緊急調査団，平成 25	 年 10	 月台風 26	 号による伊豆大島豪雨災害調査報

告書（2014 年 3 月）	 

A-007	 京都大学防災研究所	 災害調査報告「2013 年 10 月 16	 日伊豆大島土砂災害現地踏査速報」全５

編	 http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/disaster_report/	 

A-008	 山本晴彦 et	 al.，2013 年台風 26 号により伊豆大島で発生した豪雨と土砂災害の特徴，自然災

害科学，Vol.32,	 No.4,	 pp.337-351（2014）	 

A-009	 牛山素行，平成 25 年台風 26 号による伊豆大島豪雨災害の特徴，消防科学と情報，

No.116,pp.37-42（2014）	 

A-010	 西村尚，地域防災計画の実効性確保について〜伊豆大島台風 26 号被害を事例に〜，東洋大学

PPP 研究センター紀要，No.4,	 pp.131-148（2014）	 

A-011	 山崎登，2013 年 10 月 17 日（木）時論公論「伊豆大島の土砂災害の衝撃」，解説アーカイブス	 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/170400.html	 

A-012	 松本浩司，2013 年 10 月 22 日（火）時論公論「伊豆大島土砂災害	 出されなかった避難勧告」，

解説アーカイブス	 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/170835.html	 

A-013	 山村武彦，2013 年伊豆大島土砂災害	 現地調査写真レポート	 

http://www.bo-sai.co.jp/oosimadosyasaigai.html	 

A-014	 加藤順子，大島町の防災体制、特別警報の問題点が明らかに	 伊豆大島豪雨	 24 時間雨量 824

ミリの衝撃，DOL 特別レポート，ダイヤモンド・オン・ライン	 

http://diamond.jp/articles/-/43204	 

A-015	 消防庁,台風第２６号による被害状況等について（第 37 報）	 

A-016	 ゼンリン住宅地図	 東京都大島町，2012.01	 

A-017	 発災前後の新聞記事（東京版）黒田委員提供	 

A-018	 自由民主党	 災害対策特別委員会,台風 26 号に係る災害対応の教訓を踏まえた中間提言	 
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Ｂ．大島町提供資料	 

No.	 表題等	 

B-001	 元町地区_被災状況図(損壊区別あり)	 

B-002	 大島町	 職員名簿（平成 25 年 10 月 1 日現在）	 

B-003	 平成 25 年伊豆大島土砂災害について（平成 26 年 7 月 1 日更新）	 

B-004	 平成 25 年台風第 26 号	 説明資料～大島、三宅島及び八丈島各島の自治体及び関係機関～	 

B-005	 気象庁等 FAX 様式（2013.10.15-16）	 

B-006	 大島町における 2013 年台風第 26 号および台風第 27 号対応	 

B-007	 台風２６号・２７号対応振り返り	 

B-008	 大島タイムライン素案	 

B-009	 死亡者世帯分布図	 

B-010	 死亡者世帯分布図（負傷者・行方不明者入り）	 

B-011	 ご遺族アンケート（質問書）への町長回答	 

B-012	 平成 25年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会	 情報提供依頼回答書（平成 27年 11月 5日	 防

災対策室作成）	 

B-013	 伊豆大島防災の手引【地震・津波編】	 2015（平成 27）年 4 月	 

B-014	 大島町防災実務者会議設置要綱	 

B-015	 大島町防災計画修正件等委員会設置要綱、第１回委員会議事録	 

B-016	 大島町地域防災計画（案）（平成２３年修正）	 

B-017	 平成 24 年度事務報告書抜粋「防災訓練の実施」	 

B-018	 平成 25 年度防災行政無線個別受信機配備状況関連資料	 

B-019	 東北地方太平洋沖地震に伴う時系列表	 

B-020	 平成 24 年台風第 14 号対応状況	 

B-021	 平成 24 年台風第 17 号対応状況	 

B-022	 平成 24 年台風第 4 号対応状況	 

B-023	 平成 24 年 4 月 3 日の暴風対応状況	 

B-024	 平成 23 年台風第 15 号対応状況	 

B-025	 平成 21 年台風第 20 号対応状況	 

B-026	 平成 21 年台風第 18 号対応状況	 

B-027	 平成 21 年台風第 11 号対応状況	 

B-028	 平成 21 年台風第 9 号対応状況	 

B-029	 平成 20 年 6 月 29 日の大雨（土砂災害警戒情報）対応状況	 

B-030	 平成 20 年 6 月 22 日の大雨（土砂災害警戒情報）対応状況	 

B-031	 大島町を対象に出された過去の土砂災害警戒情報	 

B-032	 平成 22 年度事務報告書抜粋「平成 22 年度大島町防災訓練の実施概要」	 

B-033	 台風 26 号非常配備体勢	 

B-034	 （宿直用）総務課職員連絡網（平成 25 年 7 月 1 日現在）	 

B-035	 宿直日誌（平成 25 年 10 月 15 日）	 

B-036	 追加の情報提供依頼について（平成 27 年 11 月 16 日）	 

B-037	 火山防災連絡事務所から受領した資料	 

B-038	 平成 25 年 10 月 16 日未明から朝にかけての被害状況把握地図	 

B-039	 平成 25 年 10 月 16 日未明以降の救出救助に利用した地図	 
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Ｃ．その他関係機関等提供資料	 

No.	 表題等	 提供元	 

C-001	 大島町防災会議，大島町地域防災計画（平成 20 年修正）	 社会安全研究所	 

C-002	 総務課防災係，大島町職員職員防災ハンドブック（平成 22 年 4 月 1

日現在）	 

社会安全研究所	 

C-003	 大島町，防災手帳（風水害編）（火山噴火編）（地震編）（津波編），

平成 19 年 3 月発行	 

社会安全研究所	 

C-004	 伊豆大島ジオパーク研究会公開講座	 第３回「平成 25 年台風第 26

号による土砂災害を考える」（H26.1.15 開催）概要報告	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-005	 ジオパーク研究会公開講座「伊豆大島における台風災害の地域的特

徴」（H26.8.26 開催）概要報告	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-006	 大島町防災講演会概要「伊豆大島における山がけ崩れ・土石流と降

水量との関係」（H27.2.12 開催）	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-007	 大島町役場庁舎宿直業務委託仕様書	 大島町シルバー人材セ

ンター	 

C-008	 	 	 

C-009	 大島町消防本部及び消防団の活動について（H25.12.5）	 大島町消防本部	 

C-010	 大島町消防団役員名簿（H27.5.1 現在）	 大島町消防本部	 

C-011	 台風 26 号による消防出動状況	 大島町消防本部	 

C-012	 平成 25 年 10 月 15 日台風時系列記録	 神津島村	 

C-013	 神津島村地域防災計画抜粋	 神津島村	 

C-014	 土砂災害警戒避難基準雨量検討業務委託報告書	 抜粋（平成 18 年 3

月）	 

東京都建設局河川部	 

C-015	 東京都土砂災害警戒情報発表状況（大島）	 東京都建設局河川部	 

C-016	 東京都総合防災部から大島町への FAX 情報一式	 東京総合防災部	 

C-017	 平成 15 年度～平成 19 年度の伊豆大島四者懇談会実務者会議メモ	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-018	 平成 20 年度～平成 23 年度の大島町防災実務者会議	 伊豆大島火山

防災連絡事務所出席報告書	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-019	 平成 24 年度大島町防災実務者による集合場所現地調査	 伊豆大島

火山防災連絡事務所出席報告書	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-020	 平成 24 年度第 1	 回大島町地域防災計画修正検討委員会議事録	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-021	 平成 24 年～平成 25 年の大島町防災実務者会議	 伊豆大島火山防災

連絡事務所出席報告書	 

伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-022	 大島町地域防災協議会の設置に向けた会議資料	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-023	 大島町防災実務者会議開催通知	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-024	 大島町防災実務者会議設置要綱	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-025	 特別警報に関する説明会開催通知	 伊豆大島火山防災連絡

事務所	 

C-026	 平成 25 年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会	 情報提供依頼回答

書（平成 27 年 11 月 13 日）	 

大島警察署	 
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C-027	 大島町防災会議事務担当者会議（第 1回）開催結果について	 大島警察署	 

C-028	 大島町消防団平成 25 年台風 26 号災害活動報告書	 大島町消防団	 

C-029	 東京電力（株）大島事務所平成 25 年 10 月 16 日停電発生に関する情

報	 

東京電力（株）大島事

務所	 

C-030	 平成 24 年度・25 年度伊豆大島を含む伊豆 3 島を対象とした台風説

明会の開催実績	 

気象庁東京管区気象台	 

C-031	 平成 25 年台風第 26 号説明資料～大島、三宅島及び八丈島の自治体

及び関係機関～	 

気象庁東京管区気象台	 

C-032	 平成 25 年 10 月 14 日 17 時 05 分からの注意報・警報	 気象庁東京管区気象台	 

C-033	 平成 25 年 10 月 15 日からの東京都土砂災害警戒情報	 気象庁東京管区気象台	 

C-034	 平成 25 年 10 月 14 日からの東京都府県情報	 気象庁東京管区気象台	 

C-035	 平成 25 年 10 月 16 日からの東京都記録的短時間大雨情報	 気象庁東京管区気象台	 

C-036	 平成 25 年台風 26 号に関する情報	 気象庁東京管区気象台	 

C-037	 東京管区気象台・予報部より平成 27 年 12 月 9 日ヒアリングに対す

る回答	 

気象庁東京管区気象台	 

C-038	 平成 24 年度東京都防災気象講習会の開催について	 東京都総務局総合防災

部	 

C-039	 平成 25 年度防災機器講習会の開催について	 東京都総務局総合防災

部	 

	 
この一覧は、資料名・提供機関の公表について提供元より承諾を得た情報の一覧です。公表許諾を得られなかった

資料ついては、資料名・提供機関の欄を黒塗りにしています。	 

	 




