発災前後の時系列（修正版）
日付

気象情報（予報・警報等）

10日 ［21:00

資料１−２	
 

注）H28.01.17現在で得られている情報の整理結果であり、今後の調査により変更される可能性がある。
国・都の対応

大島町の対応、町に入った情報など

マリアナ諸島近海で台風26号発生］

11日
12日
13日 21:50

台風26号に関する情報第1号（大型で強い台風）

14日 03:50

台風26号に関する情報第3号（大型で非常に強い台風）

15日 06:15 台風26号に関する関東甲信地方気象情報第２号(伊豆諸島:雨量300mm、最大風速
35m、波の高さ12m） 〔06:21	
 町受信〕
06:53 大島町に雷・強風・波浪注意報 〔07:00	
 町受信〕
10:30

【消防庁】各都道府県に対し「台風第26号警戒情報」を発出

〔10:42	
 町受信〕

11:00 【気象庁】大島町・三宅村・八丈島村を対象に、音声会議システムを用いた台風 11:00
第26号説明会開催「注意・警戒する時間帯」を周知
11:30

大島町に大雨・洪水・雷・強風・波浪注意報 〔11:38	
 町受信〕

町役場大会議室の一画で台風説明会	
 開催

15日の小中学校校長会にて翌16日の休校を決定【B-007】	
 

12:17
13:05
13:09

台風情報を町の全職員に周知【A-001】
◆防災行政無線放送 台風の接近、暴風・高波への警戒【B-003】
◆防災行政無線放送 港の駐車場、岸壁への警戒【B-003】

16:07 総務課長、町長に電話連絡、「16日02:00に第一次非常配備態勢」を確認
16:21 第１次非常配備体制を職員へ周知【A-001】
17:05 ◆防災行政無線放送 暴風・高波への警戒、台風情報への注意喚起、通行止め
【B-003】
17:25 台風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、最接近は16日
0時〜12時（警戒）、雨は15日21時〜16日9時に1時間最大60mm（警戒）、風は16日3〜9時
に最大30ｍ（警戒）、波は15日21時〜16日18時に最大10ｍ（警戒）
〔町受信なし〕
17:38 大島町に大雨（土浸）・洪水警報、雷・強風・波浪注意報 〔18:09	
 町受信〕
17:38
17:48

18:05

21:21

東京都土砂災害警戒情報	
 第1号（三宅村）

東京都土砂災害警戒情報	
 第2号（大島町に発表)

大島町に暴風・波浪警報

【都総合防災部】音声一斉通信システムで、警報内容を伝達
東京都水防本部を設置【A-001】

〔18:01	
 町受信〕

〔18:09	
 町受信〕

〔21:33	
 町受信〕

16日

17:51
18:00
18:09

【都総合防災部】一斉FAXで、態勢・被害をDISにて報告依頼
消防庁 応急対策室長を長とする災害対策室設置【A-015】
【都総合防災部】大雨（土浸）・洪水警報、土砂災害警戒情報をFAX送信

19:25

【都総合防災部】大島支庁に対し、町役場への連絡・確認を依頼

21:33

【都総合防災部】暴風・波浪警報をFAX送信

23:30

【気象庁】都河川部に対し電話連絡。⇒河川部は大島支庁に被害状況を確認。

都総合防災部からのFAX受信確認に応答せず【A-001】

都総合防災部からのFAX受信確認に応答せず【A-001】

00:00頃？(正確な時刻は不明) 【都総合防災部】気象庁から「尋常ならざる状況になる 00:00
危険性がある」との電話による情報を得て、大島町総務課に伝達。
00:10

新島村に土砂災害警戒情報

総務課長出動【B-003】

〔00:16	
 町受信〕
00:30

教育長出動【B-003】

00:52 台風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300mm超、
土砂災害により一層警戒」 〔01:19及び01:33	
 町受信（一般回線FAX）〕
01:00

●気象庁から都に「尋常ならざる状況になる危険性がある」と電話連絡【A-001】 01:00

消防本部職員（15名）集合

01:30頃
01:30	
 	
 
01:36 台風26号に関する情報第31号「16日0時までの24時間降水量	
 大島元町298.5mm」
〔01:41	
 町受信〕

防災係長出動【B-003】
消防団本部役員・各地区分団長など（120名）集合

01:35 【気象庁】都総合防災部（指令情報室）に対し電話連絡。「伊豆大島で24時間降
水量が400mmを超え、なお猛烈な雨が続いている。現地は尋常でない状況になりつつある
と思量。大雨警報や土砂災害警戒情報を発表中。」
	
 

【都総合防災部】上記気象庁からの情報を大島町へ電話連絡。

02:00頃 土石流：神達地区【A-002、A-006】	
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01:45
003】
02:00

東京都総合防災部から大島の雨量（降水量）400mmとの気象庁からの情報提供【B「第1次非常配備態勢」

日付

気象情報（予報・警報等）

国・都の対応

大島町の対応、町に入った情報など

02:07 台風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460mm超」 〔町受信なし〕
02:16
02:32

神達地区付近で停電	
 

記録的短時間大雨情報	
 第1号「2:20に大島元町で101mm」

〔02:37頃？町受信〕
02:43 （福祉けんこう課職員より）元町字神達の住宅が倒壊、同住所の住宅も
半壊【B-003】

02:45頃 土石流：元町地区

	
 【A-002、A-006】	
 

02:57
03:00頃

土石流：元町地区大金沢

【A-002、A-006】	
 

03:06

大金沢・元町三丁目付近で停電	
 

03:07

元町一丁目・四丁目以北の地区で停電	
 

03:00

【火山防災連絡事務所】登庁。気象情報を集約し、役場へ提供。
	
 【大島支庁（総務課）】課長以下2名登庁。

03:00 総務課長から町長へ連絡、町長「夜間の避難勧告は危険とし、避難
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 勧告は見合わせることを指示」【A-013】
03:03 ○○（元町2丁目）前にガスボンベが溢れている【B-003】
03:10

03:14
03:15

03:29 台風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
118.0mm、観測第一位を更新」 〔町受信なし〕

02:55 八重沢があふれ都道通行不可【B-003】
「第2次非常配備態勢」各職員へ連絡

03:05 椿園1階が土砂で埋まり宿泊者が2階に避難【B-003】
警察から大金沢氾濫の為、注意喚起の放送要請。【A-010】

03:25
03:26

「第3次非常配備態勢」
総務課長、町長に電話連絡、「椿園の浸水」を報告。【B-003】
03:16 元町3丁目の住宅に土砂災害【B-033】
03:20 元町3丁目大金沢付近、職員住宅3軒に浸水、土砂流入【B-033】
本庁停電【B-003】
警察から大金沢氾濫の注意喚起の放送要請。【B-003】

03:29

全出張所に危険個所の報告指示。【B-003】
3:30

神達地区の一部住民、東海汽船車庫へ避難

03:35 ◆防災行政無線放送 大金沢氾濫による危険の周知「こちらは「ぼうさいおおし
ま」です。町役場からお知らせします。大金沢氾濫により危険な状況となっていますので
注意してください。」【B-033】
03:53

消防、役場職員で大金沢現場確認。【B-003】

03:47 記録的短時間大雨情報	
 第2号「2:30に大島元町で118mm、2:00に大島町付近で約
120mm」 〔02:52頃？町受信〕
03:55

04:30

【気象庁】大島町に異常な大雨について電話連絡【A-014】
03:56
04:15
04:24
04:25
04:28
04:30

【都総合防災部】気象庁に台風26号の状況を照会【A-001】
04:33

元町2丁目住宅浸水【B-003】
行方不明者発生の情報。警察に出動要請【B-033】
元町3丁目アパート浸水との情報【B-003】
元町2丁目住宅浸水、2名取り残され【B-003】
行方不明者発生の情報【B-003】
元町3丁目住宅倒壊、行方不明者発生の情報【B-003】

気象庁より報告。「降水量700mm。残りピーク1～2時間」【B-003】

04:50 記録的短時間大雨情報	
 第3号「4:30に大島町付近で約120mm、大島元町で108mm」
〔04:54	
 町受信〕
04:57 総務課長、町長に電話連絡、「自衛隊要請について相談」「あらゆる手立てをう
つ」ことを確認。【B-003】
05:07 ◆防災行政無線放送 土砂崩れによる道路通行止め情報【B-003】
05:15 ◆防災行政無線放送
【B-003】

5:12 台風26号に関する関東甲信地方気象情報第5号「降り始めからの雨量、大島元町
696.5mm、大島北の山339.5mm、伊豆諸島北部の総雨量900mm」 〔05:17	
 町受信〕
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消防団分団員の召集、土砂崩れによる道路通行止め情報

05:18
05:30

災害対策本部設置（本部長は教育長）【B-003】
対策本部会議開催【A-001】

05:35

05:34 神達地区で住宅流失、霊園周辺が更地状態【B-033】
◆防災行政無線放送 土砂崩れによる道路通行止め情報【B-003】

日付

気象情報（予報・警報等）

国・都の対応

大島町の対応、町に入った情報など

05:40 台風26号に関する東京都気象情報第9号「大島では80mmの猛烈な雨が16日朝まで続
く」 〔町受信なし〕
05:56

05:55 元町２丁目住宅倒壊、要救助者発生【B-003】
東京電力事務所浸水、停電復旧の目処立たず【B-003】

06:30

06:14 神達地区G宅より岡田側更地状態【B-033】
◆防災行政無線放送 土砂崩れによる道路通行止め情報【B-003】

07:00

07:00 大金沢付近で家焼失、行方不明者発生【B-003】
消防団 全分団員を招集【B-007】
07:20

神達で４家が全壊との情報【B-003】

07:36 台風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」 〔07:40頃？町受信〕
08:00

【東京都】大島町の要請を受け、知事が救助要請【A-001】

8:39 台風26号に関する東京都気象情報第10号「大島元町	
 降り始めから16日8時までの雨
量824.0mm」 〔町受信なし〕
09:00

【東京消防庁】大島町町長より応援要請【A-001】

10:20
	
 

【東京都】自衛隊に災害派遣要請【A-020】
【自衛隊】都知事の救助要請受理【A-001】

11:55

08:30

大島警察署より救助犬要請【B-033】

08:40

東京消防庁及び自衛隊へ応援要請【C-011】

09:00

停電復帰、東京都消防庁へ対応要請。【B-003】

10:16

庁内LANシステム復帰【B-003】

10:36

東京消防庁に対し、協定に基づく応援要請【A-015】

16:50

町長帰庁、現場確認【B-003】

18:16

町長を本部長として、対策本部会議開催【B-003】

【東京都】消防庁へ緊急消防援助隊を派遣要請【A-019】
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