
　　　県災害対策本部等の対応状況　（発災前及び10月12日～10月15日）

月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関

11:00 福島地方気象台説明会

11:30 危機管理室員会議

13:30 庁内防災連絡員・市町村担当者(ﾃﾚﾋﾞ)会議 13:30 ﾃﾚﾋﾞ会議参加（市町村）

　＜各振興局は、テレビ会議にて情報共有＞

9:30 災害対策課員登庁（12時にかけて4名配備） 市町村の状況に応じて事前配備

　＜各振興局は状況に応じ事前配備＞ 10:00 避難情報警戒ﾚﾍﾞﾙ３(市)発令、避難所開設

11:00 運輸局リエゾン

12時までに8市町村が災害対策本部設置

12時までに自主避難所開設市町村有

　 　 12:10 自衛隊リエゾン

　市町村へリエゾン順次派遣(自衛隊)

13時以降避難情報警戒ﾚﾍﾞﾙ３発令　順次拡大

各市町村で避難所開設

14:09 大雨警報(45)・洪水警報(3) 14:09 警戒配備体制20名 14:09 全市町村が本部体制または警戒配備体制

暴風警報（陸上全域） 　＜各振興局警戒配備体制＞

15時までに42市町村が避難所開設

15:00 災害対策本部体制に移行 15時までに21市町村が災害対策本部設置

体制移行について各部局に連絡

　＜各方部も災害対策地方本部に順次移行＞

15:05 土砂災害警戒情報(3) 15:00 被害即報とりまとめ(15時現在) 15:00 市町村から被害状況報告

15:16 大雨警報(12)・洪水警報(13) 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 16時までに25市町村が警戒ﾚﾍﾞﾙ３発令

15:30 土砂災害警戒情報(28) 関係機関から被害状況情報収集 16時までに12市町村が警戒ﾚﾍﾞﾙ４発令

15:48 洪水警報(31) 消防庁へ被害状況報告 　 国交省リエゾン

16:53 大雨警報(1)・洪水警報(12)

16:57 土砂災害警戒情報(5)

17:00 17時現在　約1900人避難 17:00 被害即報とりまとめ(17時現在) 17:00 市町村から被害状況報告

約2200戸停電 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 45市町村で避難所開設

　 　 関係機関から被害状況情報収集
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月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関
　 消防庁へ被害状況報告

17:30 広報班配置 17:30 市町村から物資の要望

17:49 土砂災害警戒情報(13) 物資関係調整

＜必要に応じ市町村にリエゾンを派遣情報収集＞ 　 東北電力リエゾン

ＮＴＴ東日本リエゾン

19:00 19時現在　約3600人避難 19:00 被害即報とりまとめ(19時現在) 19:00 市町村から被害状況報告

約5100戸停電 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 55市町村で避難所開設

道路通行止め等 関係機関に被害状況確認 31市町村で災害対策本部体制

19:07 土砂災害警戒情報(2) 携帯電話キャリアリエゾン

19:28 土砂災害警戒情報(1)　全52市町村

19:50 大雨特別警報(36市町村) 危機管理部の要員参集

20時現在約7900戸停電 ※市町村の状況のより災害対策本部員会議

20:10 阿武隈川上流氾濫警戒情報 物資要望対応 市町村から物資の要望

21時現在約2600戸停電 災害救助法適用に関する調整

21:10 宇多川(相馬市)氾濫発生情報

白河市で土砂崩発生の情報

22:00 大雨特別警報(14市町村) 22:00 被害即報とりまとめ(22時現在) 22:00 市町村から被害状況報告

避難者数約1万人 　＜各振興局で管内被害情報確認＞

22時現在約4700戸停電 関係機関から被害状況情報収集

22:00 阿武隈川氾濫危険情報(須賀川)

通行止による檜枝岐村孤立情報

22:20 土砂災害警戒情報(2)

22:30 新田川(南相馬市）氾濫情報

22:40 阿武隈川氾濫危険情報(郡山)

22:40 阿賀川氾濫警戒情報 　

二本松市で土砂崩発生の情報 災害救助法適用に関する協議

＜振興局から自衛隊派遣要請の報告＞ 郡山市から災害派遣要請の依頼

23:10 阿武隈川氾濫危険情報(福島) 23:15 自衛隊に災害派遣要請（郡山駐屯地） 23:15 陸上自衛隊(郡山駐屯地）派遣要請受理

23:27 土砂災害警戒情報(3)

0:10 阿武隈川(須賀川市)氾濫発生情報 関係機関とのヘリ調整（偵察等） 県警、陸自、東北地整、海保　ヘリ調整

0:40 夏井川(いわき市）氾濫発生情報

0:50 阿武隈川(郡山市）氾濫発生情報 ＜全市町村へ県リエゾン派遣のための事前調整＞

1:20 阿武隈川(本宮市)氾濫発生 36市町村に災害救助法適用通知
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月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関
＜市町村災害対策本部会議にリエゾン等出席＞ ※市町村の状況のより災害対策本部員会議

2:00 自衛隊に災害派遣要請（福島駐屯地） 2:00 陸上自衛隊(福島駐屯地）派遣要請受理

2時現在　約17100戸停電 ＜振興局から自衛隊派遣要請の報告＞ 市町村から救助事案自衛隊要請

南相馬市から行方不明者情報 自衛隊リエゾンと救助事案等調整 　（二本松、石川、いわき、本宮ほか）

2:55 谷病院、星総合病院 浸水情報 　

　 14市町村に災害救助法適用通知

4:00 大雨特別警報解除(全域)

　 夜明けから各機関による救助活動

5:00 5時現在　避難者20943人 5:00 被害即報とりまとめ(5時現在) 5:00 市町村から被害状況報告

約17200戸停電 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 避難所開設　55市町村　約520カ所

行方不明者　5名 関係機関から被害情報収集

国見町浄化センター水没情報 　

6:30 阿武隈川(伊達)氾濫発生 福島消防本部　県にリエゾン派遣

航空運用調整班でヘリ救助事案応援隊と調整 各機関による救助活動

8:10 DMAT調整本部設置

DMAT活動要請等

＜各市町村へリエゾン派遣＞

8:30 災害対策本部職員各班配置 市町村から物資要望

物資班で協定団体、県備蓄の手配調整

＜県備蓄物資の受け渡し等調整　随時＞ 　

断水情報収集 市町村から断水による給水支援要望

9:30 避難所での医療支援の要否を市町村に確認 　

協定による燃料供給対応について確認

高齢者施設の被害状況確認

10:00 第1回災害対策本部員会議

　＜各地方本部はテレビ会議で情報共有＞ 　 　

10:00 10時現在　約9000人避難 10:00 被害即報とりまとめ(10時現在) 10:00 市町村から被害状況報告

約11000戸停電 　＜各振興局で管内被害情報確認＞

死者2名　行方不明6名 関係機関から被害情報収集

10:20 阿武隈川(須賀川)氾濫発生

13:00 13時現在　約8400人避難 13:00 被害即報とりまとめ(13時現在) 13:00 市町村から被害状況報告
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月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関
約8000戸停電 　＜各振興局で管内被害情報確認＞

死者2名　行方不明6名 関係機関から情報収集 関係機関による救助・捜索活動

13:20 氾濫発生阿武隈川(郡山) 給水支援に関する自衛隊との調整

医療機関の給水やトイレ等の支援調整

避難所支援の派遣の調整

＜地方本部では各リエゾン等から情報収集＞

各方部からの避難所の物資要望への対応

プッシュ型物資の受入調整 国からプッシュ型物資支援の連絡

応援協定団体と物資拠点に関する調整

高齢者等の施設浸水による避難対応

被害の少ない市町村は避難所閉鎖

16:00 第2回災害対策本部員会議

　＜各地方本部はテレビ会議で情報共有＞ 断水による支援要望

断水にのため給水車による支援調整 内閣府情報先遣チーム

断水による仮設トイレ等の物資調整 消防庁、総務省、海上保安庁、防衛省

経産省、各ＬＯ

17:00 死者2名　行方不明7名 17:00 被害即報とりまとめ(17時現在) 17:00 市町村から被害報告

停電は約3700戸 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 　

関係機関から被害情報収集

班長会議による情報共有

給水車の手配

避難所から薬などの要望に対する調整

リエゾン等の携帯電話等の調整

プッシュ型物資支援に関する調整 プッシュ型物資調整

各機関による救助活動

7:50 県備蓄倉庫（いわき）浸水情報 関係機関による給水支援

8:00 18市町村　約1400人避難 8:00 被害即報とりまとめ(8時現在) 8:00 市町村から被害状況報告

死者6名　行方不明3名 　＜各振興局で管内被害情報確認＞

約480戸が停電 関係機関から被害情報収集 行方不明者の捜索、救助案件対応

8:30 障がい福祉課内にＤＰＡＴ調整本部設置

9:00 断水情報確認 　

9:30 矢祭町孤立集落情報 支援物資の調整

孤立集落情報収集及び対応確認

10
月
13
日

10
月
13
日

10
月
13
日

10
月
14
日

10
月
14
日

4



月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関
高齢者施設等の対応調整

政府関係者視察対応調整 被災自治体支援のニーズ把握

各方部への物資搬送調整 テックフォースのニーズ把握　排水ポンプ

＜各振興局で情報収集し本部へ報告：随時＞

11:00 第3回災害対策本部員会議

　＜各地方本部はテレビ会議で情報共有＞

関係省庁連絡会議（以降本部員会議後に実施） 関係省庁連絡会議

新潟県リエゾン

給水支援の調整 総務省による対口支援団体の調整

13:00 広域応援避難班による避難所状況把握 対口支援の総括支援チーム決定

医療機関への給水支援調整 　(南相馬市：神戸市）(郡山市：新潟県）

支援物資の調整

プッシュ型物資の搬送調整

武田防災担当大臣被災地視察対応　（要望書手交） 政府調査団(武田防災担当大臣)被災地視察

避難所への保健師派遣要望調整

避難所の状況把握

15:00 15時現在　約1300人避難 15:00 被害即報とりまとめ（15時現在） 15:00 市町村から被害状況報告

死者16人　行方不明3人 　＜各振興局で管内被害情報確認＞ 17市町村で避難所開設

約300戸停電 関係機関から被害状況情報収集 　

災害ボランティア等高速道路無料措置調整

19:00 第4回災害対策本部員会議

　＜各地方本部はテレビ会議で情報共有＞

高齢者施設の対応確認

プッシュ型物資の搬送調整 プッシュ型物資支援

病院への給水に関する自衛隊との調整 給水調整

各機関による救助活動

関係機関による給水支援

県外職員の応援に備え宿泊先等のリストアップ

8:00 15市町村　約1800人避難 8:00 被害即報とりまとめ（8時現在） 8:00 市町村から被害状況報告

死者18人　行方不明4人 　＜各振興局で管内被害情報確認＞

停電　約230戸 関係機関から被害状況情報収集
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月日 時間 気象、被害等の情報 時間 県の対応状況 時間 市町村及び関係機関
＜各振興局で情報収集し本部へ報告：随時＞

医療機関への給水支援調整

断水地区への給水支援調整 厚労省リエゾン

孤立集落対応 国交省排水ポンプ車稼働

プッシュ型物資支援対応調整 プッシュ型物資調整

9:26 洪水警報解除(警報がすべて解除) 対口支援調整（いわき市：新潟市）

住家の被害認定調査等に関する説明会の準備 新潟県による支援

市町村に対する人的支援の調整 市町村から避難所支援等の要望

支援物資の調整

政府への緊急要望調整

災害ボランティア等高速道路無料措置調整

入浴支援調整 入浴支援調整

16:00 16:00 第5回災害対策本部員会議

　＜各地方本部はテレビ会議で情報共有＞

17:00 約100戸停電 17:00 関係省庁連絡会議 関係省庁連絡会議

物資支援調整 物資支援調整

給水支援調整 給水支援調整
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