
松崎町災害対策本部 本部速報（第 15 号）

令和４年８月 27 日（土）午後４時 00 分

（８月 27 日（土）午後３時現在）

１ 防災気象情報の状況

8/13（土） 午前９時 11 分 大雨警報（土砂災害）発表

8/13（土） 午前 10 時 30 分 大雨警報（浸水害）発表

8/13（土） 午後９時 23 分 土砂災害警戒情報発表

8/14（日） 午後４時 45 分 土砂災害警戒情報解除

8/14（日） 午後５時 01 分 大雨警報解除

２ 避難情報の発令状況

8/13（土） 午前 10 時 35 分 高齢者等避難（避難所開設）

8/14（日） 午前６時 00 分 避難指示

8/14（日） 午前 11 時 30 分 避難指示解除（避難所閉鎖）

8/17（水） 午後６時 00 分 高齢者等避難（避難所開設）

8/18（木） 正午 高齢者等避難解除（避難所閉鎖）

３ 被害の状況

（１）人的被害 なし

（２）建物被害

・半壊家屋 １軒（雲見区）

・床上浸水 住家 20 軒（雲見区）

・床下浸水 住家１軒（中村区）

住家７軒、非住家２軒（山口区）

住家２軒（道部）

非住家１軒（金沢区）

住家 10 軒（雲見区）

（３）町道の状況

・各所で崩土、落石、倒木有り ※随時対応中

（４）孤立世帯状況 なし

（５）ライフラインの状況

・電気･･･中川地区約 800 軒の停電（8/13 午後８時 18 分～）

8/14（日）午前２時 20 分全復旧

・水道･･･雲見区給水 126 戸中、約 70 戸断水

※飲料水と生活用水については、配付等対応済み。明日以降も継続する。

8/15（月）午後９時に約 30 戸復旧、約 40 戸断水中。

8/18（木）断水している入谷地区に消火栓を使用し、応急的に送水を開始。



・温泉･･･三浦温泉の温泉管破損

入谷線 24 戸（8/22 復旧）仲嶋から上の地区

浜線 21 戸（8/17 復旧）

山線 16 戸（配湯中）

※地区配湯 61 戸（一般含む。）３線

→8/22 全戸復旧

（６）観光施設等の対応

・伊豆まつざき荘･･･午後２時～午後４時の間、雲見区民について入浴を無料とする。

・依田之庄･･･午前 10 時～午後８時の間、雲見区民について入浴を無料とする。

・8/20（土）から断湯している民宿の宿泊者の町営温泉施設入浴割引開始

４ 防災関係機関の対応

（１）防災関係機関への要請等

・8/14（日） 消防団への出動要請

・8/15（月） 消防団雲見区内での災害対応（雲見区からの要請により）

・8/16（火） 消防団雲見区内での災害対応（雲見区からの要請により）

５ 支援関係

（１）ふるさと納税災害支援寄付

・さとふる 8/15（月）受付開始

・ふるさとチョイス 8/16（火）受付開始

・楽天 8/16（火）受付開始

（２）災害義援金

・8/18（木）受付開始

（３）クラウドファンディング

・美しい村ファンディング（松崎町災害復興支援）8/27（土）受付開始

（４）ボランティア参加人数

・8/16（火） 27 人

・8/17（水） 24 人

・8/18（木） 活動なし

・8/19（金） 45 人

・8/20（土） 95 人

・8/21（日） 51 人

・8/22（月） 37 人

・8/23（火） 31 人

・8/24（水） 45 人

・8/25（木） 43 人

・8/26（金） 55 人

・8/27（土） 43 人

（５）健康支援



・8/29（月）～9/2（金） 雲見地区の被災した約 50 世帯を対象に、保健師や管理

栄養士による訪問調査を実施し、健康支援を行う。

（６）り災証明申請受付

・8/30（火）～9/30（金） 役場総務課消防防災係で受付（土、日、祝日を除く）

8/30（火）及び 9/2（金）雲見区公民館にて出張受付

６ 松崎町災害対策本部の対応

・8/13（土） 午後９時 23 分 災害対策本部設置

・8/13（土） 午後 10 時 00 分 第１回本部会議

・8/14（日） 午後４時 00 分 第２回本部会議

・8/15（月） 午後５時 00 分 第３回本部会議

・8/16（火） 午後４時 00 分 第４回本部会議

・8/17（水） 午後４時 00 分 第５回本部会議

・8/18（木） 午後４時 00 分 第６回本部会議

・8/19（金） 午後４時 00 分 第７回本部会議

・8/20（土） 午後４時 00 分 第８回本部会議

・8/21（日） 午後５時 00 分 第９回本部会議

・8/22（月） 午後４時 00 分 第 10 回本部会議

・8/23（火） 午後４時 00 分 第 11 回本部会議

・8/24（水） 午後４時 00 分 第 12 回本部会議

・8/25（木） 午後４時 00 分 第 13 回本部会議

・8/26（金） 午後４時 00 分 第 14 回本部会議

・8/27（土） 午後４時 00 分 第 15 回本部会議

７ 町長の予定

・8/15（月） 9：55 国土交通省・下田土木事務所との現地視察

15：40 大口衆議院議員・蓮池県議会議員との現地視察

・8/16（火） 13：45 勝俣衆議院議員・森県議会議員との現地視察

８ その他

（１）町ＨＰ上の雲見災害特設ページ

・8/17（水）開設

（２）掲示板の設置

・8/23（火）設置（大屋駐車場付近、旧公民館前、入谷高見屋駐車場）


