
令和4年9月19日

0897-52-1400

 ２ 高齢者等避難（18日　16：00発令）

0898-68-1400

避難所

①

③ ファミリーハイツ 179

地区 行政区 世帯数 人数

363 飯岡公民館

西条市災害対策本部

 ３ 避難所情報

地区 世帯数 人数 避難先 開設時間 閉鎖時間

飯岡地区

早川・西早川 65 134 東部地域交流センター

② 大浜 68

104 神戸公民館

98 飯岡公民館

⑧ 大保木地区 84 145 西部地域交流センター、神戸公民館

④ 市之川地区 8 12 大町公民館

長谷 10 27 西部地域交流センター

⑦ 加茂地区 66

⑤ 神戸地区
長瀬、大久保、津越、

中寺、湯の谷 72 144 神戸公民館

⑥ 氷見地区

⑪ 桜樹地区 152 242 中川公民館

楠河公民館

⑩ 庄内地区 旦之上、実報寺、黒谷、河之内 500 1,074 庄内公民館

⑨ 楠河地区 楠（楠河六軒家）、成福寺 945 1,870

石根公民館

合計 2,229 4,381

⑫ 石根地区 大郷、湯浪、石鎚 80 168

19日　7時00分

飯岡地区
0 0 飯岡公民館 18日16時00分 19日　16時00分

0 0 西条東部交流センター 18日16時00分 19日　16時00分

玉津地区 0 0 玉津公民館 18日16時00分

19日　16時00分

中川・桜樹地区 0 0 中川公民館 18日16時00分

19日　16時00分

神戸・加茂・大保木地区 0 0 神戸公民館 18日16時00分 19日　16時00分

大町・市之川地区 0 0 大町公民館 18日16時00分

楠河地区 0 0 楠河公民館 18日16時00分 19日　16時00分

氷見地区 3 3 西条西部交流センター 18日16時00分

11合計 11

石根地区

 １ 人的被害

区分 地区 性別（年齢） 状況

軽傷 西条 男性（64歳）
市道古川玉津線、西条郵便局付近。原付で走行中
に倒木に接触し足を負傷。

19日　16時00分

庄内地区 0 0 庄内公民館 18日16時00分

8 石根公民館 18日16時00分8

神拝地区 0 0 神拝公民館 18日16時00分 19日　10時50分

台風14号による被害情報等について（第５報）

本日（19日）21:00現在、被害等の状況は以下の通り。



桜樹地区
（丹原町楠窪）

市道小谷線 西条市丹原町楠窪 通行止め 崩土
9/19　13：25

無

大保木地区
（大保木）

市道東之川東西線 大宮橋から500ｍ 通行止め 倒木
9/19　11：20

有

9/19　15：00
有

大保木地区
（兎之山）

市道兎之山東宮線
国道194号～兎之山集

落
通行止め 倒木

加茂地区
（藤之石）

国道194号
愛媛県藤之石から高
知県いの町桑瀬まで

片側交互通行 倒木
9/19 16：00

無

玉津地区
（下島山）

市道玉津6号線 飯積大橋右岸西側 通行止め 倒木
9/19 6：22

有

有

氷見地区 市道土居１号線
西条市氷見乙１９５

５
通行止め 倒木

9/19　8：15
有

有
9/19　9：40

加茂地区
（荒川）

市道川西線 国道１９４～大福寺

通行止め 倒木
9/19　8：10

支障あり 倒木
9/19　9：16

大保木1・8～10号、
大保木乙、黒瀬乙・甲、
氷見丁、小松町石鎚

市之川、保野、丸野

調査中 9/19  01:18 約50 0 9月19日18時10分復旧済

0 9月19日10時52分復旧

荒川1・2・4号、荒川乙、黒瀬
乙、千町1・2・5号、兎之山、
兎之山甲、中野乙・丙、藤之

石1・2・4～8号

風雨の影響 9/19  06:45

中奥丁、西之川乙・甲・丁、
小松町石鎚 調査中 9/19  02:53

発生日時 延停電戸数 現停電戸数

約40 0 9月19日18時20分復旧

風雨の影響 9/19  03:56 約20

玉津地区 市道大谷東1号線 大久保機械前 通行止め 倒木
9/19　8:00

有
9/19 10:15

約400 0 9月19日11時24分復旧

玉津地区 玉津生活道路 西条市玉津２８９

日時 内容

利用者成人49名児童8名が、同法人が運
営する道前育成園に避難
→9月19日に施設へ戻る

18日18：00 飯岡地区 星の里
利用者男性27名、女性14名が同法人が
運営する施設「めばえ」に避難
→9月19日に施設へ戻る

復旧日時

施設

東予学園

 ６ 停電情報（19日　18：20現在　停電情報無し）

地区名 原因

 ５ 道路通行制限

地区 路線名 箇所名 規制種類 規制理由
規制日時

迂回路
解除日時

 ４ その他避難

地区

楠河地区18日16：57



《参　考》

※　下線部分が前回からの変更点

19日10：00 流入量 320.72㎥/s　放流量348.21㎥/s  貯水率90.4％

災害対策本部へ移行

18日18：33
暴風警報、波浪警報を発表。大雨（土砂災害）警報、雷、洪水、高潮注意報は継
続

19日03:09
高潮注意報を解除。大雨（土砂災害・浸水害）、暴風、波浪警報、雷、洪水注意
報は継続

西条市災害警戒本部設置

　　【警報等発表状況】

19日20：50
暴風、波浪警報を解除。強風、波浪注意報発表。雷、洪水、高潮注意報を解除。
大雨警報（土砂災害）は継続

大雨警報（浸水害）を解除。大雨警報（土砂災害）、暴風、波浪警報、雷、洪
水、高潮注意報は継続

大雨（土砂災害）警報を発表。雷、強風、洪水、波浪注意報は継続。

発　　表　　状　　況

貯水率60.7％

18日21:40
大雨（浸水害）警報を発表。大雨（土砂災害）、暴風、波浪警報、雷、洪水、高
潮注意報は継続

　　【黒瀬ダム放流情報】

日　時 発　　表　　状　　況

18日16：00

19日07：49

土砂災害の発生の恐れが高まったため、以下の地域に高齢者等避難を発令
飯岡（早川、西早川、大浜、ファミリーハイツ）、市之川、神戸（長瀬、大久
保、津越、中寺、湯之谷）、氷見（長谷）、加茂、大保木、楠河（楠河六軒家、
福成寺）、庄内（旦之上、実報寺、黒谷、河之内）、桜樹、石根（大郷、湯浪、
石鎚）

同時刻

流入量 171.92㎥/s　放流量155.41㎥/s　貯水量95.8％

19日15：10

19日20：00 流入量 124.44㎥/s　放流量120.96㎥/s　貯水量96.7％

日　時

18日12:35

同時刻

18日14:00

18日15：27

18日18：00

流入量 399.57㎥/s　放流量399.57㎥/s　貯水率90.5％

流入量 401.85㎥/s　放流量257.04㎥/s　貯水率79.1％

流入量 254.89㎥/s　放流量171.86㎥/s　貯水率76.0％

18日19：00にかけて最大500㎥/sのゲート放流開始

高潮注意報を発表。大雨警報（土砂災害、浸水害）、暴風、波浪警報、雷、洪水
注意報は継続

高潮注意報を発表。大雨（土砂災害）警報、雷、強風、洪水、波浪注意報は
継続。

市内10施設の自主避難所の開設指示

18日17：00

18日23：00

19日07：00

18日16:00

19日15：00


