台風17・18号等に伴う洪水・土砂災害による東北及び北関東の企業等への影響の報道・企業ＨＰについて
東北大学災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 防災社会システム研究分野
教授 丸谷 浩明 ・ 助教 寅屋敷 哲也
2015年9月15日（火）17:30現在
・台風17・18号に伴う洪水・土砂災害による企業等への影響について記載のある新聞記事やニュース記事を引用し、「被害・影響」、「対応・今後の見通し」に分けて整理した。
・上記記事に該当する企業等のＨＰにおいて、この災害に関する発表があるものについて整理した。
Ｎｏ

地域

出典

業種

1

宮城県

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

小売

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

朝９時から従業員３０人態勢で復旧に当た
り、宿泊客が到着する午後３時ごろまでに、
近くを流れる広瀬川があふれ、露天風呂が水没。
岩松旅館
最も川に近い一つを除き利用が可能になっ
旅館
四つある湯船には、最大１メートルほどの高さまで
（作並温泉）
た。渡辺二郎常務は「露天風呂を楽しみにし
土砂がたまった。
ているお客さまもおり、即日復旧にこだわっ
た」と話した

2

宮城県

3

河北新報ONLINE NEWS
宮城県
宮城 経済 9月12日

企業等

ヨークベニマ 大和吉岡店（宮城県大和町）は浸水被害が大き
ル
かった。11日に宮城県内の２店が休業した。

卸売・
みやぎ生協 白石市の白石店が一部浸水被害を受けた。
小売

日本経済新聞電子版 速報
社会 9月10日20:07（9月11
日1:18更新）
宮城県・
4 栃木県・ プレスリリース（コメリ）
茨城県

被害・影響

6

宮城県

宮城県

企業ＨＰ情報

大和吉岡店に清掃作業などの要員として本 ＜参考＞9月11日に「台風18号
部や他店から約80人を送った。数日内に通 による大雨被害義援金募金」実
常営業の再開を目指す。
施のご案内を発表

未発表

水をかき出して通常通り営業した。担当者は
＜参考＞「大雨で被害にあわれ
「道路の冠水などで従業員の出勤や商品の
た組合員の皆様へ」として、共済
配送に若干の影響があった。営業に大きな
金のお支払について発表
支障はなかった」と語った。

栃木と茨城の両県の計3店舗営業を終日取りやめ
る。
小売 コメリ

コメリホームセンター石下店（茨城県常総市）とコメ
リハード＆グリーン栗駒店（宮城県栗原市）が浸水
により営業を休止

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

5

対応・今後の見通し

プレスリリースで店舗営業状況
を発表（9月11日10時）
避難所生活に必要な日用品に加え、消毒に
使う消石灰などの在庫を増やす。

東北製造所では、近くを流れる渋井川の堤防が決
壊し、工場につながる道路が増水で寸断。従業員
が通勤できず、生産を一時停止した。

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

製造 ＹＫＫ ＡＰ

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

仙台市宮城野区の三井アウトレットパーク仙台港
は、近くを走るＪＲ仙石線の運休や周辺道路の冠
三井アウト
小売
水など交通アクセスの状況を踏まえて営業を休
12日は通常通り営業する。
レットパーク
止。同店は「お客様の安全を最優先に判断した」と
強調した。

1 ページ

未発表

未発表

施設には被害はないという。子会社が運営する東
北３工場の11日朝の操業を停止していると明らか
にした。

ＲＥＵＴＥＲＳ電子版
Domestic 9月11日11:18

7

宮城県・ 日経新聞夕刊9月11日
岩手県

11日朝から操業を止めているのは、トヨタ自動車
製造 トヨタ自動車 東日本の宮城大衡工場と岩手工場。エンジンを生
産する宮城大和工場の操業も取りやめた。
11日夕方には生産を再開。担当者は「工場
に被害はなかったが、周辺道路が冠水する
などしたため従業員の安全を考慮し操業を
一時見合わせた」と説明。

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

8

宮城県

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

避難指示が発令されたとして、矢本支店鳴瀬出張
金融 七十七銀行 所（東松島市）と涌谷支店（宮城県涌谷町）を臨時
休業。

9

宮城県

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

小売

10 宮城県

河北新報ONLINE NEWS
宮城 経済 9月12日

東北・北
関東

河北新報ONLINE NEWS
宮城県・ 宮城 経済 9月12日
12 栃木県・
茨城県
日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

宮城県内の２店舗で営業を取りやめた。

涌谷支店（宮城県涌谷町）の営業を休止した。

営業を休止した出張所と支店に
ついてのお知らせを発表
＜参考＞被害にあわれたお客
様への便宜的なお取り扱いの
実施について発表
茨城県の店舗で長靴やほうき、モップなど清
掃用品を通常より多くそろえ、復旧に必要な
商品の品ぞろえを拡充している。

未発表
涌谷支店の営業停止と営業再
開（9月11日）について発表
＜参考＞「災害に対する金融相
談」、「金融上の措置」について
発表

栃木県と茨城県の一部地域で宅急便の集荷や配
達に遅れが生じている
物流

ＬＮＥＷＳ電子版 9月11日

ＤＣＭホー
マック

金融 仙台銀行

日本経済新聞電子版9月10
日付
11

未発表

ヤマト運輸 9月11日午後7時現在、茨城県常総市が集配不能
地域、青森県、岩手県、宮城県、秋田県全域で大
雨により遅延していると公表した。その他、福島
県、茨城県、栃木県、埼玉県の一部で遅延が発生
している。

仙台市や多賀城市などの店舗で、弁当やおにぎ
り、パンなどが一時品薄状態になった。弁当などを
製造する武蔵野仙台工場（多賀城市）によると、仙
セブンイレブ 台方面に向かう道路で通行止めや渋滞が相次ぎ、
小売
配送トラックの到着が遅れたためという。
ン

「大雨の影響によるお荷物の遅
延について」として、地域別のお
届け遅延状況を発表

＜参考＞9月11日に「台風18号
による大雨被害義援金募金」実
施のご案内、「台風18号の被害
に対する緊急支援物資お届け
のお知らせ」、等をニュースリ
復旧応援のため、東京の本部から社員を派 リースで発表
11日午前に栃木、茨城、宮城の３県で計10店舗が
遣し、12日までに計50人が到着する予定
休業となった。
だ。

2 ページ

日経新聞電子版 速報 地
宮城県・
13
域ニュース 東北 9月12日 小売 ヤマザワ
山形県
11:07
日本経済新聞電子版 速報
社会 9月10日20:07（9月11
日1:18更新）

山形から仙台に送っている総菜などは、通
一部商品の物流が遅れるなどの支障が出た。魚な 行止めになった高速道の代わりに迂回路を
ど生鮮食料品を中心に、商品が店舗に届くのが遅 使うなどで対応した。首都圏からの商品も届
れた。
きにくくなっているが、12日には通常通りに
戻る見通しだ。
鬼怒川発電所（栃木県日光市）など３つの水力発
電所で発電機などの設備が水没した。

14 栃木県 内閣府防災担当：平成27年 電力
度台風第18号による大雨等
に係る被害状況等について
9月15日8時00分現在

東京電力
鬼怒川発電所を含めて6つの水力発電所で設備被
害が確認されている。

日本経済新聞電子版 速報
（栃木県日光市）では1982年に建てた露天風呂の
ホテ 鬼怒川プラ
15 栃木県 地域ニュース 関東・甲信
別棟が、水道など水系設備も含めて基礎ごと崩
ル ザホテル
越 9月11日10:21
落。鬼怒川に水没した。

電力需給に大きな影響はない見通し。

未発表

「大雨等による当社設備への影
響」を発表（9月10日）
「復旧予定日および作業状況（9
月13日16時現在）」（常総市）を
発表

「台風17号及び18号の被害状況
について」として、豪雨の被害状
況と復旧工事完了予定は9月30
日、10月1日から営業再開を予
定している旨を発表

石下店と水海道店の2店舗につ
石下店（茨城県常総市）決壊した鬼怒川の近くに
日本経済新聞電子版 速報
栃木インター店と箱森店では、午前の開店 いて営業休止のお知らせを発表
栃木県・
あり危険なためで、いつ再開できるかは未定。石
16
地域ニュース 関東・甲信
小売 カワチ薬品
を見送ったが、水が引いたため午後２～３時 ＜参考＞「支援物資提供」と「義
茨城県
下店は営業を休止した。栃木県栃木市にある栃木
越 9月11日10:21
に営業を始めた。
援金募金実施」のお知らせを発
インター店と箱森店は浸水。
表
17

日本経済新聞電子版 速報
栃木県・
ＪＸ日鉱日石 栃木県や茨城県など６県15カ所の給油所で浸水
社会 9月10日20:07（9月11 石油
茨城県
エネルギー や停電被害を受けた。うち11カ所が休業。
日1:18更新）
日本経済新聞電子版 速報
地域ニュース 関東・甲信
越 9月11日10:21

18 栃木県

小売 カインズ
日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

日本経済新聞電子版 速報
フライング
19 栃木県 地域ニュース 関東・甲信
外食
ガーデン
越 9月11日10:21

20

日テレＮＥＷＳ２４ホーム
埼玉県・
ページ 社会 9月10日
栃木県
11:53

金融 みずほ銀行

未発表

栃木県栃木市の１店を休業した（大平店）。くるぶし
11日の再開を目指して復旧作業を進めた。
辺りまで水につかったところもあるという。
＜参考＞ベイシアグループとし
て「義援金募金の実施」につい
被災地域の周辺店舗にブルーシートや長
て発表
靴、高圧洗浄機などを優先的に供給する体
制を整えた。
小山50号店（栃木県小山市）は、正面の道路が冠
水した影響で、店舗の床上まで浸水し、営業を取り
やめた。

9月11日小山犬塚店の断水によ
る休業のお知らせを発表

埼玉県のせんげん台駅前出張所、栃木県の白鴎
大学出張所浸水のため開店できず。

未発表

3 ページ

日テレＮＥＷＳ２４ホーム
21 栃木県 ページ 社会 9月10日
11:53

小売

日本経済新聞電子版9月10
日付
22 栃木県 日テレＮＥＷＳ２４ホーム
ページ 社会 9月10日
11:53

小売

マツモトキヨ
栃木県の一部店舗で浸水。
シ

東部宇都宮
百貨店

日本経済新聞電子版 速報
23 栃木県 地域ニュース 関東・甲信
製造 フタバ食品
越 9月11日10:21

24 栃木県

日本経済新聞電子版9月10
日付

製造 富士通

ｙｔｖホームページ 9月10日
正午現在

未発表

栃木市役所店（栃木県栃木市）も10日は営業を休
止した。

「9月11日（金）より通常通り営業
いたします」と発表

栃木店で大雨による床上浸水で臨時休業。
同工場では原材料に乳製品を使っており、
排水は浄化したうえで近隣の田川に流して
下栗工場（宇都宮市）で主力の冷菓の生産を休止 いる。田川の増水にともない、逆流などのト
した。
ラブル防止を狙った。11日には操業を再開
する見通しで、今週末に休み返上で稼働す
ることで遅れを取り戻す。
通信機器を製造している小山工場（栃木県小山
市）は出勤できる従業員が少ない。午前11時すぎ
に帰宅指示を出して10日の操業を取りやめた。
浸水などの被害はなし。

未発表

未発表
従業員約２千人に帰宅指示。

茨城と栃木両県の計３店の営業を終日取りやめ
日本経済新聞電子版 速報
ケーズホー る。休業したのは常総店（常総市）とつくばみらい
栃木県・
25
社会 9月10日20:07（9月11 小売 ルディング 店（つくばみらい市）。いずれも鬼怒川に近く常総
茨城県
日1:18更新）
ス
店は午前11時半、つくばみらい店は午後２時に営
業を中止した。

未発表

日本経済新聞電子版 速報
26 栃木県 地域ニュース 関東・甲信
小売 ベイシア
越 9月11日10:21

栃木県栃木市の１店を休業した（大平モール店）。

太平モール店の9月10日の店休
と11日の営業時間変更について
発表

福島県・
栃木県・
27 茨城県・ ＬＮＥＷＳ電子版 9月10日
埼玉県・
千葉県

物流 日本郵便

9月10日、大雨の影響に伴い、福島県、栃木県、茨
城県、埼玉県、千葉県の一部地域で道路冠水、土
砂崩れ等により、引受、配達ができない場合があ
るため、郵便物とゆうパック等の一部の送達に遅
れが発生していると発表した。

「大雨の影響に伴う郵便局休止
のお知らせ【2015年9月14日
（月）9時現在】」、「大雨の影響
に伴う郵便物等の送達遅延に
関するお知らせ」を発表

物流 第一貨物

9月15日、大雨の影響で配送の提供に遅れが出て
いると9時30分時点の状況を発表した。福島県の
一部地域で配達不可、または半日の遅れ。栃木県
の一部地域で配達不可。茨城県の一部地域で配
達不可、または半日の遅れとなっている。

9月15日（9:30分現在）に「大雨
の影響による配達遅れについ
て」を発表

福島県・
28 栃木県・ ＬＮＥＷＳ電子版 9月15日
茨城県

4 ページ

日テレＮＥＷＳ２４ホーム
29 栃木県 ページ 社会 9月10日
11:53

小売

30 茨城県 ＬＮＥＷＳ電子版 9月11日

周辺河川の増水・氾濫が発生し、子会社のエヌ
ケーケーの社屋と工場設備が冠水し、現在操業を
同社の従業員については人的被害はないも
停止していると発表した。エヌケーケーは、茨城県
「台風18号の水害の影響に関す
製造 シンニッタン
のの、製品、原材料、機械設備等に冠水に
結城市大字上山川に位置し、冠水被害、操業停止
るおしらせ」を発表
よる生産・出荷への影響が見込まれる。
による被害額と業績等への影響については不明
で、現在調査中。

31 茨城県

日本経済新聞電子版 速報
地域ニュース 関東・甲信
越 9月11日10:21

ファーストリ 栃木県佐野市の店舗で開店時間遅れる。雨の影
テイリング 響。

小売 カスミ

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

店舗に一部浸水。茨城県取手市と常総市の計２店
で営業を取りやめた。営業を休止した店舗は取手
店（取手市＝一部浸水）と水海道栄町店（常総市
＝避難指示）

未発表

水海道栄町店休業のお知らせ
を発表

水海道栄町店（常総市）が10日に続いて11日も休
業した。

日本経済新聞電子版 速報
三菱マテリ
32 茨城県 地域ニュース 関東・甲信
製造
アル
越 9月11日10:21

工場の設備への影響はなかった。金属加工の工
避難勧告を受けて、660人いる従業員の安
具を生産する筑波製作所（茨城県常総市）を休業
全確保を優先した。
した。

「台風17号・18号の影響につい
て」として、一部事業所で操業を
停止し、現在は操業を再開して
いる旨を発表

日本経済新聞電子版 速報
33 茨城県 地域ニュース 関東・甲信
金融 常陽銀行
越 9月11日10:21

常総市にある石下支店と水海道支店、下妻市の
下妻支店千代川出張所の営業を午前の早い時間
帯で中止した。

＜参考＞「災害発生に伴う一部
店舗の臨時休業等について」と
「休日災害ご相談窓口」、「休日
災害ご相談専用ダイヤル」の設
置を発表

3店舗休業した。

＜参考＞「救援物資お届けのお
知らせ」と「義援金募金受付のお
知らせ」について発表

7店舗休業した。

＜参考＞「緊急支援物資のお届
けに関するお知らせ」と「義援金
募金受付のお知らせ」を発表

34 記載なし

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

小売 ローソン

35 記載なし

日経新聞電子版 速報 企
業 9月11日22:32

小売

ファミリー
マート

5 ページ

