
暴風警報発表（台風 15 号）に伴う対応状況 
 

平成 16 年 8 月 20 日 18 時 00 分現在 
                                             総 務 部 総 合 防 災 室 
 
 平成 16年 8月 19日 22時 04 分に暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に設置した岩
手県災害警戒本部については、18時 00 分に廃止しましたので、お知らせします。 
（   部が前回（20日 10 時 00 分現在）から変更となった箇所です） 
なお、対応状況等については次のとおりです。 

 
１ 気象概況 
(1) 気象予警報の発表状況 

8月 19 日  22：04 暴風警報発表（沿岸北部、沿岸南部地域） 
8月 20 日  14：38 暴風警報解除（沿岸北部、沿岸南部地域） 

 
(2) 主要観測点における最大瞬間風速【8月 20日 8時現在】 

盛岡  29.8ｍ（20日 7 時 21分） 
宮古  30.2ｍ（20日 7 時 52分） 
大船渡 28.2ｍ（20日 11 時 34分） 
 

２ 被害状況 
   人的被害 重傷 湯田町 1名 

軽傷 宮古市 1名 
 
   住家被害 一部破損 盛岡市 3棟  花巻市 1棟  湯田町 2棟 

（19 棟） 沢内村 2棟  釜石市 4棟  大槌町 2棟 
  新里村 4棟  九戸村 1棟 

 
   非住家被害 一部破損 盛岡市 3棟  滝沢村 3棟  矢巾町 1棟 

（38 棟） 湯田町 1棟  江刺市 1棟  釜石市 2棟 
              大槌町 1棟  宮古市 5棟  新里村 1棟 

  岩泉町 5棟  久慈市 9棟  種市町 3棟 
  野田村 1棟  山形村 2棟 

 
   庁舎等被害 宮古高等技術専門校（窓ガラス破損） 

久慈職業能力開発センター（倒木） 
久慈高等学校職員住宅（トタン剥離） 

 
   道路被害  大川松川線 岩泉町釜津田 倒木 全面通行止め（解除） 

国道 397 号 胆沢町かいち橋 倒木 片側通行止め（解除） 
久慈岩泉線 久慈市滝ﾄﾝﾈﾙ 倒木及び電柱転倒 片側通行止め（解除） 
国道 107 号 湯田町小繋沢 倒木 全面通行止め（解除） 

         重茂半島線 宮古市赤前 電柱転倒 片側通行止め（解除） 
         国道 342 号 一関市祭時 倒木 片側通行止め（解除） 
         国道 281 号 葛巻町土谷川 倒木 片側通行止め（解除） 
               山形村平庭峠 倒木 片側通行止め（解除） 



         一関北上線 前沢町天王 倒木 片側通行止め（解除） 
         国道 283 号 遠野市青笹 倒木 片側通行止め（解除） 
         釜石遠野線 釜石市栗林 倒木 片側通行止め（解除） 
         国道 106 号 川井村達曽部 倒木 片側通行止め（解除） 
               新里村腹帯橋 倒木 片側通行止め（解除） 
               川井村川井 倒木 片側通行止め（解除） 
         川井村蟇目 倒木 片側通行止め（解除） 
         川井村川井（やまびこ産直） 倒木 片側通行止め（解除） 
         野田山形線 野田村木売内他 1箇所 倒木 片側通行止め（解除） 

久慈市白石峠 倒木 全面通行止め（解除） 
久慈市赤間立 倒木 片側通行止め（解除） 

         国道 340 号 軽米町尾田 倒木 片側通行止め（解除） 
               軽米町山内 倒木 片側通行止め（解除） 
         二戸田子線 二戸市稲荷坂 倒木 片側通行止め（解除） 

二戸市切明畑 電柱転倒 片側通行止め（解除） 
         西根八幡平線 松尾村寄木 倒木 片側通行止め（解除） 
         宮古山田線 宮古市長沢 倒木 片側通行止め（解除） 
         国見温泉線 雫石町鹿倉橋 倒木 片側通行止め（解除） 
         山形村村道 来内地区他 2地区 倒木（復旧済み） 
         山田町町道 豊間根地区 倒木(復旧済み) 
         滝沢村村道 大釜地区 倒木（復旧済み） 
         宮古市市道 4箇所 倒木（復旧済み） 
         大船渡市市道 4箇所 倒木（復旧済み） 
         前沢町町道 2箇所 倒木（復旧済み） 
 
    農作物被害 水稲（倒伏） 3市町 面積等調査中 
          きゅうり（すり傷等） 9市町村 面積等調査中 
          りんご（落果） 7市町村 面積等調査中 
          なし（落果） 2市町 面積等調査中 
          スイートコーン（倒伏） 4市町村 面積等調査中 
          りんどう（倒伏） １村 面積等調査中 
          もも（落果）1町 面積等調査中 
          葉たばこ（葉折れ）2町村 面積等調査中 
          ホップ（枝折れ） 2市 面積等調査中 
 
    農産園芸用施設 ハウスビニール（倒壊・破損等） 27市町村 被害額等算定中 
            畜舎棟被害（破損） 6市町村 被害額等算定中 
     
    水産関係 漁船転覆等 3市町村 被害額等算定中 
         水産施設 3市 被害額等算定中 
  

学校被害 県立雫石高等学校 （フェンス破損） 
遠野市 4校（トタン屋根損傷等） 

     釜石市 3校（ドア破損等） 
     北上市 5校（倒木等） 
     湯田町 1校（倒木） 



     田野畑村 1校（トタン破損） 
 
 
停電  1，554 戸（県内） 
 
水道施設 宮古市白浜、重茂（石浜地区）の一部 停電により断水（復旧済み） 

                  
   
３ 県、市町村の対応（災害警戒本部の設置、廃止状況） 
 

(1) 県（本部・4支部） 

区      分 設 置 時 間 廃 止 時 間 
岩手県    19 日  22：04 20 日 18：00 
大船渡地方支部 19 日  22：20 20 日 15：30 

釜石地方支部 19 日  22：10 20 日 14：38 
宮古地方支部 19 日  22：15 20 日 17：30 

久慈地方支部 19 日  22：05 20 日 17：50 
 
 (2) 市町村（17市町村） 

支部名 市町村 設置時間 廃止時間 

盛岡 雫石町 20 日  8：00 20 日 15：00 
一関 一関市 19 日 17:00 20 日 4：00 

大船渡市 19 日  22：15 20 日 14：45 大船渡 
  陸前高田市 19 日  22：04 20 日 14：38 

釜石市 19 日  22：10 20 日 15：00 釜石 
大槌町 20 日  9：05 20 日 14：40 
宮古市 19 日  22：04 20 日 17：00 
田老町 19 日  22：15 20 日 15：00 
山田町 20 日  8：30 20 日 14：45 
岩泉町 19 日  22：10 20 日 17：00 

宮古 

田野畑村 19 日  22：04 20 日 14：40 
久慈市 19 日  22：04 20 日 14：40 
普代村 19 日  22：15 20 日 14：40 
種市町 19 日  22：04 20 日 17：30 
野田村 19 日  22：05 20 日 14：40 
山形村 19 日  22：10 20 日 15：00 

久慈 

大野村 19 日  22：15 20 日 15：30 

 
 


