
暴風・波浪警報等発表に伴う対応状況 
平成22年12月23日 １７時００分現在 

                         総務部総合防災室 防災危機管理担当 

                            電話：019-629-5153・5162 
 

 平成22年12月22日9時50分に沿岸地域等に暴風・波浪警報等が発表されたことに伴い岩

手県災害警戒本部を設置していますが、12月23日17時00分現在の対応状況等については、次

のとおりです。 

 
１ 被害の状況 

 (1) 人的被害 

なし 

 (2) 住家被害 

住家床上浸水 ３棟 （一戸町、宮古市、葛巻町） 

住家床下浸水 ４棟 （葛巻町、一戸町） 

非住家床上浸水 ５棟 （葛巻町、宮古市） 

※住家床上浸水のうち１棟、非住家床上浸水のうち２棟は岩手県立宮古高等技術専門校 

 (3) ライフライン 

停電：４市４町１村 全4,041戸 

（盛岡市、久慈市、二戸市、八幡平市、一戸町、岩手町、葛巻町、軽米町、

九戸村） 

 (4) 道路被害  

全面通行止め：５路線５箇所（一般国道１箇所、主要地方道１箇所、一般県道３箇所） 

片側交互通行：３路線３箇所（主要地方道３箇所） 

 (5) 土砂・崖崩れ 

土砂崩れ：２件 

 (6) 農林水産関係被害 

・水産施設 種市魚市場の屋根一部破損 

・漁船被害 ４隻転覆（洋野町宿戸漁港１隻、高家漁港３隻） 

      ５隻一部破損（普代村黒崎漁港１隻、白井漁港４隻） 

・漁港及び海岸施設 

（県管理）陸前高田市長部漁港：側溝蓋流出 

     （市町村管理）洋野町高家漁港：臨港道路破損、流木等の漂着 

            洋野町有家漁港：流木等の漂着 

            久慈市小袖漁港：用地舗装破損 

            久慈市横沼漁港：用地舗装破損 

            久慈市桑畑漁港：偽木柵破損 

            普代村白井漁港：用地舗装破損 

            大船渡市鬼沢漁港：西防波堤の傾斜 

            大船渡市吉浜漁港、蛸ノ浦漁港、砂小浜漁港：ごみ漂着 

 (7)その他 

   ＩＧＲ：いわて沼宮内～二戸間の上下線終日運休 

  

※ 下線部が前回発表時との変更点となります。 

 
２ 避難の状況 

  自主避難 ピーク時 ：６世帯１４名（釜石市、宮古市） 
  現在 ：なし 
 



３ 県、市町村の対応（災害警戒本部の設置、廃止状況）及び気象概況 

 (1) 県（本部・７支部） 

区  分 設置時刻 廃止時刻 備  考 

岩 手 県 22日 9：50   

区  分 設置時刻 廃止時刻 備  考 

盛岡地方支部 22日 20：30   

花巻地方支部 22日 21：50 23日 5：46  

大船渡地方支部 22日 9：50    

釜石地方支部 22日 9：52    

宮古地方支部 22日 9：50    

久慈地方支部 22日 9：50    

二戸地方支部 23日 2：04 23日 8：23  



 

 (2) 市町村（18市町村） 

市町村 設置時刻 廃止時刻 備  考 

葛巻町 22日 19：45  大雨洪水警報(22日21：29)→解除 

岩手町 23日 2：30 23日 5：46 大雨警報(23日02：30)→解除 

遠野市 22日 21：30 23日 5：46 大雨警報(22日21：29)→解除 

大船渡市 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

高潮警報(22日15：33)→注意報へ切替 

大雨警報(22日20：22)→解除 

土砂災害警戒情報(22日21：10) 

洪水警報(22日21：29)→解除 

陸前高田市 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

高潮警報(22日15：33) →注意報へ切替 

大雨洪水警報(22日18：20) →解除

釜石市 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

高潮警報(22日15：33) →注意報へ切替 

大雨警報（22日20：22） →解除 

土砂災害警戒情報（22日20：30） 

洪水警報（22日21：29） →解除 

22日 9：50 22日 22：45

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

高潮警報(22日15：33)→注意報へ切替 

大雨警報（22日20：22） →解除 

土砂災害警戒情報（22日20：30） 

洪水警報（22日21：29） →解除 

災害対策本部に切り替え 

(災害対策本部) (災害対策本部)

22日 22：45 23日 0：35

災害警戒本部から切り替え 

（大槌川氾濫注意水位超過) 

大槌町 

23日 0：35   

宮古市 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨警報（22日20：22） →注意報へ切替

洪水警報（22日21：29） →注意報へ切替

土砂災害警戒情報（22日22：50) 

山田町 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨警報（22日20：22） →注意報へ切替

土砂災害警戒情報（22日20：30） 

洪水警報（22日21：29） →解除 

岩泉町 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨洪水警報（22 日 21：29） →注意

報へ切替 

土砂災害警戒情報（22日22：50) 



田野畑村 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨・洪水警報（22日22：43） →注

意報へ切替 

土砂災害警戒情報（22日22：50) 

22日 9：50 23日 3：05

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨警報（22日22：43） →注意報へ切替

洪水警報（23日01：34） →注意報へ切替

土砂災害警戒情報(23日02：35) 

災害対策本部へ切り替え 

(災害対策本部) (災害対策本部)

23日 3：05 23日 6：52

災害警戒本部から切り替え 

久慈市 

23日 6：52  災害対策本部から切り替え 

普代村 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨警報（23日01：34） →注意報へ切替

洪水警報（23日02：30） →注意報へ切替

土砂災害警戒情報(23日01：45) 

洋野町 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨・洪水警報（23日02：30） →注

意報へ切替 

土砂災害警戒情報(23日04：15) 

野田村 22日 9：50  

波浪警報(22日9：50) 

暴風警報(22日9：50)→強風注意報へ切替 

大雨・洪水警報(23 日 02：30) →注意

報へ切替 

土砂災害警戒情報(23日02：35) 

軽米町 23日 3：00 23日 8：20 大雨警報(23日02：30) →解除 

九戸村 23日 1：40 23日 7：40 大雨・洪水警報(23日01：34) →解除

一戸町 23日 1：45 23日 7：50 大雨・洪水警報(23日01：34) →解除

   ※ 備考欄の警報や警戒情報名の後にカッコ書きした時間は、発表時間を示す。 
 


