
暴風・波浪警報等発表に伴う対応状況 

平成23年１月３日16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30日から平成23年1月2日にかけて暴風・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、対応しております。 

なお、波浪や大雪などによる被害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   一部破損  12棟（久慈市６棟、田野畑村４棟、野田村１棟、普代村１棟） 

 (3) ライフライン  

電気 １月３日15：00現在停電戸数      ４市７町２村 3,544戸 

延べ停電戸数（１月３日15：00現在）  ７市10町５村 73,275戸 

    水道 １月２日16：00現在 岩泉町安家（元村）地区 141世帯断水→復旧済み 

                  岩泉町国境地区 49世帯断水→復旧済み 

(4) 道路被害  ◎全面通行止め ８路線９箇所 (１月３日16：00時現在) 

          ・一般県道 野田長内線（久慈市長内町第 47 地割～第 45 地割、土砂崩れのため） 

          ・一般県道 一戸浄法寺線（一戸町鳥海地区、倒木のため） 

          ・一般県道 元木江刈内線（岩手町白椛地内、雪崩のため） 

          ・一般国道340号（宮古市和井内～岩泉町大渡橋、雪崩のため） 

          ・主要地方道 一戸葛巻線（一戸町姉帯字奥通り、倒木のため） 

          ・一般県道 野々上斗内線（二戸市野々上地区、倒木のため） 
          ・一般県道 二戸軽米線（二戸市福岡字槻木平、倒木のため） 

          ・主要地方道 一戸葛巻線（葛巻町尻高橋、倒木のため） 

          ・一般県道 有芸田老線（岩泉町下有芸字栃ノ木～字肘葛、倒木及び除雪作業のため） 

         ◎片側交互通行  １路線１箇所 

          ・一般国道340号（宮古市堂道地内、倒木のため） 

 (5) 鉄道被害   運休状況 JR 山田線 盛岡～宮古間 終日運休、宮古～釜石間 運転見合わせ 

 (6) 船舶被害   漁船の沈没 １隻 

           ・山田漁港内に停泊している漁船（18ｔ）が積雪により沈没。積載燃料が海上

に若干流出したため、船首、船尾を固定し、オイルフェンス展張済み。人的被

害なし。 

 (7) 農業施設被害  牛舎等の倒壊 11棟（葛巻町） 

 (8) 漁港施設被害  防波堤の倒壊 3箇所（釜石市 2箇所、普代村 1箇所） 

            漁港等の道路被害 2箇所（普代村 1箇所、洋野町 1箇所） 

 (9) 土砂・崖崩れ なし 

 (10) その他    非住家  一部破損17棟（久慈市、葛巻町、田野畑村） 

            文教施設 一部破損１棟（田野畑村(児童館)） 

            その他施設 全壊２棟（洋野町（種市漁港魚市場、中野高家漁港）） 

２ 避難の状況 

  自主避難 １世帯１人（野田村）※帰宅済み 

 

 



３ 県、市町村の対応（災害警戒本部等の設置、廃止状況）及び気象概況 

 (1) 県（本部・6支部） 

区  分 設置時刻 廃止時刻 備  考 

岩 手 県 30日 22：42  

盛岡地方支部 31日 11：10  

花巻地方支部 31日 15：50 １日 11：00  

大船渡地方支部 30日 22：42 ２日 15：20  

釜石地方支部 30日 23：00 ２日 15：15  

宮古地方支部 30日 22：42 ２日 17：15  

久慈地方支部 30日 22：42 ３日 14：08  

二戸地方支部 31日 10：40  

 

 (2) 市町村（24市町村） 

市町村 設置時刻 廃止時刻 備  考 

盛岡市 31日 10：16 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

八幡平市 31日 10：30 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

雫石町 31日 10：30 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

葛巻町 31日 11：00  
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

岩手町 31日 10：16 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

紫波町 31日 10：16 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

矢巾町 31日 13：00 １日 ４：32 
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

遠野市 31日 15：30 １日 11：00 
大雪警報(31日15:30) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

大船渡市 30日 22：42 ２日 15：20 

暴風・波浪警報(30日22:42) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

陸前高田市 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

釜石市 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

大槌町 30日 22：55 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）



宮古市 30日 22：42 ２日 17：15 

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雨警報(31日6:53) 

大雪警報(31日11:52) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

土砂災害警戒情報(31日12：40) 

土砂災害警戒情報解除（31日17:30） 

大雨警報→大雨注意報へ切替（31日22:16）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

山田町 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42)  

大雨警報（31日6:53） 

大雪警報(31日11:52) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雨警報→大雨注意報へ切替（31日20:08）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

岩泉町 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雨警報(31日6:53) 

大雪警報(31日11:52) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雨警報→大雨注意報へ切替（31日20:08）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

田野畑村 

（災害警戒本部） 暴風・波浪警報(30日22:42)  

大雨警報(31日6:53) 

大雪警報(31日11:52) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

31日9：45 災害対策本部へ切替え 

大雨警報→大雨注意報へ切替（31日20:08）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

30日 22：42 ２日 15：15

（災害対策本部） 

31日 9：45 ２日 9：30

久慈市 30日 22：42 ３日 13：25

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雪警報(31日10:16) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

普代村 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雨警報（31日6:53） 

大雪警報(31日10:16) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雨警報解除（31日20:08） 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）



洋野町 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雪警報(31日10:16) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

野田村 30日 22：42 ２日 15：15

暴風・波浪警報(30日22:42) 

大雪警報(31日10:16) 

暴風→暴風雪警報へ切替(31 日 15:30)

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

暴風雪警報→風雪注意報へ切替（1日6:36）

波浪警報→波浪注意報へ切替（2日15：15）

二戸市 

（災害警戒本部） 大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）
31日 10：30 １日 19：00

（災害対策本部） 

１日 19：00

軽米町 31日 10：30 １日 ５：00
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

九戸村 31日 10：30 １日 13：00
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

一戸町 31日 10：30
大雪警報(31日10:16) 

大雪警報→大雪注意報へ切替（1日4:32）

   ※ 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。 


