
大雨、洪水警報発表に伴う対応状況 

 

                        平成 23 年 7 月 14 日 02 時 50 分現在 

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

                              電話 019(629)5153、5156 

 

 平成 23年 7月 13 日 13 時 05 分に久慈市、普代村、野田村及び田野畑村に大雨、洪水警報が発表

されたことに伴う対応を、岩手県災害対策本部において実施しておりましたが、14 日 02 時 31 分に

警報が解除されたことから、14 日 02 時 50 分時点の対応状況等をお知らせします。 

 

１ ライフライン等の被害状況 

 (1) 停電 

   洋野町 最大 約 300 戸（復旧済） 

 

２ 県、市町村の対応（災害警戒本部の設置、廃止状況） 

(1) 県（本部・支部） 

     県本部、盛岡、花巻、奥州、一関、大船渡、釜石、宮古、久慈及び二戸の各地方支部に

おいて対応（東北地方太平洋沖地震への対応のため、災害対策本部を継続中） 

(2) 市町村（全市町村） 

市町村 設置時刻 廃止時刻 備  考 

盛岡市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(20:29) 

八幡平市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(20:29) 

土砂災害警戒情報(16:10)→解除(20:05) 

雫石町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(19:25) 

葛巻町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(20:29) 

岩手町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(20:29) 

土砂災害警戒情報(16:10)→解除(20:05) 

滝沢村 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(20:29) 

紫波町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(18:18) 

矢巾町 
東北地方太平洋沖地震に伴う 

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(19:25) 

土砂災害警戒情報(17:35)→解除(19:05) 

花巻市 13 日 14：03 14 日 02：31 

大雨、洪水警報(14:03) 

→洪水注意報へ切替(20:29) 

洪水警報(22:44) 

→洪水注意報へ切替(14 日 01:31) 

→大雨注意報へ切替(14 日 02:31) 

土砂災害警戒情報(19:05) 

→解除(14 日 02:15) 



 

市町村 設置時刻 廃止時刻 備  考 

遠野市 
東北地方太平洋沖地震に伴う 

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(18:18) 

 →洪水注意報へ切替(14 日 01:31) 

→大雨注意報へ切替(14 日 02:31) 

土砂災害警戒情報(21:00) 

→解除(14 日 01:15) 

北上市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(18:18) 

西和賀町 
６月 23 日の大雨に伴う災害対

策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(18:18) 

奥州市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→大雨注意報へ切替、洪水警報解除(17:17) 

金ケ崎町 13 日 14：03 13 日 17：17 
大雨、洪水警報(14:03) 

→大雨注意報へ切替、洪水警報解除(17:17) 

一関市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

       →洪水警報解除(17:17) 

       →大雨注意報へ切替(18:18) 

土砂災害警戒情報(14:13)→解除(17:15) 

平泉町 13 日 14：05 13 日 18：20 

大雨、洪水警報(14:03) 

       →洪水警報解除(17:17) 

       →大雨注意報へ切替(18:18) 

藤沢町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

       →洪水警報解除(17:17) 

       →大雨注意報へ切替(18:18) 

大船渡市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:33) 

→大雨注意報、洪水注意報へ切替(17:17) 

大雨、洪水警報(21:22) 

       →洪水注意報へ切替(22:44) 

       →大雨注意報に切替(23:44) 

陸前高田市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:33) 

       →洪水注意報へ切替(17:17) 

       →大雨注意報へ切替(18:18) 

土砂災害警戒情報(15:45)→解除(17:15) 

大雨、洪水警報(21:22) 

       →洪水注意報へ切替(22:44) 

       →大雨注意報に切替(23:44) 

13 日 14：33 13 日 18：18 

大雨、洪水警報(14:33) 

       →洪水警報解除(17:17) 

       →大雨注意報へ切替(18:18) 

土砂災害警戒情報(15:45)→解除(17:15) 住田町 

13 日 21：22 13 日 23：44 
大雨警報(21:22) 

→大雨注意報へ切替(23:44) 

釜石市 
東北地方太平洋沖地震に伴う 

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(19:25) 

→注意報へ切替(23:44) 

大槌町 
東北地方太平洋沖地震に伴う 

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(17:17) 

→注意報へ切替(22:44) 

土砂災害警戒情報(17:35)→解除(22:00) 



 

市町村 設置時刻 廃止時刻 備  考 

宮古市 
東北地方太平洋沖地震に伴う 

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:33) 

→注意報へ切替(22:44) 

土砂災害警戒情報(15:45)→解除(22:00) 

山田町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(15:38) 

→注意報へ切替(20:29) 

岩泉町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

       →洪水注意報へ切替(20:29) 

       →大雨注意報へ切替(21:22) 

土砂災害警戒情報(15:45)→解除(21:00) 

田野畑村 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(13:05) 

→注意報へ切替(20:29) 

久慈市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(13:05) 

→注意報へ切替(20:29) 

土砂災害警戒情報(16:10)→解除(20:05)  

普代村 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(13:05) 

 →注意報へ切替(20:29) 

土砂災害警戒情報(16:10)→解除(20:05) 

洋野町 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:33) 

→注意報へ切替(19:25) 

野田村 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(13:05) 

→注意報へ切替(20:29) 

二戸市 
東北地方太平洋沖地震に伴う

災害対策本部において対応 

大雨、洪水警報(14:03) 

→注意報へ切替(19:25) 

軽米町 13 日 14：35 13 日 19：30 
大雨、洪水警報(14:33) 

→注意報へ切替(19:25) 

九戸村 13 日 14：33 13 日 20：35 

大雨、洪水警報(14:33) 

→大雨注意報へ切替、洪水警報解除(20:29) 

土砂災害警戒情報(16:10)→解除(20:05) 

一戸町 13 日 14：05 13 日 20：30 
大雨、洪水警報(14:03) 

→大雨注意報へ切替、洪水警報解除(20:29) 

 


