岩手県沿岸北部を震源とする地震に伴う対応状況
平成 20 年 7 月 28 日 9 時 30 分現在
総 務 部 総 合 防 災 室
平成 20 年 7 月 24 日 0 時 26 分に震度６強（洋野町）が発生したことに伴い、岩手県災
害対策本部を 7 月 24 日 0 時 26 分に設置し対応しておりますが、28 日 9 時 30 分現在の被
害情報及び対応状況等についてお知らせします。
１

住民等の被害

（１） 人的被害：負傷 ８７名（重傷者２１名、軽傷者６６名）
・盛岡市
負傷 ６名（重傷者１名（階段で転倒し足骨折）、軽傷者５名）
・雫石町
負傷 １名（軽傷者１名）
・葛巻町
負傷 １名（重傷者１名（避難途中で足首を捻り、骨部損傷）
・花巻市
負傷 ５名（軽傷者５名）
・遠野市
負傷 ５名（軽傷者５名）
・金ヶ崎町 負傷 １名（軽傷者１名）
・釜石市
負傷 ２名（軽傷者２名）
・宮古市
負傷１６名（重傷者５名（避難の際にアキレス腱断裂など、軽傷者１１名）
・大槌町
負傷 ２名（軽傷者２名）
・一関市
負傷 ３名（重傷者２名（ベットから転落で頚椎損傷など）軽傷者１名）
・山田町
負傷 ３名（軽傷者３名）
・岩泉町
負傷 ２名（軽傷者２名）
・川井村
負傷 ２名（軽傷者２名）
・久慈市
負傷１３名（重傷者３名（落下物による骨折など）、軽傷者１０名）
・北上市
負傷 ６名（重傷者２名（箪笥にわき腹をぶつけ肋骨骨折等、軽傷者４名）
・西和賀町 負傷 １名（重傷者１名（ベットから転落で鎖骨骨折）
）
・奥州市
負傷 ６名（重傷者１名（避難時に転倒し手首骨折）、軽傷者５名）
・大船渡市 負傷 ５名（重傷者１名（屋根の点検中誤って転落）
、軽傷者４名）
・陸前高田市負傷 １名（重傷者１名（屋根瓦補修時に屋根から転落）
・軽米町
負傷 １名（軽傷者１名）
・洋野町
負傷 ３名（重傷者２名（玄関で転倒など）
、軽傷者１名）
・普代村
負傷 １名（軽傷者１名）
・田野畑村 負傷 １名（重傷者１名（地震に驚き体調を崩し、救急搬送）
）
（２） 物的被害
市町
被害棟数
被害状況
盛岡市
４棟
住家一部破損（３）、非住家（１）
北上市
１棟
住家一部破損（１）
平泉町
４棟
住家一部破損（２）、非住家（２）
大槌町
４棟
住家一部破損（４）
久慈市
３３棟
住家一部破損（２８）
、非住家（５）
洋野町
３２棟
住家一部破損（１３）
、非住家（19）
野田村
２棟
住家一部破損（１）、非住家（１）
普代村
１０棟
非住家（１０）
田野畑村
２棟
住家一部破損（１）、非住家（１）
釜石市
５棟
住家一部破損（３）、非住家（２）
大船渡市
６棟
住家一部破損（５）、非住家（１）
遠野市
８棟
住家一部破損（８）
山田町
１棟
住家一部破損（１）
軽米町
１棟
非住家（１）
一関市
５棟
住家一部破損（３）、非住家（２）
宮古市
１３棟
住家一部破損（１３）
合計
１３１棟
住家一部破損８６、非住家４５

２

施設関係の被害

（１） 医療機関等
・県立病院：江刺病院で 1 名負傷（落下物により額裂傷）
久慈病院、大船渡病院、釜石病院、山田病院等で物的被害
・県内１８医療機関でボイラー水漏れ等の建物被害あり。
（２） 社会福祉施設等
①老人福祉施設：１８施設でガラス破損、ボイラー停止など
②障がい福祉施設：１３施設でタイルはがれ、天井亀裂など
③児童福祉施設：３６施設でタイルはがれ、天井亀裂など
（３） 教育施設
被害のあった学校は次のとおり
【公立学校】市町村立：１５５校
黒沢尻東小学校、黒沢尻西小学校、久慈小学校、久慈湊
小学校、長内中学校、山形中学校、種市小学校、平内小
学校、大野小学校、種市中学校、大野第一中学校、二戸
西小学校、戸田小学校など（窓ガラス破損、掲示物の落
下、水道管破裂など）
県立学校：４７校
盛岡第二、盛岡南、盛岡工業、花巻南、前沢養護、大船
渡東、宮古北、久慈、種市、大野、伊保内など（エレベー
タ停止、窓ガラス破損、外壁にクラックなど）
社会教育等施設４７施設
アイスアリーナ、盛岡市立図書館、盛岡西部公民館、矢
巾田園ホール、北上市さくらホール、陸中海岸青少年の
家、種市屋内温水プール、洋野町民文化会館、種市体育
館、大野体育館、大野プールなど（水道管漏水、ガラス
破損、天井パネル落下など）
県立大学：天井ボード、照明一部落下、液化ボンベ２本転倒
【私立学校】岩手看護専門学校、盛岡調理師専門学校、ふじなでしこ幼稚園、盛
岡大学附属厨川幼稚園、小百合幼稚園、三愛学舎、岩手女子高校で
壁の一部落下、廊下の天井一部落下、置物の落下
（４） その他
・久慈合同庁舎→ガラス破損、床タイル破損、階段手すりコンクリートひび割れ
・奥州地区合同庁舎→土木部分室壁一部落下
・北上地区合同庁舎→壁のひび割れ、脱落など
・釜石地区合同庁舎→天井一部破損、落下など
・一関地区合同庁舎→ボイラー室内オイルサービスタンク緊急遮断弁の一部脱落
・文化財等 → 盛岡市、花巻市、陸前高田市、二戸町、一戸町で発掘土器破損
など
３

公共土木施設
① 道路→全面通行止めなし。
片側交互通行６路線６箇所
② 砂防→土砂災害危険箇所点検の実施予定：6,069 箇所
TEC‑
FORCE：久慈市、洋野町、軽米町、野田村の点検を実施し、現在、
点検結果を取りまとめ中。
③ ダム→なし
④ 都市公園→なし

⑤ 住宅→被災建築物応急危険度判定：先遣隊による状況把握←判定活動を行なわ
ないこととした。
⑥ 下水道→国土交通省は TEC‑
FORCE４名を本県に派遣：25 日から洋野町、久慈市、
野田村、岩泉町の各浄化センターの調査を行なったところ、地盤の液
状化現象は確認されず、施設の被害も無かった。
⑦ 港湾→久慈港、小本港で岸壁のエプロン舗装に若干の変状有り。
４

農林水産業施設
① 農地・農業用施設→水田：畦畔崩壊１５箇所（花巻市、奥州市、遠野市ほか）
水路：パイプラインの破損５箇所（一関市、奥州市ほか）
畑：法面崩落等２箇所（盛岡市、遠野市）
草地：法面崩落等３箇所（遠野市）
ため池：堤体の亀裂 1 箇所（盛岡市）
道路：舗装面の亀裂等 2 箇所（田野畑村）
② 農業施設→園芸関係：菌床しいたけ破損１０箇所（久慈市ほか）
畜産関係：建物内壁亀裂など２箇所（岩泉町、洋野町）
その他：農協事務所・倉庫の外壁破損等２１箇所
（久慈市ほか）
③ 林業施設→林地崩壊：５箇所（葛巻町、宮古市、岩泉町、普代村）
林道：法面崩壊 4 箇所など
森林：民有林５箇所（県有林は現時点で被害報告なし）
④ 水産業施設→水産物：養殖魚イワナ稚魚へい死 51ｋｇ（岩泉町）
水産施設：水産物産地市場：1 箇所（大槌町）
漁港施設：県管理で種市漁港と重茂漁港で舗装沈下など
市町村管理で机漁港、織笠漁港、平井賀漁港で側溝破
損など
⑤ 県有施設→生物工学研究所：ホール天井板一部破損
緑化センター：玄関庇天井版一部破損

５

ライフライン
① 水道関係→断水：久慈市川井簡易水道において、7 月 26 日 19：15 に給水を開
始し２６０戸が復旧。現在、清水川水源から給水している２００戸が断水中。
なお、清水川水源は 30 日に仮設ろ過器を設置し、８月２日に給水開始予定。
② 電力関係→花巻市、遠野市、岩泉町で停電：2,658 戸 ← 全て復旧
企業局：巡視結果異常なし
③ ＬＰガス→久慈市 ガス漏れ２件 ←対応済み
④ ＪＲ→東北新幹線、秋田新幹線は通常運転
東北本線は運転再開（運休、遅れが発生）
田沢湖線、花輪線は通常運転
釜石線、大船渡線、八戸線は運転再開（遅れが発生）
北上線は運転再開（遅れが発生）
山田線は運転再開（遅れが発生）
岩泉線は運転再開（遅れが発生）
⑤ ＩＧＲ→盛岡〜目時〜八戸 運転再開（遅れ：最大 30 分〜10 分）
⑥ 三陸鉄道→北リアス線：運転再開（遅れ発生）、
南リアス線：運転再開（遅れ発生）
⑦ バス→岩手県交通、県北バス 通常運行
⑧ 高速道路→東北自動車道、八戸自動車道が全面通行可

６

企

業（商工関係）

・奥州市、花巻市、軽米町、平泉町、田野畑村等で被害
１４８事業所 28 日現在の被害額 120,198 千円

７
○

観光施設
被害詳細調査中。
避難の状況
（１）避難勧告による避難実施：なし
（２）自主避難実施：２世帯８名（遠野市、山田町）→

全て自宅へ帰宅済み

