令和３年２月 15 日（月）の暴風警報発表に伴う対応状況（続報）
令和３年２月 19 日（金）８時 00 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)5155
令和３年２月 15 日（月）15 時 19 分、県内全域に暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に岩手県災害警
戒本部を設置して対応し、16 日（火）16 時 25 分に岩手県災害警戒本部を廃止しました。
19 日（金）８時現在の対応状況、被害状況等については、次のとおりです。
（下線部は、前回（16 日（火）16 時 25 分現在）からの変更点）
１ 被害等の状況（２月 13 日（土）の地震に伴う被害を除く）
(1) 人的被害 ４人（+１）
・遠野市附馬牛町内 40 代から 60 代男性３人軽傷 16 日（火）朝、強風により休憩所として使用してい
たプレハブごと飛ばされて負傷したもの
・釜石市上中島町地内 90 歳代女性１人軽傷 16 日（火）昼頃、強風に煽られて転倒し負傷したもの
(2) 物的被害 264 件（+205）
ア 住家 31 件（+18）
屋根の飛散、剥離が主体。その他、居宅シャッター等一部破損含む。
イ 非住家 233 件（+187）
公共施設、学校、建物等の屋根の飛散、剥離が主体。その他、防犯柱、鳥居の倒壊、車両一部破損等
含む。
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エ 個別の物的被害状況 別紙
(3) 道路被害
全面通行止め
ア 高速道
以下の道路、区間で一時通行止めがあったが全て解消済み
・東北自動車道 滝沢 IC～鹿角八幡平 IC 上下線（吹雪のため）
・東北自動車道 一関 IC～北上江釣子 IC 上下線（吹雪のため）
・八戸自動車道 安代 JCT～浄法寺 IC（吹雪のため）
・秋田自動車道 北上 JCT～北上西 IC 上下線（吹雪のため）
イ 一般道
以下の道路、区間で一時通行止めがあったが全て解消済み
・一般国道 106 号 宮古市新川町（路面冠水）令和３年２月 15 日 19 時 30 分～22 時 00 分
・主要地方道 32 号二戸田子線 二戸市上斗米字切明畑地内（倒木のため）16 日 11 時 45 分から 17 時
00 分
・一般県道 241 号上斗米金田一線 二戸市下斗米牛間舘（倒木のため）16 日 16 時 30 分から 18 時 00
分
・一般県道 264 号二戸軽米線 二戸市福岡字蝦夷森（倒木のため）16 日 16 時 45 分から 17 時 55 分
(4) 鉄道関係
19 日（金）８時現在、15 日（月）からの暴風による運行への影響はなし（地震による東北新幹線の運行
見合わせは除く）
・警報解除後（16:25 以降）秋田新幹線 14 本、釜石線３本、花輪線６本、山田線１本、八戸線３本、東
北本線 20 本が運休
(5) 花巻空港関係
19 日（金）８時現在、15 日（月）からの暴風による運航への影響はなし
・16 日（火）に 10 便、17 日（水）に４便欠航
(6) ライフライン
15 日（月）からの暴風による停電は全て解消済み
(7) その他 野菜 ６アール
２ 県、市町村の対応（災害警戒本部の設置、廃止状況）
15 日（月）
、県内全域への暴風警報発表に伴い県(本部・９支部)、14 市 15 町４村で災害警戒本部を設置、
概ね被害状況を確認した 16 日（火）16 時 25 分までに廃止した。
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別紙
個別の物的被害状況
１ 住家（31 件）
・遠野市六日町地内 屋根剥離
・遠野市光興寺 屋根飛散
・岩泉町安家 屋根剥離
・花巻市高木 トタン屋根剥離
・花巻市高木 ２階の屋根が全部飛散
・花巻市東和町 母屋の破損
・花巻市東和町 屋根剥離 ５件
・花巻市東和町 屋根飛散 ２件
・花巻市東和町 屋根破損
・花巻市大迫町 屋根剥離
・花巻市大迫町 屋根破損
・花巻市湯本 屋根飛散
・花巻市東十二丁目 屋根破損
・盛岡市青山 屋根飛散
・盛岡市津志田 トタン屋根剥離
・盛岡市安倍館町 屋根飛散
・紫波町上平沢 屋根飛散
・紫波町星山 母屋２階の一部と窓ガラス破損
・紫波町平沢 壁破損
・紫波町平沢 屋根破損
・紫波町中島 屋根破損
・紫波町片寄 屋根破損
・雫石町西安庭 屋根飛散
・一戸町楢山 居宅シャッター破損
・北上市鳩岡崎 屋根剥離
・軽米町上館 テラス屋根等破損
２ 非住家（233 件）
(1) 公共施設（９件）
・花巻市松園 自治公民館西側建物の屋根剥離
・遠野市土淵 土淵地区センター伝承ホール部材破損
・北上市 13-5 屯所に倒木で屋根破損
・北上市常盤台 サンレック北上体育館換気フード落下
・盛岡市渋民 石川啄木記念館付属建物の屋根剥離
・釜石市新町 釜石合同庁舎排気口フード脱落
・二戸市福岡 中央公民館玄関ドア故障
・二戸市堀野 大平球場フェンス、防球ネット等破損
・二戸市福岡 川又屯所屋根剥離
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(2) 学校（21 件）
・八幡平市平舘 平舘小学校のトタン屋根剥離
・花巻市石鳥谷 石鳥谷小学校屋根の破損
・花巻市太田 太田小学校屋根の剥離
・花巻市太田 県立花巻清風支援学校高圧引き込み線碍子破損
・盛岡市前九年 厨川小学校トタン屋根飛散
・盛岡市高松 高松小学校トタン屋根剥離
・盛岡市 北陵中学校屋内運動場トタン屋根剥離
・盛岡市高松 県立盛岡第三高校バックネット故障
・盛岡市茶畑 河南中学校倉庫屋根剥離
・遠野市土渕 土淵小学校屋根剥離
・奥州市 梁川小学校体育館屋根破損
・滝沢市鵜飼 滝沢南中学校武道館出入口破損
・滝沢市穴口 県立盛岡みたけ支援学校職員玄関前雨樋破損
・洋野町大野 大野小学校屋根剥離
・北上市中野 黒沢尻東小学校屋根破損
・北上市黒岩 黒岩小学校駐輪場屋根破損
・北上市更木 更木小学校プール更衣室屋根破損
・北上市村崎野 県立黒沢尻工業高校屋根、窓ガラス破損
・西和賀町湯田 湯田小学校換気扇フード破損
・二戸市福岡 県立福岡高校昇降口等雨漏り
・二戸市石切所 県立二戸高等技術専門校 窓ガラスの破損、倒木による壁の破損
(3) 農林水施設（120 件）
農業関係
・遠野市、雫石町、軽米町ほか３市町：パイプハウスの破損 112 棟
・倉庫等の破損：５棟
林業関係
・遠野市、九戸村：特用林産施設の破損 ３棟
(4) 建物等（48 件）
・花巻市上小舟渡 小屋のトタン屋根剥離
・花巻市中笹間 屋根剥離
・花巻市東和町 蔵の屋根剥離
・花巻市大迫町 蔵の屋根剥離 ２件
・花巻市東十二丁目 小屋屋根剥離
・花巻市新田 倉庫屋根剥離
・花巻市大迫町 納屋屋根剥離
・花巻市東和町 会社建物ガラス破損
・花巻市東和町 倉庫屋根損壊
・花巻市高木 工場建物屋根剥離
・遠野市下宮守 小屋の屋根飛散
・遠野市松崎町 小屋の屋根飛散
・遠野市松崎町 小屋の屋根剥離
・遠野市土淵 小屋のトタン屋根飛散
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・遠野市松崎町 車庫屋根剥離
・遠野市上郷 車庫シート飛散
・遠野市土淵町 寺院屋根剥離
・遠野市青笹町 工場建物屋根剥離
・久慈市栄町 店舗の屋根剥離
・久慈市侍浜町 建物一部崩落（空家等から移項）
・北上市九年橋 車庫破損
・盛岡市みたけ 倉庫屋根剥離
・盛岡市日戸 店舗扉破損
・盛岡市厨川 物置倒壊
・紫波町 倉庫のシャッター飛散
・紫波町高水寺 カーポート壁破損
・紫波町東長岡 小屋屋根破損
・紫波町西長岡 小屋屋根破損
・紫波町佐比内 小屋屋根破損
・紫波町平沢 作業所建物屋根飛散
・雫石町上野 トタン屋根飛散（住家から移項）
・八幡平市松尾 小屋屋根剥離
・八幡平市小柳田 駐輪場建物屋根剥離
・八幡平市上の山 小屋屋根剥離
・滝沢市篠木 小屋屋根飛散
・滝沢市後 小屋全壊
・二戸市浄法寺町 工場建物屋根剥離
・二戸市似鳥加沢 施設建物屋根飛散
・二戸市浄法寺町 工場建物外壁崩落
・二戸市金田一 旅館屋根剥離、看板落下
・二戸市金田一 旅館屋根剥離
・二戸市福岡 倉庫屋根飛散
・二戸市上斗米 小屋屋根飛散
・二戸市浄法寺町 プレハブ小屋横転
・二戸市仁左平 倉庫扉破損
・洋野町大野 浴場施設天窓落下
・軽米町山内 小屋屋根破損
(5) 空家等（19 件）
・盛岡市東松園 物置の屋根剥離
・盛岡市東仙北 屋根剥離
・遠野市下宮守 空家の屋根飛散
・遠野市青笹 店舗フェンス破損
・遠野市 空家屋根剥離
・遠野市東舘 空家トタン屋根剥離
・洋野町種市 物置 1 棟転倒
・山田町八ツ口地内 空家壁剥離（応急処置済み）
・岩泉町門 空家トタン屋根剥離
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・岩泉町向町 空家トタン屋根剥離
・岩泉町浅内 空家、プレハブ屋根飛散
・久慈市侍浜町 空家屋根剥離
・花巻市桜木町 空家屋根剥離
・花巻市中根子 空家屋根剥離
・二戸市堀野 空家屋根剥離
・二戸市福岡 空家壁剥離
・二戸市福岡 空家屋根剥離
・矢巾町土橋 空家屋根剥離
・一戸町小鳥谷 空家屋根剥離
(6) その他（16 件）
・花巻市十二丁目 ふれあいの森で倒木が車両に接触、破損
・盛岡市西青山 倉庫屋根部材落下による駐車車両窓ガラス破損
・盛岡市上太田 市道カーブミラー倒壊（通行に支障なし）
・盛岡市東中野 街路灯支柱倒壊
・盛岡市好摩 看板破損
・遠野市中央通り 店舗看板落下の恐れ（落下防止の応急処置、警戒ロープ処置済み）
・遠野市達曽部 熊野神社鳥居転倒
・八幡平市平舘 防犯灯支柱倒壊（絶縁処置済み）
・八幡平市寺志田 カーブミラー倒壊
・八幡平市兄畑 カーブミラー倒壊
・八幡平市星沢 交通安全看板破損
・洋野町八木北町 防犯灯支柱倒壊
・洋野町種市 電柱のトランス破損（東北電力処置済み）
・宮古市日立浜町 海岸歩道スロープの手すり等破損
・二戸市内 防犯灯倒壊
・紫波町大巻 町指定文化財樹木の倒木
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