
北西太平洋を震源とする地震による津波被害について（最終報） 

 
 平成１９年１月１５日１０時３０分 

消 防 庁 
１．主な被害状況 

被害なし 
 
２．地方公共団体の災害対策本部等の状況 
（１）都道府県 

北海道    １３日 １３：３６ 災害対策連絡本部設置 
          →１７：５９ 第１非常配備体制に移行 →２１：４５ 解除 

支 庁   １３日 １３：３６ 災害対策地方連絡本部設置 
（東京、宗谷、網走、十勝、釧路、根室） 

             →１７：５９ 第１非常配備体制に移行 →２１：４５ 解除 
   岩手県    １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２３：２０ 解散 
   和歌山県   １３日 １３：３６ 警戒体制２号 →２２：１０ 解除 
   三重県    １３日 １３：３６ 準備体制 →２２：３６ 解除  

福島県    １３日 １３：３６ 警戒配備体制 →２３：００ 解除 
静岡県    １３日 １３：３６ 事前配備体制 →２２：４５ 解除 
茨城県    １３日 １３：３６ 警戒体制（事前配備第 1） →２２：１０ 解除 

 （２）市町村 
   北海道 
    紋別市   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：４０ 解散 
    網走市   １３日 １３：５５ 災害対策本部設置 →１９：００ 解散 
    北見市   １３日 １３：４０ 災害対策本部設置 →１８：２０ 解散 
    斜里町   １３日 １３：３６ 災害対策本部設置 →１９：００ 解散 
    湧別町   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：４０ 解散 
    興部町   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    雄武町   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：１５ 解散 
    小清水町  １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：２５ 解散 
    佐呂間町  １３日 １４：１０ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    釧路市   １３日 １３：４０ 災害対策本部設置 →１８：１５ 解散 
    釧路町   １３日 １３：４５ 災害対策本部設置 →１８：４５ 解散 
    厚岸町   １３日 １３：４５ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    浜中町   １３日 １３：４５ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    白糠町   １３日 １４：００ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    根室市   １３日 １３：４０ 災害対策本部設置 →２１：４０ 解散 



    羅臼町   １３日 １３：３６ 災害対策本部設置 →２１：３５ 解散 
    標津町   １３日 １３：３５ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    別海町   １３日 １３：４５ 災害対策本部設置 →１９：００ 解散 
    稚内市   １３日 １３：４０ 災害対策本部設置 →１８：３０ 解散 
    猿払村   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →１８：５０ 解散 
    浜頓別町  １３日 １３：４８ 災害対策本部設置 →１９：００ 解散 
    枝幸町   １３日 １３：３６ 災害対策本部設置 →１９：００ 解散 
   岩手県 
    大船渡市  １３日 １３：４０ 災害警戒本部設置 →２２：１５ 解散  
    陸前高田市 １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１５ 解散 
    釜石市   １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散 
    大槌町   １３日 １３：４３ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散     
    宮古市   １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１５ 解散    
    山田町   １３日 １３：４０ 災害警戒本部設置 →２２：１１ 解散 
    岩泉市   １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散    
    田野畑村  １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散 
    久慈市   １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散 
    普代村   １３日 １３：４０ 災害警戒本部設置 →２２：１０ 解散 
    洋野町   １３日 １３：３６ 災害警戒本部設置 →２２：４８ 解散 
    野田村   １３日 １３：４０ 災害警戒本部設置 →２２：３９ 解散 
   三重県 
    大紀町   １３日 １３：５０ 災害対策本部設置 →２２：１４ 解散 
 
３．地方公共団体の避難勧告等状況（平成１９年１月１５日１０：３０現在） 
 

道 県 種 別 市町村数 対象世帯 対象人員 

避難指示 ０ ０ ０ 
北海道 

避難勧告 ２２ ３７，８０３ ９６，７６３ 

避難指示 ０ ０ ０ 
岩手県 

避難勧告 ２ ３，８８１   １２，８１３ 

避難指示 ０ ０ ０ 
三重県 

避難勧告 １ ９００ ２，５００ 

 
    
 



４．総務省消防庁の対応 
１３日 １３：３６ 消防庁第１次応急体制（災害対策室設置） 
   →２２：１０ 解除 

 
５．政府の対応 
 １３日 １３：４０ 内閣府情報対策室設置 
    →１５日  ９：３０ 解散 
 １３日 １３：４０ 官邸連絡室設置 
    →１４日 １０：００ 解散 
 
６．その他 
 １３日 １４：０９ 仙台市消防ヘリ離陸、情報収集及びヘリテレ伝送実施 
    →１５：３４ 帰投 
１３日 １５：１４ 北海道消防防災ヘリにて情報収集開始 
   →１９：３７ 帰投 


