
平成２８年１月１８日からの暴風雪等による被害状況等（第３報） 
 

 

 

 

 
  ※これは速報値であり、数値等は今後変わることがあります。 

 

１ 気象警報の発表状況(警報発表中の地域) 
 ・暴風雪警報：網走（西部・東部・紋別(北部・南部）)、釧路（北部・中部）、根室（北部・中部・南部） 

 ・大雪警報 ：上川（中部）、網走（西部・東部・南部・北見・紋別(北部・南部）)、十勝（北部） 
 ・波浪警報 ：石狩（北部）、後志（北部・西部）、渡島（西部）、檜山（北部・南部・奥尻島）、宗谷（南部）、 

網走（西部・東部・紋別(北部・南部)）、根室（北部） 
 ・高潮警報 ：根室（中部・南部） 
 
２ 被害状況 
（１）人 的 被 害：軽傷１(函館市１(高波により漂流してきたホームタンクに頭部を打ち負傷)) 

調査中１(登別市１(取材中の男性(２５歳)が高波により倒壊したブロック塀に両大腿部
を打ち負傷)) 

（２）住家等被害： 
① 住 家 被 害～ 一部破損３(登別市１(窓ガラス破損)､八雲町１(屋根一部剥離)､ 

えりも町１(屋根一部剥離)) 
  ② 非住家被害～ 全壊２(登別市２(物置全壊)) 
（３）住 民 避 難  別表のとおり 
（４）ライフライン： 

① 国   道～  ８路線、  １１区間 通行止め（1/20  8:00現在）（最大１２路線 １６区間） 
② 道   道～ １０２路線 １２１区間 通行止め（1/20  8:00現在）（最大１１６路線 １４５区間） 
③ 高 速 道 路～  ４路線    ４区間 通行止め（1/20  8:00現在）（最大 ５路線 ５区間） 
  (直轄･ﾈｸｽｺ) 
④ Ｊ   Ｒ～ 1/18運休  １５本（特急 １本、快速・普通 １４本） 

1/19運休 ２０９本（特急３４本、快速・普通１７５本） 
1/20運休 １３２本（特急１２本、快速・普通１２０本） 

⑤ 電   気～ 全て復旧（延べ停電戸数９，９９９戸）（1/20 8:00 現在） 
⑥ 水   道～ 断水等なし 

 
３ 教育機関 

1/18 下校繰上   2校(公立：中学校 1､高等学校 1) 
1/19 臨時休校 505校(公立：幼稚園 18､小学校 227､中学校 159､高等学校 63､特別支援学校 10) 

                   (私立：幼稚園 24､中学校 1､高等学校 3) 

始業繰下  16校(公立：小学校 9､中学校 7) 
下校繰上   3校(公立：小学校 1､中学校 1､高等学校 1) 

1/20 臨時休校 243校(公立：幼稚園 11､小学校 123､中学校 78､高等学校 21､特別支援学校 5)(1/19 15:00 現在) 

(私立：幼稚園 4、高等学校 1) (1/20 8:00 現在) 

始業繰下   9校(公立：小学校 5､中学校 4) (1/19 15:00 現在) 
 
４ 自衛隊災害派遣要請 なし 
 
５ 災害対策本部等の設置 
【北海道】第１非常配備 

 
【市町村】 

 本庁        （1/19  3:00 ～     ） 

渡島総合振興局   （1/18  7:41 ～     ） 

 十勝総合振興局   （1/18 15:45 ～21:45、1/20 4:05～ ） 

 根室振興局     （1/18 18:21 ～     ） 

  オホーツク総合振興局（1/19  0:25 ～     ） 

  檜山振興局     （1/19 16:12 ～     ） 

  後志総合振興局   （1/19 18:22 ～     ） 

 

日高振興局    （1/18 14:13 ～ 1/19 20:20） 

釧路総合振興局  （1/18 18:21 ～      ） 

宗谷総合振興局  （1/18 18:22 ～      ） 

留萌振興局    （1/19  3:29 ～ 1/20  5:50） 

胆振総合振興局  （1/19  8:40 ～ 1/19 17:55） 

石狩振興局    （1/19 18:22 ～      ） 

上川総合振興局  （1/19 20:05 ～      ） 

 根室市災害警戒本部 （1/18 10:30 ～ 1/18 16:30） 

 根室市災害対策本部 （1/18 16:30 ～      ） 

 中標津町災害対応本部（1/18 18:21 ～      ） 

 美幌町災害対策本部 （1/19  9:00 ～      ） 

 利尻町災害対策本部 （1/19  8:35 ～      ） 

  羅臼町災害警戒本部 （1/20  8:30 ～     ） 

標津町災害対策本部 （1/18 17:00 ～ 1/20 8:30） 

釧路市災害警戒本部 （1/19  8:00 ～ 1/19 16:15） 

清里町災害対策本部 （1/19  8:00 ～      ） 

白老町災害対策本部 （1/19 11:23 ～ 1/19 16:20） 

北見市災害対策本部 （1/19 16:45 ～      ） 

 

Ｈ２８．１．２０ ９時３０分現在 

北海道総務部危機対策局危機対策課 

連絡先：防災グループ(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 011-204-5008 



別表

１　避難指示

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由

世帯 人

２　避難勧告

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由
根室 根室市 沿岸地域 4069世帯 9,700人 1/19 7:30 1/19 15:50 高潮による浸水危険

4,069世帯 9,700人
(最大） 4,069世帯 9,700人

３　避難準備情報

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由
根室 根室市 沿岸地域 4069世帯 7400人 1/18 17:00 高潮による浸水危険

根室 標津町 市街地 9世帯 25人 1/18 18:00 1/19 16:00
忠類 1世帯 3人 1/18 18:00 1/19 16:00

10世帯 28人

４　避難所開設・避難者数

振興局 市町村 地区 開設 閉鎖 避難者数 備考
根室 根室市 沿海地域 1/18　20:00 6人

1/18　20:00

1/18　20:00

1/18　20:00

別海町 沿海地区 1/18　18:30

1/18　18:30

1/18　18:30

1/18　18:30

標津町 市街地、忠類 1/18　18:00 1/19 16:00

全域 1/19 18:00 1/20 7:40

1/19 18:00 1/20 7:40

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 全域 1/19　9:00 3人
清里町 全域 1/19　10:30

1/19　10:30

興部町 全域 沙留公民館 1/19　12:00

興部町福祉保健総合センター 1/19　12:00

津別町 全域 生活改善センター（町民会館） 1/19 17:00 1人
北見市 全域 常呂町公民館 1/19 18:00 2人
雄武町 全域 雄武消防団第一分団詰所 1/19 20:00 1/20 8:35

湧別町 全域 上湧別コミュニティーセンター 1/19 20:00 1人
湧別町総合支所 1/19 20:00

滝上町 全域 基幹集落センター 1/19 20:00

佐呂間町 全域 浜佐呂間活性化センター 1/19 20:15

西興部村 全域 西興部村役場 1/20 9:00

道の駅「花夢」 1/20 9:00

胆振 白老町 萩野 1/19　9:20 1/19　15:30

宗谷 利尻町 沓形 1/19 15:00 1/20 9:00

仙法志 1/19 15:00 1/20 7:30

釧路 標茶町 虹別 1/19 17：30 1/20 8:30

渡島 函館市 恵山 1/19 17:00 7人

20人

町民会館

計

総合保健福祉センター

利尻町公民館
虹別酪農センター

利尻町交流促進施設

パパスランドさっつる

住 民 避 難 情 報

発令日時 解除日時

計

発令日時 解除日時

発令日時 解除日時

計

計

高潮に対する避難準備

1/19 7:30 避難勧告へ移行

避難所
根室市図書館

標津町役場

柏野会館

走古丹地域防災センター

床丹地域防災センター

厚床会館
歯舞会館あさひ

尾岱沼地域防災センター

しゃきっとプラザ

落石会館
本別海地域防災センター

標津町役場
川北生涯学習センター

発令なし 



別表

振興局 予報区 警報等の種類

石狩 石狩北部 波浪警報

後志 後志北部 波浪警報

後志西部 波浪警報

渡島 渡島西部 波浪警報

檜山 檜山北部 波浪警報

檜山南部 波浪警報

檜山奥尻島 波浪警報

上川 上川中部 大雪警報

宗谷 宗谷南部 波浪警報

オホーツク 網走西部 暴風雪警報

大雪警報

波浪警報

網走東部 暴風雪警報

大雪警報

波浪警報

網走南部 大雪警報

北見地方 大雪警報

紋別北部 暴風雪警報

大雪警報

波浪警報

紋別南部 暴風雪警報

大雪警報

波浪警報

十勝 十勝北部 大雪警報

釧路 釧路北部 暴風雪警報

釧路中部 暴風雪警報

根室 根室北部 暴風雪警報

波浪警報

根室中部 暴風雪警報

高潮警報

根室南部 暴風雪警報

高潮警報

　　※ 警報が発表されている予報区のみ記載

気象警報の発表状況


