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● 発災から１年間の主な出来事・市の対応
月　日 主な出来事・市の対応

３月 11日 14時46分、三陸沖を震源とするM9.0の巨大地震発生（大船渡市は震度６弱）
大船渡市災害対策本部及び沿岸地区本部を設置
市内全域で停電。本庁舎は非常用電源により一部の電力を確保
市内全域で上水道及び簡易水道の断水が発生
14時49分、岩手県に津波警報（大津波）（３m）発表（気象庁）
避難指示の発令。防災行政無線による広報
14時54分、大船渡市で－0.2mの津波を観測（気象庁）
15時14分、岩手県に津波警報（大津波）（6m）発表（気象庁）
15時15分、大船渡市で3.2m以上の津波を観測（気象庁）
15時18分、大船渡市で8.0m以上の津波を観測（気象庁）
15時30分、岩手県に津波警報（大津波）（10m）発表（気象庁）
固定電話、携帯電話、インターネット回線が不通
岩手県に自衛隊の派遣を要請
岩手県に緊急消防援助隊の出動を要請
消防署及び消防団による救助活動
海上保安庁の巡視船艇、航空機による捜索開始
避難所の開設及び炊き出しの開始
死亡者、行方不明者の情報収集及び公表
遺体安置所を設置
市災害対策本部員会議・記者会見を４回開催

12日 市内の国道45号の道路啓開及び捜索活動を開始
安否確認等の情報を求めて多くの市民が市役所に来庁
保健師等による避難所を巡回しての保健活動開始
市役所玄関前に災害ボランティアセンターを開設（社会福祉協議会）
市災害対策本部員会議・記者会見を９回開催
20時20分、津波警報（津波）に切り替え（気象庁）

13日 ７時30分、津波注意報に切り替え（気象庁）
10時00分、大船渡港における全ての船の入出港を禁止（釜石海上保安部）
自衛隊給水車による給水活動開始
市内の国道45号の道路啓開が終了
市役所本庁舎を含む、盛町の一部で電力が復旧。
特設公衆電話を大船渡消防署に設置（NTT東日本）
被災しなかったガソリンスタンド事業者が集まり、燃料供給を協議（３月23日まで毎日）
17時58分、津波注意報解除（気象庁）

14日 国際救助隊（中国）が活動開始（３月19日まで）
市営住宅、つばき荘の入居者募集開始（４月17日まで）
陸前高田市へ市職員２名を派遣（３月16日まで）
避難所の可燃ごみの収集、し尿の汲み取り開始
現金による災害義援金、災害見舞金の受付開始
銀河連邦構成市町による支援開始

15日 郵便事業株式会社のバイク便による避難所逓送開始
避難所に生活情報等を掲載したお知らせ文書を配布（４月１日まで）
国際救助隊（米国・英国）が活動開始（３月16日まで）
特設公衆電話を県大船渡地区合同庁舎に移設（NTT東日本）
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月　日 主な出来事・市の対応

３月 16日 岩手県知事による避難所の慰問

18日 被災者の入浴支援開始（８月31日まで）
一般家庭のし尿汲み取り開始
国道45号沿いのガソリンスタンドで一般車両対象に一斉給油
携帯電話を利用して、市ツイッターでの情報提供を再開

20日 障害車両の撤去・移動開始

21日 可燃ごみの通常収集開始
一部の地域から上水道の給水開始
雇用促進住宅の入居者募集開始（３月25日まで）

22日 市議会第１回定例会本会議を再開
災害義援金及び災害見舞金の受付専用口座を開設

23日 市の組織機構に災害復興局を新設
浚渫兼油回収船「清龍丸」入港

24日 JAXAの支援により人工衛星を利用して、市役所本庁舎用のインターネット回線を確保
緊急支援物資を積載した北海道開発局の広域防災フロートが大船渡港に入港

25日 応急仮設住宅の建設開始

27日 大船渡市浄化センターで沈殿処理開始

28日 罹災証明書の交付開始
海上自衛隊による捜索開始

31日 臨時災害放送局「おおふなとさいがいエフエム」の開局

４月 ２日 広報おおふなと臨時号を避難所へ掲示する方式で発行（５月18日まで19回）

４日 市直営路線バス８路線の無料運行開始
不燃ごみ（瓶・缶のみ）通常収集開始
災害ボランティアセンターを総合福祉センター駐車場に移設

６日 応急仮設住宅の入居申込み受付開始
県公舎等の入居者募集開始

７日 23時32分、宮城県沖を震源とするM7.2の余震が発生（大船渡市は震度６弱）
市内全域で停電が発生
23時34分、岩手県に津波注意報発表

８日 ０時55分、津波注意報解除
おおふなとさいがいエフエムによる陸前高田市への放送開始

11日 JAXAによる市災害対策本部への支援終了
市災害復興推進本部を設置

13日 第１回大船渡市災害復興推進本部会議

16日 応急修理住宅の申請受付開始

20日 第２回大船渡市災害復興推進本部会議を開催し、災害復興基本方針を決定
市内小学校の始業式

21日 市内小学校の入学式、中学校の始業式

22日 市内中学校の入学式

23日 応急仮設住宅入居開始
復興に向けた市民意向調査を実施（５月２日まで）

25日 市災害対策本部盛地区本部の設置
電力が復旧（被災地域等の一部を除く）
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４月 27日 災害義援金、被災者生活再建支援金などの申請受付開始
５月 ２日 固定電話、携帯電話が復旧（被災地域等の一部を除く）

６日 簡易水道が復旧（被災地域等の一部を除く）
９日 三陸鉄道復旧に係る対県要望活動
11日 市ホームページが復旧
12日 第１回大船渡市災害復興計画策定委員会
19日 国・県からの災害義援金の支給を開始
27日 自衛隊給水活動終了

上水道が復旧（被災地域等の一部を除く）
30日 第３回大船渡市災害復興推進本部会議

撤去車両の引渡し開始
６月 ２日 第２回大船渡市災害復興計画策定委員会

４日 自衛隊第９音楽隊（青森駐屯地）による激励演奏（６月５日まで）
大船渡市立図書館の再開

６日 第１回復興に向けた地区懇談会開催（６月24日まで11地区）
22日 被災証明書の交付（平成24年３月31日まで）

太平洋セメント㈱大船渡工場での災害廃棄物の焼却処理開始
７月 ４日 第４回大船渡市災害復興推進本部会議

５日 対国要望活動
７日 第３回大船渡市災害復興計画策定委員会
８日 大船渡市復興計画骨子の決定
10日 自衛隊による炊き出しが終了

第１回市民ワークショップを開催
11日 避難所への弁当配布を開始（昼・夜のみ）

粗大ごみの一般持込受付を再開
24日 自衛隊の帰隊セレモニー
27日 空間放射線量の定点観測を開始（市内４カ所）

客船「飛鳥Ⅱ」が入港
８月 ５日 皇太子同妃両殿下が被災地のお見舞いのため、本市を訪問

10日 三陸国道事務所への要望活動
12日 第５回大船渡市災害復興推進本部会議
18日 第４回大船渡市災害復興計画策定委員会
22日 東北地方整備局への要望活動
24日 第２回復興に向けた地区懇談会（９月15日まで13地区）
26日 第６回大船渡市災害復興推進本部会議
28日 市内全避難所閉鎖
29日 第５回大船渡市災害復興計画策定委員会
31日 市災害対策本部及び地区本部を廃止

９月 ３日 大船渡市東日本大震災犠牲者合同慰霊祭を開催（リアスホール）
５日 市直営バスを有料化（高校生以上は１乗車につき100円）
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９月 ６日 客船「ぱしふぃっくびいなす」が入港
７日 大船渡市民文化会館の貸館業務の一部再開

15日 カメリアホールの貸館業務の再開

23日 こども復興会議を開催

30日 中小企業基盤整備機構が整備した仮設施設（店舗・事務所）への入居開始

10月 ６日 第６回大船渡市災害復興計画策定委員会

14日 客船「飛鳥Ⅱ」が震災後２回目の入港

16日 岩手県交通が路線バスの運行を再開

22日 第７回大船渡市災害復興計画策定委員会

25日 学校施設での空間放射線量の測定開始

31日 大船渡市復興計画を策定

12月 １日 すべての一般持ち込みごみの受入を再開

１月 ７日 大船渡市成人式を開催

９日 復興祈念　大船渡市新春四大マラソン大会を開催

２月 13日 公共施設等において空間放射線量の詳細測定を実施

３月 11日 東日本大震災大船渡市追悼式を開催
東日本大震災大船渡市消防団殉職消防団員慰霊祭を開催


