
 
報 道 発 表 資 料 

平成 23 年 4 月 27 日 

気 象 庁 

 

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」に伴う 

東日本大震災の復旧・復興担当者、被災者向けの 

市町村を対象とした気象情報の提供開始について 

 

 

 

 

気象庁では、東日本大震災の復旧・復興活動等を気象情報提供の面から支援

するため、気象庁ホームページに関連情報をワンストップで入手できる「東日

本大震災 ～東北地方太平洋沖地震～ 関連ポータルサイト」を設けて各種情

報の提供を行っているところです。 

 

 復旧・復興活動は、その多くが屋外で行われるため天候の影響を受けやすく、

またインフラの復旧状況によっては気象災害に脆弱となっていることから、本

日(27 日)17 時より、同ポータルサイトにおいて、復旧・復興活動をされる方々

や避難所や被災地で生活されている方々に向け、別紙の101市町村を対象とし、

復旧作業等に必要な気象情報を 1 枚にまとめた資料（別添参照）の提供を開始

します。対象とする市町村や情報内容は、地方自治体等の利用者側の要望に応

じ追加する等、改善することとしています。 

 

なお、同資料は、「関連ポータルサイト」の「気象予測資料 被災者・復旧担

当者支援の天気情報」から入手いただけます。 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/jishin-portal.html 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

（全般について） 

気象庁予報部業務課          03-3212-8341（内線 3105） 

（資料の内容について） 

     気象庁予報部予報課気象防災推進室   03-3212-8341（内線 3125） 

東日本大震災の復旧・復興活動や被災者の皆様の避難所等での生活に気象

情報を有効に利用いただくため、101 の市町村を対象として、復旧作業等に

必要な気象情報や潮位情報を 1枚にまとめた資料の提供を開始します。 



 
別 紙 

支援資料発表市町村一覧 

県名 市町村名 県名 市町村名 県名 市町村名 

青森 八戸市 宮城 名取市 福島 本宮市 

  三沢市   角田市   桑折町 

  おいらせ町   多賀城市   国見町 

  階上町   岩沼市   大玉村 

岩手 盛岡市   登米市   玉川村 

  宮古市   栗原市東部   広野町 

  大船渡市   栗原市西部   楢葉町 

  花巻市   東松島市   富岡町 

  北上市   大崎市東部   大熊町 

  久慈市   蔵王町   双葉町 

  遠野市   大河原町   浪江町 

  陸前高田市   柴田町   新地町 

  釜石市   丸森町 茨城 北茨城市 

  奥州市   亘理町   高萩市 

  滝沢村   山元町   常陸太田市 

  紫波町   松島町   日立市 

  矢巾町   七ヶ浜町   東海村 

  金ケ崎町   利府町   ひたちなか市 

  平泉町   大和町東部   水戸市 

  一関市   大和町西部   大洗町 

  藤沢町   大郷町   鉾田市 

  大槌町   富谷町   鹿島市 

  山田町   涌谷町   神栖市 

  岩泉町   美里町   稲敷市 

  田野畑村   女川町 栃木 那須町 

  普代村   南三陸町   那須烏山市 

  野田村 福島 福島市   宇都宮市 

  洋野町   郡山市   那珂川町 

宮城 仙台市東部   いわき市   高根沢町 

  仙台市西部   須賀川市 千葉 浦安市 

  石巻市   相馬市   我孫子市 

  塩竃市   二本松市   香取市 

  気仙沼市   南相馬市   旭市 

  白石市   伊達市     



問い合わせ先　　仙台管区気象台予報課（022-297-8103）

復旧担当者・被災者向け気象支援資料（宮城県仙台市東部）
平成23年4月27日　11時00分

天気の解説

２７日は、前線の影響で、曇りや晴れで雨の降る所があるでしょう。午後は大気の状態が不

安定となるため、雷を伴う所もある見込みです。

 

＜天気変化等の留意点＞

２７日昼過ぎからは、大気の状態が不安定となるため、雷の発生する所がある見込みです。

竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、ひょうに注意して下さい。

 

仙台市東部付近の天気
日 27日 28日

時 12-15時 15-18時 18-21時 21-24時 0-3時 3-6時 6-9時 9-12時

天気

３時間雨量 (ミリ) 0 0 0 0 1～4 1～4 1～4 5～9

気温 (℃) 20 22 17 15 13 12 12 14

風向

風速 (m/s) 13 13 13 13 13 13 13 13

波の高さ (ｍ) 1.5 3 3 3 4 4 4 4

風向 0m/s  1-4m/s  5-9m/s  10m/s以上    注意報基準(3m)以上の波は太字にします。

気温は各時間帯の初めの時間の予想値です。例えば18-21なら18時の予想値です。

 

週間天気予報　（宮城県東部　気温：仙台）
日 28日(木) 29日(金) 30日(土) 1日(日) 2日(月) 3日(火) 4日(水)

天気 雨後晴 晴時々曇 晴後曇 曇一時雨 曇時々晴 曇時々晴 曇

降水確率(%) 60/80/20/10 20 20 70 30 30 30

最高気温(℃) 17 17 21 21 17 17 16

最低気温(℃) 12 7 7 13 9 8 7

降水確率の１日目は、0-6/6-12/12-18/18-24時です。
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問い合わせ先　　仙台管区気象台予報課（022-297-8103）

復旧担当者・被災者向け気象支援資料（宮城県仙台市東部）
平成23年4月27日　11時00分

宮城県の天気分布予報

仙台塩釜港の潮位 

　　注：図で示した潮位は標高０ｍを基準としています。
　　　大きな地盤沈下により標高が地震前より低くなっている地域もあります。ご利用にあたっては、
　　気象条件が平穏な場合の潮位（天文潮位）との差、前日の潮位との変化を把握しご利用ください。
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