
１．本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省 3月11日 14：46 非常体制

北海道開発局 3月11日 15：30 非常体制

東北地方整備局3月11日 14：46 非常体制
関東地方整備局3月11日 14：53 非常体制
北陸地方整備局3月11日 14：46 警戒体制 中部運輸局 3月11日 14：46 警戒体制

中部地方整備局3月11日 16：08 非常体制 近畿運輸局 3月11日 14：50 警戒体制

近畿地方整備局3月11日 16：08 非常体制 神戸運輸監理部3月11日 15：31 警戒体制
中国地方整備局3月11日 16：08 警戒体制 四国運輸局 3月11日 16：08 警戒体制
四国地方整備局3月11日 16：08 非常体制 中国運輸局 3月11日 15：35 注意体制

沖縄総合事務局3月11日 15：30 警戒体制

国土地理院 3月11日 15：31 非常体制

気象庁 3月11日 非常体制

札幌管区気象台3月11日 非常体制

東京管区気象台3月11日 非常体制
福岡管区気象台3月11日 非常体制

２．地震の概要

○発生日時　平成23年3月11日　14時46分頃

○震源地 三陸沖

災　害　情　報
平成23年3月11日　20:30作成

国土交通省

平成２３年東北地方太平洋沖地震（第５報）

北海道運輸局 3月11日 14：46 警戒体制

九州運輸局　　 3月11日 15：30 警戒体制

東北運輸局　 3月11日 14：46 非常体制
関東運輸局 3月11日 14：46 非常体制

仙台管区気象 3月11日 非常体制

大阪管区気象 3月11日 非常体制
沖縄気象台 3月11日 非常体制
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○震源地　　三陸沖

○震源の深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は8．8（暫定値）

○震度６弱以上を観測した地域

震度７

震度６強

震度６弱

＜津波警報等発表状況（３月11日２０時１６分時点）＞

○ 津波警報（大津波）

岩手県、宮城県、福島県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、

茨城県、千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、北海道太平洋沿岸東部、

 北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、千葉県内房、小笠原諸島、

相模湾・三浦半島、静岡県、和歌山県、徳島県

○津波情報（津波）

奄美諸島・トカラ列島、北海道日本海沿岸南部、陸奥湾、東京湾内湾、

伊勢・三河湾、淡路島南部、愛媛県宇和海沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、

大分県豊後水道沿岸、鹿児島県東部、鹿児島県西部、沖縄本島地方、

大東島地方、宮古島・八重山地方

愛知県外海、三重県南部、高知県、宮崎県、種子島・屋久島地方、

宮城県北部

宮城県南部・中部 福島県中通り・浜通り 茨城県北部・南部

栃木県北部・南部

岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部 福島県会津

群馬県南部 埼玉県南部、 千葉県北西部
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○津波注意報

オホーツク海沿岸、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、岡山県、香川県、

愛媛県瀬戸内海沿岸、有明・八代海、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、

秋田県、山形県、新潟県上中下越、佐渡、富山県、石川県能登、広島県、

山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸

＜主な検潮所で観測した津波の観測地（１１日２０時１６分現在）＞

津波観測点名称　 津波の高さ（最大波） 観測時刻

相馬 ７．３ｍ 以上 １１日１５時５０分

大洗 ４．２ｍ １１日１６時５２分

宮古 ４．０ｍ 以上 １１日１５時２１分

釜石 ４．１ｍ 以上 １１日１５時２１分

大船渡 ３．２ｍ 以上 １１日１５時１５分

石巻市鮎川 ３．３ｍ 以上 １１日１５時２０分

根室市花咲 ２．８ｍ １１日１５時５７分

浦河 ２．７ｍ １１日１６時４２分

八戸 ２．７ｍ 以上 １１日１６時５１分

苫小牧東港 ２．５ｍ １１日１６時１７分

３．国土交通省の対応

○１１日１４：４６　国土交通本省非常体制

○１１日１４：４６　国土交通省非常災害対策本部設置

○１１日１５：１５　国土交通省緊急災害対策本部設置

○１１日１５：４５　第１回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１１日１７：００　第２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１１日１７：３０　第３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○国土交通大臣より 「被災状況の早期把握と応急対応に全力を挙げるようにお願いする 旨指示
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○国土交通大臣より、「被災状況の早期把握と応急対応に全力を挙げるようにお願いする。」旨指示

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

○所管施設等について点検中

○大津波警報が発令されている北海道、東北地方及び関東地方に関しては、海岸線を走る

バス・タクシー・トラック事業者に運行の自粛を要請するよう北海道運輸局、東北運輸局

及び関東運局に対し指示済み。

○大津波警報が発令されている北海道、東北地方及び関東地方に関しては、海岸線を走る

バス・タクシー・トラック事業者に運行の自粛を要請するよう北海道運輸局、東北運輸局

及び関東運局に対し指示済み。

 ○テックフォース先遣隊として、１２日早朝より、本省２班８名、地整３班１０名によるヘリコプター５機にて

東北地方の広域被害調査を実施予定。

○茨城県より関東地整にテックフォースの派遣要請があり、橋梁の点検をお願いされている。　

関東地整では、職員を４班１５～２０名を対応

○東北地方整備局及び各事務所との連絡体制の確立

○庁舎の被害状況を確認。被害なし。

○国土交通副大臣より、「大臣指示を踏まえ、現在の被災状況、対応を把握、迅速かつ的確な初動対応
を実施すること。」「・ また、政府、関係機関や自治体等と相互に緊密な連携を図り、人命被害を最小限
に食い止めることを最優先に実施すること。」旨指示

○宮城県庁（４人）、岩手県庁（２名）、福島県庁（２名）へリエゾンを派遣。

○国土地理院にて３月１２日１５時１５分　　災害現場航空写真撮影（予定）
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○災害対策ヘリコプター出動状況　（平成23年3月11日 20:30現在）

○災害対策用機械出動状況　（平成22年3月11日20:30現在）

1

４．海上保安庁の対応

（１）体制

１４：５０　海上保安庁対策本部設置

第二、三、四、五、十、十一管区海上保安本部対策本部設置

第六、七、九、十管区海上保安本部対策室設置

１５：００　第一管区海上保安本部対策本部設置

第八管区海上保安本部対策支援室設置

（２）被害状況

岩手県久慈漁港　2名漂流中

宮城県気仙沼 1名漂流中

家屋の屋根に1名乗ったまま家屋とともに漂流中

出動 青森県八戸市 照明車 3月11日

20:55

20:55

ほっかい号　点検中

東京ヘリポート着　

新潟着

東京ヘリポート着　

静岡空港到着

明日１１：２０　東京ヘリポートに到着予定

整備局名 出動理由 状況 出動先 機械名 台数 期間

東北地整 夜間照明　八戸市小中野中学校

北海道

東北

北陸

中部

近畿

四国

九州

関東 20:55

20:55

20:55 桶川に到着
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宮城県荒浜漁港　人が流されている

福島県小名浜　客船「コーラルグリーン」（20名乗船）座礁し、浸水中

福島県中の作　1名ブイにつかまって漂流中

宮城県松島　まき網漁船（8名乗船）機関故障

千葉県銚子　船舶3隻が転覆、人も漂流

その他調査中

（３）対応状況

・ 巡視船艇・航空機により北海道～沖縄県の太平洋側沿岸域被害状況調査及び救助実施中

・ 港則法適用港関係者等に対して電話FAX等により情報提供

・ １５:０１～１５:４４にかけて地震・津波に関する日本航行警報、ＮＡＶＴＥＸ警報済み

・ １４７港で船舶への避難勧告、９３港で警戒勧告を実施

・ 緊急災害対策本部の設置受け、１５：１４日本海溝型地震動員計画を発動

（４）対応勢力（出動準備中を含む）

・ 巡視船艇　　２４２隻（巡視船７９隻、巡視艇１６３隻）

・ 航空機　　　３３機（固定翼１２機、回転翼２１機）

・ 特殊救難隊　１０名

５．人的被害

人的被害：確認中

建築物被害：秋田県警、見える範囲で建物の倒壊、火災発生なし（警察庁14:50）

宮城県警、有視界の倒壊はなし。
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６．所管施設等の状況

○河川（3月11日20時30分）

【国管理河川】

点検状況

整備局等 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

北海道開発局 十勝川 音更川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 幌内川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 戸蔦別川 15:20 17:55

北海道開発局 十勝川 帯広川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 然別川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 美生川 15:20 17:55

北海道開発局 十勝川 十勝川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 途別川 15:20 17:55
北海道開発局 十勝川 士幌川 15:20 17:55

北海道開発局 石狩川 石狩 15:40 16:35
北海道開発局 石狩川 幾春別 15:40 16:35
北海道開発局 石狩川 旧美唄 15:30 17:30

北海道開発局 石狩川 幌向 15:25 17:50
北海道開発局 石狩川 札幌管内 15:23 18:00
北海道開発局 石狩川 当別 15:23 18:00

北海道開発局 石狩川 篠津 15:25 16:40
北海道開発局 石狩川 夕張 15:25 17:50
北海道開発局 石狩川 清真布 15:25 17:50

北海道開発局 沙流川 沙流川 15:10
北海道開発局 石狩川 千歳 15:10
北海道開発局 石狩川 石狩・千 15:25 16:40
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被害状況

都道府県 水系 河川 市町村
地点 被害状況

対策状況
左右岸 KP 状態 数量(m)

岩手県 北上川 北上川 矢巾町 右 126 堤防クラック 20m 延長　3箇所？

青森県 馬淵川 馬淵川 八戸市 馬淵大堰 操作不能 3/4ゲート

近畿 淀川 淀川 15:55
近畿 大和川 大和川 16:20
近畿 紀ノ川 紀ノ川 15:30 16:30

北陸 信濃川 信濃川 15:15 17:10
北陸 関川 関川 15:30 17:23
北陸 姫川 姫川 15:30 17:17

北陸 阿賀野川 阿賀野川 15:35 18:00
北陸 阿賀野川 阿賀川 15:28
北陸 信濃川 信濃川下流 15:05 16:45

北海道開発局 十勝川 売買川 15:20 17:55
北海道開発局 鵡川 鵡川 15:25

北陸 羽越 荒川 14:50 16:26中断

北海道開発局 十勝川 戸蔦別川 15:20 17:55
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ゲート操作不能 津波到達　ゲート越流

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 岩沼市 左岸 5 堤防クラック

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 岩沼市 左岸 6.6 堤防クラック

宮城県 北上川 北上川 左岸 11-12 堤防クラック

宮城県 北上川 北上川 北上大堰 津波到達　ゲート越流

岩手県 北上川 北上川 一関市 堤防法崩れ 一関遊水地　周囲堤　2箇所

岩手県 北上川 北上川 平泉町 堤防法崩れ 一関遊水地　周囲堤

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 角田市 左岸 21 堤防クラック

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 角田市 左岸 29 堤防クラック

宮城県 北上川 旧北上川 真野川水門 ゲート操作不能

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 阿武隈大堰

宮城県 北上川 北上川 右岸 9-10 堤防クラック

宮城県 北上川 北上川 左岸 8-9 堤防クラック

岩手県 北上川 北上川 奥州市 堤防クラック
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福島県 阿武隈川 広瀬川 伊達市 左岸 0.8 堤防沈下 約8cm

操作不能 操作盤倒壊

福島県 阿武隈川 阿武隈川 伊達市 右岸 11.8 堤防沈下
約45m
約2.5m

上：延長
下：沈下量

福島県 阿武隈川 阿武隈川 伊達市 左岸 11 堤防クラック

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 角田市 右岸 29 堤防天端陥没

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 丸森町 右岸 33 堤防天端陥没

福島県 阿武隈川 阿武隈川 右岸 11.4 堤防沈下 500m 伊達崎橋～東根川水門間

福島県 阿武隈川 郡山市 右岸 76.6 特殊堤クラック

宮城県 阿武隈川 阿武隈川 新浜水門 操作不能 操作盤倒壊

宮城県 名取川 名取川 閖上水門
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【都道府県管理河川】

点検状況

整備局等 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間
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被害状況

○ダム（3月1１日２０：３０現在）

点検状況

都道府県 水系 河川 市町村
地点 被害状況

対策状況
左右岸 KP 状態 数量(m)

新潟県 阿賀野川阿賀野川 堤防クラック 20 応急対策済み

　うち、１次点検終了ダム 38 6 59 32
直轄：北上川石淵ダム
機構：利根川水系利根川河口堰、利根
川水系霞 浦

臨時点検ダム数
異常報告確認ダム

直轄 機構 補助 利水

臨時点検対象ダム 42 8 78 35
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※対象ダムは、状況により増加する可能性があり。

○土砂災害警戒情報の発表状況（3月11日20:30現在）

発表なし

○土砂災害に関わる避難勧告等の状況（3月11日20:30現在）

現在調査中

○砂防（3月1１日２０：３０現在）

１．土砂災害の状況

　 １）がけ崩れ

山形県　　　 1件 （南陽市1）

栃木県  　   2件 （那須烏山市2【人家被害2戸、行方不明2名】）

神奈川県     1件 （横須賀市1）

計　　　　   4件（人家被害2戸、行方不明2名）

　うち、２次点検終了ダム

川水系霞ヶ浦

　うち、２次点検対象ダム 確認中 確認中 確認中 確認中
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　合　計

　3県　　    4件（人家被害2戸、行方不明2名）

２．直轄の対応

【震度６強】

東北地整管内

福島河川国道事務所・・・松川、荒川、須川の谷出口部のみ点検が完了。

　　　　　　　　　　　　　　　　松川の谷出口で濁りを確認。引き続き明日以降点検予定。

【震度６弱】

東北地整管内

岩手河川国道事務所・・・H20年発生の天然ダム（市野々原、横森）は点検完了、異常なし。

　　　　　　　　　　　　　　　　八幡平を明日点検予定。

【震度５強】

東北地整管内

北上川下流河川事務所・・・H20年発生の天然ダム（裏沢、御沢、浅布、小川原）は点検完了、

　　　　　　　　　　　　　　　　　異常なし。　明日以降も点検実施予定。

関東地整管内

利根川水系砂防事務所・・・点検完了、現時点では異常なし。

日光砂防事務所・・・概略点検中、現時点では異常なし。　明日以降も点検実施予定。

【震度５弱】

東北地整管内

新庄河川事務所・・・立谷沢川、角川、銅山川は点検完了、異常なし。　明日以降も点検実施予

関東地整管内

渡良瀬川河川事務所 ： 点検完了、現時点では異常なし。　明日以降も点検実施予定。

富士川砂防事務所 ： 概略点検中、現時点では異常なし。　明日以降も点検実施予定。

北陸地整管内

湯沢砂防事務所 ： 監視カメラによる確認では異常なし
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湯沢砂防事務所 ： 監視カメラによる確認では異常なし

阿賀野川河川事務所・・・主な施設の点検が完了。異常なし。

【震度４】

北海道開発局管内

札幌河川事務所・・・点検完了、異常なし。

帯広河川事務所・・・本日の点検は完了、明日以降ヘリによる点検を予定。

苫小牧河川事務所・・・津波警報中のため、安全が確保できしだい、点検予定

東北地整管内

湯沢河川国道事務所・・・小先達第一砂防堰堤のみ点検完了、異常なし。

　　　　　　　　　　　　　　　　明日以降も点検実施予定。

北陸地整管内

飯豊山系砂防事務所 ： 監視カメラによる確認では異常なし

中部地整管内

天竜川上流河川事務所・・・本日の点検は完了、現時点では異常なし。明日以降も点検実施予

静岡河川事務所・・・本日の点検は完了、現時点では異常なし。明日以降も点検実施予定。

多治見砂防国道事務所・・・点検完了、　異常なし。

富士砂防事務所・・・本日の点検完了、現時点では異常なし。明日以降も点検実施予定。

３．都道府県の対応

【震度７】

宮城県・・・出先機関と連絡とれていない

【震度６強】

福島県・・・連絡とれていない

茨城県・・・点検実施中
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【震度６弱】

岩手県・・・点検箇所の抽出中。震度６弱観測地域から点検予定。開始時期未定。

栃木県・・・代表施設の点検実施中

群馬県・・・本日の点検終了。現時点で被害情報無し。

千葉県・・・点検実施中。現時点で被害情報無し。

【震度５強】

青森県・・・点検未実施。現時点で被害情報なし。

秋田県・・・代表施設の点検中断。現時点で被害情報なし。

山形県・・・点検中断。現時点で被害情報無し。　明日から点検再開予定。

埼玉県・・・点検可能な施設について点検完了。現時点で異常なし。

東京都・・・本日の点検は完了。明日以降も点検実施予定。現時点で被害情報なし。

神奈川県・・・明日以降、震度５強範囲の施設点検実施について調整中

【震度４】

北海道・・・札幌、室蘭、釧路地域の全砂防施設点検中。函館、帯広地域は明日点検を実施予定。

新潟県・・・点検完了。　異常なし。

山梨県・・・点検必要箇所の点検完了。異常なし。

長野県・・・諏訪建設事務所管内の茅野市以外は点検完了。現時点で異常なし。明日以降も

点検実施予定。

岐阜県・・・情報収集中、現時点で被害情報無し。

静岡県・・・本日の点検終了、現時点で被害情報無し。　明日以降も点検実施の予定。

愛知県・・・情報収集中、現時点で被害情報無し。
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４．平成２０年発生の岩手・宮城内陸地震の天然ダムの状況

１５箇所発生した天然ダムの内、６箇所については目視等した範囲において異常は確認されていない

残り９箇所については、明日ヘリにより確認予定。

○河川局所管海岸保全施設の被害状況等（３月１１日 １8：００現在）
１）水門・陸閘等の操作状況

【直轄海岸】

中部 静岡 駿河 直轄操作対象なし

中部 三重 伊勢湾西南 直轄操作対象なし

近畿 兵庫 東播 １７：２４　閉鎖を確認済み（１８基／１８基）

仙台湾南部 直轄操作対象なし

北陸 新潟 新潟 直轄操作対象なし

北陸 富山 下新川 直轄操作対象なし

北陸 石川 石川 直轄操作対象なし

中部 静岡 　富士 １５：４５　閉鎖を確認済み（１基／１基）

海岸名 水門・樋門等の操作状況

北海道 北海道 胆振 直轄操作対象なし

東北 宮城

整備局 都道府県
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【補助海岸】

和歌山県 （完了）全88基中　　88基閉鎖完了を確認済み

徳島県 15:30　警戒体制移行により全陸閘の閉塞を指示

整備局 都道府県 海岸 操作状況

北海道
新川海岸

（浜中町）

新川水門：１５：０１閉鎖
　北海道全施設閉鎖完了を確認済み（1施設中1施設）

愛知県 全75基中　　20基閉鎖完了を確認済み

大阪府 全22基中　　1基閉鎖完了を確認済み

兵庫県 全119基中　　14基閉鎖完了を確認済み

四国 高知 高知 直轄操作対象なし

九州 宮崎 宮崎 直轄操作対象なし

10 / 30



【直轄海岸】

北陸 石川 石川
点検待機中

津波注意報解除後点検
CCTV監視中

点検待機中

東北 宮城 仙台湾南部
点検待機中

大津波警報解除後点検
CCTV監視中

北陸 新潟 新潟
点検待機中

津波注意報解除後点検
CCTV監視中

北陸 富山 下新川
点検待機中

津波注意報解除後点検
CCTV監視中

沖縄県 全5基中　4基閉鎖を確認済み

※他県の情報は入手できていない

　２）点検対象及び点検状況

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

北海道 北海道 胆振
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中

香川県 15:40　陸閘をしめるよう指示

愛媛県
15:30　宇和海沿岸について陸閘を全てしめるよう指示（瀬戸
内海側については事務所の判断に任しているがしめた場合は報
告するように指示済み）

高知県 15:30　警戒体制移行により全陸閘の閉塞を指示
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※津波警報・注意報発令中は巡視員の安全を考慮し点検を実施しない

【補助海岸】

北海道 釧路町海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 音別海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

九州 宮崎 宮崎
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

北海道 白糠海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

中部 三重 伊勢湾西南
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中

近畿 兵庫 東播
点検待機中

津波注意報解除後点検
CCTV監視中

四国 高知 高知
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中

中部 静岡 富士
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中

中部 静岡 駿河
点検待機中

津波警報解除後点検
CCTV監視中
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北海道 知内海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 上ノ国海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 日高中部
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 苫小牧海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 函館海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 上磯海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 新冠海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 むかわ海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 厚真海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 様似海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 浦河海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 新ひだか海岸
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 浦幌海岸
点検待機中

津波警報解除後点検
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県管理海
岸全て

（32海岸）

15:00　点検開始新潟県

秋田県 秋田沿岸
点検待機中

津波警報解除後点検

山形県 山形沿岸
点検待機中

津波警報解除後点検

福島県
福島沿岸
仙台湾

点検待機中
津波警報解除後点検

青森

下北八戸
沿岸

陸奥湾沿
岸

点検待機中
津波警報解除後点検

岩手県 三陸沿岸北部
点検待機中

津波警報解除後点検

宮城県
三陸沿岸

南部
仙台湾

点検待機中
津波注意報解除後点検

北海道 胆振中東部
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 渡島東部
点検待機中

津波警報解除後点検

北海道 渡島西部
点検待機中

津波警報解除後点検

津波警報解除後点検
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※津波警報・注意報発令中は巡視員の安全を考慮し点検を実施しない

八戸道 全線 通行止め　点検開始

秋田道 全線 段差あり 通行止め　点検開始

琴丘能代道路 全線 通行止め　点検開始

（１）高速道路会社等管理道路(現時点で確認できている通行止め区間）

４９路線で通行止め（首都高省く）

図面
番号

路線名 区間名 被災状況 備考

青森道 全線 通行止め　点検開始

百石道路 全線 通行止め　点検開始

東北道 全線 段差あり 通行止め　点検開始

石川県
七尾・押水
羽咋海岸
他17海岸

15:00　点検開始

和歌山県
県内沿岸

全域
点検待機中

津波注意解除後点検

※他県の情報は入手できていない

○道路（３月１１日 ２１：００現在）
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磐越道 津川～いわきＪ 段差あり 通行止め　点検開始

通行止め　点検開始

米沢南陽道路 南陽高畠～米沢北 段差あり 通行止め　点検開始

仙台北部道路 全線 段差あり 通行止め　点検開始

仙台東部道路 全線 段差あり 通行止め　点検開始

三陸道 全線 段差あり 通行止め　点検開始

秋田外環状道路 全線 通行止め　点検開始

日本海東北道 河辺Ｊ～岩城 通行止め　点検開始

湯沢横手道 全線 通行止め　点検開始

山形道 月山～村田Ｊ 段差あり 通行止め　点検開始

東北中央道 全線 段差あり
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千葉東金道路 全線 通行止め　点検開始

新空港道 全線 －
通行止め　点検開始
全線異常なし

館山道 全線 壁面剥落 通行止め　点検開始

東京湾アクアライン 全線 通行止め　点検開始

京葉道路 全線
路面段差あり
地割れあり

通行止め　点検開始
武石～市原は異常なし

圏央道 全線 ジョイント損傷 通行止め　点検開始

東京外環道 全線
橋脚ひび

遮音壁落下
通行止め　点検開始

上信越道 藤岡Ｊ～佐久
通行止め　点検開始
異常なし

東関東道 全線
路面隆起あり
照明柱傾き

通行止め　点検開始
蘇我～木更津北は異常な
し

常磐道 全線 段差あり 通行止め　点検開始

北関東道 全線
のり面崩落

路面段差あり
通行止め　点検開始

関越道 水上～練馬
通行止め　点検開始
藤岡Ｊ～水上は異常なし
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東富士五湖道 全線
通行止め　点検開始
１９：００　下り通行止め解
除

八王子バイパス 全線 －
通行止め　点検開始
１７：１０　通行止め解除

横浜新道 全線 －
通行止め　点検開始
１６：４５　通行止め解除

中央道 高井戸～上野原 通行止め　点検開始

中央道 勝沼～甲府昭和（上）
通行止め　点検開始
１７：１０　下）勝沼～甲府昭
和通行止め解除

中央道富士吉田線 全線
通行止め　点検開始
１９：００　下り通行止め解
除

君津館山道路 全線 継ぎ目剥落 通行止め　点検開始

横浜横須賀道路 全線
通行止め（全線）　点検開
始
１６：４５ 通行止め解除（佐

第三京浜道路 全線 －
通行止め　点検開始
１６：４５　通行止め解除
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首都高速道路 埼玉地区
ジョイント・路面
の損傷1箇所

通行止め　点検開始

阪和道 下）和歌山～南紀田辺
大津波警報　事前通行止
め　１７：１５～

首都高速道路 東京西地区

ジョイント・路面
の損傷4箇所

トンネルの漏水
4箇所

通行止め　14:55～　点検開
始

首都高速道路 東京東地区
ジョイント・路面
の損傷18箇所

通行止め　14:59～　点検開
始

首都高速道路 神奈川地区

ジョイント・路面
の損傷3箇所

トンネルの漏水
3箇所

通行止め　14:54～　点検開
始

箱根新道 全線 通行止め　点検開始

小田原厚木道路 全線 通行止め　点検開始

西湘バイパス 全線 通行止め　点検開始

新湘南バイパス 全線
通行止め　点検開始
１８：３５　通行止め解除

東名高速道路
東京～大井松田（上下）
大井松田～御殿場（上）

通行止め　点検開始
２０：４０　通行止め解除

東名高速道路 富士～清水
大津波警報
事前通行止め
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雁坂トンネル有料道
路

全線
通行止め　点検完了異常
無し

富士山有料道路 全線 通行止め　点検開始

日塩有料道路 全線
通行止め　点検開始　１５：
３５～
１８：００ 通行止め解除

福島空港道路 全線 通行止め

本町山中有料道路 全線
通行止め　点検開始
18:20　解除

三浦縦貫有料道路 全線 通行止め　点検開始

真鶴道路 全線 通行止め　点検開始

の損傷1箇所

仙台南部道路 全線 通行止め

仙台松島道路 全線 通行止め

西蔵王有料道路 全線 通行止め
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国道37号
伊達市北黄金町～室蘭市石
川町

津波のおそれ
・３／１１　１６：００～進入規
制

国道36号 苫小牧市錦岡～室蘭市東町 津波のおそれ 3/11 １６：００～進入規制

国道37号
長万部町長万部～長万部町
静狩

津波のおそれ 3/11　１６：４５～進入規制

国道37号
室蘭市陣屋町3丁目～室蘭市
祝津町1丁目

津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道37号
洞爺湖町清水～洞爺湖町入
江

津波のおそれ
・３／１１　１６：００～進入規
制

一ツ葉有料道路 全線
大津波警報
事前通行止め

（２）直轄管理道路(現時点で確認できている通行止め区間）

※東京２３区内の直轄国道の点検完了異常無し

図面
番号

路線名 区間名 被災状況 備考

国道5号
森町森川町～長万部町旭浜
橋

津波のおそれ
・３／１１　１７：００～進入規
制

日光宇都宮道路 全線
通行止め　点検開始　１４：
５２～
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国道228号
福島町日向～江差町中歌町

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道228号
北斗市七重浜～知内町重内

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道44号 根室市酪陽～根室市温根沼 津波のおそれ 3/11　１５：３０～進入規制

国道44号
厚岸町尾幌～浜中町茶内橋
北東

津波のおそれ 3/11　１５：４０～進入規制

国道44号
釧路市旭町～釧路市新釧路
町

津波のおそれ 3/11　１５：３４～進入規制

国道227号
函館市万代町～北斗市七重
浜

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道38号 浦幌町直別～釧路市大楽毛 津波のおそれ 3/11　１５：３１～進入規制

国道38号
釧路市北大通～釧路市幣舞
橋

津波のおそれ 3/11　１５：３５～進入規制

国道38号
釧路市新富士町～釧路市宝
町

津波のおそれ 3/11　１６：３０～進入規制
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国道244号 標津町伊茶仁～別海町奥行 津波のおそれ 3/11 １５：３０～進入規制

国道235号
日高町緑町～日高町門別本
町

津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道235号 日高町清畠～日高町厚賀町 津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道235号 新冠町大狩部～新冠町高江 津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道236号 浦河町西幌別～浦河町大通 津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道229号
寿都町樽岸町～寿都町六条
町

津波のおそれ 3/11　１５：４６～進入規制

国道229号 積丹町野塚町～共和町宮丘 津波のおそれ 3/11　１６：３０～進入規制

国道229号
島牧村歌島～島牧村茂津多ト
ンネル

津波のおそれ 3/11　１６：３８～進入規制

国道229号
島牧村茂津多トンネル～せた
な町瀬棚区南川

津波のおそれ 3/11　１６：３０～進入規制

国道229号
せたな町大成区宮野～江差
町柳崎町

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道229号 岩内町御崎～寿都町歌棄町 津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制
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国道45号
宮城県石巻市内（河北IC以
南）

通行止め

国道45号 天王橋(宮城県内） 沈下 通行止め

国道336号
えりも町庶野～広尾町本通り2
丁目

津波のおそれ 3/11　１５：２０～進入規制

国道336号
浦幌町トイトツキ～浦幌町十
勝太

津波のおそれ 3/11　１５：４０～進入規制

国道336号 浦河町西幌別～えりも町歌別 津波のおそれ 3/11　１６：００～進入規制

国道45号 鳴瀬大橋（宮城県内） 通行止め

国道244号 標津町伊茶仁～別海町奥行 津波のおそれ 3/11　１５：３０～進入規制

国道278号
函館市若松町～函館市日ノ浜
町

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道278号
函館市若松町～函館市日ノ浜
町

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制

国道279号
函館市若松町～函館市末広
町

津波のおそれ 3/11　１７：００～進入規制
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国道50号 茨城県筑西市
橋梁ジョイント

段差
通行止め
3/11 15時40分～

国道4号 福島県福島市 法面崩落 3/11　１６：０９～通行止め

国道６号 福島県相馬市　他 段差、法面崩落 通行止め

国道1号西湘バイパ
ス（下り）

大磯東ＩＣ～大磯西ＩＣ 越波
通行止め
3/11 16時05分～

国道6号
茨城県東海村～北茨城市
（日立出張所管内）

大津波警報
通行止め
3/11 15時30分～

三陸道（国道４５号） 鳴瀬奥松島IC～登米東和IC 3/11　１５：２０～通行止め

日本海沿岸自動車道 （秋田県内） 3/11　１５：１５～通行止め

湯沢横手道路（国道
１３号）

（秋田県内） 3/11　１６：００～通行止め

国道１１２号 山形県寒河江市
・ｼﾞｮｲﾝﾄ段差
・路面隆起

3/11　１６：００～通行止め

国道45号 宮城県多賀城市内 通行止め

国道45号 志津川～歌津（宮城県内） 浸水 通行止め
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国道52号
静岡市清水区興津～同区但
沼町

津波 3/11 １９：０５～通行止め

国道28号
兵庫県南あわじ市
福良口交差点以南

津波のおそれ
3/11 16:45～南行き進入禁
止

国道42号 和歌山県新宮市橋本交差点 津波のおそれ
3/11 16:50～和歌山行き進
入禁止

国道4号 茨城県那須塩原市 橋梁部段差
通行止め
3/11 16時35分～

国道6号 茨城県石岡市
橋梁部段差

（20cm）
通行止め
3/11 15時30分～

国道1号ＢＰ
富士市宮島東～静岡市清水
区横砂

津波 3/11 １９：０５～通行止め

国道1号
富士市宮島東～静岡市清水
区横砂

津波 3/11 １９：０５～通行止め

国道357号 横浜ベイブリッジ トラック横転
通行止め
3/11 14時50分～

国道16号
神奈川県横須賀市（馬堀海
岸）

大津波警報
通行止め
3/11 17時30分～

国道298号
（東京外環：本線）

千葉県松戸市
橋梁ジョイント

段差
通行止め
3/11 15時40分～
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国道56号 愛媛県宇和島市浦知～嵐 津波のおそれ 3/11 17:00　通行注意喚起

愛媛県宇和島市吉田町知永

国道56号
高知県宿毛市和田～
宿毛市与市明

津波のおそれ
3/11 １６時５０分　通行注
意喚起

国道55号
徳島県海部郡海陽町浅川～
徳島高知県境

津波のおそれ 3/11 16:50　全面通行止め

国道56号 愛媛県愛南町内海～内海 津波のおそれ 3/11 17:00　通行注意喚起

国道55号
徳島県阿南市見能林～福井
町

津波のおそれ 3/11 17:40　全面通行止め

国道42号
和歌山県上富田町岩崎交差
点

津波のおそれ
3/11 18:10～南行き進入禁
止

国道42号
和歌山県和歌山市秋葉山交
差点
～海南市冷水交差点

津波のおそれ
19:05～19:35進入禁止規制
解除

国道42号 和歌山県田辺市稲荷交差点 津波のおそれ 19:40～北行き進入禁止

国道56号
高知県黒潮町白浜～下田の
口

津波のおそれ
3/11 １６時５０分　通行注
意喚起

国道42号 和歌山県日高町萩原交差点 津波のおそれ
3/11 18:10～南行き進入禁
止
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国道226号
鹿児島県指宿市岩本
　～鹿児島県鹿児島市平川

津波のおそれ 3/11 １７時４５分～　全止

国道10号 宮崎県延岡市別府 津波のおそれ 3/11 １６時５０分～　全止

国道10号 宮崎県延岡市土々呂 津波のおそれ 3/11 １６時５０分～　全止

国道10号 宮崎県門川町船越 津波のおそれ 3/11 １６時５０分～　全止

国道10号 宮崎県日向市大王 津波のおそれ 3/11 １６時５０分～　全止

国道56号
愛媛県宇和島市吉田町知永
～
吉田町知永

津波のおそれ 3/11 17:00　通行注意喚起

国道220号 宮崎県志布志市権現橋 津波のおそれ 3/11 16:55～

国道220号 鹿児島県垂水市古江 津波のおそれ 3/11 １７時００分～　全止
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【青森県】
県道八戸階上線

青森県八戸市金浜～階上町

榊

津波冠水

【青森県】
県道八戸百石線 おいらせ町川目～開運橋 津波冠水

【青森県】
県道八戸百石線 おいらせ町内 津波冠水

【青森県】
国道279号 風間浦町 事前

【青森県】
国道338号 三沢市二川目 事前

【青森県】
国道338号 青森県六ヶ所村～三沢市 事前

【青森県】
県道２箇所

事前

２．その他の道路の通行止め状況(現時点で確認できている区間）

図面
番号

路線名等 被災状況 備考

【北海道】
２２路線２５区間

事前

【青森県】
国道338号 六ヶ所村 事前

【岩手県】

20 / 30

【宮城県】
国道398号

登米市　米谷大橋 段差

【宮城県】
国道113号、国道347
号、国道457号

宮城県内

【岩手県】
県道１２箇所

詳細不明

【宮城県】
国道346号

湧谷町　新湧谷大橋 段差

【宮城県】
国道346号

登米市　ヤマヨシダ橋 段差

【宮城県】
国道398号

登米市　迫錦橋 段差

【岩手県】
（主）一関北上線

サクノセ橋 傾きあり

【岩手県】
国道106号国道342号
3カ所

岩手県内 事前

【岩手県】
仙人峡道路

仙人橋 崩落
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【茨城県】
高萩インター線

おこと大橋 段差

【茨城県】
県道３箇所

水戸市～ひたちなか市間 橋梁区間

【茨城県】
馬渡水戸線

勝田橋 段差

【茨城県】
日立笠間線

栄橋 段差

【茨城県】
常陸太田那須烏山線

棚谷 土砂崩落

【山形県】
国道287号

川西町中郡地内 家屋倒壊 19:00片側交互通行解除

【福島県】
(主)浪江国見線

タテザキ橋

【福島県】
県道１９箇所

詳細不明

【茨城県】
県道小川鉾田線

鹿行橋 倒壊

【宮城県】
県道白石柴田線

白石市 落石

【宮城県】
県道６箇所

詳細不明
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【栃木県】
国道461号

矢板市　長嶺高架橋 段差

【栃木県】
国道123号

茂木町　八反田橋 段差

【栃木県】
国道408号

真岡市 路面段差

【茨城県】
下太田鉾田線

田崎 段差

【茨城県】
潮来佐原線

堀之内橋 段差

【茨城県】
岩瀬二宮線

かそう橋 段差

【茨城県】
土浦栄線

石下橋 詳細不明

【茨城県】
石滝赤浜線

橋梁 段差

【茨城県】
北茨城大子線

こうこう橋 詳細不明

【茨城県】
水戸鉾田佐原環状線

山田橋 段差
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【栃木県】
県道東小屋足羽線

大田原市市川西小前 路面クラック

【栃木県】
県道那須高原線

那須町　第一丸山陸橋 路面陥没

【栃木県】
県道矢板那珂川線

那珂川町　新那珂橋 クラック

【埼玉県】
県道岩殿岩井線

鳩山町 陥没

【栃木県】
国道408号

宇都宮市 崖崩れ

【群馬県】
国道354号

伊勢崎市 五料橋 ジョイント段差

【埼玉県】
市道or県道

草加市内清門小学校前 道路陥没

【栃木県】
県道小口黒羽線

那珂川町・大田原市境 土砂崩落

【栃木県】
県道虻田喜連川線

大田原市　福原橋付近 詳細不明

【栃木県】
県道黒磯田島線

那須塩原市　木ノ俣橋 詳細不明

【栃木県】
県道県民の森矢板線

矢板市寺山ダム下 落石
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【埼玉県】
県道羽生栗橋線

加須市堂目
マンホール浮き

上がり

【埼玉県】
県道西関宿栗橋線

幸手市幸手町 路面崩落

【千葉県】
国道464号

成田市北須賀 甚兵衛大橋
路面陥没
橋台沈下

【兵庫県】
３路線３区間

事前

【千葉県】
国道296号

佐倉市臼井田 家屋瓦散乱 片交

【千葉県】
国道356号

我孫子市 液状化

【和歌山県】 事前

【千葉県】
県道

利根かもめ大橋 詳細不明

【神奈川県】
県道三井相模湖線

落石

【岐阜県】
国道471号

高山市一重ヶ根地内 路面クラック
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○鉄道(3月11日20:30現在)

１．新幹線の状況

JR東日本　東北新幹線　全線　運転休止14:46　仙台駅停車中の試運転２軸脱線（死傷者なし）（17:00現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　１６本駅間停車中（20:30現在）

JR東日本　上越新幹線　全線　運転休止14:46　脱線なし（19:00現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　２本駅間停車中（20:30現在）

JR東日本　北陸新幹線　全線　運転休止14:46　脱線なし（19:00現在）

JR東日本 在来線 全線 運転休止14:46 常磐線新地駅留置中の車両が脱線（死傷者なし)（19:00現在）

【さいたま市】
県道さいたまふじみ
野所沢線

治水橋 ジョイント段差

【仙台市】
市道

落石

【沖縄県】
県道３箇所

事前

【徳島県】 事前

【高知県】

【仙台市】
国道457号

新塩沢橋

【仙台市】
市道定義仙台線

落石

事前
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JR東日本　在来線　全線　運転休止14:46　常磐線新地駅留置中の車両が脱線（死傷者なし)（19:00現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気仙沼線最知～松岩駅間列車脱線（死傷者なし)（20:30現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙石線野蒜～東名駅間１列車連絡とれず（20:30現在）

JR東海　　東海道新幹線　運転休止14:46  脱線なし （19:00現在）、運行中の列車の運転再開（19:05）

JR東海　　在来線　全線　運転休止14:46　脱線なし（19:00現在）

JR北海道　在来線　脱線なし（19:00現在）

○自動車交通関係（3月11日20:00現在）
バス関係

中部運輸局

東運輸局（現在把握している被害状況は以下のとおり、その他は現在確認中。※NHK等報道情報も含む。

京浜急行バス 運休

本日夜発の高速バス全便
・新橋・品川→鎌倉・逗子

・上大岡→金澤文庫

都営バス 16:00～運行再開。

東急バス 一部運休 時以降発の高速バス全便運休

東武バスセントラル 運行中。

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
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三重交通㈱ 名張～品川 運休 全区間

名鉄バス㈱ 名古屋～新宿 運休 全区間

岐阜バス観光㈱ 岐阜～新宿 運休 全区間

東濃鉄道㈱ 岐阜～新宿 運休 全区間

三重交通㈱ 鳥羽～大宮 運休 全区間

三重交通㈱ 勝浦～大宮 運休 全区間

ジェイアール東海バス 浜松～東京 運休 全区間

ジェイアール東海バス 清水～東京 運休 全区間

ジェイアール東海バス 岐阜～東京 運休 全区間

豊鉄バス㈱ 豊橋～新宿 運休 全区間

名鉄バス㈱ 名古屋～仙台 運休 全区間

ジェイアール東海バス 名古屋～東京 運休 全区間

ジェイアール東海バス 名古屋～新宿 運休 全区間

ジェイアール東海バス 名古屋～船橋 運休 全区間

ジェイアール東海バス 静岡～東京 運休 全区間
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三重交通㈱

【伊勢営業所】
伊勢鳥羽線・大湊
線・有滝線・土路
今一色線・おかげ
バス・かもめバス

運休

三重交通㈱
【志摩営業所】
　全線

運休

三重交通㈱
【海山事業所】
　全線

運休

三重交通㈱

【南紀営業所】
熊野新宮線 尾

鷲長島線 尾鷲市
コミバス

運休

しずてつジャストライン㈱ 静岡～東京 運休 全区間

豊鉄バス㈱ 伊良湖本線 運休 保美～伊良湖岬まで部分運休

しずてつジャストライン㈱ 沿岸地域の路線すべて 運休 速報のみ

富士急グループ 沿岸地域の路線すべて 運休 速報のみ

東海バスグループ 沿岸地域の路線すべて 運休 速報のみ
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近畿運輸局

南海バス 大阪～東京、銚子、鎌倉、立川 全部運休

神姫バス 姫路～新宿 全部運休

奈良交通 奈良・五條～東京・ＴＤＲ 全部運休

富士急シティバス㈱ 沼津～東京 運休 全区間

遠州鉄道㈱ 浜松～東京 運休 全区間

遠州鉄道㈱ 浜松～横浜 運休 全区間

福井鉄道㈱ 福井～東京 運休 全区間

京福バス㈱ 福井～東京 運休 全区間

しずてつジャストライン㈱ 静岡～横浜 運休 全区間

中伊豆東海バス㈱ 修善寺～新宿 運休 全区間

沼津登山東海バス㈱ 三島～新宿 運休 全区間

富士急静岡バス㈱ 富士宮～東京 運休 全区間

富士急静岡バス㈱ 富士～東京 運休 全区間
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広交観光㈱ 広島～高知 運休 高知にて避難勧告発令のため高台へ車両避難

中国ＪＲバス㈱ 岡山～東京 運休

中国運輸局

一畑バス㈱ 出雲・松江～東京 運休

中国ＪＲバス㈱ 出雲・松江～東京 運休

石見交通㈱ 津和野・増田～東京 運休

中国ＪＲバス㈱ 津和野・増田～東京 運休

近鉄バス 大阪～山形、仙台、福島、水戸 全部運休

〃 いわき、宇都宮、新宿、東京 全部運休

〃 小田原、富士吉田 全部運休

京阪バス 枚方～新宿 全部運休

和歌山バス 和歌山市～ＴＤＲ、千葉 全部運休

阪急バス 三宮～千葉中央 全部運休
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徳島バス㈱ 徳島～東京 運休

徳島バス㈱ 室戸・阿南～大阪 運休

四国運輸局

ジェイアール四国バス㈱ 四国４県～東京 全部運休 東京方面車庫不能のため

鳴門市 一般路線　３路線 運休 鳴門公園線・引田線・北泊線

徳島市 一般路線　１１路線 運休 末広住宅線・津田線・新浜西線ほか

小松島市 一般路線　全線 運休

日ノ丸自動車㈱ 米子～東京 運休

日本交通㈱ 倉吉・鳥取～東京 運休

日本交通㈱ 米子～東京 運休

㈱中国バス 三原・福山～東京 運休

㈱中国バス 広島・福山～横浜 運休

中国ＪＲバス㈱ 広島～東京 運休

中国ＪＲバス㈱ 呉・広島～東京 運休

日ノ丸自動車㈱ 倉吉・鳥取～東京 運休
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土佐電ドリームサービス㈱一般路線７路線 運休 安芸線、十市線、久枝線、空

高知高陵交通㈱ 一般路線全路線 運休

㈲高南観光自動車 一般路線３路線 迂回運行 興津線、志和線、佐賀線

高知西南交通㈱ 一般路線全路線 運休

高知東部交通㈱ 一般路線全路線 運休

高知県交通㈱ 高知～広島 運休

伊予鉄南予バス㈱ 一般路線 運休 八幡浜～伊方線など

瀬戸内運輸㈱ 今治～東京 運休

宇和島自動車㈱ 一般路線　6路線以上 運休

土佐電気鉄道㈱ 一般路線２路線 運休 種崎線、前浜線

徳島バス㈱
徳島空港バス　他
一般路線　８路線

運休 18:00頃から順次再開

高知県交通㈱ 一般路線５路線 折り返し運行 桂浜線・みませ線・宇佐線ほか

高知県交通㈱ 高知～東京 運休可否検討中
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自動車道

自動車検査場
都道府県 事業者名 被害状況

青森
青森運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。
八戸自動車検査登録事務所 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

岩手 岩手運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

宮城 宮城運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

秋田 秋田運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

日田バス（株） 大分県別大国道を運行する系統 運休予定

国東観光バス（株） 大分県　国東～国見～伊美方面系統 運休予定

都道府県 路線名 被害状況
千葉県 九十九里有料道路 管理職員避難のため、被害状況不明（道路は解放中）

静岡
熱海ビーチライン 通行止め
伊豆スカイライン 15:10～15:40一時通行止めだったが、安全確認がなされたため通行止め解除。

箱根スカイライン 15:10～15:40一時通行止めだったが、安全確認がなされたため通行止め解除。

九州運輸局

西日本鉄道株式会社 福岡～東京（高速バス） 運休予定

大分交通（株 大分県別大国道を運行する系統 迂回運行予定 17時以降迂回運行又は運転見合わせ

大分バス（株 大分県佐伯、臼杵、津久見の海岸線 運行見合わせ

臼津交通（株） 大分県津久見市の一部海岸路線 運行見合わせ
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○海事関係(3月11日19:00現在)

１）施設等の被害状況

情報収集中

２）運休状況
現在に入手している情報は以下のとおり

ハートランドフェリー(株) 江差～奥尻 沖出し なし
共栄運輸㈱ 函館～青森 沖出し 調査中

北日本海運（株） 函館～青森 沖出し 調査中

事業者名 航路名 運航状況 被害状況
北海道

津軽海峡フェリー(株)
函館～青森 沖出し なし
函館～大間 沖出し なし

栃木
栃木運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。
佐野自動車検査登録事務所 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

群馬 群馬運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

埼玉 所沢自動車検査登録事務所

ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

茨城 茨城運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

復旧済み。

神奈川

神奈川運輸支局 復旧済み。
川崎自動車検査登録事務所 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

湘南自動車検査登録事務所 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。

秋田 秋田運輸支局 ＭＯＴＡＳ ＯＳＳの機器及び回線停止中。

山形
山形運輸支局 ＭＯＴＡＳ・ＯＳＳの機器及び回線停止中。
庄内自動車検査登録事務所 復旧済み。

福島 いわき自動車検査登録事務所
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鳥羽市 鳥羽～神島 沖出し なし
一色町 一色～佐久島 運休 なし

志摩 リ ジ （株） 和具 賢島 沖出し なし

名鉄海上観光船(株)
伊良湖～河和 運休 なし

師崎～篠島・日間賀島 運休 なし
師崎～伊良湖 運休 なし

(株)ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌｪﾘｰ 清水～土肥 運休 なし

津エアポートライン(株)
津新港～空港島 沖出し なし
松阪港～空港島 沖出し なし

伊豆諸島開発(株)
八丈島～青ヶ島 運休 なし

父島～母島 運休 なし

(財)東京都公園協会
東京水辺ライン大回りルート 運休 なし
東京水辺ライン小回りルート 運休 なし

中部
太平洋ﾌｪﾘｰ(株) 名古屋～仙台～苫小牧 運休

東京湾フェリー(株) 金谷～久里浜 沖出し なし
東京都観光汽船(株) 浅草～日の出 運休 調査中

箱根観光船(株) 箱根町～湖尻桃源台 運休 なし
伊豆箱根鉄道(株) 箱根関所跡～湖尻 運休 なし

神新汽船(株) 神津島～下田 沖出し なし

北信越
佐渡汽船㈱ 新潟～両津 運休 なし

関東
商船三井フェリー(株) 大洗～苫小牧 運休 なし

東海汽船(株)

東京～八丈島 沖出し なし
東京湾内周遊 運休 調査中
神津島～熱海 運休 なし

東京～大島～神津島 沖出し なし
熱海～大島 沖出し んし
大島～下田 運休 なし

東北
塩竃市 塩竃～朴島 運休 確認中
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須崎市 坂内～埋立 運休 なし
高知県 長浜～種崎 運休 なし

九州
（有）やま丸 津久見～保戸島 運休 なし

出羽島連絡事業(有) 牟岐～出羽島 運休 なし
伊島連絡交通事業(有) 伊島～答島 運休 なし

㈱宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運休 なし
宿毛市 沖の島～片島 運休 なし

㈱えひめ南汽船 九島～宇和島 運休 なし

宇和島運輸㈱
八幡浜～別府 運休 なし
八幡浜～臼杵 運休 なし

小豆島フェリー㈱ 宇野～土庄 運休 なし
備讃フェリー㈱ 丸亀～広島 運休 なし

粟島汽船㈱ 須田～粟島～宮の下 運休 なし

小豆島急行フェリー㈱
高松～土庄 運休 なし
姫路～福田 運休 なし

内海フェリー㈱ 高松～草壁 運休 なし
国際フェリー㈱ 高松～池田 運休 なし
四国汽船㈱ 高松～宮浦～宇野 運休 なし

南海フェリー（株） 和歌山～徳島 運休 なし
紀の松島観光㈱ 勝浦周遊 運休 なし

四国
国道フェリー㈱ 宇野～高松 運休 なし

四国フェリー㈱
高松～宇野 運休 なし
岡山～土庄 運休 なし

志摩マリンレジャー（株） 和具～賢島 沖出し なし
近畿
新日本海フェリー（株） 舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧 沖出し なし
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○港湾関係（3月11日20:30時点）

１）施設等の被害状況

・現在、調査中

・岩手県　釜石港（湾口地区）防波堤に被害がある模様。

・東北地方整備局の監視カメラが繋がらない状況であり、被害状況は確認できない。

北海道開発局、関東、中部地方整備局のカメラからの確認では、現段階で大きな被害は確認できない。

・太平洋沿岸については大津波警報が発表されており、警報が解除され安全が確保

され次第、震度５弱以上を観測した港湾で施設点検を実施する予定。

・横浜港、川崎港の岸壁において一部ひび割れが確認されている。詳細は不明。

・北海道開発局、中部地方整備局管内の施設について、カメラからの確認では、現段階で大きな

被害は確認できない。

○空港（3月11日２１：00現在）

仙台空港:空港全体が冠水。地震発生時飛行機の発着はなかったので、

運航の影響なし。（エアライン駐機なし）１５：０６から閉鎖中

三沢空港 :運用再開（１８：５０）

福島空港:タワーのガラス全壊  運用可能

茨城空港:ターミナルビル中央部分の天井落下　空港は運用中

山形空港: 停電によりターミナルビル使用不可 空港閉鎖中

（資）はやて海運 佐良浜～平良 沖出し なし

（有）安栄観光 竹富地区～石垣 沖出し なし
伊江村 伊江～本部 沖出し なし

渡嘉敷村 泊～渡嘉敷 沖出し なし
座間味村 泊～座間味 沖出し なし

久米商船(株) 泊～渡名喜～久米島 沖出し なし

沖縄
八重山観光フェリー（株） 竹富地区～石垣 沖出し なし
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山形空港: 停電によりターミナルビル使用不可　空港閉鎖中

羽田空港: 完全運用再開（１６：０３～）していたが羽田行きの飛行を停止（２０：０４～２４：００の間）

延長の可能性有）

駐機場にてJAL機２機及びANA２機が搭乗橋と接触し損傷　格納庫内にてＡＮＡ機１機が

スタンドに接触し損傷

成田空港: １９：００から出発機のみ再会

格納庫内にてＡＮＡ機１機がスタンドに接触し損傷　

２０：００現在　遅延２１６便　欠航７６８便

○物流関係（3月11日20：30現在）

現在のところ重大な被害の報告なし。（荷崩れ２社（東京都）、

はい崩れ１社（静岡県））

引き続き調査中

○下水道施設の被害状況（3月11日18：00現在）

現在、被害情報確認中。
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○公園施設の被害状況（3月11日18：00現在）

現在、被害情報確認中。

○宅地の被害状況（3月11日18：00現在）

現在、被害情報確認中。

○住宅・建築物（3月11日18:00時点）

・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県に対し、被害の状況を把握し、被災建築物応急危険度判定の実施準備を指示。

福島県は電話不通のため連絡取れず。

・東北地方整備局、関東地方整備局に対し、応急危険度判定を支援するよう指示。

・広域応援については、要請があった場合に対応可能なよう準備中。

・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県に対し、公営住宅等の被災状況について報告するよう指示。

  ・福島県は電話不通のため連絡取れず。現在、情報収集中。

・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県に対し、公営住宅等の空き室状況を報告するよう指示。

　福島県は電話不通のため連絡取れず。

・応急仮設住宅について、（社）プレハブ建築協会に対して、県からの要請があり次第、速やかに対応

できるよう準備を指示。

 ・（社）日本エレベータ協会に対し、閉じ込められた方の速やかな救出を指示するとともに、

エレベータの閉じ込め状況を調査し報告するよう指示。現在、調査中。

○官庁施設等（3月11日20:30時点）

被害状況確認中。東北や関東において官庁施設や工事現場で被害情報あり。

東北地方整備局（本局）で15:35頃退避指令あり、現時点で退避解除され、業務・情報収集再開。

関東の海洋情報部の工事現場にて火災発生し消火済みだが 作業員１名が軽度の火傷で病院に搬送
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関東の海洋情報部の工事現場にて火災発生し消火済みだが、作業員１名が軽度の火傷で病院に搬送

○観光関係（3月11日20:00時点）

・登録ホテル・旅館について、被害報告は入っていない。

・現在も引き続き情報収集中。

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　長野

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２
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