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１．本省等の体制について

国土交通本省 3月11日 14：46

気象庁 3月11日 非常体制

海上保安庁 3月11日 海上保安庁災害対策本部

２．地震の概要

（１）平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震

○発生日時　平成23年3月11日　14時46分

○マグニチュード　9.0（暫定値）

○場所および深さ　三陸沖（牡鹿半島の東南東、約130km付近）、深さ24km（暫定値）

○震度５強以上を観測した地域

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

○津波警報等発表状況

　津波注意報は全て解除しました。現在、津波警報・注意報が発表されている沿岸はありません。

○主な検潮所で観測した津波の観測値（６月１０日２１時００分現在）

津波観測点名称　 津波の高さ（ 大波） 大波観測時刻

相馬 ９．３ｍ 以上 １１日１５時５１分

石巻市鮎川 ８．６ｍ 以上 １１日１５時２６分

宮古 ８．５ｍ 以上 １１日１５時２６分

大船渡 ８．０ｍ 以上 １１日１５時１８分

八戸 ４．２ｍ 以上 １１日１６時５７分

釜石 ４２０cm 以上 １１日１５時２１分

大洗 ４．0ｍ １１日１６時５２分

えりも町庶野 ３．５ｍ １１日１５時４４分

いわき市小名浜 ３３３cm １１日１５時３９分

根室市花咲 ２８６cm １１日１５時５７分

　「静岡県東部を震源とする地震について」、「宮城県沖を震源とする地震」、
　「福島県浜通りを震源とする地震について」及び「4/12福島県浜通りを震源とする地震について」

を統合したものです。
※第３９報より「東日本大震災」に名称を変更しました。

非常体制（緊急災害対策本部）

災　害　情　報
平成23年12月5日　10:00作成

国土交通省

東日本大震災（１０２報）
※これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

※この災害情報は「平成２３年東北地方太平洋沖地震」、「長野県北部を震源とする地震について」、

神奈川県東部・西部 山梨県中・西部 山梨県東部・冨士五湖

山形県村山・置賜 群馬県北部 埼玉県北部

千葉県北東部・南部 東京都２３区・多摩東部 新島

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

青森県三八上北・下北 岩手県沿岸北部 秋田県沿岸南部・内陸南部

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

14：46

14：46

宮城県北部
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浦河 ２．８ｍ １１日１６時４２分

むつ市関根浜 ２７９cm １１日１８時１６分

須崎港 ２７８cm １１日２０時５９分

十勝港 ２７６cm 以上 １１日１５時５７分

浜中町霧多布港 ２５７cm １１日２２時１９分

銚子 ２．５ｍ １１日１７時２２分

○今後の余震活動の見通し

（２）長野県北部を震源とする地震

○発生日時　平成23年3月12日　3時59分

○マグニチュード　６．７（暫定値）

○場所および深さ　長野県北部、深さ８km（暫定値）

○震度５強以上を観測した地域

震度６強 長野県北部

震度６弱 新潟県中越

震度５強 群馬県北部 新潟県上越

（３）静岡県東部を震源とする地震

○発生日時　平成23年3月15日　22時31分

○マグニチュード　６．４（暫定値）

○場所および深さ　静岡県東部、深さ14km（暫定値）

○震度５強以上を観測した地域

震度６強 静岡県東部

震度５強 山梨県東部・冨士五湖

３．国土交通省の対応

○３月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

○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

○１１日１７：００　第２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１１日１９：３０　第３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１１日２２：００　第４回国土交通省緊急災害対策会議開催

　余震は次第に少なくなってきていますが、今後も、まれに大きな余震が発生することがあります。
規模の小さな地震でも、沿岸域や陸域で発生すると、場合により 大震度５弱以上の揺れとなるこ
とがありますので、注意してください。特に、福島県から茨城県の陸域では活動が続いており、この
地域の活動に引き続き注意してください。大きな余震が発生すると津波が発生する可能性がありま
す。海岸で強い揺れを感じた場合、また、揺れを感じなくても津波警報・注意報が発表された場合に
は、直ちに海岸から離れ高台等の安全な場所に避難してください。
　なお、余震活動地域の外側の長野県北部～新潟県中越地方、静岡県東部、秋田県内陸北部、茨
城県南部、長野県中部でも震度５強以上の地震が発生しています。このように、余震活動地域の外
側でも地震活動が高まっていると考えられますので、常日頃から地震への備えをお願いします。

○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
小限に食い止めることを 優先に実施すること。」旨指示
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○１２日　７：００　第５回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１２日１０：４５　第６回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１２日１５：００　第７回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１２日２０：３０　第８回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１３日　８：３０　第９回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１３日１５：００　第１０回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１３日２１：００　第１１回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１４日　８：３０　第１２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１４日１４：００　第１３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１４日２０：００　第１４回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１５日　８：３０　第１５回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１６日１１：００　第１６回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１７日１０：３０　第１７回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１８日１０：３０　第１８回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１９日１４：００　第１９回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２０日１４：００　第２０回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２１日１４：００　第２１回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２２日１８：００　第２２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２３日１８：００　第２３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２４日１８：００　第２４回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２５日１８：００　第２５回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２６日１４：００　第２６回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２７日１４：００　第２７回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２８日１５：００　第２８回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２９日１８：００　第２９回国土交通省緊急災害対策会議開催

○３０日１８：００　第３０回国土交通省緊急災害対策会議開催

○３１日１８：００　第３１回国土交通省緊急災害対策会議開催

○４月１日１８：００　第３２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○４日１７：００　第３３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５日１６：００　第３４回国土交通省緊急災害対策会議開催

○６日１６：００　第３５回国土交通省緊急災害対策会議開催

○７日１６：００　第３６回国土交通省緊急災害対策会議開催

○８日１６：００　第３７回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１１日１６：００　第３８回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１４日１６：００　第３９回国土交通省緊急災害対策会議開催

○１８日１６：００　第４０回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２１日１６：００　第４１回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２５日１６：００　第４２回国土交通省緊急災害対策会議開催

○２８日１６：００　第４３回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５月２日１６：００　第４４回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５月９日１６：００　第４５回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５月１６日１６：００　第４６回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５月２３日１６：００　第４７回国土交通省緊急災害対策会議開催

○５月３０日１５：００　第４８回国土交通省緊急災害対策会議開催

○８月１１日１６：１０　第４９回国土交通省緊急災害対策会議開催

○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

○庁舎の被害状況を確認。被害なし。

○東北地方整備局及び各事務所との連絡体制の確立
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○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

○国土技術政策総合研究所の対応
・ 東北地整の要請により、河川班・橋梁班・道路防災班の3班計6名を派遣。

江合川、鳴瀬川の堤防被害等の調査、国道45号等の被災橋梁の調査や、
東北地整災害対策本部における道路災害情報取りまとめの技術的な支援等を実施(3/11～3/14)。
東北地整の要請により、第２次橋梁班及び３次橋梁班を追加派遣し、整備局により専門家の診断が
必要とされた被災橋梁の診断を実施。
また、河川班3名を追加派遣し、新北上川等の河口部周辺の堤防被災状況を調査(3/18～20)。

・ 本省建築指導課の要請により、建築構造の専門家１名を茨城空港の天井調査に派遣（3/12)。
・ 東北地整の要請により、砂防の専門家2名を福島県に派遣し、

地すべり等の発生状況把握のための調査を実施。
・ 本省航空局の要請により、空港舗装の専門1名を派遣し、仙台空港の被災調査を実施(3/13～15)。
・ 本省建築指導課の要請により、建築構造の専門家3名を宮城県及び福島県の

建築物被害調査に派遣(3/14～16）。
建築構造の専門家2名を茨城県の建築物被害調査に派遣（3/15～16）。
建築構造の専門家1名を茨城県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/23)。
建築構造の専門家2名を福島県、宮城県及び岩手県の建築物被害調査（RC造等）に派遣（3/24～26）。
建築構造の専門家1名を千葉県及び茨城県の建築物被害調査（地盤）に派遣（3/24）。
建築構造の専門家1名を栃木県及び福島県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/24～25）。

・ 東北地整の要請により、津波及び港湾施設設計の専門家1名を仙台空港、仙台塩釜港等の
被災調査に向け派遣(3/15～19)。

・ 津波･地震の専門3名を釜石港、久慈港等の被災調査に派遣(3/16～19)
・ 茨城県の要請により,砂防の専門家2名を水戸市に派遣し，急傾斜地崩壊防止施設被災への

対応を指導（3/14）。橋梁の専門2名を茨城県北部の橋梁診断に派遣（3/17）。
・ 本省砂防部の要請により、砂防の専門1名を宮城県・岩手県・福島県の土砂災害調査に派遣(3/18、3/29)
・ 東北地整の要請により海岸の2班5名を派遣し、仙台湾沿岸の堤防被害調査等の

技術支援を実施(3/19～20)。
・ 強震計周辺の被災状況調査のため、地震防災の専門家3名を茨城県へ派遣（3/21）
・ 岩手県の要請により、海岸工学の専門家2名を派遣し、

田老町等の堤防被害の調査や津波の痕跡高の調査に関する支援を実施(3/27～30)。
・ 東北地整の要請により、海岸工学の専門家1名を派遣し、津波の痕跡調査に関する

技術指導を実施(3/28～30)。
・ 本省航空局の要請により、空港舗装の専門家2名を派遣し、仙台空港の被災調査を実施(3/21～27)。
・ 関東地整の要請により、下水道の専門家3名を茨城県・千葉県の被災調査に派遣（3/24～25）
・ 東北地整の要請により、橋梁の専門家2名を派遣し、福島市内の被災橋梁を調査（3/29）。
・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家2名を岩手県及び宮城県に派遣（3/30～4/2）。

○大畠大臣が福島県知事、南相馬市長と面会し、被災地現地視察を行った（8/20）

○前田大臣が宮城県石巻市長と面会し、被災地現地視察を行った（9/9）

○前田大臣が岩手県知事及び釜石市長と面会し、被災地現地視察を行った（9/25）

○大畠大臣が茨城県及び千葉県の被災地現地視察を行った（4/23）

○大畠大臣が福島県知事、いわき市長と面会し、被災地現地視察を行った（5/7）

○大畠大臣が福島県南相馬市長と面会し、被災地現地視察を行った（6/18）

○大畠大臣が福島県南三陸町長、宮城県石巻市長と面会し、被災地現地視察を行った（7/11）

○大畠大臣が岩手県野田村長、久慈市長、釜石市長、遠野市長、岩手県知事と面会し、被災地現地視察を行った（7/23）

○大畠大臣が宮城県石巻市長、東松島市長、仙台市長と面会し、被災地現地視察を行った（7/30）

○政府調査団の一員として、宮城県に市村大臣政務官等を派遣　（3/11～）

○政府調査団の一員として、岩手県に河川局砂防部保全課海岸室長等を派遣　（3/12～）

○政府調査団の一員として、福島県に津川大臣政務官等を派遣　（3/12～）

○大畠大臣が岩手県知事、陸前高田市長、気仙沼市長、南三町長、宮城県知事、石巻市長及び
　福島県知事と面会し、被災地現地視察を行った（4/16～17）

○大畠大臣が日立市長、高萩市長、北茨城市長と面会し、被災地現地視察を行った（4/19）
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・ 建築物被害調査（旧耐震基準の鉄骨造）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（3/30～31）。
・ 関東地整の要請により、建築構造の専門家1名を住宅復旧調査のため千葉県に派遣(3/31)。
・ 関東地整の要請により、下水道の専門家1名を液状化被害の調査のため千葉県に派遣（3/31）
・ 本省住宅局の要請により、建築構造の専門家１名を被災状況の把握のため宮城県・岩手県に

派遣（3/31～4/3）。
・ 強震計周辺の被災状況調査のため、地震防災の専門家2名を宮城県・岩手県へ派遣（4/1～5）
・ 東北地整の要請により、津波及び港湾施設設計の専門家2名を小名浜港，相馬港等の

被災調査に向け派遣(4/5～7)。
・ 関東地整の要請により、津波の専門家1名を鹿島港，茨城港等の被災調査に向け派遣(4/5～6)。
・ 下水道被害調査のため、下水道の専門家1名を宮城県に派遣（4/5～7）。
・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家1名を岩手県に派遣（4/6～9）。
・ 建築物の津波被害調査（木造）のため、建築構造の専門家3名を宮城県に派遣（4/6～8）。
・ 被災橋梁調査のため、橋梁の専門家1名を東北地整管内に派遣（4/5～7）
・ 東北地整の要請により、ダムの専門家2名をダムの変状調査のため福島県・宮城県に派遣（4/7～9）
・ 土砂災害の危険性調査のため、砂防の専門家4名を宮城県へ派遣（4/7～8）
・ 建築物被害調査（鉄骨造）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（4/11～12）。
・ 土砂災害の危険性調査のため、砂防の専門家4名を宮城県・岩手県へ派遣（4/11～12）。
・ 関東地整の要請により、港湾施設設計の専門家１名を被災状況把握のため

鹿島港、茨城港に派遣（4/12～14）。
・ 本省砂防部の依頼により、砂防の専門家2名を土砂災害の実態調査のため福島県に派遣（4/13）
・ 東北地整の要請により、橋梁の専門家2名を被災橋梁の調査のため宮城県・岩手県へ派遣（4/13～16）。
・ 建物被災調査（地盤）のため、建築構造の専門家２名を宮城県及び福島県に派遣（4/15～16）
・ 建物被災調査（火災）のため、建築防火の専門家3名を宮城県・岩手県に派遣（4/20～22）
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（4/21）。
・ 建築物被害調査のため、建築構造の専門家3名を宮城県及び福島県に派遣（4/21～22）
・ 建物被災調査（火災）のため、建築防火の専門家2名を青森県に派遣（4/26～27）
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名を宮城県・栃木県に派遣（4/27～29）。
・ 本省河川局の要請により、ダムの専門家1名をダムの変状調査のため山形県・宮城県に派遣（4/27～28）
・ 建築物被害調査（RC）のため、建築構造の専門家1名を福島県・栃木県・茨城県に派遣（5/11～14）。
・ 本省下水道部等の要請により、下水道の被害状況調査のため、下水道の専門家6名を福島県・

宮城県に派遣(5/23～24)。
・ 建築物の津波被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名を岩手県に派遣（5/24～5/27）。
・ 強震計周辺の被災状況調査のため、地震防災の専門家3名を千葉県へ派遣（5/26）。
・ 建築被害調査（免震）のため、建築構造の専門家2名を宮城県に派遣（5/31～6/2）。
・ 本省住宅局の要請により、仮設住宅建設の支援のため、住宅の専門家１名を東北地整へ派遣（6/11～6/
・ 下水道の被害状況調査のため、下水道の専門家2名を宮城県に派遣(6/15～17)。
・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家1名を岩手県に派遣（6/30～7/2）。
・ 建築物被害調査（体育館）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（7/1）
・ 建築物被害調査（S造）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（7/6）
・ 建築物被害調査（体育館）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（7/1）
・ 建築物被害調査（S造）のため、建築構造の専門家1名を茨城県に派遣（7/6）
・ 耐火建築物被害調査のため、建築防火の専門家1名を宮城県に派遣（8/29～8/30）
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名を宮城県に派遣（9/22～9/24）。
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名を宮城県に派遣（10/13～10/15）。

○土木研究所の対応
・ 橋梁分野の専門家2班計5名(3/12)、土質・振動分野の専門家2名(3/13)を被災地に派遣し、

県管理の9橋梁の損傷の程度及び安全性について調査。対応方法を含め支援。
・ 東北地整の派遣要請にもとづき、橋梁分野の専門家３名を被災地に派遣(3/12～15）。

また、東北地整の要請により2名を追加派遣(3/13～16）
さらに、東北地整の要請により3名を追加派遣（3/14～17）

・ 茨城県の要請により、橋梁分野の専門家2班5名を茨城県に派遣（3/15）
・ 河川局治水課の要請により、土質・振動分野の専門家3名を宮城県に派遣（3/15～18）。
・ 福島県の要請により、土工の専門2名を福島県内の道路盛土の被災調査に派遣（3/16）
・ 東北地整の要請により、地すべりの専門家1名を土砂災害の調査に派遣（3/18）
・ 関東地整の要請により、土構造物の専門家7名を堤防の被災箇所の調査に派遣（3/18）
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・ 東北地整の要請により、土構造物の専門家4名を道路盛土の被災箇所の調査に派遣（3/23）　
・ 茨城県の要請により、土構造物の専門家5名を茨城県に派遣（3/25）
・ 東北地整の要請により、砂防の専門家１名を福島県等に派遣(3/29)
・ 東北地整の要請により、橋梁の専門家2名を派遣し、福島市内の被災橋梁を調査（3/29）。
・ 橋梁の専門家1名を派遣し、東北地整管内の被災橋梁を調査（3/29～4/4）。
・ 関東地整の要請により、土構造物の専門家2名を液状化被害の調査に派遣（3/31）。
・ 本省下水道部の要請により、下水道の専門家3名を宮城県に派遣(4/5～4/8)。
・ 被災橋梁調査のため、橋梁の専門家4名を東北地整管内に派遣（4/5～4/8）
・ 東北地整の要請により、ダムの専門家3名をダムの変状調査のため福島県・宮城県に派遣（4/7～4/10）
・ 津波の痕跡調査のため、河川の専門家4名を茨城県に派遣（4/10）
・ 土砂災害状況調査のため、砂防の専門家5名を福島県・茨城県に派遣（4/13）
・ 本省砂防部の要請により、砂防の専門家2名を土砂災害の実態調査のため福島県に派遣（4/13）
・ 東北地整の要請により、橋梁の専門家4名を東北地整管内に派遣（4/13～4/16）
・ 河川堤防の被災調査のため、土構造物の専門家3名を福島県・宮城県に派遣（4/13～4/15）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家3名を福島県に派遣（4/15）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家4名を福島県に派遣（4/16）
・ 本省砂防部の要請により、砂防の専門家5名を土砂災害の実態調査のため福島県に派遣（4/16）
・ 東北地整の要請により、土構造物の専門家5名を宮城県に派遣（4/18～4/22）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（4/19）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（4/20）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（4/21）
・ 津波の痕跡調査のため、河川の専門家4名を岩手県に派遣（4/22～4/24）
・ 山形県の要請により、ダムの専門家4名を山形県に派遣（4/23～4/24）
・ 東北地整の要請により、ダムの専門家3名を山形県に派遣（4/26～）
・ 東北地整の要請により、河川の専門家1名を宮城県に派遣（4/26～）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家4名を福島県に派遣（4/27）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（4/27）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（4/28）
・ 宮城県の要請により、砂防の専門家3名を宮城県に派遣（5/6）
・ 茨城県の要請により、ダムの専門家4名を茨城県に派遣(5/6)
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（5/10）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家3名を福島県に派遣（5/10）
・ 関東地整の要請により、ダムの専門家1名を栃木県に派遣(5/11～5/12)
・ ダムの変状調査のため、ダムの専門家1名を栃木県に派遣(5/11～5/12)
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家4名を福島県に派遣（5/12）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家2名を福島県に派遣（5/17）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家4名を栃木県に派遣（5/17）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家3名を福島県に派遣（5/18）
・ 橋梁の専門家6名を派遣し、宮城県内の被災橋梁を調査（5/25～5/27）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家4名を福島県に派遣（6/3）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家4名を福島県に派遣（6/7）
・ 盛土、擁壁、道路斜面の被災状況調査のため、土構造物の専門家8名を

福島県、宮城県、岩手県に派遣（6/8～6/10）
・ 堤防、堰に関する被災状況調査のため、河川の専門家6名を宮城県に派遣（6/8～6/9）
・ 盛土の被災状況調査のため、土構造物の専門家6名を福島県に派遣（6/15）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家5名を福島県、栃木県に派遣（6/16～17）
・ 橋梁の被災状況調査のため、橋梁の専門家3名を福島県に派遣（6/22）
・ 道路の被災状況調査のため、土構造物の専門家4名を福島県、栃木県に派遣（6/23～6/24）
・ 土砂災害の実態調査のため、砂防の専門家4名を福島県、栃木県に派遣（6/28～29）
・ ダムの被災状況の調査のため、ダムの専門家7名を福島県に派遣（7/1）
・ ダムの被災状況の調査、地質状況の調査のため、ダムの専門家３名、土構造物の専門家３名を

福島県に派遣(7/7)
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家２名を茨城県に派遣（7/8）
・ ダムの被災状況の調査、地質状況の調査のため、ダムの専門家３名、土構造物の専門家３名を

福島県に派遣(7/7)
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家２名を茨城県に派遣（7/8）
・ 活断層の調査のため、土構造物の専門家３名を福島県に派遣（7/27）

○建築研究所の対応
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・ 本省建築指導課の要請により、建築構造の専門家１名を茨城空港の天井調査に派遣（3/12)。
・ 関東地整の要請により,木造建築物の専門家1名を茨城県営住宅の倒壊危険性調査に派遣(3/14)
・ 本省建築指導課の要請により、建築構造の専門家5名を宮城県及び福島県の

建築物被害調査に派遣(3/14～16）。
建築構造の専門家5名を茨城県の建築物被害調査に派遣（3/15～16）。
建築構造の専門家2名を茨城県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/23)。
建築構造の専門家3名を福島県、宮城県及び岩手県の建築物被害調査（RC造等）に派遣（3/24～26）。
建築構造の専門家2名を千葉県及び茨城県の建築物被害調査（地盤）に派遣（3/24）。
建築構造の専門家1名を栃木県及び福島県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/24～25）。
建築構造の専門家4名を茨城県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/25）。

・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家3名を岩手県及び宮城県に派遣（3/30～4/2）。
・ 建築物被害調査（旧耐震基準の鉄骨造）のため、建築構造の専門家4名を茨城県に派遣（3/30～31）。
・ 関東地整の要請により、建築構造の専門家1名を住宅復旧調査のため千葉県に派遣(3/31)。
・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家4名を岩手県に派遣（4/6～4/9）。
・ 建築物の津波被害調査（木造）のため、建築構造の専門家3名を宮城県に派遣（4/6～4/8）。
・ 建物被災調査（火災）のため、建築構造の専門家1名を宮城県に派遣（4/8～4/10）
・ 建物被災調査（鉄骨造）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（4/11～4/12）
・ 建物被災調査（鉄骨造）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（4/12）
・ 建物被災調査（地盤）のため、建築構造の専門家1名を宮城県及び福島県に派遣（4/15～4/16）
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家4名を茨城県に派遣（4/21）。
・ 本省建築指導課及び国総研の要請により建築物被害調査のため、建築構造の専門家2名を

宮城県及び福島県に派遣（4/21～4/22）
・ 建物被災調査（火災）のため、建築構造の専門家２名を宮城県に派遣（4/24～4/26）
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家4名を宮城県及び栃木県に派遣（4/27～4/29）。
・ 建築物被害調査（RC）のため、建築構造の専門家4名を福島県・栃木県・茨城県に派遣（5/11～14）。
・ 建築物の津波被害調査（木造）のため、建築構造の専門家6名を宮城県及び岩手県に派遣（5/24～5/27）
・ 建築被害調査（免震）のため、建築構造の専門家3名を宮城県及び山形県に派遣（6/1～6/2）。
・ 建築被害調査（免震）のため、建築構造の専門家3名を福島県に派遣（6/9）。
・ 強震計を設置している建築物被害調査のため、建築構造の専門家3名を福島県に派遣（6/9）。
・ 強震計設置による建物周辺の余震観測調査のため、建築構造の専門家2名を福島県に派遣（6/24）。
・ 建築物の津波被害調査のため、建築構造の専門家2名を岩手県に派遣（6/27～7/2）。
・ 建築物被害調査（体育館）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（6/30）
・ 建築物被害調査（体育館）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（7/1）
・ 建築物被害調査（S造）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（7/6）
・ 建築物被害調査（免震住宅の地震時挙動確認）のため、建築構造の専門家1名を宮城県に派遣（7/8）
・ 建築物被害調査（体育館）のため、建築構造の専門家2名を茨城県に派遣（7/8）
・ 建築物被害調査（余震観測データの回収）のため、建築構造の専門家3名を福島県・茨城県に派遣（7/29）
・ 強震計設置による建物周辺の余震観測調査のため、建築構造の専門家3名を福島県に派遣（8/26）。
・ 建築物被害調査（RC造、S造、免震建築物）のため、建築構造の専門家2名を宮城県に派遣（8/31～9/1）。
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家4名を宮城県に派遣（10/13～10/15）。
・ 建築物被害調査（木造）のため、建築構造の専門家1名は宮城県に派遣（10/13～10/16）。

○港湾空港技術研究所の対応
・ 関東地整の要請により、地震・構造分野の専門家２名を茨城港及び鹿島港の被災調査に

派遣（3/14～3/15）。
・ 東北地整の要請により、津波及び地震・地盤・構造分野の専門家5名を東北管内の港湾及び

仙台空港の被災調査に向け派遣(3/15～3/19)。
・ 津波･地震の専門家11名を釜石港、久慈港等の被災調査に派遣(3/16～3/19)
・ 本省航空局の要請により、空港舗装の専門家1名を派遣し、仙台空港の被災調査を実施(3/21～3/27)。
・ 東北地整の要請により、港湾の専門家3名を派遣し、釜石港、宮古港の被災調査を実施（3/27～3/30）。
・ 東北地整の要請により、津波及び港湾施設設計の専門家5名を小名浜港，相馬港等の

被災調査に向け派遣(4/5～4/8)。
・ 関東地整の要請により、津波の専門家3名を鹿島港，茨城港等の被災調査に向け派遣(4/5～4/6)。
・ 東北地整の要請により、津波の専門家1名を釜石港、宮古港等の被災調査に向け派遣(4/6～4/9)。
・ 関東地整の要請により、港湾施設設計の専門家２名を被災状況把握のため

鹿島港、茨城港に派遣（4/12～4/14）。
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○12日に本省下水道部１名、国土技術政策総合研究所３名を下水道施設調査に派遣し、宮城県・仙台市にて
下水道の被害状況について情報収集。また、簡易な処理法について情報提供。
また、本省下水道部担当官１名を派遣し、15日に東北地方整備局建政部内に下水道現地支援本部
を設置。さらに本省下水道部２名（3/18～）、国土技術政策総合研究所２名（3/18～28）を追加派遣。
23日に関東地方整備局建政部内に下水道現地支援本部を設置。

○本省建築指導課からの要請により、国土技術政策総合研究所１名、建築研究所１名が、茨城空港の
天井調査を実施（3/12)。
また、国総研3名、建研5名を宮城県及び福島県の建築物被害調査に派遣(3/14～16）。
国総研2名、建研5名を茨城県の建築物被害調査に派遣（3/15～16）。
国総研1名、建研2名を茨城県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/23)。
国総研2名、建研3名を福島県、宮城県及び岩手県の建築物被害調査（RC造等）に派遣（3/24～26）。
国総研1名、建研2名を千葉県及び茨城県の建築物被害調査（地盤）に派遣（3/24）。
国総研1名、建研1名を栃木県及び福島県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/24～25）。
建研4名を茨城県の建築物被害調査（木造）に派遣（3/25）。

○岩手県の要請により、被災市町村の復興計画の策定等の技術支援のため、国土交通省6名、都市再
生機構29名を被災市町村（大船渡市、山田町、宮古市、野田村、釜石市、陸前高田市、大槌町）等
に派遣（4/13～）

○宮城県の要請により、被災市町村の復興計画の策定等の技術支援のため、都市再生機構34名を被災
市町村（名取市、岩沼市、山元町、女川町、東松島市、気仙沼市、南三陸町、亘理町）等に派遣（7/5～）

○福島県の要請により、被災市町村の復興計画の策定等の技術支援のため、都市再生機構2名を被災
市町村（新地町）に派遣（11/7～）

○国土交通省職員の派遣（12月4日　0人、のべ24,802人）
○うち緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣（12月4日　0人、のべ18,115人）

○災害対策用機械出動状況　（平成23年12月4日17:00現在）

・平成２３年東日本大震災関連

3月24日～ 4月26日東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月18日～ 3月23日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月24日～ 4月21日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月15日～ 3月15日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月16日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月15日～ 3月18日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月15日～ 5月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月14日～ 3月18日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月14日～ 5月5日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月12日～ 4月25日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月13日～ 5月10日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月12日～ 3月25日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月12日～ 3月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月11日～ 5月10日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月11日～ 8月4日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1

3月11日～ 4月5日

東北地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月11日～ 4月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月11日～ 3月20日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月11日～ 3月28日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 2

3月11日～ 3月14日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月11日～ 3月17日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 2

3月11日～ 3月11日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 2 3月11日～ 3月13日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

整備局名 出動理由 状況 機械名 台数 期間
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3月29日～ 4月25日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月30日～ 5月17日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月30日～ 5月24日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月30日～ 5月29日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月28日～ 5月14日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月28日～ 5月19日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月26日～ 4月2日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月28日～ 4月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月25日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月25日～ 3月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

3月24日～ 4月5日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月24日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月22日～ 4月28日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月23日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月19日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月22日～ 4月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月17日～ 3月24日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月18日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月15日～ 5月19日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2 3月16日～ 3月18日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 3月25日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2 3月15日～ 3月25日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 3月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月12日～ 3月23日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

5月31日～ 6月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月11日～ 3月14日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

5月19日～ 5月20日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 5月19日～ 5月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

5月10日～ 5月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 5月14日～ 5月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

5月6日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 5月6日～ 5月17日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

4月27日～ 4月28日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 4月28日～ 4月28日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

4月26日～ 5月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 4月27日～ 4月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

4月26日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 4月26日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

4月12日～ 4月29日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 4月12日～ 5月19日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月31日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 4月8日～ 4月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

3月30日～ 4月21日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1 3月30日～ 5月18日

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 1

東北地整 復旧支援 支援終了 照明車 2 3月29日～ 3月29日
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4月25日～ 5月24日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1 5月17日～ 7月22日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1

3月16日～ 5月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1 3月17日～ 4月7日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1

3月15日～ 3月22日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1 3月12日～ 5月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1

6月4日～ 6月14日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 9月27日～ 10月1日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

5月31日～ 6月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 6月4日～ 6月7日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

5月30日～ 6月2日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2 5月30日～ 6月3日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

5月20日～ 5月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 4 5月30日～ 5月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

5月19日～ 5月24日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 5月19日～ 5月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

5月12日～ 5月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 5月14日～ 5月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

5月7日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 5月8日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

5月4日～ 5月24日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 5月7日～ 5月8日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 2

4月28日～ 4月28日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月29日～ 5月16日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 3

4月27日～ 5月1日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月27日～ 5月13日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月26日～ 5月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 3 4月27日～ 4月27日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月11日～ 4月22日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月26日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月7日～ 5月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月8日～ 4月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月8日～ 4月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月6日～ 4月10日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月6日～ 4月7日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月6日～ 5月1日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月6日～ 5月7日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月6日～ 4月21日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月6日～ 4月26日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 3 4月6日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

4月5日～ 5月13日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月5日～ 5月5日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月31日～ 4月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 4月5日～ 5月17日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1

3月30日～ 5月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1 3月30日～ 5月9日

東北地整 復旧支援 支援終了 排水ポンプ車 1
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4月1日～ 4月25日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援中 散水車 5 3月12日～

関東地整 復旧支援 稼働終了 待機支援車 1

3月17日～ 3月19日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月26日～ 5月27日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月12日～ 3月16日

関東地整 復旧支援 稼働終了 待機支援車 1 3月13日～ 3月14日

関東地整 復旧支援 稼働終了 待機支援車 3

3月19日～ 3月23日

関東地整 復旧支援 稼働終了 待機支援車 1 3月12日～ 3月12日

関東地整 復旧支援 稼働終了 対策本部車 1

4月11日～

関東地整 復旧支援 稼働終了 対策本部車 1 3月12日～ 3月16日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 3

3月12日～ 4月6日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月11日～ 5月26日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 6月2日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月12日～ 5月26日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 5月30日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月12日～ 5月31日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月18日～ 3月23日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月20日～ 3月23日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1

3月18日～ 3月19日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月18日～ 3月22日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1

3月16日～ 3月16日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月16日～ 3月23日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月15日～ 3月15日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月15日～ 3月16日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1

3月13日～ 3月14日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月14日～ 3月15日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 2

3月12日～ 3月14日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1 3月13日～ 3月13日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 2

3月11日～ 3月12日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 2 3月12日～ 3月12日

関東地整 復旧支援 稼働終了 照明車 1

3月20日～ 4月29日

北海道開発局 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月20日～ 5月28日

北海道開発局 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1

4月11日～

北海道開発局 復旧支援 稼働終了 対策本部車 1 3月12日～ 3月13日

北海道開発局 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1

3月12日～ 3月13日

北海道開発局 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 3 4月11日～ 5月29日

北海道開発局 排水　国道44号旭アンダーパス冠水 稼働終了 排水ポンプ車 2

3月11日～ 3月13日

北海道開発局 復旧支援 稼働終了 照明車 4 3月12日～ 3月12日

北海道開発局 復旧支援　国道44号旭アンダーパス冠水 稼働終了 照明車 1

3月12日～

東北地整 復旧支援 稼働中 散水車 7 3月14日～

東北地整 復旧支援 稼働中 散水車 6

3月20日～ 3月22日

東北地整 復旧支援 支援終了 待機支援車 1 4月11日～ 5月14日

東北地整 復旧支援 支援終了 待機支援車 1

3月17日～ 3月19日

東北地整 復旧支援 支援終了 待機支援車 1 3月17日～ 9月12日

東北地整 復旧支援 稼働終了 待機支援車 1

5月20日～ 5月30日

東北地整 復旧支援 支援終了 待機支援車 1 3月13日～ 5月12日

東北地整 復旧支援 支援終了 対策本部車 1
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3月14日～ 5月30日中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2

3月14日～ 5月31日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月14日～ 4月28日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月14日～ 5月28日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月14日～ 5月30日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月14日～ 5月14日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2 3月14日～ 5月27日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月14日～ 3月15日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月14日～ 5月1日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月12日～ 5月28日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2 3月12日～ 5月31日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月20日～ 3月25日

供用終了 3月25日～ 4月19日

撤去終了 4月20日～ 4月22日

北陸地整 国道45号川原川橋落橋

架設終了

応急組立橋 1

3月12日～ 5月24日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 情報収集車 1 3月12日～ 4月19日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月12日～ 4月26日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月12日～ 5月18日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月11日～ 4月27日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1 3月11日～ 5月20日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1

3月12日～

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月28日～ 5月26日

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 2

3月12日～ 5月27日

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 6 3月12日～ 5月31日

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 3

3月12日～ 5月24日

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2 3月12日～ 5月26日

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月11日～

 北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月12日～ 4月25日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1

3月11日～ 5月13日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2 3月11日～ 5月24日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

4月28日～ 5月24日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月11日～ 4月3日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月12日～ 5月27日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 6 3月12日～ 5月31日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2

3月12日～ 5月23日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 3 3月12日～ 5月24日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2

3月12日～ 4月25日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月12日～ 5月12日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月11日～ 5月26日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月12日～ 4月10日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月11日～ 5月13日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2 3月11日～ 5月24日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月11日～ 3月28日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月11日～ 4月3日

北陸地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月20日～

関東地整 復旧支援 稼働終了 橋梁点検車 1 3月12日～ 3月14日

関東地整 復旧支援の早期対応 支援中 散水車 4
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3月12日～ 4月28日四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月12日～ 5月27日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月12日～ 5月27日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1

4月11日～ 5月19日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月11日～ 5月28日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

4月7日～ 5月28日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月10日～ 5月19日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 5月28日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1 3月12日～

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 5月28日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 3 3月12日～ 5月27日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 3

3月14日～ 4月29日

四国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2 3月12日～ 5月27日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 パトロールカー 1

3月13日～ 3月18日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月13日～ 5月14日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月13日～ 5月13日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月12日～ 5月29日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1

4月11日～

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1 3月12日～ 3月29日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1

3月13日～ 5月29日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 3 4月11日～ 5月29日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 5

3月12日～ 5月24日

中国地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 5 3月13日～ 5月29日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 2

3月12日～ 4月27日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1 3月12日～ 5月22日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 対策本部車 1

4月10日～ 5月30日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月10日～ 9月10日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 9月10日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 4 4月10日～ 5月28日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2

3月12日～ 5月28日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月12日～ 5月31日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月12日～ 5月30日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1 3月12日～ 5月31日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 1

3月11日～ 3月12日

近畿地整 復旧支援の早期対応 支援終了 照明車 2 3月12日～ 5月28日

近畿地整 夜間監視　国道42号 稼働終了 照明車 1

3月14日～ 5月27日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月18日～ 5月31日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

3月14日～ 5月21日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月14日～ 5月26日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

4月11日～ 5月31日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1 5月27日～

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

4月11日～ 5月27日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月11日～ 5月29日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月14日～ 9月10日

中部地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1 3月14日～

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

中部地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2 3月14日～ 5月31日
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・長野県北部を震源とする地震関連

・各地整からの延べ出動台数 (3月11日～12月4日まで）

・各地整から東北地方への実出動台数 (3月11日～12月4日まで）

18 20 17 16 247合計 6 77 18 49 26

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1

応急組立橋 0 0 0 1

パトロールカー 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 22

情報収集車 0 0 0 1

散水車 0 13 9 0 0

4 0 3 2 3 20

4 2 1 0 14

待機支援車 1 3 1 3

対策本部車 1 4 0 2 0

11 10 9 9 13 120

4 5 5 0 68

排水ポンプ車 4 36 8 20

照明車 0 21 0 22 11

中部
地整

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計

19 20 17 16 366

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

合計 14 156 46 52 26

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1

応急組立橋 0 0 0 1

パトロールカー 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

情報収集車 0 0 0 1

橋梁点検車 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 22

0 3 2 3 29

散水車 0 13 9 0

待機支援車 1 5 8 3 4

0 4 2 1 0 21

10 9 9 13 172

対策本部車 2 7 2 3

排水ポンプ車 6 84 9 21 11

11 5 5 5 0 118

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計

照明車 5 47 17 23

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

中部
地整

期間

北陸地整 復旧支援の早期対応に向けた移動 稼働終了 対策本部車 1 3月12日～ 5月20日

整備局名 出動理由 状況 機械名 台数

3月13日～ 5月9日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月20日～ 5月26日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1

4月13日～

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 待機支援車 1 3月12日～ 4月28日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援中 排水ポンプ車 1

4月12日～ 5月29日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月13日～ 5月23日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2

4月6日～ 5月29日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月7日～ 5月30日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

3月13日～ 6月3日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 4月6日～ 5月28日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2

3月13日～ 4月12日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1 3月13日～ 5月30日

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 1

九州地整 復旧支援の早期対応 支援終了 排水ポンプ車 2 3月13日～ 4月10日
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・各地整毎の稼働中の機械台数（東北地整管内） （12月4日17:00時点）

・各地整毎の延べ出動台数（台日）（東北地整管内） (3月11日～12月4日まで）

○災害対策用通信機材出動状況　（平成23年12月5日 08:30現在）
・平成２３年東北地方太平洋沖地震関連

3月15日～ 5月20日北陸地整 自治体支援 稼働終了 石巻市 衛星通信車 1

3月16日～ 4月20日
北陸地整 自治体支援 稼働終了 名取市 Ku-SAT 1 3月15日～ 4月7日
北陸地整 自治体支援 稼働終了 釜石市 Ku-SAT 1

5月26日～ 8月3日
関東地整 自治体支援 稼働終了 いわき市予定 Ku-SAT 1 3月14日～ 3月21日
東北地整 自治体支援 稼働終了 石巻市北上支所 Ku-SAT 1

5月18日～ 6月7日
東北地整 自治体支援 稼働終了 石巻市 Ku-SAT 1 5月20日～ 8月3日
東北地整 自治体支援 稼働終了 大船渡振興局 Ku-SAT 1

4月30日～ 5月30日
東北地整 自治体支援 稼働終了 大船渡市 Ku-SAT 1 5月17日～ 8月4日
東北地整 自治体支援 稼働終了 南相馬市小高 Ku-SAT 1

4月26日～ 9月28日
東北地整 自治体支援 稼働終了 気仙沼市 Ku-SAT 1 4月26日～ 9月28日
東北地整 自治体支援 稼働終了 安波山公園 Ku-SAT 1

4月26日～

東北地整 自治体支援 稼働中 安波山公園～気仙沼消防 簡易画像伝送 1 4月26日～

東北地整 自治体支援 稼働中 箱根山～給食ｾﾝﾀｰ 簡易画像伝送 1

4月22日～ 7月22日
東北地整 自治体支援 稼働終了 大船渡振興局 衛星通信車 1 4月22日～ 5月18日
東北地整 自治体支援 稼働終了 陸前髙田市 Ku-SAT 1

3月24日～ 4月26日
東北地整 自治体支援 稼働終了 雄勝町 衛星通信車 1 4月11日～ 5月18日
東北地整 自治体支援 稼働終了 野田村 Ku-SAT 1

3月23日～ 5月23日
東北地整 自治体支援 稼働終了 相馬市 衛星通信車 1 3月14日～ 3月22日
東北地整 自治体支援 稼働終了 女川町 衛星通信車 1

3月15日～ 3月28日
東北地整 自治体支援 稼働中 山田町 Ku-SAT 1 3月23日～ 10月5日

北海道開発局 自治体支援 稼働終了 東松島市 衛星通信車 1

台数 期間

北海道開発局 自治体支援 稼働終了 田野畑村 Ku-SAT 1 3月22日～ 4月22日

1,485 1,374 1,281 979 21,335

整備局名 出動理由 状況 活動場所 機械名

合計 477 6,152 3,537 3,913 2,130

0 0 0 0 0 26

0 47 0 0 47

応急組立橋 0 0 0 26

パトロールカー 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39

0 0 0 0 5,850

情報収集車 0 0 0 39

散水車 0 3,470 2,380 0 0

280 0 138 118 170 1,304

259 60 74 0 824

待機支援車 66 281 63 188

対策本部車 38 276 0 117 0

1,122 914 749 719 816 9,290

312 380 370 0 3,955

排水ポンプ車 373 1,459 1,094 2,044

照明車 0 666 0 1,499 728

中部
地整

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計

0 0 0 0 22

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

合計 0 13 9 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

応急組立橋 0 0 0 0

パトロールカー 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 22

情報収集車 0 0 0 0

散水車 0 13 9 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

待機支援車 0 0 0 0

対策本部車 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

排水ポンプ車 0 0 0 0

照明車 0 0 0 0 0

中部
地整

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整
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・各地整からの出動台数

・各地整からの稼働中の出動台数

0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

合計 0 2 0 0

簡易画像伝送 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ku-SAT 0 0 0 0

衛星通信車 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計

ヘリテレ可搬局 0 0 0 0

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

中部
地整

0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 2

合計 0 2 0 0

簡易画像伝送 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Ku-SAT 0 0 0 0

0 0 0 0
衛星通信車 0 0 0 0 0

四国
地整

九州
地整

計

ヘリテレ可搬局 0 0 0 0 0 0

3月13日～ 3月18日

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

中部
地整

近畿
地整

中国
地整

九州地整 復旧支援 稼働終了 石巻(直轄) 衛星通信車 1

3月12日～ 3月13日
中国地整 復旧支援（名取川河口） 稼働終了 名取市 衛星通信車 1 3月25日～ 4月5日
北陸地整 復旧支援(ヘリテレ中継） 稼働終了 仙台事務所 衛星通信車 1

3月13日～ 3月17日
北陸地整 復旧支援 稼働終了 仙台事務所 ヘリテレ可搬局 1 3月12日～ 3月13日
関東地整 復旧支援 稼働終了 江戸川(直轄) 衛星通信車 1

4月8日～ 4月27日
東北地整 復旧支援(大船渡出張所） 稼働終了 大船渡市 Ku-SAT 1 4月8日～ 4月27日
東北地整 復旧支援(釜石出張所） 稼働終了 釜石市 Ku-SAT 1

3月30日～ 4月27日
東北地整 復旧支援(岩沼海岸） 稼働終了 岩沼市 Ku-SAT 1 4月1日～ 4月28日
東北地整 復旧支援(山元海岸） 稼働終了 山元町 Ku-SAT 1

3月24日～ 6月3日
東北地整 復旧支援（阿武隈川河口） 稼働終了 亘理町 衛星通信車 1 3月25日～ 4月4日
東北地整 復旧支援(旧北上川河口） 稼働終了 石巻市 Ku-SAT 1

3月25日～ 5月26日
東北地整 復旧支援(石巻市法面崩落） 稼働終了 石巻市 Ku-SAT 1 3月21日～ 4月23日
東北地整 復旧支援(新北上川河口） 稼働終了 石巻市 Ku-SAT 1

4月1日～ 4月6日
東北地整 復旧支援(新北上川河口部釜谷地区） 稼働終了 石巻市 Ku-SAT 1 3月29日～ 5月6日
東北地整 復旧支援(R45二十一浜橋） 稼働終了 気仙沼市 Ku-SAT 1

4月15日～ 4月18日
東北地整 復旧支援　国道45号津波被災箇所監視 稼働終了 気仙沼市 Ku-SAT 1 4月8日～ 9月28日
東北地整 復旧支援(R45志津川） 稼働終了 南三陸町 Ku-SAT 1

3月20日～ 3月22日
東北地整 復旧支援(R45水尻橋） 稼働終了 南三陸町 Ku-SAT 1 3月20日～ 3月31日
東北地整 復旧支援(R45浪板橋） 稼働終了 大槌町 Ku-SAT 1

3月17日～ 3月22日
東北地整 復旧支援(宮古出張所通信確保）　 稼働終了 宮古維持（直轄） Ku-SAT 1 3月12日～ 3月24日
東北地整 復旧支援(気仙沼出張所通信確保）　 稼働終了 気仙沼（直轄） 衛星通信車 1

3月14日～ 3月15日
東北地整 復旧支援　国道4号法面崩落 稼働終了 福島R4　直轄 Ku-SAT 1 3月12日～ 3月19日
東北地整 復旧支援 稼働終了 釜石市 Ku-SAT 1

3月19日～ 4月22日
九州地整 自治体支援 稼働終了 大船渡市末崎中学校 Ku-SAT 1 4月17日～ 4月22日
九州地整 自治体支援 稼働終了 大船渡振興局 衛星通信車 1

3月13日～ 3月23日
中国地整 自治体支援 稼働終了 大槌町 Ku-SAT 1 3月17日～ 4月25日
中国地整 自治体支援 稼働終了 気仙沼市 衛星通信車 1

3月17日～ 3月30日
近畿地整 自治体支援 稼働終了 石巻市北上支所 衛星通信車 1 4月10日～ 5月26日
近畿地整 自治体支援 稼働終了 南三陸町 衛星通信車 1

4月4日～ 4月25日
近畿地整 自治体支援 稼働終了 陸前髙田市 衛星通信車 1 3月15日～ 4月22日
中部地整 自治体支援 稼働終了 宮古市重茂地区 Ku-SAT 1

3月15日～ 3月18日
中部地整 自治体支援 稼働終了 宮古市田老町 Ku-SAT 1 3月19日～ 4月3日
中部地整 自治体支援 稼働終了 南三陸町 Ku-SAT 1
中部地整 自治体支援 稼働終了 大船渡市 衛星通信車 1 3月15日～ 5月17日
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・各地整毎の延べ出動台数（台日）（東北地整管内） （3月11日～12月5日まで）

４．海上保安庁の対応（１２月１午後６時００分）

○緊急災害対策本部の設置を受け、１１日午後３時１４分、日本海溝型地震動員計画を発動

航空機　　　８機（固定翼３機、回転翼５機）

(２)対応状況

①救助状況

《北海道》

釧路 　 　３月１３日、大黒島灯台孤立者５名をヘリにより吊り上げ救助完了

《岩手》

大槌　　　３月１３日、吉里吉里中学校に避難した負傷者1名、ヘリにより吊り上げ救助完了

大槌　　　３月１４日、大槌ふれあい運動公園の負傷者１名、ヘリにより搬送完了

釜石　　　３月１３日、大平中学校負傷者２名、ヘリにより吊り上げ救助完了

釜石　　　３月１３日、釜石港内孤立者２名、巡視艇きじかぜにより救助完了

《宮城》

※　なお、ヤマニシ造船から流出したのは上記２隻のみと確認

石巻　　　３月１２日、雄勝湾内漂流船から２名全員をヘリにて吊り上げ救助完了

石巻　　　３月１３日、市内沿岸部における孤立者１３名、ヘリにより吊り上げ救助完了

石巻　　　３月１３日、負傷者１名をヘリにて吊り上げ救助完了

石巻　　　３月１４日、石巻市南中里リコー営業所孤立者９名をヘリに吊り上げ救助完了

石巻　　　３月１６日、石巻市尾崎宮下孤立者１名をヘリにて吊り上げ救助完了

仙台　　　３月１１日、仙台市消防ヘリポート孤立者１３名ヘリにより救助完了

石巻　　　３月１２日、「サイダージョイ」（３１名乗船）から全員をヘリにより吊り
          上げ救助完了

石巻　　　３月１２日、港内の孤立者６２名、巡視船いすず搭載ゴムボート、石巻監視取
　　　　　締艇により救助完了（一部の孤立者の救助は海自と連携）

石巻　　　３月１２日、石巻港外の「ブルーライナー」から病気を発症した乗客１名、監
　　　　　視取締艇にて救助完了

石巻　　　３月１２日、石巻工業港内絡索船乗員２名、巡視艇しまかぜにより救助完了

石巻　　　３月１３日、石巻健康センター孤立者１名、ヘリにて吊り上げ救助完了

(１)対応勢力（東北地方太平洋側）

巡視船艇等　３０隻（巡視船１０隻、巡視艇等１８隻、測量船２隻）

※当初は日本海側も含めて津波警報・注意報が発令されたことから、全管区において船艇航空機を発動
したが、津波警報等が解除されたことに伴い、現在は被害の激しい東北地方太平洋側に船艇・航空機を
派遣投入して、当該地域での対応に全力をあげている。

塩釜　　　３月１２日、「第三クニ丸」（９名乗船、4名行方不明）航行不能、ヘリにより
                 負傷者1名を吊り上げ救助、残る４名の乗組員及び船体は民間船により救助完了

塩釜　　　３月１２日、塩釜市桂島の傷病者６名、ヘリにより救助完了

石巻　　　３月１２日、ヤマニシ造船にて建造中の船舶「トリパン」（８１名乗船）
          から乗船者全員の救助完了（当庁７１名、自衛隊１０名）

106 110 84 0 47 2,957

0 0 0 0 420

合計 79 2,374 13 144

簡易画像伝送 0 420 0 0 0

42 0 40 0 6 1,998

110 44 0 41 537

Ku-SAT 36 1,793 8 73

衛星通信車 43 161 5 69 64

0 0 0 0 0 2

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

計

ヘリテレ可搬局 0 0 0 2

機械名
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

中部
地整

18 / 202



仙台　　　３月１２日、仙台市荒浜小学校孤立者２１名ヘリにより救助完了

気仙沼　　３月１２日、気仙沼保安署に避難した負傷者1名をヘリにて吊り上げ救助完了

志津川　　３月１３日、漂流漁船から1名をヘリにて吊り上げ救助完了

《福島》

《千葉》

銚子　　　３月１１日、港内乗揚船「第三十三開運丸」から１名をヘリにて吊り上げ救助完了

銚子　　　３月１２日、銚子漁港導流堤座礁ヨット１隻から１名を巡視船かとり搭載艇により救助完了

１２月１日午後６時００分現在　　救助合計　３６０人

② 防災関係
・

・

③ 漂流船等の確認状況

・ 漂流船の生存者等確認調査を実施中。これまでに５０６隻を確認し、調査を実施するも全て無人

・ これまでに漂流遺体３８９体を揚収

・ ４月１４日、福島第一原発周辺海域において、巡視船６隻、巡視艇３隻、航空機５機により集中捜索

を実施（ご遺体、漂流船の発見に至らず）

・ ５月１６日及び２５日、福島第一原発を中心とする半径１０ｋｍ圏内の請戸漁港及び周辺海域を、

巡視船艇３隻により行方不明者の捜索を実施（行方不明者、漂流船の発見に至らず）。

・　６月１６日～１８日、宮城県警察、自衛隊、消防等と連携し、巡視船艇、航空機等により宮城県沿岸部

の集中捜索を実施。行方不明者捜索の結果、車両３台発見、揚収遺体なし。

・　７月１３日、福島県浪江町請戸漁港内において、巡視船艇等４隻により水中カメラを使用した行方不明

者の捜索を実施（行方不明者の発見に至らず）。

・ ８月９日、福島県浪江町請戸漁港内において、巡視船艇等４隻により箱メガネ、水中カメラ等を使用した

行方不明者の捜索を実施（行方不明者の発見に至らず）。

・ ８月３０日～３１日、福島県浪江町請戸漁港内において、巡視船艇等５隻、特殊救難隊及び潜水士１７名

により潜水捜索等を実施（行方不明者の発見に至らず）。

３月１１日～１２日、千葉コスモ石油LPGタンク火災に対し、当庁消防船等及び海上災害防止センター
所属船により消火活動実施

３月１７日、仙台塩釜港（仙台区）全農タンクからのガソリン漏油事故に対し、巡視艇により海上のガス
検知実施。バルブの閉鎖により、漏洩停止。消防と協力し安全を確認

相馬  　　３月１５日、港内で座礁中の「シラミズ」乗船の２３名、ヘリにて吊り上げ救助完了

相馬  　　３月１６日、港内で座礁中の「パインウェーブ」乗船の２３名、ヘリにて吊り上げ救助完了

相馬　　　３月２０日、南相馬市立病院に入院中の患者８名、ヘリにて新潟市民病院まで搬送救助

相馬　　　３月２０日、南相馬市大町病院入院患者９名（ほか付き添い人２名）、ヘリにて福島県立

　　　　　医大付属病院まで搬送救助

銚子　　　３月１１日、外川転覆プレジャーボート2隻から計３名をヘリにて吊り上げ救助完了

気仙沼　　３月１３日、気仙沼消防からの要請で、巡視船ささかぜにより大島にいた重病人１名を
　　　　　搬送し、救急車に引渡

気仙沼　　３月１４日、気仙沼大橋から観光桟橋までの傷病者６名、当庁借上げ船により救助完了

気仙沼　　３月１４日、気仙沼消防からの要請で、巡視船ささかぜにより大島にいた重病人３名を
　　　　　搬送し、救急車に引渡

気仙沼　　３月１５日、気仙沼市内の吐血急患者１名、巡視艇ささかぜにより救助完了

気仙沼　　３月１７日、気仙沼消防からの要請で、巡視船ささかぜにより大島にいた重病人１名を
　　　　　搬送し、救急車に引渡

相馬沖　　３月１２日、転覆作業船「くまの丸」が揚収した漂流者１名、巡視船まつしまにより
　　　　　救助するも心配停止

気仙沼　　３月１２日、気仙沼港口付近ビル屋上孤立者３０名を発見、ヘリにて全員救助完了
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・ ９月８日～９日、福島県浪江町請戸漁港内において、巡視船艇等８隻、特殊救難隊及び潜水士１８名に

より潜水捜索等を実施（行方不明者の発見に至らず）。

・ １１月１日～２日及び９日、福島県富岡町富岡漁港内において、巡視船艇等４隻により水中ソナー、水中

カメラ等を使用した行方不明者の捜索を実施（行方不明者の発見に至らず）。

④緊急物資輸送

・ 本庁対策本部に「緊急輸送対応班」を設置し、対外調整等を実施

（緊急輸送）

【東北地方】

・ ３月１２日、二管区本部に避難した住民に対する毛布２００枚、非常食（クラッカー２４０缶）を陸路輸送

・ ３月１２日、巡視船により、室蘭港から青森港まで救援物資（飲料水２ℓ×３０００本、おにぎり５０００個、

パン５０００個；北海道提供）を搬送

・ ３月１４日、巡視船の現場派遣にあわせ航空機と連携のうえ、神奈川県から岩手県への

支援米（５００㎏）を搬送

・ ３月１４日、巡視船の現場派遣にあわせ航空機と連携のうえ、釜石市、宮古市への

救援物資（毛布１００枚等）を搬送

・ ３月１８日、釜石港にて、給水車９台に対し、巡視船搭載の清水約８トン、ガソリン６缶（１２０リットル）を提供

・ ３月１８日、釜石港にて、岩手県振興局手配のトラックに対し、巡視船搭載の救援物資

（空ポリタンク５０個、バナナ８０本入り４箱、リンゴ３８個入り１６箱、カップ麺６００個等）を提供

・

（補給水タンク２個、リヤカー２０台、簡易ベッド５０台、移動式発電機５台、軽油２０リットル×５缶、

ガソリン２０リットル×５缶、毛布３００枚）を提供

・ ３月２０日、仙台塩釜港仙台区にて積載した救援物資をヘリにて宮城県雄勝町及び南三陸町に搬送

・ ３月２１日、釜石港にて、岩手県釜石市への、救援物資（毛布２２３枚等）を搬送

・ ３月２２日、小名浜港にて、福島県に対し、巡視船搭載の軽油４０キロリットルを提供

・ ３月３０日、巡視船により博多港から釜石港救援物資（食料、日用品等約４．５トン；一般企業提供）を搬送

・

・

・

・ ４月１４日、仙台塩釜港（塩釜区）において、宮城県に対し、巡視船による支援物資（身体保護・緊急搬送用

マット６００枚）の搬送を実施

・ ４月１５日、八戸港において、青森県に対し、巡視船による支援物資（身体保護・緊急搬送用マット５０枚）の

搬送を実施

【その他の地域】

・ ３月１５日、茨城県大洗港着岸中の巡視船により清水（約１８トン）を提供

・ ３月１８日、茨城県大洗港にて、給水車１５台に対し、巡視船搭載の清水約３５トンを提供

・

　

（現場支援）

【東北地方】

・ ３月１３日、八戸港沖の入港待機漁船に対し、食料等支援物資を提供

・ ３月１３日、岩手県尾崎白浜の孤立した被災者に対し、発電機用燃料を提供

・ ３月１５日、江島（宮城県牡鹿半島沖）の孤立者５名に対し、巡視船及び搭載機により

飲料水（５００ｍｌ×３８４本）を提供

・ ３月２１日、釜石港において、釜石市民３４名に対し、巡視船２隻による入浴支援を実施

・ ３月２２日、釜石港において、釜石市民１６名に対し、巡視船による入浴支援を実施

４月７日、青森空港において、青森県に対し、巡視船及び航空機による支援物資

（サーマルバッグ３００枚等）の搬送を実施
物資 バ グ 枚等 搬送を実施４月７日、釜石港において、岩手県に対し、巡視船および航空機による支援物資
物資 バ グ 枚等 搬送を実施（サーマルバッグ３００枚等）の搬送を実施

３月１９日、茨城県大洗港にて、大洗町等に対し、巡視船搭載の清水約１０．５トンを提供

３月１９日、仙台塩釜港仙台区にて、宮城県（陸上自衛隊経由）に対し、巡視船搭載の救援物
資

４月６日、宮城県霞の目飛行場において、宮城県に対し、巡視船及び航空機による支援
物資 バ グ 枚等 搬送を実施物資（サーマルバッグ９００枚等）の搬送を実施
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・ ３月２３日、岩手県職員による釜石付近被害状況調査に対する業務協力（航空機同乗）
・

・ ２８日、岩手県大船渡市合足地区被害者に対して、災害支援車両用に燃料を提供

・ ４月２日～４日、釜石港にて、ＤＭＡＴ職員のべ３４名に対し、巡視船による宿泊支援を実施

・ ４月４日、釜石港において、釜石市民２８名に対し、巡視船による入浴支援を実施

・ ４月５日、釜石港において、釜石市民３９名に対し、巡視船による入浴支援を実施

・　４月８日、羽田空港から仙台空港まで、航空機により宮城県知事等の輸送を実施

・ ４月１８日、岩手県職員等による大槌、陸前高田地区等の被害状況調査に対し、航空機により

業務協力を実施

⑤輸送路の確保

a. 水路測量の実施状況

【東北地方】

・　３月１４日、釜石港において測量船「海洋」により、港内の一部について、水路測量を実施

・　３月１５日、宮古港、釜石港、仙台塩釜港（仙台区）において、測量船３隻による港内の水路測量等実施

・　３月１６日、八戸港、宮古港、仙台塩釜港（仙台区）において、測量船４隻による港内の水路測量等実施

・　３月１７日、八戸港、仙台塩釜港（仙台区、塩釜区）において、測量船４隻による港内の水路測量等実施

・　３月１８日、八戸、仙台塩釜港（塩釜区）において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

・　

・　３月２０日、仙台塩釜港（塩釜区）、大船渡港において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

・　３月２１日、仙台塩釜港（塩釜区）、大船渡港において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

・　３月２２日、大船渡港、気仙沼港において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

・　３月２３日、気仙沼港、石巻港において、測量船３隻による港内の水路測量等実施

・　３月２４日、気仙沼港、石巻港において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

・　３月２５日、相馬港において測量船「天洋」により、港内の一部について、水路測量を実施

・　３月２６日、小名浜港において測量船「明洋」により、港内の一部について、水路測量を実施

・　３月２７日、小名浜港において測量船「明洋」により、港内の一部について、水路測量を実施

・　

・　

・　４月９～１４日、釜石港において測量船「昭洋」により、港内の一部について、水路測量を実施

・　４月１５～１６日、宮古港において測量船「昭洋」により、水路測量を実施

・　４月１５～１７日、仙台塩釜港（塩釜区）において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・　４月１８日、石巻港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　６月１２日～１５日、仙台湾においてMA８７０により、海底地形測量を実施（河川局との連携）

・　６月１７日～２１日、宮古湾においてMA８７０により、海底地形測量を実施（河川局との連携）

６月１１日～２２日、石巻港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

４月２４日、仙台塩釜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

５月３～５日、仙台塩釜港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

５月４～５日、釜石沖において測量船「明洋」により、地殻変動観測を実施

５月１６日～２５日、小名浜港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

５月２２日～２５日、釜石港において測量船「明洋」により、水路測量を実施

５月２８日～６月７日、小名浜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

３月１９日、久慈、仙台塩釜港（塩釜区）において、測量船２隻による港内の水路測量等実施

４月３～５日、仙台塩釜港（仙台区）において測量船「海洋」により、港内の一部について、
水路測量を実施

４月９～１１日、仙台塩釜港（仙台区・塩釜区）において測量船「明洋」により、港内の一部について、
水路測量を実施

４月２１日、仙台塩釜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施。房総沖において海底地殻変動
観測実施

４月２２日、仙台塩釜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

４月２３日、仙台塩釜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

３月１３日～２８日、大島から気仙沼港まで、巡視艇により自衛官、消防士、島民等延べ３１９名及び被災
者向け物資の輸送を実施
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・　６月２４日～２６日、釜石港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ ６月２８日～７月５日、大船渡港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

・ ７月１８日～８月５日、八戸港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ ８月１９日～２７日、小名浜港において測量船「海洋」により、水路測量を実施

・ ８月２７日～３１日、久慈港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ ９月５日～１７日、宮古港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ １０月９日～１６日、気仙沼港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ １０月１８日～３１日、相馬港において測量船「天洋」により、水路測量を実施

・ １１月１３日～１８日、松島湾のおいてＭＡ８７０により、海底地形測量を実施

・ １１月１８日～２８日、宮城県沖において測量船「明洋」により、地殻変動観測を実施

b. 港湾の供用状況

【東北地方】

・　３月１５日、釜石港一部供用開始（２９日一部追加供用）

・　３月１６日、小名浜港一部供用開始（２８日、４月１日一部追加供用）（４月２７日入出港自粛勧告解除）

・　３月１７日、宮古港一部供用開始

・　３月１８日、仙台塩釜港（仙台区）一部供用開始（４月８日一部追加供用、５月１６日航泊禁止解除）

・　３月１９日、八戸港一部供用開始（４月１０日、１４日、５月１０日、６月１０日一部追加供用）

・　３月１９日、相馬港一部供用開始（４月２７日入出港自粛勧告解除、９月９日一部追加供用）

・　３月２０日、久慈港一部供用開始（４月４日一部追加供用）

・　３月２１日、仙台塩釜港（塩釜区）一部供用開始（２５日喫水制限解除）（４月１日、１２日一部追加供用）

　　　　（５月１６日航泊禁止解除）

・　３月２２日、大船渡港一部供用開始（２９日、４月４日、２８日一部追加供用）（４月１９日航行制限解除）

・　３月２３日、石巻港一部供用開始（２７日、４月１日一部追加供用）（４月２８日主要水路夜間航行制限解除）

　　　　（６月７日航泊禁止解除）

・　３月２６日、気仙沼港一部供用開始（３０日一部追加供用）

・　４月１９日、航行制限解除

【その他の地域】

・　３月１５日、常陸那珂港一部供用開始（４月２９日、５月１８日一部追加供用）

・　３月１８日、鹿島港一部供用開始（７月１日、８月２５日、１０月２７日一部追加供用）

・　３月２０日、日立港一部供用開始（５月９日、６月1日一部追加供用）

・　３月２４日、大洗港一部供用開始（６月６日、８月１２日一部追加供用）

c. 航路標識の応急復旧状況

【東北地方】
・ 青森県（八戸保安部）　７基復旧済み

・ 岩手県（釜石保安部）　４３基復旧済み

・ 宮城県（宮城保安部）　６２基復旧済み

・

【その他の地域】

・ その他の地方　２９基復旧済み

d. その他

・３月１５日、国土地理院と窓口を設定し、同院所属航空機からの情報提供体制を確立

⑥ 航行安全
・ 福島第一原発に関する航行警報発出（９月３０日、緊急時避難準備区域解除に伴い、警戒区域にかかる

航行警報を再発出）

福島県（福島保安部）　８基復旧済み
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・ 福島第一原発に係る警戒区域の設定を受け、巡視船により同周辺海域において監視警戒中

・ 航路標識、航路障害物等に関する航行警報発出

・ 航路標識の被害状況調査（夜間の視認調査を含む）を実施中

・ 全ての港で船舶の航行制限を解除

・ 無人漂流船を処理するため関係機関と連携して作業中

巡視船により漂流船８５隻を曳航完了

・ ３月２１日、仙台塩釜港（塩釜区）において、軽油等を搭載したタンカー「鶴宏丸」の入港警戒を巡視艇、

航空機により実施

・ ４月３日、塩釜漁港、小名浜漁港において、漁網等航路障害物の調査実施、関係機関に情報提供実施

・ ４月４日、八戸漁港、気仙沼漁港、石巻漁港、蛸の浜漁港において、漁網等航路障害物

の調査実施、関係機関に情報提供実施

・ ４月５日、釜石漁港、松川浦漁港、松ケ浜漁港において、漁網等航路障害物の調査実施、

関係機関に情報提供実施

・ ５月３日～７月１４日、岩手県及び茨城県沿岸において、船舶交通の障害となっている漂流物

について、作業船により回収を実施

総回収量１２，３７２．９㎥

⑦ 関係機関との連携協力
・

⑧

a.対応勢力

・ 船艇　　　　 ３０隻(巡視船２０隻、巡視艇１０隻)

・ 航空機　　　　３機(固定翼　１機、回転翼　２機)

・ 特殊救難隊　２名

・ 機動防除隊　２名

b.対応状況

・

(３)当庁の被害状況

①巡視船艇

・ 宮城　ＰＬくりこま（４月１０日民間サルベージにより離礁作業が行われ、同日０８０３離礁し、

一旦塩釜港に接岸後潜水調査を実施後、４月１１日１６００、函館ドック(室蘭)向け曳航を開始した。

４月１３日１３１４、函館ドック（室蘭）着

４月１３日１９００、巡視船くりこま乗組員８名は函館ドック（室蘭）入り

４月１４日　工程会議、船体損傷調査　各機器及び電路系統絶縁抵抗等試験、調査

７月１日から復旧工事実施中。

１２月２８日工事終了予定。

②航空機

・ 仙台基地　固定翼１機流出、固定翼1機及び回転翼２機が浸水（すべて解役）

・ 宮城分校　回転翼１機浸水（解役）

・ ドック（ジャムコ、仙台市）回転翼1機が転倒（解役）及び浸水、固定翼1機（平成23年度内復旧見込み）

及び回転翼1機が浸水（解役）

発災から７月２２日までの間、本庁及び隣接管区等から第二管区海上保安本部及び東北四県（青森、
岩手、宮城、福島）対策本部に要員等派遣を実施

福島県浜通りを震源とする地震への対応(４月１１日)

巡視船艇・航空機により宮城県から千葉県外房まで沿岸部を調査するも、火災等の特異事象を認め
ず。(天候不良のため一部調査未実施、天候回復後再調査予定)
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③施設関係

a.庁舎

・ 二管区本部、２階、５階、６階及び７階の内部壁に亀裂あり

・

・ 仙台基地：復旧工事実施中

・ 一管区、三管区においても損傷等を受けた施設あり

ｂ.航路標識等

・ 倒壊、傾斜７基

・ 消灯０基

・ 移動、流出０基

・ 欠射０基

c.通信施設

・ 情報通信関連機器損傷２６件

（内１８件については、代替品・予備品を手配するなどにより機能を一部回復。５月２日、石巻（仮庁舎）に

Jシスが設置された。）

d.宿舎
・ 八戸、三島下住宅：１階床下浸水（全戸入居中、今後、復旧工事完了）

５．国土地理院の対応

○災害現場の航空写真を撮影(3/12～）

撮影地域　：東北地方の太平洋側海岸部及び栗駒山周辺

航空写真を国土地理院ホームページで公開(3/13～）

撮影した空中写真をつなぎ合わせたモザイク写真を国土地理院ホームページで公開(3/14～)

三陸北部の一部について航空写真撮影を実施（3/19)

岩手県岩泉町から宮城県南三陸町にかけて航空写真撮影を実施（4/1)

被災地域の斜め写真を国土地理院ホームページで公開（5/20)

○ 災害地域及びその周辺の縮尺1/20万分１の地図を国土地理院ホームページで公開（3/11）

○ デジタル標高地形図を国土地理院ホームページで公開（3/12)

○ 東北地方から関東地方にかけての海岸部周辺の災害対策図を関係機関に提供(3/11)。

○ 電子基準点の解析結果から、 大水平方向約４ｍ、鉛直方向で約70cmの地殻変動を検出（暫定値）

○ 地殻変動の結果から震源断層モデル（暫定版）を作成(3/11～）。

○

○ 電子基準点データ解析による滑り分布モデルを作成(3/14)

○ 電子基準点データ解析による地震後の変動と滑り分布モデルを作成(3/14)

○ 東北地方及びその周辺で地殻変動が大きかった地域の基準点測量成果の公表を停止(3/14)

○ 浸水範囲概況図を関係機関に提供(3/15)

○ 被災前と被災後の空中写真を国土地理院ホームページで公開(3/17～)

○ 合成開口レーダー（SAR）と電子基準点の融合解析により地殻変動を面的に把握（3/17)。

東北地方西部から関東地方の一部を新たに追加(3/23)

山形県から千葉県に渡る地域を新たに追加(4/8)

岩手県の沿岸を新たに追加(4/15)

青森県から福島県に渡る地域を新たに追加(4/20)

高精度のデータで解析し直し、 終版を作成(4/28)

○ 浸水範囲概況図から市町村ごとの概略の浸水面積を算出(3/18)。

撮影範囲の増加による面積の更新(3/23)

衛星画像から判読した福島県沿岸の浸水面積を追加(4/8)

釜石（４月１２日、仮庁舎移転完了）、気仙沼（４月１４日、仮庁舎移転、７月２８日、再移転完了）、
宮古（４月１８日、仮庁舎移転完了）、石巻（４月２５日、仮庁舎移転完了）

未撮影部分（青森県及び岩手県の太平洋海岸部）の航空写真撮影を実施（4/5)

政府調査団の一員として宮城県、岩手県、福島県に職員を１名派遣
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○ 電子基準点のデータ回収 をにより、新たに牡鹿半島で水平約5.3m、垂直約1.2ｍの変動を検出（3/19）

○ 浸水範囲概況図（10万分1）を国土地理院ホームページで公表（3/22)

○ 津波浸水域の土地利用別面積（暫定値）を国土地理院ホームページで公表（3/28)

○ 浸水範囲の土地利用を国土地理院ホームページで公表(3/29)

○

○

○

○

○ 2011年4月11日福島県浜通りの地震に係る災害現地調査報告を国土地理院ホームページで公表(4/26)

○

○ 浸水範囲概況図（2万5千分1）を国土地理院ホームページで公表（6/30)

○ 電子基準点の１秒データによる地殻変動の時間発展（動画）を国土地理院ホームページで公表（9/22)

○

６．気象庁の対応

○

○ ３月11日16時20分　発生した地震について、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」と命名

○

○

○

○

○ 地震・津波の被災地域における気象、地震、津波情報をとりまとめたポータルサイトを開設（３月15日）

○

○

○

○

○

○

○

被災した津波観測施設に臨時の観測機器を設置する工事が完了し、観測が復旧した（7月29日）。

降雨と土砂災害の関係を調査し、大雨警報・注意報（土壌雨量指数基準）の暫定基準について、一部
都県で見直し（地震発生前の基準に戻す等）を実施（11月11日）

地震・津波の状況等の調査のため気象庁機動調査班（JMA-MOT）を各地の気象台より派遣

放射性物質の状況を対象とした空域気象情報（シグメット情報）の発表開始（3月17日～）

地震や津波による堤防や排水施設の被害が大きかった市町村について、大雨警報・注意報の発表基
準（雨量基準）及び洪水警報・注意報の発表基準（雨量基準、流域雨量指数基準、複合基準）を通常
より引き下げた暫定基準による運用を開始（3月30日～）

東日本大震災の復旧・復興担当者、被災者向けの101の市町村を対象とした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（4月27日）

被災地の雨量観測体制を強化するため、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に合計９か所の雨量観
測所を臨時に設置し、運用開始（6月14日）

地盤沈下や、地震や津波による海岸堤防や排水施設等の被害を考慮し、高潮警報・注意報につい
て、通常より引き下げた暫定基準による運用を開始（7月26日）。

東北地方太平洋沖地震と主な余震等による地殻変動が観測された地震について、観測結果を
国土地理院ホームページで公開(4/27)

大きな地殻変動が観測された地域の三角点約4万3千点の位置及び水準点約1,900点の標高の改定値を
公表(10/31)

３月11日14時46分　気象庁災害対策本部設置

大雨警報・注意報の発表基準（土壌雨量指数基準）を通常基準より引き下げた暫定基準による運用を
開始（３月12日～）
政府調査団の一員として宮城県、岩手県、福島県に職員を１名派遣

関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を各地の気象台より適宜実施

各市町村の建物用地のうち津波の浸水を受けたものの面積比率を色分けで表示し、国土地理院ホー
ムページで公表(3/31)

岩手県、宮城県及び福島県の太平洋沿岸の一部において緊急の地盤沈下調査を実施し、結果を国
土地理院ホームページで公表（4/14)
空中写真から作成した詳細な正射画像データ（オルソ画像）を、シームレスに見えるように国土地理院
ホームページ（電子国土Webシステム）で公開（4/20)

2011年4月11日に福島県浜通りで発生した地震（M7.0）に関して、合成開口レーダー（SAR）の解析によ
り地殻変動を面的に把握（4/25)。
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７．政府の対応

３月１１日

○１４時５０分 官邸対策室設置、緊急参集チーム召集

○１５時１４分 緊急災害対策本部設置

○１５時３７分 第１回緊急災害対策本部会議開催

○１６時過ぎ  第２回緊急災害対策本部会議開催

○１８時４２分 政府調査団を宮城県に向け派遣

○１９時２３分 第３回緊急災害対策本部会議開催

１２日

○　６時００分 宮城県に緊急災害現地対策本部を設置

○　８時５３分 政府調査団を岩手県に向け派遣

○　９時１８分 政府調査団を福島県に向け派遣

○　８時３０分 第４回緊急災害対策本部会議開催

○１１時３６分 第５回緊急災害対策本部会議開催

○２１時４０分 第６回緊急災害対策本部会議開催

○閣議により「東北地方太平洋地震による災害」について全国を対象とする激甚災害に指定

１３日

○　９時３２分 第７回緊急災害対策本部会議開催

○２１時０１分 第８回緊急災害対策本部会議開催

１４日

○　９時３３分 第９回緊急災害対策本部会議開催

１５日

○１２時３３分 第１０回緊急災害対策本部会議開催

１６日

○１６時００分 第１１回緊急災害対策本部会議開催

１７日

○１８時００分 第１２回緊急災害対策本部会議開催

２１日

○１６時０３分 第１３回緊急災害対策本部会議開催

３１日

○１８時４７分 第１４回緊急災害対策本部会議開催

４月１１日

○１４時４５分 第１５回緊急災害対策本部会議開催

５月６日

○１０時１６分 第１６回緊急災害対策本部会議開催

５月１０日

○１３時００分 東日本大震災復興構想会議開催

５月２０日

○　８時００分 第１７回緊急災害対策本部会議開催
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８．人的被害（警察庁情報　12月2日現在）
　死　者 行方不明 　重軽傷  全壊（焼）  半壊（焼） 　浸　水
　　（人） 　　（人） 　　（人） 　　（戸） 　　（戸）

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
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
長野県
静岡県
三重県
徳島県
高知県

９．所管施設等の状況

○河川（12月5日10:00現在）

【国管理河川】

・東北地方太平洋沖地震

点検状況（概要）
北海道開発局 点検終了。

東北地整 点検終了。

関東地整 点検終了。

北陸地整 点検終了。

点検状況（詳細）

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 石狩 15:40 16:35

北海道開発局 石狩川 当別 15:23 18:00

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 幌向 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 石狩川 夕張 15:25 17:50

北海道開発局 石狩川 篠津 15:25 16:40

北海道開発局 石狩川  石狩・千歳（江別管内） 15:25 16:40

北海道開発局 石狩川 千歳 15:10 17:30

終了時間
北海道開発局 沙流川 沙流川 14日6:35 14日10:53

日付なしの時刻は3月11日

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

1 10
計 15,840 3,546 5,951 121,972 198,816 24,656

1 2
11

2
1
4 7

4 132 38
新潟県 3

7 90 11

1
20 2 251 798 9,221 873

1 38 7
42 194

4 132 265 2,042

401
24 1 707 3,234 23,247 2,331

80
1,605 221 241 18,512 57,909

12
2 29 37

9,504 1,913 4,013 78,586 100,663 18,062
4,665 1,408 188 20,199 4,551 2,084

3 1 61 311 853

都道府県 　備　考
流出（戸）

1 3 4 874
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20:50

関東 那珂川 那珂川（河口部以外） 16:00 23:30 12日7:00 12日10:00

関東 利根川 渡良瀬川 15:10 19:40 19:40

22:22

関東 利根川 小貝川 15:00 18:50 18:50 12日14:00

関東 利根川 鬼怒川 15:30 19:45 19:45

22:00

関東 利根川 綾瀬川 16:15 17:45 17:45 20:30

関東 利根川 中川 16:15 19:25 19:25

13日10:05

関東 利根川 江戸川 16:07 19:00 19:00 12日1:00

関東 利根川 常陸利根川 16:00 22:00 11日22:00

23:48

関東 利根川 神流川 15:50 16:55 16:55 21:40

関東 利根川 烏川 15:50 16:55 16:55

21:00

関東 利根川 利根川（河口部） 12日8:00 12日9:30 12日9:30 12日19:30

関東 利根川 利根川（河口部以外） 15:30 17:00 17:00

12日17:00

東北 赤川 赤川 不明 17:02 12日6:00 12日14:10

東北 上川 上川上流 不明 17:30 12日6:00

12日14:10

東北 上川 上川中流 不明 17:50 12日6:00 12日10:50

東北 上川 上川下流 不明 18:30 12日6:00

12日14:55

東北 子吉川 子吉川 不明 17:30 12日6:00 12日14:28

東北 雄物川 雄物川上流 不明 17:55 12日6:00

12日16:06

東北 雄物川 雄物川下流 不明 17:15 12日6:00 12日10:24

東北 米代川 米代川 不明 19:06 12日6:00

13日15:11

東北 岩木川 岩木川 不明 19:08 12日6:00 13日9:22

東北 高瀬川 高瀬川 不明 18:26 12日6:00

12日18:30

東北 馬淵川 馬淵川 不明 15:50 12日6:00 13日16:15

東北 北上川 北上川上流 不明 21:22 12日5:30

13日17:40

東北 北上川 北上川下流 12日6:00 12日10:55 13日6:23 15日 16:55

東北 鳴瀬川 鳴瀬川 12日6:00 12日13:10 13日7:15

東北 名取川 名取川 - - 12日9:00 13日14:30

13日15:30

東北 阿武隈川 阿武隈川下流 不明 16:12 12日6:00 13日11:10

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 不明 21:24 12日6:30

北海道開発局 釧路川 釧路川 14日6:05 14日8:12

北海道開発局 鵡川 鵡川 14日6:35 14日8:40

北海道開発局 十勝川 三線川 15:30 18:00

北海道開発局 十勝川 十日川 15:30 18:00

北海道開発局 十勝川 十弗川 15:30 18:00

北海道開発局 十勝川 利別川 15:30 18:00

北海道開発局 十勝川 浦幌川 14日6:00 14日9:06

北海道開発局 十勝川 下頃辺川 14日6:00 14日9:06

北海道開発局 十勝川 浦幌十勝川 14日6:00 14日9:06

北海道開発局 十勝川 浦幌十勝導水路 14日6:00 14日9:06

北海道開発局 十勝川 売買川 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 札内川 15:20 17:55

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 美生川 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 帯広川 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 十勝川 途別川 15:20 17:55

北海道開発局 十勝川 十勝川 14日6:00 14日9:06

北海道開発局 石狩川 旧美唄 15:30 17:30
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・長野県北部を震源とする地震

点検状況（概要）

北陸地整 全河川で二次点検完了。異常なし。

点検状況（詳細）

・静岡県東部を震源とする地震

点検状況

※中部地整管内の河川は震度４以下のため、緊急点検は行わない。

・4月7日宮城県沖を震源とする地震

点検状況

東北 北上川 旧北上川 8日  5:55 8日  11:40

東北 北上川 江合川 8日  5:00 8日  14:50

東北 北上川 北上川下流 8日  5:55 8日  16:40

東北 北上川 北上川上流 8日 0:30 8日 3:55 8日  5:00 8日  16:00

東北 高瀬川 高瀬川 8日  7:00 8日  9:45

終了時間

東北 馬淵川 馬淵川 8日 1:06 8日 2:36 8日  5:20 8日  6:28

16日9:30

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

関東 富士川 富士川 23:19 16日2:30 16日2:30

日付なしの時刻は3月15日

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

9:25

北陸 姫川 姫川 5:35 6:47 6:47 7:52

北陸 関川 関川 5:25 7:00 6:37

16:37

北陸 信濃川 千曲川 6:20 9:15 8:30 11:55

北陸 信濃川 信濃川 5:50 8:45 7:48

日付なしの時刻は3月12日

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

北陸 姫川 姫川 15:30 17:17

北陸 関川 関川 15:30 17:23

北陸 信濃川 千曲川 15:40 18:50

北陸 信濃川 信濃川 15:15 17:10

12日11:05

北陸 信濃川 信濃川下流 15:05 16:45

北陸 阿賀野川 阿賀川 15:28 18:26 12日7:50

北陸 阿賀野川 阿賀野川 15:35 18:00

北陸 羽越 荒川 14:50 12日11:00

20:00

関東 富士川 笛吹川 15:25 17:50 17:50 19:50

関東 富士川 富士川 15:25 18:00 18:00

18:50

関東 相模川 相模川（河口部） 17:05 17:10 12日14:00 12日14:30

関東 相模川 相模川（河口部以外） 16:00 17:05 17:05

12日1:00

関東 鶴見川 鶴見川 16:00 20:00 20:00 23:00

関東 多摩川 多摩川 16:20 21:30 21:30

20:30

関東 荒川水系 越辺川 16:55 18:01 18:01 20:15

関東 荒川水系 入間川 16:30 17:45 17:45

12日16:30

関東 荒川水系 荒川 14:50 20:10 20:10 23:15

関東 久慈川 久慈川（河口部） 12日14:00 12日16:00 12日14:30

13日10:00

関東 久慈川 久慈川（河口部以外） 16:00 12日9:00 12日11:00 12日14:30

関東 那珂川 那珂川（河口部） 12日14:00 12日16:00 12日17:10
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・4月11日福島県浜通りを震源とする地震

点検状況

・4月12日福島県浜通りを震源とする地震

点検状況

17:50関東 久慈川 久慈川 15:00

18:05

関東 那珂川 那珂川 14:07 13日 8:20

関東 利根川 常陸利根川 15:18

終了時間

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 14:25 16:10

日付なしの時刻は4月12日

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

12日11:50

北陸 信濃川 信濃川 17:16 19:50 12日7:56 12日10:55

北陸 阿賀野川 阿賀川 17:50 19:31 12日6:30

12日11:10

北陸 阿賀野川 阿賀野川 18:05 20:10 12日8:30 12日11:20

関東 久慈川 久慈川 19:50 22:50 12日4:50

12日12:00

関東 那珂川 那珂川 18:42 12日0:20 12日6:00 12日14:07

関東 利根川 渡良瀬川 17:40 12日7:00 12日10:00

12日0:00

関東 利根川 小貝川 18:10 20:40 20:40 22:16

関東 利根川 鬼怒川 17:15 19:48 19:48

12日11:30

関東 利根川 中川 17:56 20:45

関東 利根川 江戸川 17:33 19:40 12日6:00

12日14:20

関東 利根川 常陸利根川 17:45 21:45 12日5:33 12日11:52

関東 利根川 利根川下流 17:30 21:20 12日6:00

12日13:45

東北 最上川 最上川上流 17:30 19:05 12日7:00 12日9:56

東北 北上川 江合川 17:50 18:30 12日5:50

12日8:19

東北 北上川 旧北上川 17:50 18:30 12日5:50 12日13:45

東北 阿武隈川 阿武隈川下流 17:40 18:50 12日5:50

終了時間

東北 阿武隈川 阿武隈川上流 17:30 21:05 12日6:00 12日14:00

8日  14:30

日付なしの時刻は4月11日

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

東北 最上川 最上川中流 8日 0:30 8日 2:50 8日  6:30

8日  8:41

東北 最上川 最上川上流 8日 0:17 8日 2:00 8日  7:30 8日  16:10

東北 雄物川 雄物川上流 8日 0:18 8日 2:25 8日  5:51

東北 雄物川 雄物川下流 8日 0:30 8日 2:07 8日  7:43 8日  9:21

東北 阿武隈川 阿武隈川下 8日  5:15 8日  16:30

東北 阿武隈川 阿武隈川上 8日 0:57 8日 3:50 8日  6:00 8日  16:30

東北 名取川 広瀬川 8日  5:50 8日  16:30

東北 名取川 名取川 8日  5:50 8日  16:30

東北 鳴瀬川 吉田川 8日  5:55 8日  14:00

東北 鳴瀬川 鳴瀬川 8日  6:00 8日  14:47
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・東北地方太平洋沖地震等

被害状況

・長野県北部を震源とする地震

被害状況

なし

・静岡県東部を震源とする地震

被害状況

なし

・4月7日宮城県沖を震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

・4月11日福島県浜通りを震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

35 187 155 2115 0 53合計 26 270 132 950 360

34 80 51 920 0 24関東地整計 0 153 43 385 174

55 42 659 0 20関東
利根
川 0 106 37 291 106 22

245 0 14 5 129 0関東
那珂
川 0 17 5 43

3 2 22 0 0関東 荒川 0 0 0 5 0 12

223 0 8 2 110 0関東
久慈
川 0 30 1 46

104 1195 0 29東北地整計 26 117 89 565 186 1 107

956 1 26 37 364 0東北
鳴瀬
川 9 27 25 183

67 58 646 0 14東北
北上
川 14 62 46 278 121 0

02 0 2 1 35 0東北
名取
川 1 2 1 26

11 3 137 0 6東北
阿武
隈川 2 26 16 77 2 0

05 0 1 5 13 0東北
馬淵
川 0 0 1 1

堤防流出
・決壊

堤防沈下

堤防法崩
れ

（すべり、
はらみだ

し）

堤防
クラック

護岸被災
（クラック

等）
液状化

地整
名

水系
名

各々の被災事象の箇所数

水系
計

緊急復旧事業の状況

堰・樋門・
樋管

排水機場
等

の被災

その他 対策中 完了
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・4月12日福島県浜通りを震源とする地震

被害状況

なし

【都道府県管理河川】

・東北地方太平洋沖地震

点検状況（概要）

点検状況（詳細）

・長野県北部を震源とする地震

点検状況（詳細）

関東 利根川 名久田川 5:10 12:22

北陸 信濃川 千曲川 6:00 16:30

北陸 石川県 能登地方 5:45 7:34

北陸 新潟県 上中越地方 4:30 11:00

終了時間

北陸 長野県 北部地方 5:00 16:30

日付なしの時刻は3月12日

整備局等 水系等 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間

四国 愛媛県 全河川 14日08:50 14日12:00

四国 高知県 全河川 13日18:05 13日19:45

四国 徳島県 全河川 13日7:30 13日11:30

四国 香川県 全河川 11日15:40 11日22:00

近畿 和歌山県 全河川 12日9:00 12日20:30

近畿 福井県 全河川 12日6:00 12日8:00

中部 静岡県 全河川 12日8:30 12日16:00

中部 三重県 全河川 12日8:30 12日12:00

北陸 長野県 滑津川 15:20 18:00

北陸 長野県 千曲川 15:20 18:55

北陸 新潟県 全河川 15:00 18:35

関東 長野県 全河川 15:20 19:00

関東 山梨県 全河川 15:26 19:00

関東 神奈川県 全河川 15:30 19:00

関東 東京都 全河川 15:30 19:00

12日16:30

関東 千葉県 全河川 15:30 16:30

関東 埼玉県 全河川 15:30 21:00 21:00

関東 群馬県 全河川 15:20 19:45

関東 栃木県 全河川 15:30 23:45

関東 茨城県 全河川 16:40 16日9:00 16日9:00 22日17:00

東北 福島県 全河川 12日8:00 14日16:00

東北 山形県 全河川 12日8:00 12日18:00

東北 秋田県 全河川 12日8:30 12日13:00

東北 宮城県 全河川 12日6:00 14日17:00

東北 岩手県 全河川 12日6:00 14日17:00

東北 青森県 全河川 12日6:00 12日13:30

北海道開発局 北海道 全河川 15:10 14日14:58

日付なしの時刻は3月11日

整備局等 水系等 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

点検中 なし
点検終了 ２５都道県（沿岸付近で実施出来ない河川も含む）
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・静岡県東部を震源とする地震

点検状況（概要）

点検状況（詳細）

・4月7日宮城県沖を震源とする地震

点検状況（概要）

点検状況（詳細）
都道府県名点検状況

山形県 点検対象河川　：　４６河川　（点検開始：4/8 6:00）、点検終了：4/8
12:00）

福島県 点検対象河川　：　５５河川　（点検開始：4/8 6:00、点検終了：4/8 16:00）

岩手県 点検対象河川　：　１４４河川　（点検開始：4/8 7:00、点検終了：4/8
17:30）

宮城県 点検対象河川　：　１７４河川　（点検開始：4/8 5:30、点検終了：4/11
17:30）

秋田県 点検対象河川　：　１５河川　（点検開始：4/8 7:00）、点検終了：4/8
14:00)

点検中 なし
点検終了 ６県

青森県 点検対象河川　：　３河川　（点検開始：4/8 6:00、点検終了：4/8 16:00）

静岡県 富士川 潤井川 6:00 8:00

静岡県 富士川 富士早川 6:00 8:00

静岡県 富士川 田子江川 6:00 8:00

静岡県 富士川 田宿川 6:00 8:00

静岡県 富士川 江尾江川 6:00 8:00

静岡県 富士川 和田川 6:00 8:00

静岡県 富士川 伝法沢川 6:00 8:00

静岡県 富士川 滝川 6:00 8:00

静岡県 富士川 小潤井川 6:00 8:00

静岡県 富士川 沼川 6:00 8:00

静岡県 鮎沢川 鮎沢川 6:00 8:00

静岡県 狩野川 黄瀬川 6:00 8:00

山梨県 相模・多摩川

大幡川
笹子川

他３河川
7:00 10:20

山梨県 富士川
鳴沢川
常葉川

他43河川
7:00 12:00

神奈川県 酒匂川・他 酒匂川・他 8:30 16:00

日付なしの時刻は3月16日

都道府県名 水系等 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

神奈川県 点検終了。全河川異常なし。

山梨県 点検終了。全河川異常なし。

静岡県 点検終了。全河川異常なし。

関東 利根川 赤谷川 5:10 7:14

関東 利根川 四釜川 5:10 7:14

関東 利根川 薄根川 5:10 7:14

関東 利根川 片品川 5:10 7:14
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・4月11日福島県浜通りを震源とする地震

点検状況（概要）

点検状況（詳細）
都道府県名点検状況

・4月12日千葉県東方沖を震源とする地震

点検状況（概要）

都道府県名点検状況

・4月12日福島県浜通りを震源とする地震

点検状況（概要）

都道府県名点検状況

茨城県 点検対象河川　：　１５河川　（点検開始：4/12 14:30、点検終了：4/13
10:00)

点検中 なし

点検終了 ２県

福島県 点検対象河川　：　２５河川　（点検開始：4/12 14:30、点検終了：19:30）

点検中 なし
点検終了 １県

千葉県 点検対象河川　：　１６河川　（点検開始：4/12 8:30、点検終了：4/12
13:20)

埼玉県 点検対象河川　：　５１河川　（点検開始：4/11 17:16、点検終了：4/11
20:00)

新潟県 点検対象河川　：　不明　　　（点検開始：4/11 17:16、点検終了：4/11
19:45)

福島県 点検対象河川　：　６３河川　（点検開始：4/11 17:30、点検終了：4/12
14:00）

茨城県 点検対象河川　：　１５河川　（点検開始：4/12 6:00、点検終了：4/12
16:00)

栃木県 点検対象河川　：　２７河川　（点検開始：4/11 17:20、点検終了：4/11
20:15)

点検終了 ７県

宮城県 点検対象河川　：　１９河川　（点検開始：4/12 7:00、点検終了：4/12
15:00）

山形県 点検対象河川　：　１０河川　（点検開始：4/11 17:30、点検終了：:4/12
11:30）

点検中 なし
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・東北地方太平洋沖地震等

被害状況

※福島第1原子力発電所事故に伴う警戒区域内の河川における被害件数は、調査未了であることから上表に含まない。

・長野県北部を震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

・静岡東部を震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

・4月7日宮城県沖を震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

・4月11日福島県浜通りを震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

73 1353都道府県計 69 29 446 257 432 0 47

0 0 0 0石川 0 0 0 0 0
0 0富山 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2静岡 0 0 1 0 0
5 6新潟 0 0 0 1 0 0 0

0 0 3 3長野 0 0 0 0 0
0 0山梨 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0神奈川 0 0 0 0 0
0 0東京 0 0 0 0 0 0 0

0 1 13 153千葉 0 7 32 50 50
4 21埼玉 0 3 4 6 4 0 0

0 0 0 0群馬 0 0 0 0 0
1 10栃木 0 0 3 5 1 0 0

0 0 2 184茨城 0 6 33 68 75
10 166福島※ 11 4 12 31 97 0 1

0 0 0 0山形 0 0 0 0 0
0 0秋田 0 0 0 0 0 0 0

0 25 13 642宮城 48 8 353 92 103
21 157岩手 8 1 6 4 97 0 20

0 0 0 9青森 2 0 2 0 5
0 0北海道 0 0 0 0 0 0 0

堤防流出
・決壊

堤防沈下

堤防法崩
れ

（すべり、
はらみだ

し）

堤防
クラック

護岸被災
（クラック

等）
液状化

堰・樋門・
樋管

排水機場
等

の被災

その他

都道府県
名

各々の被災事象の箇所数

合計
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・4月12日千葉県東方沖を震源とする地震

被害状況
東北地方太平洋沖地震による被害状況に含む

・4月12日福島県浜通りを震源とする地震

被害状況
被害なし

○ダム（12月5日10:00現在）

被害状況

【国管理ダム】

国管理ダム（直轄ダム）では大きな異常なし。

栃木県 那須町 利水 矢の目ダム
ダム天端においてクラック発生
→安全確保のため水位低下済み

宮城県 大和町 利水 嘉太神ダム
余水吐においてクラック発生
→安全確保のため水位低下済み

福島県
南相馬土
地改良区

利水 鉄山ダム
ダム天端においてクラック発生　※詳細把握不可（福島第
一原発に係る警戒区域内にあるため）

福島県 福島県 利水 大柿ダム
ダム天端においてクラック発生　※詳細把握不可（福島第
一原発に係る警戒区域内にあるため）

福島県
大玉土地
改良区

利水 三ツ森池ダム
ダム天端においてクラック発生
→安全確保のため水位低下済み

福島県 南相馬市 利水 風兼ダム
ダム天端においてクラック発生　※詳細把握不可（福島第
一原発に係る警戒区域内にあるため）

都道府県 管理者名 種別 ダム名 被害状況

福島県
阿武隈川
上流土地
改良区

利水 西郷ダム
ダム天端においてクラック発生
→安全確保のため水位低下済み
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○水利使用許可制度の運用（3月17日5:00現在）
・

・

（今回追加分は、約6.000ｋｗ（約2,000世帯分に相当））

・ 緊急暫定的に、関係発電事業者の取水量について、一時的に許可取水量を超えても、２４時間平均
値が超過していないことだけで足りることとする旨各地方整備局等に指示（3月15日付け事務連絡）

塩川発電所 長野県上田市
信濃川水系
千曲川

取水制限流量0.700m3/s
減量後の流量0.350m3/s

約70kw

以上により、発電出力が 大で約３７．０万kw（約１２．３万世帯分に相当）増加の見込み。

小諸発電所 長野県小諸市
信濃川水系
千曲川等

取水制限流量2.749m3/s
減量後の流量1.375m3/s

約1000kw

島川原発電所 長野県東御市
信濃川水系
千曲川等

取水制限流量4.004m3/s
減量後の流量2.002m3/s

約1,910kw

土村第三
発電所

長野県小海町
信濃川水系
千曲川等

取水制限流量0.124m3/s
減量後の流量0.062m3/s

約80kw

穂積発電所 長野県佐久穂町
信濃川水系
千曲川

取水制限流量1.562m3/s
減量後の流量0.781m3/s

約640kw

箕輪発電所 長野県小海町
信濃川水系
千曲川

取水制限流量0.898m3/s
減量後の流量0.450m3/s

約240kw

土村第一
発電所

長野県小海町
信濃川水系
千曲川

取水制限流量0.945m3/s
減量後の流量0.473m3/s

約550kw

3月16日

沢渡発電所 長野県松本市
信濃川水系
梓川等

取水制限流量0.516m3/s
減量後の流量0.110m3/s

約120kw

高瀬第一
発電所

長野県大町市
信濃川水系
高瀬川

取水制限流量0.377m3/s
減量後の流量0.100m3/s

東日本旅客
鉄道（株）

取水制限流量50m3/s
減量後の流量7m3/s

約4.3万kw

湯川発電所 長野県松本市
信濃川水系
梓川等

東京電力
（株）

取水制限流量0.775m3/s
減量後の流量0.143m3/s

約1,250kw

約70kw

約730kw

3月14日石打発電所 新潟県湯沢町
信濃川水系
魚野川

取水制限流量1.049m3/s
減量後の流量0.4m3/s

約240kw

信濃川発電所 新潟県十日町市
信濃川水系
信濃川

3月12日

信濃川発電所 新潟県津南町
信濃川水系
信濃川

取水制限流量20m3/s
減量後の流量0.26m3/s

約2万kw

塩原発電所 栃木県那須塩原市
那珂川水系

蛇尾
サビ

川

東京電力
（株）

緊急暫定的に揚水発電所の貯水
池への取水を承認

約30万kw

湯沢発電所 新潟県湯沢町
信濃川水系
清津川等

取水制限流量0.637m3/s
減量後の流量0.334m3/s

被害状況を踏まえた水利使用許可制度の適切な運用について各地方整備局等に指示（3月11日付け
事務連絡）

水力発電の能力の活用のための緊急暫定措置

発電所 市町村 水系 許可受者
措置内容

(複数の取水口がある場合は、流量が も
大きい取水口を表示)

見込まれる発電
出力の増加
（ 大値）

発電
開始日
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○土砂災害警戒情報の発表状況（12月5日10:00現在）

　（震度５強以上を観測し土砂災害危険箇所点検の対象市区町村を記載） ●：発表中 16県194市町村

静岡県 富士宮市 1 0

合計 194 0

長野県 栄村 1 0

新潟県 十日町市、上越市、津南町 3 0

神奈川県 横浜市南部、小田原市、二宮町 3 0

山梨県 忍野村、山中湖村、富士河口湖町 3 0

埼玉県 さいたま市、川口市、熊谷市、東松山市、鴻巣市、深谷市、吉見町 7 0

千葉県 成田市、印西市 2 0

栃木県
宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板
市、那須塩原市、さくら市、那須烏山町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、岩舟
町、高根沢町、那須町、那賀川町

20 0

群馬県 高崎市、前橋市、桐生市、太田市、渋川市、沼田市、中之条町 7 0

福島県

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬
市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、
大玉村、天栄村、天栄村湯本、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、会津美里町、西
郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、平田村、浅
川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双
葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

46 0

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、石岡市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠
間市、取手市、つくば市、ひたちなか市、鹿島市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、
筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つ
くばみらい市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町、美浦村

31 0

秋田県 秋田市河辺雄和、大館市、大仙市 3 0

山形県 米沢市、上山市、尾花沢市、中山町 4 0

岩手県
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜
石市、八幡平市、奥州市、滝沢村、矢巾町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、住田町、
大槌町、山田町、普代村

20 0

宮城県

仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、角田
市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、栗原市西部、東松島市、大崎市東
部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森
町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大和町西部、大
郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

39 0

県名 市町村（地域）名
市町村

（地域）数
（総数）

市町村
（地域）数
（発表中）

青森県 八戸市、東通村、五戸町、階上町 4 0
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○土砂災害に関わる避難勧告等の状況（12月5日10:00現在）

太平洋沖地震における土砂災害に関する避難勧告等の状況

13 不明
9月23日

10:00
未定

不明 不明
6月29日

10:00
未定

宮城県 仙台市 東仙台一丁目 避難勧告 8

不明 不明
6月28日

10:00
未定

宮城県 仙台市 北根一丁目 避難勧告 2

不明 不明
6月28日

10:00
未定

宮城県 仙台市 台原三丁目 避難勧告 2

不明 不明
6月28日

10:00
未定

宮城県 仙台市 旭ケ丘二丁目 避難勧告 8

不明 不明
6月22日

10:00
未定

宮城県 仙台市 旭ケ丘一丁目 避難勧告 2

不明 不明
6月22日

10:00
未定

宮城県 仙台市 折立六丁目 避難勧告 1

3 不明
6月21日

10:00
未定

宮城県 仙台市
双葉ケ丘二丁

目
避難勧告 7

不明 不明
6月21日

10:00
未定

宮城県 仙台市 中山八丁目 避難勧告 1

不明 不明
6月20日

15:00
未定

宮城県 仙台市 滝道 避難勧告 5

不明 不明
6月20日

15:00
未定

宮城県 仙台市 東黒松 避難勧告 2

不明 不明
6月16日

10:00
未定

宮城県 仙台市 加茂五丁目 避難勧告 3

不明 不明
6月16日

10:00
未定

宮城県 仙台市 松森字明神 避難勧告 4

8 8 不明 未定

宮城県 仙台市 南光台六丁目 避難勧告 1

不明 不明
6月21日

10:00
未定

宮城県 大郷町 欠下 自主避難 2

不明 不明 不明 未定

宮城県 仙台市 佐手山 避難勧告 8

不明 不明 4月10日 未定

宮城県 仙台市 緑ヶ丘 自主避難 不明

不明 不明
6月22日

10:00
未定

宮城県 石巻市 鹿妻 避難勧告 7

不明 5
3月28日

10:00
未定

宮城県 仙台市 高野原二丁目 避難勧告 16

不明 37
3月14日

8:40
未定

宮城県 仙台市 緑ヶ丘四丁目 避難勧告 89

不明 不明 不明 未定

宮城県 仙台市 折立 立入制限 43

8 8 不明 未定 帰宅済み

宮城県 仙台市 西花苑一丁目 自主避難 5

3 3
4月8日

9:15
5/10
18:00

岩手県 奥州市 下小路２ 自主避難 2

不明 不明 不明 未定 帰宅済み

岩手県 釜石市 上小川 避難勧告 2

備考
類型

（避難準備情
報

避難勧告
避難指示）

対象
世帯数

対象人数
避難者数
（ 大）

青森県 田子町 獅子内 自主避難 2

都道府県 市町村 地区

避難の状況

発令
日時

解除
日時
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長野県北部地震における避難勧告等の状況

3月12日
11:00

3月21日
9:00

避難所
栄村役場
・北野天
満温泉

対象人数
避難者数
（ 大）

長野県 栄村
秋山地区
を除く全村

避難指示 不明 不明 1,787

都道府県 市町村 地区

避難の状況

発令
日時

解除
日時

備考類型
（避難準備

情報避難勧告
避難指示）

対象
世帯数

58
3月13日

17:50
避難勧告
に切替

避難勧告 52 不明 不明
3月16日

19:00
18日
19:00

不明
3月12日

11:35
3月16日

13:00

茨城県 水戸市 宮町

避難指示 30 58

4
4月20日

8:30
未定

茨城県 茨城町 東永寺 避難勧告 3 不明

30
4月15日

14:00
4月16日

18:00

福島県 中島村 上井 避難勧告 1 4

不明
3月12日

2:30
未定

福島県 いわき市 貝屋 避難指示 9 30

8
6月28日

9:00
未定

福島県 郡山市 針生前田 避難勧告 11 26

不明 不明 未定

福島県 いわき市 駒谷 避難勧告 3 8

1 不明 不明

福島県 いわき市 湯台堂 自主避難 1 不明

福島県 いわき市 藤ヶ丘２号 自主避難 1 1

不明 不明
3月11日

18:35

5月26日
14：33

一部(59
世帯)解
除

21 不明 不明 未定

不明 不明 不明 不明

福島県 福島市 沼ノ上 避難指示

80

6 6 不明 未定

福島県 いわき市 東越地 自主避難 1

6 6 不明 未定

福島県 いわき市 竹ノ内 自主避難 2

不明 不明 不明 不明

福島県 白河市 手代塚 自主避難 2

不明 不明
3月17日

12:00
7月1日

0:00

福島県 須賀川市 北上町 自主避難 5

96 不明
3月13日

17:48
3月20日

16:00
捜索作業
終了

福島県 須賀川市 芦田塚 避難勧告 8

不明 不明 不明 未定

福島県 白河市 葉ノ木平 避難勧告 37

100 100
3月17日

8:30
未定

福島県 福島市 竹ノ内前 自主避難 1

福島県 いわき市 忠多 避難勧告 40
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静岡県東部地震における土砂災害に関する避難勧告等の状況

土砂災害に関する避難勧告等発令なし

○震度５強以上の地域内の土砂災害危険箇所数（12月5日10:00現在）

《太平洋沖地震（3月11日）》

【震度７】

宮城県　１市　　５１８箇所

【震度６強】

宮城県、福島県、茨城県、栃木県　　３３市町村　　６，２９４箇所

【震度６弱】

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県　　６８市町村　　１７，４６７箇所

【震度５強】

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、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　　１０５市区町村　　２０，４２９箇所

【その他、発表されていないが周辺市町村の震度から震度５強以上と思われる市町村】

岩手県、宮城県  ９市町　　２，４０９箇所

2
3月19日

17:30
3月29日

9:00

12
3月12日

18:50
3月15日

16:00

新潟県 津南町 外丸 避難勧告 1 2

7
3月13日

 9:25
3月13日

16:00

新潟県 十日町市 小屋丸 避難勧告 4 9

12
3月12日

 6:40
3月15日

16:00

新潟県 津南町 結
ケットウ

東 避難勧告 3 7

11
3月12日

11:00
4月2日
15:00

津南町役
場

新潟県 十日町市 赤倉 避難勧告 7 12

3
3月12日

 8:25
3月13日

15:30
近隣住宅

新潟県 津南町 田中 避難勧告 3 11

40 不明 不明
集会所
日時不明
帰宅済

新潟県 津南町 辰ノ口 避難勧告 1 3

24 不明 不明

公民館・保
育園
日時不明帰
宅済

長野県 野沢温泉村 明
アカ

 石
イシ

 地区 自主避難

25
5月10日

17:30
7月11日

9:00

長野県 飯山市 自主避難

避難指示
に切替

避難指示 10 23 25
5月10日

10:05
5月10日

17:30
避難勧告
に切替

25
3月12日

11:00
3月21日

9:00

避難勧告 10 25 25
3月22日

19:30
長野県 栄村 青

アオ

倉
クラ

地区

避難指示 10 25

避難勧告 10 23

避難勧告
に切替

避難勧告 6 18 18
5月10日

17:30
7月11日

9:00

避難指示 6 18 18
5月10日

10:05
5月10日

17:30

3月12日
11:00

避難勧告
に切替

避難勧告 6 18 18
4月6日

9:00
避難指示
に切替

長野県 栄村 中条
ナカジョウ

 地区

避難指示 6 18 18
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震度５強以上を観測した市町村を有する14都県において優先度の高い土砂災害危険

箇所等の点検に着手。交通途絶・原発事故等の影響範囲を除き、１４都県において点検終了。

応急対応が必要な箇所は実施済み。

《長野県北部の地震（3月12日）》

【震度６強】

長野県　　１村　　１６６箇所

【震度６弱】

新潟県　　２市町　　７２４箇所

【震度５強】

群馬県、新潟県　　２市町　　１，５４４箇所

震度５強以上を観測した市町村を有する３県において優先度の高い土砂災害危険箇所等の点検に

着手し、点検終了。応急対応が必要な箇所は実施済み。

《静岡県東部の地震（3月15日）》

【震度６強】

静岡県　　１市     　  　３８３箇所

【震度５強】

山梨県　　３町村　　　　２６５箇所

震度５強以上を観測した市町村を有する２県において優先度の高い土砂災害危険箇所等の点検に

着手し、点検終了。異常なし。

《宮城県沖の地震（4月7日）》

【震度６強】

宮城県　　２市　　１，５１２箇所

【震度６弱】

岩手県、宮城県　　１８市町村　　６，８９６箇所

【震度５強】

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県　　２９市町村　　８，１１６箇所

【その他、発表されていないが周辺市町村の震度から震度５強以上と思われる市町村】

岩手県、宮城県、福島県  　１８市町　　４，３６１箇所

震度５強以上を観測した市町村を有する５県において優先度の高い土砂災害危険箇所等の

点検に着手。５県において点検終了。

《福島県浜通りの地震（4月11日）》

【震度６弱】

福島県、茨城県　　４市町村　　１，９８９箇所

【震度５強】

福島県、茨城県、栃木県　　１４市町村　　１，５７１箇所

【その他、発表されていないが周辺市町村の震度から震度５強以上と思われる市町村】
福島県 １町 ３４箇所

《福島県浜通りの地震（4月12日》

【震度６弱】

福島県、茨城県　　２市　　１，８２０箇所

【震度５強】

福島県、茨城県　　３市町　　３８１箇所

42 / 202



《栃木県南部の地震（4月16日》

【震度５強】

茨城県　　１市　　９６箇所

○砂防（12月5日　10:00現在）

１．土砂災害の状況

１）土石流等

岩手県 　　　1件　（一関市1）

宮城県 　　　1件　（大崎市1）

福島県　　   1件　（福島市1）

茨城県　　　 1件　（桜川市1）

栃木県　　　 1件　（那須烏山市1）

群馬県　　　 1件　（桐生市1）

長野県　 　　3件　（栄村2、野沢温泉村1）

新潟県　 　　3件　（津南町2、十日町1)

  計　　  　12件  

２）地すべり

宮城県  　   3件  （仙台市2【人家全壊1戸、半壊2戸】、白石市1）

山形県　　　 1件　（山形市1）

福島県       6件　(白河市2【死者14名､人家全壊11戸】、福島市3【人家半壊1戸】、

  　　　　　　　　 いわき市1)

茨城県　　　 1件  (常陸大宮市１）

栃木県　　　 5件　(高根沢町2【人家全壊7戸、半壊2戸】、那須烏山市1【死者2名、

　　　　　　　　　 人家全壊1戸、半壊2戸】、那珂川町1、那須町1）

新潟県　 　 12件　(十日町市8【人家全壊1戸、半壊1戸】、津南町3、上越市1)

　計　      28件 （死者16名、人家全壊21戸、半壊8戸）
　

３）がけ崩れ

青森県　　　 1件　(田子町1)

岩手県 　　　3件　(釜石市1、奥州市1、陸前高田市1【人家一部損壊1戸】)

宮城県 　 　13件　(石巻市7【人家一部損壊7戸】、東松島市2【人家一部損壊1戸】、

　　　　　　　　　登米市2【人家一部損壊1戸】、大郷町1【人家半壊1戸】、仙台市1)

山形県 　　　1件　(東根市1)

福島県　　　29件　(白河市1、郡山市1【人家一部損壊1戸】､中島村1【人家一部損壊1戸】､

　　　　　　　　　いわき市16【死者3名、人家全壊2戸、半壊1戸、一部損壊3戸】、

　　　　　　　　　須賀川市1【人家半壊2戸､一部損壊1戸】､二本松市1【人家半壊1】、

　　　　　　　　　田村市3【人家一部損壊3戸】、福島市2、平田村2【人家全壊1戸】、

　　　　　　　　　古殿町1【人家一部損壊1戸】）

茨城県　　　22件　(水戸市2､日立市2､笠間市1､茨城町4【人家一部損壊1戸】、

　　　　　　　　　 龍ヶ崎市1､小美玉市1、常陸太田市3、潮来町4、鹿嶋市2、稲敷市1、

　　　　　　　　　 大洗町1【人家一部損壊1戸】）

栃木県  　   5件 （那須烏山市2【人家全壊1戸】、さくら市1、大田原市1､高根沢町1）
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千葉県　　　16件 （千葉市1、旭市3、成田市1、佐倉市1、多古町4、香取市4、船橋市１、

　　 　　　　　　　栄町1【人家一部損壊1戸】）

長野県　　　 1件　(栄村1)

新潟県　　　 2件　(津南町2)

静岡県　　　 3件 （富士宮市3【人家一部損壊1戸】）

　計　　　  96件 （死者3名、人家全壊4戸､半壊5戸、一部損壊24戸）　 

４）集落雪崩

新潟県　　　 2件　(南魚沼市1、十日町市1)

　計　　　   2件 

　合　計

　12県　　138件 （死者19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、須川の点検可能箇所について　3/12　12:30点検完了、
　　　　　　　　　　　　　　　　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施。　4/8 11:30点検完了、
　　　　　　　　　　　　　　 異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 9:02点検完了、　
　　　　　　　　　　　　　　 異常なし。　ヘリによる調査を実施、直轄管内異常なし。福島県
　　　　　　　　　　　　　　 いわき市において、土砂崩壊（１件）を確認。

北陸地整管内
湯沢砂防事務所・・・3/12　18:15　平成16年発生の天然ダム等点検完了。　異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施。　4/8 13:20点検完了。
　　　　　　　　　　　　　異常無し。
　　　　　　　　　　　　　平成16年発生の天然ダムについて、4/8 ヘリによる調査を実施し、
　　　　　　　　　　　　　変状がないことを確認。
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 12:20点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　平成16年発生の天然ダムについて、4/11 カメラによる点検の結果、
　　　　　　　　　　　　　異常なし、4/12 12:20点検完了、異常なし。

中部地整管内
富士砂防事務所・・・3/16　点検完了。　異常なし。

由比地区の地すべり対策箇所において、地震直後に４mmの変位を観測
したが、現地調査等の結果、地すべりの動きにはつながっていないことを
確認した。
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【震度６弱】
東北地整管内

岩手河川国道事務所・・・H20年６月発生の天然ダム（岩手県管内）及び八幡平
はちまんたい

山系
さんけい

の点検可

　　　　　　　　　　　　　　　　能箇所について、3/12　13:00点検完了。　一部法面崩落は見られる
　　　　　　　　　　　　　　　　が、特段の異常なし。
  　                              余震のあった八幡平山系の点検が、3/13　9:25に完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を地上及びヘリにより実施、　
　　　　　　　　　　　　　　　 H20年６月発生の天然ダム（岩手県管内）に異常は見られなかったが、
　　　　　　　　　　　　　　　　一関市厳美町（磐井川）にて土砂崩壊箇所（１件）を確認。
　　　　　　　　　　　　　　　平成20年6月発生の天然ダム（岩手県管内）について、4/11
　　　　　　　　　　　　　　　カメラによる点検の結果、異常無し。点検基準に達しなかったため、
　　　　　　　　　　　　　　　点検は実施せず。

【震度５強】
東北地整管内

北上川下流河川事務所・・・H20年６月発生の天然ダム（宮城県管内）について、3/12　13:54
　　　　　　　　　　　　　　　　　点検完了。　異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を地上及びヘリにより実施。　
 　　　　　　　　　　　　　　　H20年６月発生の天然ダム（宮城県管内）も含め、異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　　　平成20年6月発生の天然ダム（宮城県管内）について、4/11
　　　　　　　　　　　　　　　 カメラによる点検の結果、異常無し。点検基準に達しなかったため、
　　　　　　　　　　　　　　　 点検は実施せず。

関東地整管内
利根川水系砂防事務所・・・3/11点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 11:07点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常なし。
日光砂防事務所・・・3/12　10時に点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 9:55点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常無し。

【震度５弱】
東北地整管内

新庄
しんじょう

河川事務所・・・立谷沢
　たちやさわ

川、鮭川
さけ

、寒河江
　さ　が　え

川、赤川
あか

、角川
つの

、銅山
どうざん

川の点検可能箇所につい

　　　　　　　　　　　　　て、3/12　11:21点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施。　4/8 13:00点検完了、
　　　　　　　　　　　 　　異常無し。
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施。　4/12 8:47点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常なし。

関東地整管内
渡良瀬川河川事務所・・・3/12　12:10点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施。　4/12 9:45点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常なし。
富士川砂防事務所・・・3/12　11:00点検完了。　異常なし。    3/16　点検完了。異常なし。

北陸地整管内
阿賀野川河川事務所・・・3/11 主要施設の点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施、　4/8 11:50点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常なし。　
　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 11:40点検完了、
　　　　　　　　　　　　　 異常無し。

45 / 202



【震度４】
北海道開発局管内

札幌河川事務所・・・3/11点検完了。　異常なし。
帯広河川事務所・・・3/12　15:00点検完了。　異常なし。
苫小牧河川事務所・・・3/12　9:36点検完了。　異常なし。

東北地整管内

湯沢河川国道事務所・・・八幡平
はちまんたい

山系
さんけい

の点検可能箇所について3/12　12:24点検完了。
　　　　　　　　　　　　　　　　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施。　4/8 13:20点検完了。　
　　　　　　　　　　　　　　　 異常なし。

北陸地整管内
飯豊山系砂防事務所・・・3/11 監視カメラによる確認。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施。　4/8 13:00点検完了。　
　　　　　　　　　　　　　　　 異常なし。
　　　　　　　　　　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施、4/12 11:40点検完了、
　　　　　　　　　　　　　　　 異常無し。

中部地整管内
天竜川上流河川事務所・・・3/12　11:20点検完了。　異常なし。
静岡河川事務所・・・3/12　15:10点検完了。　異常なし。
　　　　　　　　　　　　 　3/16　点検完了。異常なし。
多治見砂防国道事務所・・・3/1１　点検完了。　異常なし。
富士砂防事務所・・・3/1１　点検完了。　異常なし。

３．都道府県の対応

【震度７】

宮城県・・・点検可能施設について4/8に点検が完了。　異常なし。

 　　　　　　 4月7日23:32頃に発生した余震の点検を実施中。　現時点で異常なし。　

【震度６強】

福島県・・・代表施設の点検完了（沿岸部の点検除く）。

茨城県・・・代表施設の点検を実施中。

　　　　　　 4月11日17:16頃に発生した余震の点検を実施中。　現時点で異常なし。　

長野県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

静岡県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

【震度６弱】

岩手県・・・代表施設の点検完了（沿岸部の点検除く）。現時点で異常なし。

栃木県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

群馬県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

千葉県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

新潟県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

【震度５強】

青森県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

秋田県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

山形県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

埼玉県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

東京都・・・代表施設の点検完了。異常なし。

神奈川県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

山梨県・・・代表施設の点検完了。異常なし。
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【震度４】

北海道・・・施設点検を完了。異常なし。

石川県・・・代表施設の点検完了。異常なし。

岐阜県・・・現時点で被害情報無し。

愛知県・・・現時点で被害情報無し。

○水管理･国土保全局所管海岸保全施設の被害状況等（12月5日10：00現在）

１）水門・陸閘等の操作状況

東北地方太平洋沖地震
【直轄海岸】

【都道府県管理海岸】

愛知県
3/11　20:45　閉鎖（75基／75基）

通常操作（75基／75基）

三重県
3/11　17:30　閉鎖（468基／468基）

通常操作（468基／468基）

石川県
3/11　19:00　閉鎖（1基／1基）

通常操作（1基／1基）

静岡県
3/11　17:00　閉鎖（43基／43基）

通常操作（43基／43基）

千葉県
3/12　8:45　閉鎖（20基／20基）

通常操作（20基／20基）

神奈川県
3/11　19:00　閉鎖（50基／50基）

通常操作（43基／50基）

秋田県
3/11　18:00　閉鎖（1基／1基）

通常操作（1基／1基）

福島県 3/11　18:00　閉鎖（14基／14基）

北海道
3/11　15:01　閉鎖（1基／1基）

通常操作（1基／1基）

青森県
3/11　18:00　閉鎖（16基／16基）

通常操作（14基／16基）
水門2基が破損しており、通常操作ができない状態

九州 宮崎 宮崎 直轄操作対象なし

整備局 都道府県 海岸 操作状況

中国 鳥取 皆生 直轄操作対象なし

四国 高知 高知 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
３／１１　１７：２４　閉鎖を確認済み（１８基／１８基）

３／１３　１０：４５　通常操作（１８基／１８基）

中部 静岡 　富士
３／１１　１５：４５　閉鎖（１基／１基）

３／１２　１６：４５　通常操作（１基／１基）

中部 静岡 駿河 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

北海道 北海道 胆振 直轄操作対象なし

東北 宮城 仙台湾南部 直轄操作対象なし

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況
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岩手県、宮城県については操作状況を確認中。

1,936基のうち、閉鎖確認済みの施設は1,936基。

鹿児島県
3/11　18:00　閉鎖（2基／2基）

通常操作（2基／2基）

沖縄県
3/11　18:20　閉鎖（5基／5基）

通常操作（5基／5基）

熊本県
3/11　18:00　閉鎖（70基／70基）

通常操作（70基／70基）

大分県
3/11　21:00　閉鎖（33基／33基）

通常操作（33基／33基）

佐賀県
3/11　24:00　閉鎖（35基／35基）

通常操作（35基／35基）

長崎県
3/11　24:00　閉鎖（81基／81基）

通常操作（81基／81基）

高知県
3/12　14:15　閉鎖（355基／355基）

通常操作（355基／355基）

福岡県
3/12　2:45　閉鎖（83基／83基）

通常操作（83基／83基）

香川県
3/11　18:30　閉鎖（23基／23基）

通常操作（23基／23基）

愛媛県
3/11　17:50　閉鎖（176基／176基）

通常操作（176基／176基）

山口県
3/12　7:00　閉鎖（196基／196基）

通常操作（196基／196基）

徳島県
3/11　18:30　閉鎖（14基／14基）

通常操作（14基／14基）

島根県
3/12　3:20　閉鎖（1基／1基）

通常操作（1基／1基）

広島県
3/11　22:00　閉鎖（26基／26基）

通常操作（26基／26基）

和歌山県
3/11　16:10　閉鎖（88基／88基）

通常操作（88基／88基）

岡山県
3/11　18:00　閉鎖（31基／31基）

通常操作（31基／31基）

大阪府
3/11　19:00　閉鎖（10基／10基）

通常操作（10基／10基）

兵庫県
3/11　19:00　閉鎖（18基／18基）

通常操作（18基／18基）
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東北地方太平洋沖地震

【直轄海岸】

※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

【都道府県管理海岸】

横道海岸 ヘッドランドブロック飛散
，堤防裏法被覆ブロック

飛散　L=1,000m

シート養生済み

市川海岸 離岸堤ブロック飛散　L=
約1,000m，海岸堤防被
覆ブロック飛散　L=約

1,000m

シート養生済み

青森県 点検完了（4/29　10:00）

八雲海岸 離岸堤1基沈下L=30m

北海道 点検完了（3/14　17:10）

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

九州 宮崎 宮崎
点検終了（3/14 13:30）

異常なし

四国 高知 高知
点検終了（3/12 17:40）

異常なし

中国 鳥取 皆生
点検終了（3/12 15:40）

異常なし

近畿 兵庫 東播
点検終了（3/13 10:02）

異常なし

中部 三重 伊勢湾西南
点検終了（3/13 8:36）

異常なし

中部 静岡 駿河
点検終了（3/12 16:55）

異常なし

中部 静岡 富士
点検終了（3/12 16:40）

異常なし

北陸 富山 下新川
CCTVで確認（3/12

14:30)
異常なし

北陸 新潟 新潟
点検終了（3/12 16:45）

異常なし

東北 宮城 仙台湾南部
3/17　21:30

可能な範囲で点検完了
堤防倒壊等多数

堤防の緊急復旧工事を実施済

対策状況等

北海道 北海道 胆振
点検終了（3/14 10:20）

異常なし

　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
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船越南海岸 堤防決壊220m､水門開
閉機器損傷1基

水門開放済み、
仮締切済み

里海岸 海岸堤防裏法流出､水
門巻上機破損

水門開放済み

赤前海岸 堤防決壊210m､水門開
閉機器損傷1基

水門開放済み

金浜海岸 堤防決壊36m、堤防損
壊264m（洗掘等）、水門
開閉機器損傷3基、陸閘
機器損傷2基

仮締切設置済み、水門開放済み

高浜海岸 水門開閉機器損傷3基、
陸閘全壊1基

水門開放済み

神林海岸 水門開閉機器損傷1基 水門開放済み

田老海岸 堤防損壊130m（裏法洗
掘）､水門開閉機器損傷
2基､陸閘機器損傷3基

水門開放済み

摂待海岸 水門全壊1基

小本海岸 堤防損壊250m（裏法洗
掘）、水門開閉機器損傷
1基

水門開放済み、築堤工復旧済み

明戸海岸 堤防決壊200m、水門上
屋崩壊、水門開閉器損
傷

水門開放済み

太田名部海岸 水門開閉機器損傷1基 水門開放済み

宇留部海岸 普代水門管理橋破損 水門開放済み

野田玉川海岸 水門開閉機器損傷1基 水門開放済み

米田海岸 米田水門上屋半壊､消
波ブロック飛散110m

水門開放済み、階段工復旧済み

野田海岸 泉沢川水門上屋崩壊・
操作不能

水門開放済み

広内海岸 消波ブロック飛散100m

原子内海岸 水門管理橋、避難階段
破損

水門開放済み

小子内海岸 護岸損傷

玉川海岸 護岸損傷

平内海岸 消波ブロック飛散205m

大谷地海岸 護岸損傷

岩手県 点検中（4/29　10:00）

三沢海岸 HL(2基)被覆ブロック飛
散，堤防裏法崩壊

180m

シート養生済み

百石海岸 ヘッドランドブロック飛散
，堤防裏法被覆ブロック

飛散　L=1,000m。
水門2基　津波により操
作室が破損。（通常操作

ができない状態）

水門開放済み
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亀山磯草海岸 護岸決壊190m、陸閘損
壊２基 仮締切設置済み

杉の下海岸 護岸決壊315m、水門全
壊

岩井崎海岸 護岸沈下100m

知海岸 護岸決壊50m､護岸背面
吸出695m

台の沢海岸 護岸沈下285m､護岸吸
出沈下170m

千岩田海岸 護岸沈下310m､護岸吸
出沈下5m

片浜海岸 護岸決壊50m、護岸沈
下685m

日向貝海岸 消波ﾌﾞﾛｯｸ散乱190m 仮締切設置済み

西舞根貝浜海岸 護岸決壊20m、護岸沈
下207m 仮締切設置済み

栃浜海岸 突堤工沈下112m

高石浜海岸 護岸沈下60m､離岸堤沈
下60m 仮締切設置済み

後馬場海岸 護岸決壊50m、護岸吸
出50m、消波ﾌﾞﾛｯｸ散乱
70m

仮締切設置済み

稲村浜海岸 突堤工沈下50m、護岸
沈下110m

荒谷前海岸 護岸決壊20m、護岸吸
出159m 仮締切設置済み

宮城県 点検中（4/28　10:00）

高田海岸 堤防決壊2000m､陸閘3
基

仮締切実施中

勝木田海岸 堤防決壊160m､陸閘1基

石浜海岸 堤防損壊30m（表法護岸
破損）

大野海岸 堤防損壊60m（表法護岸
破損）

田の浜海岸 堤防決壊40m、離岸堤
飛散40m

下甫嶺海岸 堤防決壊300m、水門上
屋崩壊、開閉器故障

水門開放済み

越喜来海岸 堤防決壊780m、水門上
屋崩壊、開閉器故障

仮締切設置中、水門開放済み

小白浜海岸 堤防損壊50m（裏法洗
掘）､水門上屋破損

水門開放済み

水海海岸 水門上屋破損（操作可
能）､消波ブロック飛散
290m

水門開放済み

片岸海岸 堤防決壊740m、水門操
作盤故障（手動操作可
能）

仮締切設置済み
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東名海岸 護岸決壊2,850m 仮締切設置済み

洲崎海岸 堤防決壊2,400m 仮締切設置済み

大曲海岸 堤防決壊300m 仮締切設置済み

仁斗田海岸 護岸沈下135m

石巻長浜海岸 護岸決壊480m 仮締切設置済み、仮堤嵩上げ実施済み

折立海岸 護岸決壊90m､護岸沈下
580m

仮締切設置済み

東侍浜海岸 護岸決壊150m 仮締切設置済み

猪落海岸 護岸沈下ズレ183m

針浜海岸 護岸沈下ズレ918m､樋
門損壊1基

浦宿海岸 護岸沈下ズレ195m

根組海岸 護岸沈下ズレ140m

清水田海岸 護岸決壊10m､護岸沈下
640m､水門損壊1基､陸
閘損壊1基

仮締切設置済み

大原海岸 護岸全壊489m 仮締切設置済み

谷川海岸 護岸決壊240m､水門損
壊1基

大谷川海岸 護岸決壊530m､水門損
壊1基

横須賀海岸 護岸決壊708m

長塩谷海岸 護岸決壊170m､樋門全
壊1基 仮締切設置済み

白浜海岸 護岸決壊662m､水門全
壊1基､陸閘損壊2基 仮締切設置済み

波伝谷海岸 護岸沈下124m

戸倉海岸 護岸決壊194m 仮締切設置済み

水戸辺海岸 護岸決壊230m 仮締切設置済み

黒崎海岸 護岸沈下465m

荒砥海岸 護岸沈下514m

館浜海岸 護岸決壊100m 仮締切設置済み

長須賀海岸 護岸決壊422m　離岸堤
ﾌﾞﾛｯｸ散乱 仮締切設置済み

中島海岸 護岸工決壊1,290m 仮締切設置済み、仮堤嵩上げ実施済み

沖の田海岸 護岸決壊72m

田中浜海岸 離岸堤法崩40m

中沢海岸 消波工散乱50m 仮締切設置済み

高井浜大向海岸 護岸決壊80m、樋門損
壊１基 仮締切設置済み

磯草海岸 護岸沈下50m
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雫地区海岸 1 堤防欠壊 89m

渋佐萱浜海岸

3

堤防決壊 2606m
消波工沈下飛散 994m
沖合施設沈下飛散
250m,

仮締切設置中

北泉大磯地区 2 堤防欠壊 450m
消波工沈下飛散　900m

南海老海岸 3 堤防破堤 705m
消波工沈下飛散　994m
沖合施設沈下飛散
250m

仮締切設置済

蒲庭海岸 1 堤防破堤 161m

古磯部海岸
2

堤防破堤 452m
消波工沈下飛散 30m 仮締切設置済

大浜海岸

3

堤防破堤 4970m
消波工沈下飛散 3464m
沖合施設沈下飛散
480

仮締切設置済

木崎海岸

1

堤防破堤 1081m
消波工沈下飛散 814m
沖合施設沈下飛散
480m

仮締切設置済

福島県 点検中（4/28　18:00）

山形県
点検完了（3/12　16:00）

異常なし

秋田県
点検完了（3/12　15:15）

異常なし

山元海岸 堤防決壊7,920m 堤防の緊急復旧工事を実施済
み

相ノ釜・納屋海岸 堤防決壊4,280m､消波ﾌﾞ
ﾛｯｸ散乱955m

堤防の緊急復旧工事を実施済
み

閖上・北釜海岸 堤防決壊722m､土堤決
壊3,462m

堤防の緊急復旧工事を実施済
み

深沼海岸 離岸堤沈下 堤防の緊急復旧工事を実施済
み

松ヶ浜海岸 護岸決壊40m 仮締切設置済み

菖蒲田海岸 堤防法欠100m　天端舗
装損壊150m

仮締切設置済み

花淵浜海岸 堤防法欠20m

朴島海岸 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ倒壊30m

毛無崎海岸 護岸沈下40m

野の鳥海岸 堤防決壊290m

銭神海岸 護岸沈下212m

小白浜海岸 堤防法欠20m

鰐ヶ淵海岸 護岸決壊50m

長石海岸 護岸決壊235m 仮締切設置済み

長浜海岸 護岸決壊850m　消波工
流出365m

仮締切設置済み
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岩間佐糠地区海岸 2 ･堤防欠壊　1000m
･堤防欠壊　700m

仮締切設置済み
仮締切設置済み

下神白地区海岸 1 堤防欠壊 275m 仮締切設置済み

永崎地区海岸 6 ・護岸欠壊　20m
・沖合施設沈下飛散
140m
・護岸欠壊　340m
・護岸欠壊 150m
・沖合施設沈下飛散
200m

仮締切（大型土のう積）設置済み

仮締切（大型土のう積）設置済み

豊間地区海岸 3 ・護岸欠壊 50m
・護岸欠壊 50m
・護岸欠壊 600m

仮締切設置済み
仮締切設置済み

沼ノ内地区海岸 2 ・堤防欠壊　 30m
・沖合施設沈下飛散
100m

夏井地区海岸 12 ・堤防欠壊 80m
・沖合施設沈下飛散 200m
・護岸欠壊　560m
・沖合施設沈下飛散　140m
・沖合施設沈下飛散　120m
・堤防欠壊　20m
・護岸欠壊　90m
・堤防欠壊 100m
・護岸欠壊　220m
・堤防欠壊 120m
・堤防欠壊 50m
・堤防欠壊 30m

草野下白神海岸 3 ・護岸欠壊 110m
・護岸欠壊 20m
・護岸欠壊 10m

仁井田海岸 7 ・沖合施設沈下飛散
330m
・堤防欠壊 310m
・堤防欠壊　120m
・沖合施設沈下飛散
130m
・堤防欠壊　70m
・護岸破壊 110m

久之浜海岸 4 ・堤防欠壊　85m
・沖合施設沈下飛散
490m
・沖合施設沈下飛散
350

金ヶ沢海岸 1 ・護岸部分欠壊　30m

末続海岸

3

・護岸部分欠壊　106m
・護岸破壊　60m
・護岸欠壊　90m

夕筋 1 ・消波工沈下飛散 95m

折木

2

・堤防破堤  132m
・消波工沈下飛散 329m

下北追地区北釜地先

2

・堤防破堤 59m
・消波工沈下飛散
1430m
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高知県
点検完了（3/13　13:25）

異常なし

徳島県
点検完了（3/13　11:30）

異常なし

山口県
点検完了（3/12　17:00）

異常なし

広島県
点検完了（3/12　18:00）

異常なし

鳥取県
点検完了（3/12　18:50）

異常なし

和歌山県
点検完了（3/12　17:00）

異常なし

兵庫県
点検完了（3/12　17:50）

異常なし

福井県
点検完了（3/12　15:45）

異常なし

三重県
点検完了（3/12　11:00）

異常なし

静岡県
点検完了（3/13　13:00）

異常なし

石川県

点検完了（3/11　19:00）
異常なし

点検完了（3/12　15:00）
異常なし

新潟県
点検完了（3/11　18:35）

異常なし

神奈川県
点検完了（3/12　16:00）

異常なし

東京都
点検完了（3/14　11:40）

異常なし

南九十九里海岸 2 護岸破損等

北九十九里海岸 14 離岸堤ブロック飛散、
ヘッドランド崩壊、護岸

浦安海岸 3 水叩き壊れ、護岸沈下
等

千葉県 点検完了（3/15　15:30）

鹿嶋海岸 12 護岸破損、天端被覆工
沈下等

鉾田海岸 6 護岸破損、天端被覆工
沈下等

ひたちなか海岸 1 天端被覆工破損

日立海岸 2 天端被覆工破損等

高萩海岸 2 天端被覆工破損

北茨城海岸 5 裏法面部崩壊、天端被
覆工破損等

茨城県 点検完了（3/15  17:30）

関田地区海岸 3 ・沖合施設沈下飛散
400m
・護岸欠壊　300m
・沖合施設沈下飛散

須賀地先海岸 4 ・天端・裏法崩壊200m
・天端崩壊20m
・天端・裏法崩壊200m
・天端・裏法崩壊200m
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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

長野県北部を震源とする地震
【都道府県管理海岸】

一次点検で異常がなかったため、点検終了。

静岡県東部地震
【直轄海岸】

一次点検で異常がなかったため、点検終了。

中部 静岡 富士海岸 3/16　6:00
点検開始

3/16 9:10
異常な

整備局 都道府県 海岸名
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

石川県

珠洲西海海岸,三
崎海岸,宝立正院
海岸,珠洲宮崎海

岸

5:45
7:34

異常なし

開始時間 終了時間

新潟県

寺泊・出雲崎海
岸,出雲崎朝日海
岸,柏崎朝日海岸,
柏崎海岸,柿崎海
岸,大潟海岸,上越
海岸,直江津海岸,
直江津・名立海

岸,名立海岸,能生
海岸,青海海岸,糸
魚川能生海岸,糸

魚川海岸

4:30
11:00

異常なし

富山県、愛知県、京都府、大阪府、島根県、岡山県、香川県、愛媛県は、点検を開始する基準の震
度に達しなかったことから点検を実施しない。

岩手県、宮城県、福島県については、瓦礫等の影響があるため、出来る範囲での点検としている。

福島県については、福島第一原子力発電所から30km圏内は施設点検未実施のため除く。

整備局 都道府県 海岸名
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間

沖縄県
点検完了（3/14　11:00）

異常なし

鹿児島県
点検完了（3/12　20:35）

異常なし

宮崎県
点検完了（3/14　8:30）

異常なし

大分県
点検完了（3/12　16:41）

異常なし

熊本県
点検完了（3/12　11:25）

異常なし

長崎県
点検完了（3/12　19:00）

異常なし

佐賀県
点検完了（3/12　16:20）

異常なし

福岡県
点検完了（3/12　16:30）

異常なし
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【都道府県管理海岸】

千葉県、神奈川県について、一次点検で異常がなかったため、点検終了。

【直轄海岸】

【都道府県管理海岸】

仁賀保海岸
点検開始（4/8　14:00）

異常なし

西目海岸
点検開始（4/8　14:00）

異常なし

岩城海岸
点検開始（4/8　14:00）

異常なし

秋田海岸
点検開始（4/8　14:00）

異常なし

秋田県 八竜海岸
点検開始（4/8　14:00）

異常なし

むつ海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

野辺地海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

平内海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

階上海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

八戸海岸
点検終了（4/8　16:00）
新たな被害の報告なし

百石海岸
点検終了（4/8　16:00）
新たな被害の報告なし

三沢海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

青森県 東通海岸
点検終了（4/8　16:00）

異常なし

北海道 浦幌海岸
点検終了 （4/8　14:30）

異常なし

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

東北 宮城 仙台湾南部
可能な範囲の点検完了

（4/8　9:20）
新たな被害はなし

静岡県は、震度5弱以上の震度を観測した地域について点検を実施する。今回、震度5弱以上の震
度を観測した富士市に点検対象海岸がないため、点検を実施しない。

宮城県沖を震源とする地震

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

神奈川県
3/16　7:30
点検開始

3/16 10:00
異常なし

千葉県
3/16　7:00
点検開始

3/16 8:15
異常なし

整備局 都道府県 海岸名
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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【直轄海岸】

【都道府県管理海岸】

遊佐海岸
点検完了 （4/12　11:30）

異常なし

酒田海岸
点検完了 （4/12　11:30）

異常なし

山形県 温海海岸
点検完了 （4/12　11:30）

異常なし

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

北陸 新潟 新潟
点検終了（4/12 10:45）

異常なし

東北 宮城 仙台湾南部
点検終了（4/12 8:15）

新たな被害はなし

※なお、その他の都道府県（岩手県、宮城県、福島県）については、東北地方太平洋沖地震以降情報が入手

福島県浜通りを震源とする地震(4月11日17:16発生)

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

中条海岸
点検終了 （4/8　3:22）

異常なし

荒浜海岸
点検終了 （4/8　3:22）

異常なし

新潟県 瀬波海岸
点検終了 （4/8　3:22）

異常なし

神栖海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

鹿嶋海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

鉾田海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

大洗海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

ひたちなか海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

日立海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

高萩海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

茨城県 北茨城海岸
点検終了 （4/8　8:00）
新たな被害の報告なし

遊佐海岸
点検開始（4/8　12:00）

異常なし

酒田海岸
点検開始（4/8　12:00）

異常なし

鶴岡海岸
点検開始（4/8　12:00）

異常なし

山形県 温海海岸
点検開始（4/8　12:00）

異常なし
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【都道府県管理海岸】

大洗海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

鉾田海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

茨城県 鹿嶋海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

※なお、その他の都道府県（宮城県、福島県）については、東北地方太平洋沖地震以降情報が入手できてい
ない。

福島県浜通りを震源とする地震(4月12日14:07発生)

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 対策状況等

柏崎海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

出雲崎朝日海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

寺泊・出雲崎海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

新潟海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

紫雲寺海岸 点検完了 （4/11　19:05）
異常な

聖籠海岸 点検完了 （4/11　19:05）
異常な

中条海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

神林海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

村上海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

新潟県 山北海岸
点検完了 （4/11　19:05）

異常なし

北九十九里海岸
点検完了  （4/12　12:00）

新たな被害はなし

千葉県 飯岡海岸
点検完了  （4/12　12:00）

新たな被害はなし

北茨城海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

高萩海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

日立海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

ひたちなか海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

大洗海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

鉾田海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

鹿嶋海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし

茨城県 神栖海岸
点検完了  （4/12　9:10）

新たな被害はなし
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○道路（12月5日 10:00現在）

・東北地方太平洋沖地震による道路被害状況等について

（4月7日の宮城県沖を震源とする地震及び4月11日の福島県浜通りを震源とする地震も含む）

・高速道路 → →

・直轄国道 → →

・補助国道 → →

・県道等 → →

１）上部工流出等の損傷が確認された橋梁

（１）都道府県管理国道

（２）都道府県道等

【宮城県】
（主）塩釜七ヶ浜
多賀城線

七ヶ浜町菖蒲田浜
韮森橋

落橋

路線名 区間名 被災状況 備考

【福島県】
広野小高線

北釜橋 落橋

路線名 区間名 被災状況 備考

【茨城県】
国道354号

鉾田市
鹿行大橋

落橋
３径間

（車両一台転落）

国道４５号 宮城県石巻市成田（67KP) 法面崩落 通行止め（迂回路あり）

３．その他の道路における通行止め区間(原発警戒区域内を除く)

※都道府県管理国道・都道府県道等における上部工流出等の損傷が確認された橋梁：１２橋

（２）直轄管理道路

現在、１区間で通行止め

※国道４５号における上部工流出等の損傷が確認された橋梁：９橋

路線名 区間名 被災状況 備考

８１区間 ８０区間 ８０区間

２．高速道路会社等管理道路、直轄管理道路の通行止め状況(原発警戒区域内を除く)

（１）高速道路会社等管理道路

現在、通行止め区間無し

１区間 １区間 １区間

２区間 ２区間 ２区間

※なお、その他の都道府県（宮城県、福島県）については、東北地方太平洋沖地震以降情報が入手できてい

１．道路の通行止め状況(原発警戒区域内を除く)

11/21 10:00 11/28 10:00 12/5 10:00

０路線 ０路線 ０路線

北茨城海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

高萩海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

日立海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし

ひたちなか海岸
点検完了 （4/12　17:00）

新たな被害はなし
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２）4月7日の宮城県沖を震源とする地震により新たに通行止めとなった区間

（１）都道府県管理国道

（２）都道府県道等

３）4月11日の福島県浜通りを震源とする地震により新たに通行止めとなった区間

（１）都道府県管理国道

（２）都道府県道等

・長野県北部を震源とする地震による道路被害状況等について

現在、通行止め区間無し

２．その他の道路の通行止め状況

（１）都道府県管理国道

現在、通行止め区間無し

２）直轄管理国道

現在、被災による通行止め区間無し

３）県管理国道・県道

現在、県管理国道２区間、県道１５区間で被災による通行止め

１．高速道路会社等管理道路、直轄管理道路の通行止め状況

現在、１路線で通行止め

路線名 区間名 被災状況 備考

常磐道 広野～常磐富岡 路面損傷

通行止め　点検完了
（水戸～いわき中央は緊急車両可）
3/16 6:00　三郷Ｊ～水戸通行止め解
除
3/21 10:00　水戸～いわき中央通行
止め解除
4/1 10:00　いわき中央～いわき四倉
通行止め解除
4/28 13:00　いわき四倉～広野通行
止め解除

【福島県】
（一）勿来浅川線

いわき市田人町（井戸沢沢
橋～小川橋）

落石

４．道路の通行止め状況(原発警戒区域内)

１）高速道路会社等管理道路

現在、通行止め区間なし

現在、１区間で通行止め

路線名 区間名 被災状況 備考

現在、通行止め区間無し

現在、通行止め区間無し
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・静岡県東部地震による道路被害状況等について

○鉄道（東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震関連）

１２月５日 １０：００現在

H23年度内 再開見込み

渡波駅～女川駅

石巻線

小牛田駅～前谷地駅 4/17 6:01

前谷地駅～石巻駅 5/19 6:22

石巻駅～渡波駅

気仙沼線
前谷地駅～柳津駅 4/29 6:18

柳津駅～気仙沼駅

大船渡線
一ノ関駅～気仙沼駅 4/18 5:17

気仙沼駅～盛駅

4/13 5:01

宮古駅～釜石駅

種市駅～久慈駅 H24年度初 再開見込み

山田線

盛岡駅～上米内駅 4/10 8:09

上米内駅～宮古駅

八戸線

八戸駅～階上駅 4/10 5:37

階上駅～種市駅 8/8 6:19

事業者名 線　　名 不　通　区　間　等
運転再開

主な被害状況等
日 時刻

２．その他の道路の通行止め状況

（１）都道府県管理国道

現在、通行止め区間なし

（２）都道府県道等

現在、通行止め区間なし

１．全線又は一部区間が不通の路線（２事業者９路線）

【長野県】
箕作飯山線

栄村　境川橋西～国道117号
交点

橋梁取付部崩落

１．高速道路会社等管理道路、直轄管理道路の通行止め状況
現在、通行止め区間無し

路線名等 被災状況 備考

【長野県】
箕作飯山線

栄村清水河原スノーシェッ
ド

スノーシェッド
崩落

（２）都道府県道等

現在、２区間で通行止め
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宮下駅～小名浜駅 線路内土砂流入　等

仙台西港線
全線

（仙台港駅～仙台西港駅）
11/25 15:23

福島臨海
鉄道

福島臨海
鉄道本線

泉駅～宮下駅 5/30 10:34

線路内土砂流入　等

仙台埠頭線
全線

（仙台港駅～仙台埠頭駅）
H24.3 再開見込み 線路内土砂流入　等

○貨物専用の路線（２事業者３路線で運転休止中）

仙台臨海
鉄道

臨海本線
陸前山王駅～仙台港駅 11/25 16:30

仙台港駅～仙台北港駅

南リアス線 全線（盛駅～釜石駅） H26年4月まで 再開見込み

田野畑駅～陸中野田駅 H24年4月まで 再開見込み

陸中野田駅～久慈駅 4/8 6:25

三陸鉄道
北リアス線

宮古駅～小本駅 4/8 6:30

小本駅～田野畑駅 H26年4月まで 再開見込み

相馬駅～亘理駅

亘理駅～岩沼駅 4/12 5:50

広野駅～原ノ町駅 原発の警戒区域等内の区間を含む

原ノ町駅～相馬駅 H23年内 再開見込み

ＪＲ東日本

四ツ倉駅～久ノ浜駅 5/14 5:39

久ノ浜駅～広野駅 10/10 6:06

高萩駅～いわき駅 4/11 5:51

いわき駅～四ツ倉駅 4/17 5:17

3/31 4:32

勝田駅～高萩駅 4/7 4:51

常磐線

日暮里駅～取手駅 3/12 7:56

取手駅～土浦駅 3/18 6:35

土浦駅～勝田駅

陸前小野駅～矢本駅 H23年度内 再開見込み

矢本駅～石巻駅 7/16 5:55

5/28 5:34

高城町駅～陸前小野駅
仙石線

あおば通駅～小鶴新田駅 4/15 5:09

小鶴新田駅～東塩釜駅 4/19 5:14

東塩釜駅～高城町駅
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鹿島線 全線 → 4/16 6:02

水戸線 全線 4/7 5:16 ←

水郡線 全線 → 4/15 6:20

烏山線 全線 3/16 5:35 ←

日光線 全線 3/16 5:13 ←

両毛線 全線 3/12 14:53 ←

小海線 全線 3/12 13:14 ←

飯山線 全線 → 4/29 6:18

上越線 全線 3/12 15:15 ←

信越線 全線 3/12 13:00 ←

只見線 全線 → 4/14 4:50

磐越東線 全線 → 4/15 6:25

磐越西線 全線 3/26 2:05 4/9 5:56

全線 3/15 5:31 4/8 20:27

五能線 全線 3/19 7:41 4/10 5:32

米坂線 全線 3/20 8:39 4/8 13:32

左沢線 全線 3/28 6:27 4/9 5:52

仙山線 全線 → 4/23 5:59

陸羽西線 全線 4/1 8:11 4/9 16:14

陸羽東線 全線 4/3 5:50 4/16 6:00

北上線 全線 3/20 6:17 4/11 5:12

4/9 5:48

津軽線 全線 3/15 16:03 4/10 6:10

奥羽線 全線 3/31 6:52 4/11 7:11

ＪＲ東日本

東北線 全線 → 4/21 5:31

羽越線 全線 3/14 5:35

東海道新幹線 全線 3/11 18:26 ←

釜石線 全線 4/6 17:01 4/12 5:21

田沢湖線 全線 3/18 5:22 4/9 7:09

花輪線 全線 3/19 7:38 4/11 6:07

大湊線 全線 3/17 18:17 4/11 5:14

男鹿線

長野新幹線 全線 3/12 16:00 ←

上越新幹線 全線 3/12 16:00 ←

山形新幹線 全線（福島駅～新庄駅） 3/31 9:05 4/11 9:05

秋田新幹線 全線（盛岡駅～秋田駅） 3/18 8:56 4/9 7:09

東北新幹線 全線 → 4/29 6:28

事業者名 線　　名 区　　間　　等

全線運転再開
（4/7地震発生以前）

全線運転再開
（4/7地震発生以後）

備　　　　　考

日 時刻 日 時刻

２．全線で運転を再開した路線
　※ 全線運転再開（4/7地震発生以前）欄が「→」である路線は、3/11の地震から4/7の地震までの全線運転再開なし。
　　 　全線運転再開（4/7地震発生以後）欄が「←」である路線は、4/7の地震による長時間の運転休止なし。
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福島交通 飯坂線 全線 3/13 14:00 ←

阿武隈急行 阿武隈急行線 全線 → 5/16 5:13

仙台空港鉄道 仙台空港線 全線 → 10/1 6:08

7:59

仙台市交通局 南北線 全線 → 4/29 5:35

山形鉄道 フラワー長井線 全線 3/20 6:15 4/9

由利高原
鉄道

鳥海山ろく線 全線 3/13 10:50 4/8 15:50

秋田内陸
縦貫鉄道

秋田内陸線 全線 3/13 15:41 ←

十和田観光
電鉄

十和田観光
電鉄線

全線 3/13 9:55 4/8 16:33

弘南線 全線 3/14 6:30 4/8 14:20

14:10

弘南鉄道
大鰐線 全線 3/14 5:50 4/8 14:30

津軽鉄道 津軽鉄道線 全線 3/13 6:18 4/8

6:18

IGRいわて
銀河鉄道

いわて銀河
鉄道線

全線 3/17 17:04 4/10 6:33

青い森鉄道 青い森鉄道線 全線 3/17 17:04 4/10

伊東線 全線 3/12 7:03 ←

相模線 全線 3/12 6:30 ←

横須賀線 全線 3/12 8:21 ←

根岸線 全線 3/12 19:09 ←

京浜東北線 全線 3/12 8:56 ←

横浜線 全線 3/12 7:00 ←

鶴見線 全線 3/13 5:44 ←

南武線 全線 3/12 7:32 ←

東海道線 全線 3/12 7:59 ←

五日市線 全線 3/12 7:00 ←

青梅線 全線 3/12 7:00 ←

中央線 全線 3/12 7:36 ←

山手線 全線 3/12 8:00 ←

埼京線 全線 3/12 7:00 ←

東金線 全線 3/12 18:34 ←

成田線 全線 3/16 4:47 ←

久留里線 全線 3/12 13:01 ←

京葉線 全線 3/12 14:00 ←

内房線 全線 3/12 13:10 ←

外房線 全線 3/12 18:49 ←

総武線 全線 3/13 15:00 ←

武蔵野線 全線 3/12 10:36 ←

川越線 全線 3/12 7:00 ←

八高線 全線 3/12 5:35 ←

吾妻線 全線 3/12 6:11 ←

高崎線 全線 3/12 9:07 ←
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井の頭線 全線 3/11 22:10 ←

動物園線 全線 3/11 22:10 ←

←

競馬場線 全線 3/11 22:10 ←

京成電鉄

本線 全線 3/12 6:10 ←

押上線 全線 3/12 6:10

多摩川線 全線 3/11 23:20 ←

西武有楽町線 全線 3/12 5:46 ←

相模原線 全線 3/11 22:10 ←

京王電鉄

京王線 全線 3/11 22:10 ←

高尾線 全線 3/11 22:10

成田空港線 全線 3/12 10:36 ←

金町線 全線 3/12 6:10 ←

千原線 全線 3/12 6:10 ←

←

多摩湖線 全線 3/11 21:55 ←

国分寺線 全線 3/11 21:55 ←

豊島線 全線 3/11 21:55 ←

←

千葉線 全線 3/12 6:10 ←

東成田線 全線 3/12 11:31 ←

全線 3/12 11:05 ←

大師線 全線 3/12 13:00 ←

←

狭山線 全線 3/11 21:55 ←

新宿線 全線 3/11 21:55 ←

西武鉄道

池袋線 全線 3/11 21:55 ←

拝島線 全線 3/11 21:55

越生線 全線 3/12 5:55 ←

東上本線 全線 3/12 5:52 ←

西武園線 全線 3/12 5:28 ←

山口線 全線 3/11 23:05 ←

西武秩父線 全線 3/11 22:35

←

亀戸線 全線 3/12 13:00 ←

日光線 全線 3/12 8:57 ←

東武鉄道

伊勢崎線 全線 3/12 8:57 ←

野田線 全線 3/12 8:40

北越急行 ほくほく線 全線 3/12 13:55 ←

野岩鉄道 会津鬼怒川線 全線 3/12 11:44 ←

宇都宮線 全線 3/12 11:52 ←

鬼怒川線 全線 3/12 11:30 ←

佐野線 全線 3/12 12:05 ←

小泉線 全線 3/12 11:00 ←

桐生線

会津鉄道 会津線 全線 3/13 12:34 ←
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東京モノレール 全線 全線 3/12 4:58 ←

つくばエクスプレス 全線 全線 3/12 12:26 ←

新京成電鉄 全線 全線 3/12 6:00 ←

ひたちなか
海浜鉄道

湊線 全線 → 7/23 4:55

グリーンライン 全線 3/11 23:15 ←
横浜市交通局

ブルーライン 全線 3/11 23:15 ←

日暮里・舎人線 全線 3/13 14:00 ←

全線 3/11 23:00 ←

日比谷線 全線 3/11 25:09 ←

荒川線 全線 3/11 16:37 ←

←

大江戸線 全線 3/11 20:40 ←

三田線 全線 3/11 20:40 ←

東京都交通局

浅草線 全線 3/11 20:40 ←

新宿線 全線 3/11 21:58

副都心線 全線 3/11 24:00 ←

←

東京地下鉄

銀座線 全線 3/11 20:40 ←

丸の内線

いずみ野線 全線 3/11 21:41 ←相模鉄道

本線 全線 3/11 21:41 ←

厚木線 全線 3/11 21:41

久里浜線 全線 3/12 5:00 ←

南北線 全線 3/11 23:50 ←

半蔵門線 全線 3/11 22:37 ←

有楽町線 全線 3/11 22:15 ←

千代田線 全線 3/11 24:35 ←

東西線 全線 3/11 23:08 ←

←

逗子線 全線 3/12 5:02 ←

空港線 全線 3/12 5:19 ←

京浜急行電鉄

本線 全線 3/12 5:02 ←

大師線 全線 3/12 5:07

世田谷線 全線 3/11 5:15 ←

こどもの国線 全線 3/11 22:43 ←

池上線 全線 3/11 22:43 ←

東急多摩川線 全線 3/11 22:43 ←

大井町線 全線 3/11 22:43 ←

全線 3/11 22:43 ←

田園都市線 全線 3/11 22:43 ←

←

東京急行電鉄

東横線 全線 3/11 22:43 ←

目黒線

江ノ島線 全線 3/11 24:00 ←小田急電鉄

小田原線 全線 3/11 24:00 ←

多摩線 全線 3/11 24:00
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天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 全線 3/16 始発

岳南鉄道 岳南線 全線 3/16 始発

遠州鉄道 鉄道線 全線 3/16 始発

大井川鐵道
大井川本線 全線 3/16 始発

井川線 全線 3/16 始発

静岡鉄道 静岡清水線 全線 3/16 始発

伊豆箱根鉄道 駿豆線 全線 3/16 始発

伊豆急行 伊豆急行線 全線 3/16 始発

身延線 全線 3/16 始発

ＪＲ東日本 東海道線 早川駅～湯河原駅 3/16 始発

御殿場線 全線 3/22 始発 22日までは計画停電により運転休止
ＪＲ東海

東海道新幹線 品川駅～豊橋駅 3/16 0:52

東海道線 富士駅～蒲原駅 3/16 始発

○鉄道（静岡県東部を震源とする地震関連）

事業者名 線　　名 区　　間　　等
運転再開

主な被害状況等
日 時刻

赤崎線 全線（盛駅～赤崎駅） → 10/27 8:00

3/13 9:05 ←

岩手開発
鉄道

日頃市線 全線（盛駅～岩手石橋駅） → 10/27 8:00

秋田臨海
鉄道

北線 全線 3/13 9:05 ←

南線 全線

→ 6/7 8:50

八戸臨海
鉄道

八戸臨海
鉄道線

全線 → 6/2 13:01

鹿島臨海
鉄道

大洗鹿島線 全線 → 7/12 5:34

鹿島臨港線 全線

山万 ユーカリが丘線 全線 4/1 5:29 ←

わたらせ
渓谷鐵道

わたらせ
渓谷線

全線 4/1 5:39 ←

真岡鐵道 真岡線 全線 4/1 5:50 ←
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○自動車関係（平成23年12月5日10:00時点）

・乗合バス事業者

　全部運休：０事業者、一部運休：１１事業者

仙台市交通局    

全区間平常ダイ
ヤで運行（一部区
間で迂回、折返し

運行）

4月7日の余震により
旭ヶ丘バスターミナル
待合所の天井一部、
霞の目（営）２F休憩

室天井落下。

JRバス東北(株)

仙台－品川・横浜
（ドリーム横浜・仙

台号）運休中
古川・泉中央・仙
台－東京（ドリー
ムササニシキ号）

運休中

  

岩手県北自動車
(株)

 宮古地区７系統    

山田支所運転士、乗
務中に津波に遭遇し
1名死亡。小本支所
全壊。車両１両津波

により大破及び1両行
方不明。

岩手県交通(株)

沿岸地区（釜石・
大船渡・陸前高田

市）
17系統

  

釜石市無料バス
（3/27から「釜石

－浪板」運行）を、
4/12から山田町
まで延伸。（県か

らの要請）
4/12から、大槌

（赤浜）－釜石（上
大畑）を6往復運
行。（既運行路線

の延伸）
4/22から、陸前高
田市高校生通学

バス（高田ルート、
広田ルート）運

行。
大船渡市無料バ
ス７系統運行中。
陸前高田市無料
ﾊﾞｽ５系統運行

中。

※調査・確認中含む
1名死亡、1名安否不
明。建物全壊３箇所
（大船渡（営）、高田

バスターミナル、釜石
（営）東前車庫）。一

部損壊は調査中だが
多数。車両大破・行

方不明２０両（釜石地
区4両、大船渡9両、

陸前高田7両）。

南部バス（株）
シルバーフェリー

シャトルバス
フェリー運休のため

フェリー運航が再
開次第

 施設に被害なし

○東北局      

事業者名 運休予定の路線 主たる原因
運行再開の見通

し
運行予定の路線 被害状況
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日本中央バス㈱ 前橋～水戸・勝田 震災の影響    

○関東局      

      

会津乗合自動車

仙台線一部運休
(鶴ヶ城・合同庁舎
前　発　１８時３０
分（1運行分）・仙
台駅東口発　１４
時２０分（１運行

分）)

余震及び、高速道路
の状況

 いわき＝郡山＝
会津若松 線は28
日より通常運行

 

新常磐交通
相双地区26系統
いわき地区10系

統
福島原発事故の影響  

いわき市内全区
間（迂回運行あ

り）

福島交通
相馬・南相馬地区

１１路線
津波被害

４／６～一部路
線、一部地区（相
馬地区）を除き通
常運行。相馬地区
は学休ダイヤで運

行予定。

  

仙南交通
桜交通

（共同運行）

なとりん号「下増
田線」

    

ミヤコーバス
気仙沼地区12系
統、石巻地区3系

統
  

4/18～平日、土
曜、休日ダイヤに
よる平常運行予
定。（一部迂回、
折返し運行あり）

・気仙沼営業所津波
による浸水後、焼失、
３１両のうち２１両が
不明（水没または焼

失）
・石巻営業所１階部
分が浸水の模様（近
寄れないため詳細不
明）、３７両のうち２両
が不明、１両が置き

去り（詳細不明）
名取営業所２０両の

うち２両が水没
塩釜営業所３５両の

うち１両が水没
佐沼営業所２１両の
うち２両が営業所構

内で被災

宮城交通  
全区間平常ダイ

ヤで運行（一部区
間で迂回運行）

気仙沼営業所では、
実車で運行中の１両
が不明（乗車人員不

明）
岡田受託出張所が、

津波により水没
石巻営業所では、実
車で運行中の２両が
不明（乗車人員不明）

70 / 202



・タクシー事業者

三河観光交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）バス

１台浸水（乗務
員）無事確認

岩手県

大野タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県

八木タクシー ○   
（営業所・車庫）本
社営業所損壊（車

両）被害なし
岩手県

種市タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

大曲タクシー    

（営業所・車庫）一
部破損（車両）被

害なし（乗務員）被
害なし

秋田県

キングタクシー    

（営業所・車庫）一
部破損（車両）被

害なし（乗務員）被
害なし

秋田県

桜ハイヤー ○   
営業所浸水（営業

には支障なし）
北海道

○北海道局・○北陸信越局・○中部局・○中国局・○四国局・○九州局・○沖縄局

被害なし（すべて復旧済み）

事業者名 運休状況 主たる原因
運行再開の見通

し
被害状況 都道府県名

      

近鉄バス
大阪・京都～日
立・いわき・浪江

道路状況不良
着地の状況

４月１５日から大
阪～いわき間で

再開予定（いわき
～浪江での乗降

は休止）

  

○近畿局      
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川崎タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）
８台流出（乗務
員）無事確認

岩手県

小川タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

川井交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

龍泉洞観光タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県

岩泉自動車運輸 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県

真崎タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所損壊（車両）2
台流出（乗務員）

無事確認

岩手県

田野畑交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県

田野畑観光タク
シー

○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）3
台流出（乗務員）

無事確認

岩手県

普代タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県

トモエタクシー ○   

（営業所・車庫）野
田営業所流失（車
両）被害なし（乗務

員）無事確認

岩手県

ヒカリ総合交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

陸中観光 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

久慈タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）無事

確認

岩手県
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大安タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所浸水（車両）9
台流出（乗務員）

無事確認

岩手県

マルヨタクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）

被害なし（乗務員）
無事確認

岩手県

マリンタクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）

被害なし（乗務員）
無事確認

岩手県

田の浜タクシー ○   

（営業所・車庫）本
社営業所流出（車
両）1台流出（乗務
員）代表者死亡

岩手県

豊間根タクシー
（畑山正）

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

山崎タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）2
台流出（乗務員）
役員1名死亡従業

員2名不明

岩手県

米屋タクシー（小
林幸栄）

×   

（営業所・車庫）車
庫流出（車両）2台
流出（乗務員）無

事確認

岩手県

マルヨシタクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）

被害なし（乗務員）
代表者及び事務

員1名不明

岩手県

津軽石タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所浸水（車両）

被害なし（乗務員）
無事確認

岩手県

クボタタクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）３台
水没（乗務員）無

事確認

岩手県

三社自動車 ○   

（営業所・車庫）磯
鶏営業所半壊（車
両）1台流出（乗務

員）無事確認

岩手県
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菅野商店 ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）
18台流失（乗務

員）１名行方不明

岩手県

三光運輸 ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）

被害なし（乗務員）
被害なし

岩手県

中山タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

岩手県

太陽タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）3
台流出（乗務員）

乗務員1名死亡、1
名不明

岩手県

青葉タクシー
○：車両は、緊急
車両の指定受け

12台稼働。
  

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）

被害なし（乗務員）
被害なし

岩手県

前勝タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）4
台流出（乗務員）1

名行方不明

岩手県

西円タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所水没（車両）3
台流出(乗務員)被

害なし

岩手県

文化タクシー ○   

（営業所・車庫）浜
町営業所流出（車
両）4台流失（乗務

員）１名死亡

岩手県

釜石タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）
11台流失（乗務
員）無事確認

岩手県

赤浜タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）3
台流出（乗務員）

代表者死亡、乗務
員1名行方不明

岩手県

大槌タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）
７台流失（乗務
員）代表者の家
族、乗務員1名、
事務員1名不明

岩手県
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㈲振興タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

稲荷タクシー㈲ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）空港
停車中2台全損
（乗務員）無事確

認

宮城県

仙都タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲宮城野交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）１台
不明（乗務員）無

事確認

宮城県

仙南タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）3F
天井壁崩れる（車
両）無事確認（乗
務員）無事確認

宮城県

㈱仙台タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）１台
流出（乗務員）2名

死亡

宮城県

高田交通 ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台転覆（乗務員）

無事確認

岩手県

気仙タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）6
台流失（乗務員）
代表者及びその

家族死亡、乗務員
１名行方不明。

岩手県

高田タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流失（車両）5
台流失（乗務員）
代表者夫妻行方

不明、従業員の半
数と連絡取れず

岩手県

世田米タクシー
（合）

○  

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）代表

者死亡

岩手県

東海タクシー ○   

（営業所・車庫）本
社営業所流出（車
両）１台流失（乗
務員）１名行方不

明

岩手県

光陽商事 ○   

（営業所・車庫）本
社営業所流出（車
両）被害なし（乗務

員）無事確認

岩手県
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㈱仙塩タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）５
名連絡とれず

宮城県

南仙台交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱宝タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
流出、新港１台放
置（乗務員）1名不

明

宮城県

㈲宮城観光タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲北都交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

東亜交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

汐見交通㈱ ○   

（営業所・車庫）会
社壊滅（車両）4台
流出（乗務員）無

事確認

宮城県

宮城タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）2名
死亡、1名連絡と

れず

宮城県

㈱青葉タクシー ○   

（営業所・車庫）事
務所床崩れる（車
両）無事確認（乗
務員）無事確認

宮城県

㈱泉タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

仙台中央タクシー
㈱

○   

（営業所・車庫）2F
硝子割れ（車両）
無事確認（乗務
員）無事確認

宮城県

㈲三ツ矢交通 ○   

（営業所・車庫）会
社壊滅（車両）10
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

㈱帝産キャブ仙台 ○   

（営業所・車庫）工
場壁崩れる（車

両）無事確認（乗
務員）無事確認

宮城県
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㈲仙将タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

仙台秋保タクシー
㈲

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱栄和稲荷交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱グリーンキャブ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
破損（乗務員）1名

死亡、1名不明

宮城県

㈲丸孝タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲高砂タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲ひろせ川交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

ＫＭ仙台タクシー
㈱

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

永楽交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱泉交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

平和交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流出（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲伊達観光交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲フタバタクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
破損（乗務員）無

事確認

宮城県
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㈲鹿島タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

相互タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

観光第一交通㈱ ○   

（営業所・車庫）半
壊（車両）1台水没
（乗務員）無事確

認

宮城県

仙台第一交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）1名

死亡

宮城県

㈱みやこ交通 ○   

（営業所・車庫）屋
根が崩れ雨漏り
がする（車両）無
事確認（乗務員）

無事確認

宮城県

㈲タウンキャブ ○   

（営業所・車庫）ガ
ラス破損、屋根と
壁にゆがみあり
（車両）無事確認
（乗務員）１名連

絡つかず

宮城県

㈱みちのく企業 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）6台
流出（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱杜の都交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲センバ流通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）７台
水没（乗務員）1名

不明

宮城県

㈱光タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）1名

不明

宮城県

愛子タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲泉中央タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県
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杜の都個人 ○   
（車両）１台水没
（乗務員）無事確

認
宮城県

日個連仙台 ○   
（車両）無事確認
（乗務員）無事確

認
宮城県

仙台個人タクシー
組合

○   
（車両）13台水没
（乗務員）1名死

亡、1名不明
宮城県

（有）延生プランニ
ング

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）キュットライフ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）落合タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）秋保交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）ドリームズ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱けやき交通 ○   
（車両）１台水没
（乗務員）３名連

絡とれず
宮城県

東北第一交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）1名

死亡

宮城県

㈱ミナト高橋新蔵
商店 ミナト太白営

業所
○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

㈲辰巳タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

２５２５タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）39
台水没（乗務員）

無事確認

宮城県

㈲光泉タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県
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志津川タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）3
台流失（乗務員）

無事確認

宮城県

志津川観光交通 ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台流失（乗務員）

無事確認

宮城県

大島汽船タクシー ×   

（営業所・車庫）全
壊（車両）5台流出
（乗務員）無事確

認

宮城県

大島五十番タク
シー

×   

（営業所・車庫）被
害なし（電気不通）
（車両）無事確認
（乗務員）無事確

認

宮城県

ししおり・きはんせ
んタクシー

○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）
15台流失（乗務
員）無事確認

宮城県

なすやタクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

五十番タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）
10台流出（乗務
員）無事確認

宮城県

気仙沼観光タク
シー

○（田中営業所で
実施）

  

（営業所・車庫）営
業所浸水（車両）8
台水没（乗務員）

無事確認

宮城県

唐桑汽船タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）1
台流失（乗務員）

無事確認

宮城県

ミナトタクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

気仙沼ハイタク ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流出（乗務員）2名

不明

宮城県

㈱大和タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

渡部グループ ○   
（車両）１台水没
（乗務員）無事確

認
宮城県
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（有）三陸タクシー ○   

（営業所・車庫）浸
水1.8ｍ（車両）7台
水没・3台流失（乗

務員）1名不明

宮城県

工業港タクシー㈱ ×   

（営業所・車庫）１
Ｆ水没（車両）11台
流失（乗務員）2名

不明

宮城県

北上タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）
22台水没（乗務

員）1名死亡、1名
不明

宮城県

東宝タクシー ○   

（営業所・車庫）事
務所浸水（車両）8
台流失（乗務員）
１名不明（管理

者）

宮城県

（有）鮎川観光タク
シー

○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）1
台流失（乗務員）

無事確認

宮城県

牡鹿タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

黄金タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）6
台流失（乗務員）

１名不明

宮城県

女川観光タクシー ×  

女川町の方針に
より２年間建物を
建てられず、再開

の目処たたず

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）1
台流失（乗務員）

１名不明

宮城県

津山タクシー(山
形隆夫)

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

(有)柳津タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

歌津タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）2
台流失（乗務員）

無事確認

宮城県

本吉タクシー ○   

（営業所・車庫）全
壊（車両）5台流失
（乗務員）無事確

認

宮城県

(有)ワコータク
シー

○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）
無事確認（乗務
員）無事確認

宮城県
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(有)ピーエイチエ
ス

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

東北交通㈱ ○   

（営業所・車庫）1
階部分浸水（車

両）7台流出（乗務
員）2名死亡

宮城県

石巻交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

ひばりタクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）9
台流失（乗務員）1

名死亡

宮城県

かねとタクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）3
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

向陽タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

まるごタクシー ○   

（営業所・車庫）事
務所まで水上がる
（車両）1台流失、
7台水没（乗務員）
1名死亡、1名不明

宮城県

石巻タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所床上浸水（車
両）14台水没、2
台不明（乗務員）

１名行方不明

宮城県

宮城交通 ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）
21台流失（乗務

員）2名不明

宮城県

伊津原タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）6
台流出（乗務員）

代表者死亡

宮城県

宮城観光㈱ ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）2
台流出、1台水没
（乗務員）2名不明

宮城県

石巻観光タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所１Ｆ１．５Ｍ浸
水（車両）18台流
失（乗務員）1名死

亡

宮城県
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（有）丸菱商事 ○   

（営業所・車庫）水
没（車両）6台流失
（乗務員）無事確

認

宮城県

㈱東松島まるせ
んタクシー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

矢本タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

奥松島観光タク
シー

○   

（営業所・車庫）水
没（車両）1台大破
（乗務員）無事確

認

宮城県

（有）畳石観光 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

富士タクシー（熊
谷寛）

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

松山観光タクシー
㈱

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流失（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）やまたけタク
シー

×  
再開の目処立た

ず

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台流失（乗務員）1

名死亡

宮城県

佳景山タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）鹿又タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流出（乗務員）無

事確認

宮城県

雄勝タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）4
台破損（乗務員）

無事確認

宮城県

（有）前谷地タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流失（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）まるさ観光タ
クシー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）1名

不明

宮城県
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振興タクシー（多
賀城）

○   

（営業所・車庫）事
務所水没（車両）
11台水没(乗務員)

無事確認

宮城県

(有)臨海タクシー ○   

（営業所・車庫）浸
水20～30センチ
（車両）16台水没
（乗務員）無事確

認

宮城県

多賀城交通㈱ ○   

（営業所・車庫）営
業所１Ｆ全壊（車
両）23台水没（乗
務員）無事確認

宮城県

（有）塩釜交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）小松タクシー ○   

（営業所・車庫）一
部水濡れがある

が被害なし（車両）
無事確認（乗務
員）無事確認

宮城県

㈱日の出タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし、無線機不
可（車両）無事確
認（乗務員）無事

確認

宮城県

㈱ユニオン交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

富士タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）３台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

宮城野交通松島
営業所

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

利府交通 ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

松島ワカバ第一
交通

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

松島公園タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県
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坂元タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）3
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

ワカバタクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
流出（乗務員）無

事確認

宮城県

（有）はぎのタク
シー

○   

（営業所・車庫）全
壊（車両）無事確
認（乗務員）無事

確認

宮城県

マルワタクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

山下タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

（資）常南タクシー ○   

（営業所・車庫）営
業所流出（車両）2
台流出（乗務員）

無事確認

宮城県

稲荷タクシー（岩
沼）

○   

（営業所・車庫）一
部破損（車両）3台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

(有)きくやタクシー ○   

（営業所・車庫）全
壊（車両）12台水
没（乗務員）無事

確認

宮城県

名取交通㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県

㈱ミナト高橋新蔵
商店 増田営業所

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）1名

死亡

宮城県

増田タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）5台
水没（乗務員）無

事確認

宮城県

平和タクシー ×   

（営業所・車庫）営
業所水没（車両）4
台水没（乗務員）

２名不明

宮城県

㈱塩釜東光タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）2台
水没（乗務員）1名

死亡

宮城県
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㈱三和商会 ×   確認中 福島県

のぞみケアタク
シー㈱

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

平和タクシー㈱ ×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）1名

行方不明

福島県

昭和自動車交通
㈱

×  

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

原町自動車㈱ ×  
自主避難区域の
ため。再開の目処

立たず

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）鹿島タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）北郷タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）松川タクシー ×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）中村タクシー ○   
（営業所・車庫）半
壊（車両）被害なし
（乗務員）被害なし

福島県

㈱馬陵タクシー ○   

（営業所・車庫）損
壊により使用不可
（車両）被害なし

（乗務員）被害なし

福島県

相馬自動車㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）１名

死亡

福島県

観光ハイヤー
（有）

○   
（営業所・車庫）全
壊（車両）被害なし
（乗務員）被害なし

福島県

山元タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）無

事確認

宮城県
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㈱尼子タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱常交タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

広野タクシー（有） ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）楢葉タクシー ×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

川内タクシー（秋
元公夫）

×  

川内村として避難
勧告がでたため。
営業再開の目処

立たず

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱丸宮タクシー ×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱常交相双タク
シー

×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）観光タクシー ×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）1名

連絡とれず

福島県

㈱なみえタクシー ×   確認中 福島県

浪江運送(有) ×   確認中 福島県

（有）わかばタク
シー

×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

小高観光タクシー
（梅田茂）

×   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）無事
確認（乗務員）連

絡取れず

福島県

（有）冨士タクシー ×   確認中 福島県
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泉タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱磐城タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

旭タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

盛喜タクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

マルイチ小名浜タ
クシー（有）

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱小松タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

（有）常磐藤原タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱湯本タクシー ○   

（営業所・車庫）一
部損壊（車両）1台
崩壊（乗務員）被

害なし

福島県

豊間タクシー（有） ○   

（営業所・車庫）床
上浸水（車両）被

害なし（乗務員）被
害なし

福島県

（有）内郷タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱いわき中央タク
シー

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱平和タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

㈱平タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県
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新星自動車（株）
一部運休

（約57％稼働）
乗務員不足、道路損

壊

LPGについては補
給があり解決した
ものの、乗務員の
家屋被害による休
み並びに自家用
車（乗務員）のガ
ソリン不足による
通勤困難が支障

となっている
・水戸営業所は、
認可車庫地に営
業所の機能を移
設して仮営業中。
5月中には認可地
における営業継
続の可否につい
て経営判断を行

う。

磯原営業所（15
両）で冠水したが
車両は使用可能。

茨城県

㈱旅人タクシー ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

遠野タクシー（有） ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

三和交通（有） ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）1台
炎上、1台水没（乗

務員）被害なし

福島県

四倉マルイチタク
シー（有）

○   

（営業所・車庫）一
部損壊（車両）被

害なし（乗務員）被
害なし

福島県

（有）植田合同タク
シー

○   

（営業所・車庫）一
部損壊（車両）被

害なし（乗務員）被
害なし

福島県

にしきタクシー㈱ ○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県

東邦交通㈱ ○   

（営業所・車庫）社
屋一部被害（車

両）被害なし（乗務
員）被害なし

福島県

（有）グリーンロー
ド

○   

（営業所・車庫）被
害なし（車両）被害
なし（乗務員）被害

なし

福島県
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（有）飯岡タクシー
浸水のため5両使

用不可
津波による浸水

・浸水のため5両使
用不可。

・3/25より4両により
運行再開。（再開状
況：本社2/7、海上

2/2）
・4/16より現在運中
の4両に加え、さらに

1両が運行再開。
（再開状況：本社
3/7、海上2/2）

・4/23より現在運行
中の5両に加え、さ
らに2両が運行再開
(計7両運行再開)
（再開状況：本社
5/7、海上2/2）

・4/27営業所別配置
車両数変更により本

社営業所7両→8
両、海上営業所2両
→1両の体制とし
た。（再開状況：本
社6/8、海上1/1）

・4/28より現在運行
中の7両に加え、さ
らに1両が運行再開
（計8両運行再開）
（再開状況：本社
7/8、海上1/1）

・5/11より、さらに１
両が運行再開。これ
で全ての車両が運
行を再開した。（再
開状況：本社8/8、

海上1/1）

本社営業所（9両）
が冠水し、5両が

全損。
千葉県

（有）誠タクシー 1両運休 車両大破の為

今後、損壊した車
両の代替を計画し
ているが、時期は

未定。

隣家の建物崩落
により車両1両が

大破
栃木県

（有）かすみタク
シー

一部運休 津波

全損した5両中、3
両は4月中に代替
予定。残り2両に
ついては未定。

 ・4月下旬には床
上浸水の影響を

復旧させ業務にあ
たっている。

・全損した5両のう
ち3両は代替済み
だが、残る2両は
目途が立たない。

鹿島営業所にお
いて7両中5両が

津波による水没に
より全損

茨城県

潮来合同自動車
（有）

なし 有蓋車庫全壊 -

本社営業所(14両)
において有蓋車
庫が隣家倒壊に
より全壊。営業車
は14両全て無事
で営業には支障

なし。

茨城県
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・自動車道

・バスターミナル

・自動車検査場

茨城 茨城運輸支局 復旧済み

山形
山形運輸支局 復旧済み

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 復旧済み

宮城 宮城運輸支局 復旧済み

秋田 秋田運輸支局 復旧済み

青森
青森運輸支局 復旧済み

八戸自動車検査登録事務所 復旧済み

岩手 岩手運輸支局 復旧済み

宮城 気仙沼営業所 津波及び火災により焼失

都道府県 運輸支局・事務所 被害状況

宮城 旭ヶ丘バスターミナル 放送設備破損のため使用停止中

宮城 気仙沼南町案内所 津波により損壊。使用不能

都道府県 バスターミナル名 被害状況

岩手 盛岡バスセンター 窓ガラス数枚落下あるも大きな被害無し

長野 白糸ハイランドウェイ 通行止め→3/12 　8:00通行止め解除

福島 白棚線
谷中停留所～温泉口停留所間土砂崩壊、
関辺停留所付近は路面亀裂あり通行不
可。復旧見通しは未定。

静岡

熱海ビーチライン 通行止め→3/12　14:30通行止め解除

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

神奈川 逗葉新道 通行止め→3/12  1:00通行止め解除

千葉県 九十九里有料道路 通行止め→3/13 　6:00通行止め解除

都道府県 路線名 被害状況

東京 蓬莱橋～新京橋 通行止め→3/12  4:35通行止め解除
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・整備関係

587

車体 15 0 15 84

福
島

認証工場 133(143)　※2 6（9）  ※2 127（134）　※2 1,890

うち指定工場 56(63)　※2 1（2）　※2 55（61）　※2

595

車体 13 13 0 75

宮
城

認証工場 311 178 133 1,893

うち指定工場 144 73 71

490

車体 1 0 1 85

岩
手

認証工場 122 69 53 1,215

うち指定工場 54 26 28

402

車体 1 0 1 128

青
森

認証工場 30 0 30 1,329

うち指定工場 16 0 16

整備支障有り
工場数

全工場数
全壊・流出

一部被害

整備に支障あり

山形
山形事務所 復旧済み

庄内支所 復旧済み

茨城 茨城事務所 復旧済み

岩手 岩手事務所 復旧済み

宮城 宮城主管事務所 復旧済み

・軽自動車検査場

都道府県 事務所 被害状況

青森
青森事務所 復旧済み

八戸支所 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 復旧済み

湘南自動車検査登録事務所 復旧済み

群馬 群馬運輸支局 復旧済み

埼玉 所沢自動車検査登録事務所 復旧済み

栃木
栃木運輸支局 復旧済み

佐野自動車検査登録事務所 復旧済み
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※：東北運輸局、関東運輸局、日本自動車車体整備協同組合連合会（日車協連）調べ

※２：避難指示等のため（）内は推定値込みの数値

（参考）全国の工場数：認証工場　９１，９４６工場、うち指定工場数　２９，２０１工場（平成２３年２月末現在）

・トラック関係

＜緊急物資輸送状況＞

佐川急便 つなかん 10,000個 いなば食品 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

佐川急便 紙おむつ 10,000個 埼玉県中央防災基地 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

佐川急便 おにぎり 4,800個 わらべや日洋新潟工場 宮城県内各地

ヤマト運輸 パン 200,000食 山崎製パン 北部地方振興事務所（宮城県）

西武運輸
日本通運

飲料水 101,200㍑ サントリー白州工場 福島県各地

日本通運 即席めん 25,392食 日清食品今成倉庫 岩手・宮城県各地

日本通運 パン 10,000食 フジパン 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 即席めん 63,200食 日清食品今成倉庫 福島県各地

日本通運 毛布 96,200枚 東京都 福島県各地

日本通運 ローソク 4,000本 町田ローソク(株) 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 ゴミ袋 100,000袋 サーモ福島営業所 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 石油ストーブ 100台 新潟コロナ 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 懐中電灯 1,500個 日本建鐵 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 毛布 25,000枚 日本毛布工業組合 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

日本通運 カイロ 10,000個 ロッテ戸田倉庫 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

ヤマト運輸 おにぎり 10,000個 コメックス(株) 福島県　川内村役場

ニヤクコーポレーション A重油 16KL 三愛石油八潮油槽所 宮城県東北労災病院

事業者名 内容 数量 供給元 仕向地

日本通運 パン 167,650個 山崎製パン 宮城県内各地

4,013

車体 30 13 17 372

合
計

認証工場 607(617)　※2 261(264)　※２ 346(353)　※２ 13,012

うち指定工場 272(279)　※2 102(103)　※２ 170(176)　※２

1,168

車体 - - - -

千
葉

認証工場 2 2 0 3,631

うち指定工場 2 2 0

771

車体 - - - -

茨
城

認証工場 9 6 3 3,054

うち指定工場 0 0 0
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日本通運 パン 50,000食 神戸屋 岩手産業文化センターアピオ

佐川急便 米 21,810ｋｇ ヤマタネ 宮城県各地

中越運送
新潟運輸　他

包装米飯 50,000食 佐藤食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰 50,000食 (株)布袋フーズコーポレーション 岩手産業文化センターアピオ

200個 ＴＩＡＣＴ【国際貨物ターミナル】 宮城県迫町表沼フートピア公園

日本通運
西濃運輸

水 50,000本 日本コカコーラ 岩手産業文化センターアピオ

愛知陸運

テント 900帳 ＴＩＡＣＴ【国際貨物ターミナル】 宮城県迫町表沼フートピア公園

掛け布団 2,000枚 ＴＩＡＣＴ【国際貨物ターミナル】 宮城県迫町表沼フートピア公園

懐中電灯

中ノ島交通 寸胴鍋 10個 (株)イケダ 仙台医療センター（宮城県）

日本通運 毛布 18,600枚 消防庁 福島県庁

福山通運 水用ポリタンク 5,000個 コマダ樹脂工業 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 棺桶 500個 (株)日本コフィン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 水 147,577本 キリンビバレッジ 宮城県各地

日本通運 水 81,056本 日本コカコーラ 宮城県各地

西濃エキスプレ
ス

朝日物流
タイセイ物流

発電機 89台 北越工業 宮城県各地

西濃エキスプレ
ス

・鶴田産商

トイレ 600台 日野工業 宮城県各地

伊藤運輸 パン 17,900個 フジパン 福島県各地

日本通運 毛布 117,595枚 消防庁 宮城県各地

包装米飯 10,000個 佐藤食品 岩手県遠野市青笹町遠野運動公園

包装米飯 5,000個 佐藤食品 福島県　川内村役場

日本通運 発電機 18機 日本車輌製造 登米市役所（宮城県）

新潟運輸
中越運輸
日本通運

包装米飯 148,077個 佐藤食品 宮城県各地

セブン通商 発電機 3機 日本車輌製造 宮城県各地

暁興産 A重油 18,000㍑ 三愛石油八潮油槽所 宮城県各地

松田商事 発電機 100機 デンヨウ 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 飲料水 16,992本 キリンビバレッジ 宮城県各地

福山通運 長靴
M 2,000個
L 5,000個

ジュンテンドー 岩手産業文化センターアピオ
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日本通運 食料 2,500食 工藤パン他 田野畑村アズビィホール（岩手県）

日本通運 食料 10,000食 工藤パン他 岩泉町役場（岩手県）

日本通運 食料 16,000食 工藤パン他 山田町中央公民館（岩手県）

日本通運 食料 5,000食 工藤パン他 野田村役場（岩手県）

日本通運 食料 55,000食 工藤パン他 宮古市新里生涯学習センター（岩手県）

日本通運 食料 17,500食 明治ライスデリカ他 洋野町役場（岩手県）

日本通運 食料 2,500食 工藤パン他 普代村役場（岩手県）

福山通運 布団 100人分等 (株)レインボー他 福島県各地

日本通運 食料 27,500食 明治ライスデリカ他 久慈市役所（岩手県）

ヤマト運輸 パン・毛布・懐中電灯

35,000食・6,100
枚

・1,100個

敷島製パン・フジパン
・山崎製パン

・新井商運共配センター
・FDK株式会社

福島県　帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

日本通運 ドライアイス 10トン エア・ウォータ炭酸(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 おかゆ・パン・おにぎり 43,480食 キューピー(株)・(株)サンフレッセ・工藤パン 福島県・青森県・山形県

日本通運 包装米飯 780箱 陸上自衛隊新発田駐屯地 宮城県各地

ヤマト運輸 パン 20,000食 ｵｲｼｽ 宮城県内病院

日本通運 お茶 91,256本 (株)ヤクルト 茨城県各地

佐川急便 米パン(医療品の扱いで輸送） 30箱 らでぃしゅぼーや 仙台市宮城野区「ヘルシーハット」

日本通運 毛布 3,342枚 新井商運新井新田共配センター 東松島市役所（宮城県）

日本通運 毛布 700枚 新井商運新井新田共配センター 日本通運仙台支店

佐川急便 米パン(医療品の扱いで輸送） 20箱 らでぃしゅぼーや 宮城県塩釜市　「坂総合病院小児科」

ヤマト運輸 食料 6,150食 キューソー流通システム神戸営業 岩手県内病院

日本通運 即席めん 50,000食 山口県・関西広域連合 岩手県各地

日本通運
佐川急便

パン・紙おむつ 50,000個・41.000枚 埼玉県中央防災基地 岩手県各地

ヤマト運輸 歯ブラシ他日用品 200本他 全日本ブラシ工業組合他 福島県庁

日本通運 おにぎり 79,000個 ミシマデリカ(株) 福島県　帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

日本通運
佐川急便

水 635,616㍑ 伊藤忠商事 福島県　帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

日本通運 救急セット 1,000セット 広貫堂・富士薬品 宮城県庁

日本通運 パン 68,000食 敷島製パン 福島県　帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫
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ヤマト運輸 靴下 1,000枚 日本編物(株) 福島県庁

日本通運 パン 15,000食 山崎パン 宮城県気仙沼市五右衛門原運動場

日本通運 水・おにぎり 5,040本、3,000食 日本コカコーラ他 公立大学法人福島県立医科大学

ヤマト運輸 マスク 4,000個 イズミヤ大阪センター 福島県対策本部

ヤマト運輸 トイレットペーパー 100,000袋 大王製紙(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 毛布 5,000枚 川崎市他 つくば市（茨城県）

日本通運 毛布 7,500枚 大阪市 岩手産業文化センターアピオ

西濃運輸 ローソク他 500本 東亜ローソク他 洋野町役場（岩手県）

日本通運 ビスケット 約1,300箱 ヤマザキナビスコ 福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

西濃運輸 懐中電灯 1,000セット 東芝ロジウティクス 岩手県各地

西濃運輸 ローソク他 5,500本 東亜ローソク他 久慈市役所（岩手県）

ヤマト運輸 ガス配管用部品 3式 理研工機 福島県　常磐共同ガス(株)

日本通運
タオル

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｽｰﾂ
他

1,000本
8,000着

日本タオル工業組合連合会他 福島県庁他

トナミ運輸 発電機 １機 北越工業 福島県　小名浜コールセンター

日本通運 食料 34ｔ 上組神戸支店 日立市対策本部他（茨城県）

日本通運
全面マスク
長靴　他

2,805個
11,675個

九州電力玄海原子力発電所他 福島県各地

日本通運 トイレットペーパー 12,600本 大王製紙(株) 福島県、茨城県

日本通運 食料 37,000食 米常炊飯サービス他 日立市消防本部（茨城県）

日本通運 即席めん 27,977食 東洋水産 茨城県各地

ヤマト運輸 トリアージタグ 7,000枚 消防庁 福島県災害対策本部

西濃運輸 毛布 3,000枚 奈良県 福島県警察本部

西濃運輸 毛布 450枚 ユニー(株) 宮城県各地

ヤマト運輸 棺桶 250個 三和物産 宮城県庁

日本通運 食料 117,000食 敷島製パン他 (株)帝北ロジスティクス笹谷倉庫他

西濃運輸 毛布 2,800枚 ユニー(株) 茨城県各地

日本通運 食料 15,000食 工藤パン他 大槌町中央公民館（岩手県）

日本通運 食料 37,500食 工藤パン他 大船渡市総合福祉センター（岩手県）

日本通運 食料 35,000食 工藤パン他 釜石市教育センター（岩手県）
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日本通運 放射線防護服他 700着 原子力安全保安院 福島県　東京電力小名浜コールセンター

福山通運 マスク 1,130,000枚 日本パラメディック 岩手県災害対策本部

日本通運 トイレ 110基 日本セイフティー 宮城県石巻市、東松島市

佐川急便 水用ポリタンク 2,000個 岡野産業(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ドライアイス 5トン 共同炭酸 アルプス電気相馬工場

日本通運 毛布 3,000枚 広島市機器管理部 岩手県警察学校

ヤマト運輸 毛布 1,900枚 新井商運新井新田共配センター 宮城県各地

日本通運 毛布 4,000枚 広島市消防局 宮城県警察本部

日本通運 発電機 32機 株式会社アクティオ他 岩手県各地

日本通運 精米 50トン 大潟村あきたこまち生産者協会 福島県現地対策本部

日本通運 反射式ストーブ 500台 (株)コロナ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子パン 17,300個 フジパン・タカキベーカリー 宮城県災害対策本部

日本通運 ブルーシート・ドライアイス 3,000 (株)弘和常滑工場・エアーウォータ-炭酸(株) 福島県各地

日本通運 薬セット 3,000個 (株)廣貫堂 宮城県公務研修所

西濃運輸 発電機 46機 日本車輌製造・北越工業 福島県各地

日本通運 水(ペットボトル) 16,460本 ネスレ日本(株)他 宮城県各地

第一貨物
日本通運

薬・病院食他 40,000個 名古屋大学病院 東北大学病院（宮城県）

日本通運 缶詰米飯 50,000個 富山県 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 水(ペットボトル) 42,590本 ネスレ日本(株) 仙台地方振興事務所（宮城県）

米沢合同
宮内丸運

水・米 2,650箱 コカコーラ・佐藤食品 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 毛布 15,000枚 京都市消防局 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 軍手 2,000枚 日本作業袋工業組合連合会 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 毛布 34,500枚 新井商運新井新田共配センター 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 毛布 35,000枚 日本毛布工業組合他 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 紙おむつ 27,000枚 埼玉県他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 割箸 570,000膳 日本割箸協会 福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

ヤマト運輸 毛布 3,000枚 静岡県浜松市 茨城県県西地区防災拠点

日本通運 即席めん 30,544食 東洋水産 茨城県常陸太田合同庁舎他
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日本通運 携帯用ラジオ 3,000個 ソニー 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 弁当 3,630人分 コシト 高萩市対策本部（茨木県）

日本通運 下着 7,400枚 日本ボディファッション協会 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ブルーシート 1,500枚 三協商事、建設業振興基金構造改善センター (株)橘本店(宮城県）

日本通運 おにぎり 120,000個 (株)サンデリカ北陸営業所 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 下着 6,940枚 日本ボディファッション協会 福島県川俣体育館合宿所

日本通運 タイベックススーツ 5,500着 (株)帝北ロジスティックス笹谷倉庫 福島県陸上自衛隊郡山駐屯地他

日本通運 タオル 3,500枚 日本タオル工業組合連合会／大阪タオル工業組合 福島県川俣体育館合宿所

埼玉急送
ワイズ通商

発電機 65機 ヤンマー建機他 岩手県洋野町役場他

日本通運 布手袋 6,200個 (株)帝北ロジスティックス笹谷倉庫 福島県陸上自衛隊郡山駐屯地他

日本通運 患者用植物 50箱 NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク 宮城県立こども病院

日本通運 患者用植物 100箱 NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク 福島県　医療生協わたり病院他

日本通運 おにぎり 4,500食 サンフレッセ 岩手県山田町中央公民館

ヤマト運輸 毛布 3,100枚 山口県防災危機管理課 岩手県盛岡市岩手県警察学校

日本通運 簡易無線機 380台 総務省 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 おにぎり 2,500食 サンフレッセ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 カイロ 1,660ケース ロッテ健康産業(株)他 宮城県仙台市仙台運輸倉庫

日本通運 カイロ 1,200ケース (株)白元他 福島県災害対策本部

日本通運 即席めん 60,000食 日清食品茨城工場 宮城県仙台市東邦運輸倉庫株式会社Ｒ４５倉庫

日本通運 カイロ 393ケース エステー(株)他 岩手産業文化センターアピオ他

ヤマト運輸 患者清払用ウェットティッシュ 500箱 ピジョン(株) 宮城県登米市東部地方振興事務所

新潟県内事業者 毛布 91箱 ワタキューセイモア(株)新潟支店 宮城県政府現地対策本部

日本通運 水・缶詰
10,000本
20,000個

ＪＲ東日本
ﾎﾃｲﾌｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

佐川急便 携帯トイレ 8,100個 北九州市他 岩手産業文化センターアピオ他

佐川急便 紙おむつ 10,000枚 佐賀県 岩手県宮古市新里生涯学習センター

佐川急便 紙おむつ 4,670枚 佐賀県 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 α米・石油ストーブ 50,000食・100台 尾西食品、(株)コロナ (株)帝北ロジスティクス笹谷倉庫

日本通運 タイベックススーツ他 13着 文部科学省 福島県災害対策本部

西濃運輸 トイレットペーパー 5,000個 大阪市 福島県立医科大学
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日本通運 フォークリフト 4台 TCM新潟 仙台空港

日本通運 絶縁ケーブル他 2個 矢崎総業(株)他 国立病院機構弘前病院

ヤマト運輸 子供用おむつ他 120000枚他 P&Gジャパン 福島県　会津通運本社

日本通運 粉ミルク 7000枚 （社）日本乳牛協会・明治乳業(株) 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 離乳食 1000食 ピジョン(株) 福島県立医科大学

日本通運 おにぎり 70000個 (株)サンデリカ北陸営業所 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 離乳食 9600食 キューピー(株) 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 ゴミ袋 100000枚 サーモ(株) 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 ドライアイス 10トン 共同炭酸 宮城県警

日本通運 精米 150トン 大潟村あきたこまち生産者協会 仙台運送(株)（宮城県）

ヤマト運輸 食料他 ５000食他 日清食品他 山形大学病院

日本通運 食料他 30000食他 武蔵野フーズカムス他 福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

ヤマト運輸 食料他 10000食他 日清食品他 岩手県岩手医科大学

ヤマト運輸 食料他 ５000食他 日清食品他 福島県立医科大学病院

ヤマト運輸 棺桶他 432本 青森県葬祭事業協同組合他 福島県相馬東高校

日本通運 ドライアイス用布 11,211枚 シンワ(株)本社工場 岩手産業文化センターアピオ他

ヤマト運輸
日本通運

水 20,004本 (有)桑原青果、JR東日本 福島県相馬市役所

佐川急便 おむつ 1、200枚 白十字 社会医療法人博進会南部病院（青森県）

日本通運 無洗米・缶詰 7トン 日本ブライス、伊藤ハム 福島県相馬市役所

西濃運輸 ドライアイス 20トン 昭和炭酸 仙台宮城野葬祭場他（宮城県）

日本通運 水（２Lペットボトル） 5,000本 JR東日本 福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫

日本通運 簡易トイレ 100台 埼玉県消防防災課、兵庫県災害対策課 仙台運送(株)（宮城県）

佐川急便 ゴミ袋 90,000枚 サーモ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 NEWクレラップ 90,000本 (株)クレハ 福島県　会津通運本社

福山通運 給水用ポリ袋 600個 岡山県危機管理課 岩手産業文化センターアピオ

日本通運
ヤマト運輸

ゴム手袋（放射線用）他 4,000双 (株)東和コーポレーション他 福島県各地

ヤマト運輸 遺体収容袋 400袋 PSインダストリー 清月記　仙台宮城ノ店

日本通運 トイレ 758台 岡山県危機管理課 福島県　日本通運喜久田ターミナル
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ヤマト運輸 棺 66本 栃木県葬祭業協同組合 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 おにぎり 30,000個 (株)サンデリカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 棺 28本 岡山県葬祭業協同組合 清月記　仙台宮城ノ店

日本通運 棺桶 50個 熊本県葬祭業協同組合 千倉体育館

日本通運 布団 2,263ｾｯﾄ (株)西川産業 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ポリタンク計 4,500個 国際平和協力本部事務局 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 仏衣、納体袋 735ｾｯﾄ 北海道葬祭業協同組合 福島県保健福祉部食品衛生課

日本通運 トイレットペーパー 212,064個 日本家庭紙工業会 岩手産業文化センターアピオ他

日本通運 カイロ 48,000個 ロッテ産業 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 野菜ジュース 661,824本 カゴメ(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 野菜ジュース 300,000本 ハウス食品(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子パン 300,000食 敷島製パン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

ヤマト運輸 マスク 500,000個 オーミケンシ(株) 宮城県災害対策本部

日本通運 棺桶他 242本 福井県葬祭業協同組合他 清月記　仙台宮城ノ店

日本通運 予備釘他 2,000本 福岡県葬祭業協同組合他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 包装もち 81,900食 渡英商店 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

日本通運 包装もち 50,000食 越後製菓(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 水 14,000本 伊藤忠食品 北茨城市役所（茨城県）

日本通運 棺桶他 231本 千葉中央葬祭業協同組合他 福島県相馬東高校

日本通運 刷り込み式消毒剤他 3,000本 スズケン他 岩手産業文化センターアピオ他

日本通運 仮設トイレ 24個 武蔵開発 土浦合同庁舎（茨城県）

日本通運 マスク 1,000,000枚 オーミケンシ(株) 福島県　日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 石油ストーブ 80台 トヨトミ 茨城県　日立市消防本部拠点施設

日本通運 水用ポリタンク 3,000個 国際平和協力本部事務局 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 おかゆ他 159,420食 キューピー他 岩手県北上市流通センター　山凍雨湯

日本通運 カイロ 20000個 (株)ダイレクト 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 ブルーシート 2,000枚 森下化学工業(株) 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

ヤマト運輸
日本通運

タオル他 40000枚他 日本タオル工業組合連合会他 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫他

日本通運 水他 230000本他 韓国支援物資 (株)大善　喜多方倉庫
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日本通運 医薬品 20,000箱 日本ＯＴＣ医薬品協会 宮城県薬剤師会他

日本通運 医薬品 8,000箱 日本ＯＴＣ医薬品協会 宮城県薬剤師会他

日本通運 マスク(子供用) 50.000枚 日本ＯＴＣ医薬品協会 岩手県薬剤師会

日本通運 マスク 130,000枚 日本ＯＴＣ医薬品協会 宮城県薬剤師会

日本通運 おにぎり 280,000食 サンデリカ北陸営業所 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 割箸 1,000,000組 嘉穂無線他 宮城県　丸運

日本通運 腕カバー付ニュービニロープ 1,200双 ショーワグローブ(株) 宮城県　丸運

日本通運 軍手 51,120組 坂本産業他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 運動靴 1,000足 コマリョー 東北トラック

日本通運 飲料水 280,320本 サントリー白州工場他 東京都　横田基地

日本通運 寝袋 493袋 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 福島県災害対策本部

日本通運 歯ブラシ、歯磨き粉 75,000本 サンスター 岩手産業文化センターアピオ

佐川急便 女性用靴下 2,000足 エーダイニット 宮城県　共和運輸倉庫(株)

日本通運 医薬品 3,000箱 日本製薬工業協会 宮城県庁ほか

日本通運 簡易トイレ 5台 川崎市総務局 丸運

佐川急便 女性用下着 2,000着 大阪市 宮城県　共和運輸倉庫(株)

日本通運 米飯 14,000食 (株)エサカ 宮城県　石巻市総合運動公園

佐川急便 ボックスティッシュ 5,040箱 日本家庭紙工業会 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 米飯 14,000食 (株)エサカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 米飯 14,000食 (株)エサカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 米飯 14,000食 (株)エサカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 米飯 14,000食 (株)エサカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 棺他 19本 香川検葬祭業協同組合他 清月記　仙台宮城ノ店

日本通運 棺 190本 北海道葬祭業協同組合 千倉体育館

日本通運 棺 182本 富山県葬祭業協同組合他 千倉体育館

日本通運 棺 218本 信州葬祭業協同組合他 清月記　仙台宮城ノ店他

日本通運 棺 251本 名古屋葬祭業協同組合他 清月記　仙台宮城ノ店

日本通運 家庭用応急医療セット 1,120セット 広貫堂 福島県　日本通運喜久田ターミナル

ヤマト運輸 棺 69本 群馬県葬祭業協同組合他 清月記　仙台宮城ノ店
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日本通運 レトルト 20,040食 ハウス食品(株)他 東邦運輸倉庫(株)他

日本通運 ドライシャンプー 1,980個 資生堂 仙台駐屯地（宮城県）

日本通運 レトルト・缶詰 201,944食 ハウス食品(株)他 仙台運輸倉庫他（宮城県）

日本通運 軍手 3,000双 コメリ本社 福島県　会津通運本社

日本通運 消臭パウダー 900kg オオウラ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 簡易トイレ 600台 埼玉県消防防災課 宮城県災害対策本部

日本通運 点眼薬 8,000箱 日本ＯＴＣ医薬品協会 社団法人宮城県薬剤師会

日本通運 おむつ 24,294枚 リブドゥコーポレーション 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 骨壷 226個 佐々木陶器株式会社 センコン物流

日本通運 マスク 500.000個 住友スリーエム 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 おむつ 3,840枚 クレシア 福島県　日本通運喜久田ターミナル

ヤマト運輸 タイベックススーツ他 1,621着 文部科学省 福島市役所内災害対策本部

日本通運 資料採取キット 14,200個 日本ジェノミックス 岩手県警察学校

西濃運輸 土のう袋 7,000袋 萩原工業 茨城県　高萩市市民体育館

ヤマト運輸 婦人用セーター 10,950着 カスガアパレル他 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 防水シーツ 4,000枚 日昭産業メディカル営業部 宮城県警察本部

日本通運 納体袋他 300枚 新成物産他 千倉体育館

日本通運 レトルト 225,624食 中村屋他 福島県　日本通運喜久田ターミナル他

日本通運 遺体納体袋他 7,000袋 科学装備研究所 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ポリ容器 1,500個 モンマ工業 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

日本通運 レトルト 69,196食 ヱスビー食品他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 軍手 500組 坂本産業 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 下着 2,421着 フェニックス 気仙沼市総合体育館

ヤマト運輸 電気ポット 200本 日本電機工業会 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

日本通運 タイベックススーツ 10,000着 米国大使館 福島県立消防学校

日立物流 ほ乳瓶消毒薬 2,400本 杏林製薬ヘルスケア事業部 福島県　会津通運本社

鴻池運輸 粉ミルク 2,000缶 鴻池運輸 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

日本通運 医薬品 24,000箱 日本ＯＴＣ医薬品協会 宮城県薬剤師会他

日本通運 歯科用品 30,000本 日本歯科医師会 郡山市保健所他
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日本通運 包装もち他 78,800食 マルシン食品(株)　他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 缶詰 22,800食 ホテイ運輸　他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 暖房ヒーター 10台 コロナ中央物流 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 精米他 89,467食 千田みずほ(株)　他 (株)大善　喜多方倉庫　他

日本通運 缶詰他 48,384食 ホテイ運輸　他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 靴下 6,000足 エーダイニット 東北トラック

日本通運 担架 200台 三重県広域防災拠点 宮城県警警察本部

日本通運 コート他 97,600着 神奈川ハンガーセンター　他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 担架 100台 三重県広域防災拠点 岩手県警察学校

日本通運 ティッシュ他 262ケース 日本製紙クレシア(株)他 福島県　日本通運喜久田ターミナル他

日本通運 下着 5,000着 ワコール流通(株)西日本流通センター 東北トラック

日本通運 棺他 7,000個 新潟県葬祭業協同組合 千倉体育館

日本通運 下着 5,000着 ワコール(株)ウィングセンター 東北トラック

日本通運 骨壺 1,100個 トモエ陶業(株)他 千倉体育館

日本通運 遺体収容袋 5,200個 大栄(株)他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 石けん 70,000個 花王　川崎ロジスティクスセンター 仙台駐屯地（宮城県）

日本通運 医薬品 50箱 厚生労働省 福島県　帝北ロジスティックス笹谷倉庫

日本通運 キャベツ 16,800食 ＴＩＡＣＴ【国際貨物ターミナル】 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 キャベツ 4,000食 JAあいち経済連 JAあいづ野菜集出荷施設

日本通運 医薬品 100箱 厚生労働省 社団法人宮城県薬剤師会

日本通運 消毒用アルコール液 4,800本 大正製薬(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 タオル 100,000個 日本タオル工業組合連合会 仙台駐屯地（宮城県）

ヤマト運輸 長靴 17,800足 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 長靴 3,700足 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 α米 10,000食 (株)神明 洞峰公園体育館（茨城県）

日本通運 ポリタンク 2,000個 岩谷マテリアル(株)他 仙台駐屯地（宮城県）

日本通運 レトルト 10,020食 ハウス食品(株)他 岩手産業文化センターアピオ

佐川急便 タオル 40,000個 日本タオル工業組合連合会 福島県郡山駐屯地

日本通運 レトルト 20,040食 ハウス食品(株)他 日本通運福島西中央倉庫
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日本通運 歯ブラシ 40,000本 アイテック 福島県　会津通運本社

日本通運 牛乳 14,400本 ホクレン農業協同組合連合会 宮城県矢本学校給食センター他

日本通運 牛乳 14,400本 ホクレン農業協同組合連合会 宮城県矢本学校給食センター他

日本通運 牛乳 14,400本 ホクレン農業協同組合連合会 宮城県矢本学校給食センター他

日本通運 牛乳 14,400本 ホクレン農業協同組合連合会 宮城県矢本学校給食センター他

興洋運輸 ドライアイス 3,768kg エア・ウォータ炭酸(株) 旧角田女子高校　他（宮城県）

興洋運輸 ドライアイス 3,054kg エア・ウォータ炭酸(株) 東松島高校　他（宮城県）

興洋運輸 ドライアイス 2,955kg エア・ウォータ炭酸(株) 新城小学校　他（宮城県）

興洋運輸 ドライアイス 7,900kg エア・ウォータ炭酸(株) 石巻総合体育館　他（宮城県）

日本通運 おにぎり 140,000食 しゃりー 宮城県　矢本学校給食センター

日本通運 牛乳 55,200本 ホクレン農業協同組合連合会 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 おにぎり 310,000食 サンデリカ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 包装もち 40,000食 きむら食品 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 缶詰他 12,000食 日本製粉 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 資材採取キット 100,000個 GEヘルスケアジャパン 宮城県警察本部他

日本通運 ゼリー他 126,422食 森永製菓他 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 オレンジ缶他 9,624食 はごろもフーズ　他 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 ブルーシート 1,812枚 森下化学工業(株) 福島県対策本部

日本通運 無洗米他 455,801食 大潟村あきたこまち生産者協会　他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 包装米飯他 850,000食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 ヘルメット 500個 名古屋市消防局 高萩市市民体育館

日本通運 包装米飯他 110,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 包装米飯他 110,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 包装米飯他 80,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 包装米飯他 110,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 包装米飯他 146,000食 日本水産(株)　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 包装米飯他 110,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 精米 266,668食 千田みずほ(株) (株)大善　喜多方倉庫

日本通運 包装米飯他 116,000食 佐藤食品工業(株)北海道工場　他 日本通運福島西中央倉庫他
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日本通運 おしりふき 7,200個 ピジョン(株) 福島県　平競輪場

日本通運 おしるこ 6,000食 (株)日進製粉 宮城県　消防学校

日本通運 風邪薬 500箱 第一三共ヘルスケア(株) 福島県　道の駅「そうま」

日本通運 海苔の佃煮 129,600食 (株)桃屋 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 食器皿（使い捨て） 30,000枚 東名化学工業(株) 福島県　平競輪場

佐川急便 ゴミ袋 70,000枚 サーモ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日立物流 水のいらないシャンプー 4,000個 資生堂 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 靴他 5,700足 (株)コマリョー 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 ゴム手袋他 5,040双 エステー 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 包装米飯 50,016食 神明 宮城県　矢本学校給食センター

日本通運 ディスポマスク 165箱 日本歯科医師会 宮城県歯科医師会館

日本通運 ディスポマスク 165箱 日本歯科医師会 岩手県歯科医師会

日本通運 粉ミルク 1,400缶 森永乳業 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 ディスポマスク 165箱 日本歯科医師会 福島県各地

日本通運 粉ミルク他 174,953食 森永乳業他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 ブルーシート 4,000枚 国際平和協力本部事務局 宮城県土木事務所

日本通運 トイレットペーパー 6,300ロール 三栄レギュレーター 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 海苔の佃煮 259,200食 桃屋 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 長靴 500足 コメリ災害対策センター 石巻災害ボランティアセンター

日本通運 作業着他 3,600着 中塚被服 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日立物流 水のいらないシャンプー 4,000本 資生堂 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

ヤマト運輸 医薬品 500箱 日本製薬工業協会 福島県薬剤師会館

日本通運 長靴 3,952足 タイセン 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 ポリバケツ 600個 清水テクノ成型 福島県　会津通運本社

日本通運 使い捨てどんぶり他 60,000個 東名化学工業(株) 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 プラスチック製コップ他 27,000個 東名化学工業(株) 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 靴下 7,500足 エーダイニット 東北トラック

日本通運 スコップ 300本 浅香工業 石巻災害ボランティアセンター

日本通運 消毒液、おむつ処理機他 9,000本 コンビ 福島県帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｸ笹谷倉庫
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日本通運 ウーロン茶他 7,020本 キッコーマン(株) 宮城県　気仙沼地方青果市場他

日本通運 ウィダーインゼリー他 92,896個 森永製菓他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 塩・胡椒他 480個 (株)ギャバン 宮城県　気仙沼地方青果市場他

日本通運 粉ミルク他 6,000個 和光堂(株)他 福島県　平競輪場

日本通運 調整豆乳 7,920本 キッコーマン(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 さらし他 750本 櫻護謨(株) 福島県　旧アルプス電気工場他

日本通運 防腐剤 5,000個 (株)ビー・ハウス 宮城県警察本部

日本通運 さらし他 625本 櫻護謨(株) 岩手県警察学校

日本通運 さらし他 1,500本 櫻護謨(株) 宮城県警察本部

興洋運輸 ドライアイス 58,056kg エア・ウォータ炭酸(株) 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 成人女性用ジーンズ 4,033着 (社)日本アパレル産業協会 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 鍋 240個 秋山商会 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 ジャージ 4,500組 アシックス 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 衣料品 6,000着 目白ファッション＆アートカレッジ 東北トラック

日本通運 スニーカー他 1,988足 サンキ (株)大善　喜多方倉庫

日本通運 無洗米 133,334食 大潟村あきたこまち生産者協会 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 飲料水 70,008本 ネスレ日本(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 薪ストーブ 240個 大和金属 宮城県各地

日本通運 ウィダーインゼリー他 132,332個 森永製菓他 宮城県各地

日本通運 即席めん 200,000食 日清食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん 200,000食 日清食品 福島県　日通福島西中央倉庫

日本通運 骨壺 800個 全日本葬祭業共同組合連合会 福島県　旧アルプス電気工場

日本通運 トイレ 50台 日野興業 岩手県庁

日本通運 仏衣他 552枚 全葬連事務局 宮城県　センコン物流

日本通運 納体袋 341枚 全葬連事務局 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト他 62,280食 (株)ミツカン他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 納体袋 14枚 全葬連事務局 福島県　千倉体育館

日本通運 紙お椀 100,000個 東名化学工業(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 パスタ他 129,300食 日欧商事他 福島県　日通福島西中央倉庫
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日本通運 パン他 110,860食 工藤パン他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 羊羹・おしるこ他 68,864食 虎屋他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 離乳食他 11,400食 キューピー他 福島県平競輪場他

日本通運 下着 18,000着 (株)セブン＆アイHDLGS 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 下着 2,000枚 セブン＆アイ 道の駅「そうま」

日本通運 下着 2,000枚 セブン＆アイ 道の駅「そうま」

日本通運 靴下 12,003枚 セブン＆アイ 気仙沼市物資集積所

日本通運 下着 2,000枚 セブン＆アイ 道の駅「そうま」

日本通運 下着 11,955枚 セブン＆アイ 気仙沼市物資集積所

日本通運 靴下 8,003枚 セブン＆アイ 気仙沼市物資集積所

日本通運 下着 24,000枚 セブン＆アイ 気仙沼市物資集積所

日本通運 下着 22,500枚 セブン＆アイ 気仙沼市物資集積所

日本通運 お菓子 38,400食 ハウス食品(株)他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト 18,540食 ハウス食品(株) 東邦運輸倉庫(株)

日本通運 鍋 270個 秋山商会 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 お菓子 24,000食 ハウス食品(株) 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 レトルト他 191,730食 (株)ミツカン他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 薪ストーブ・煙突 290個 大和金属 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 釜飯の素他 82,900食 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト他 122,680食 交易食品　他 日本通運福島西中央倉庫

ヤマト運輸 防腐剤 3,750個 (株)ビー・ハウス 福島県警察学校他

日本通運 トイレ 50個 日野興業 岩手県　山田町役場町民総合運動公園　他

ヤマト運輸 防腐剤 1,250個 (株)ビー・ハウス 岩手県警察学校

ヤマト運輸 防腐剤 10,000個 (株)ビー・ハウス 宮城県警察本部

日本通運 調整豆乳 2,160本 キッコーマン(株) 日本通運福島西中央倉庫

ヤマト運輸 背負式消毒噴霧器 50機 ミナト電機工業 宮城県　丸運

日本通運 果実・野菜飲料 8,550本 キッコーマン(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 即席めん他 2,380食 (株)テスティパル他 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 調整豆乳 3,458本 キッコーマン(株) 宮城県　気仙沼地方青果市場他
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日本通運 豚角煮 7,000食 伊藤ハム 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 おにぎり他 107,960食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 缶詰 24,000缶 甲信食糧(株) 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 おにぎり他 162,198食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 おにぎり他 195,320食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 おにぎり他 184,004食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 おにぎり他 142,880食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 漬物他 47,300食 (株)中清他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 即席めん他 99,440食 日清食品 仙台運輸倉庫他（宮城県）

日本通運 羊羹・おしるこ 10,000食 虎屋 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 菓子パン他 136,840食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 ウーロン茶他 16,592本 キッコーマン他 日本通運福島西中央倉庫他

日本通運 菓子パン他 132,170食 敷島製パン他 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰他 59,188食 甲信食糧(株)他 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 菓子パン他 153,460食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 菓子パン他 175,636食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 菓子パン他 136,000食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 栄養補助食品 19,200食 ネスレ日本(株) 東邦運輸倉庫(株)他

日本通運 ビスケット 21,760食 江崎グリコ(株) 岩手産業文化センターアピオ他

日本通運 菓子パン他 199,320食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 缶詰他 6,608食 (株)ユアサ・フナショク 日本通運福島西中央倉庫

日本通運 ベビーフード他 56,016食 キューピー他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 缶詰他 12,384食 (株)ユアサ・フナショク 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 おにぎり他 200,000食 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 即席めん他 87,190食 日清食品他 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 レトルト他 37,140食 ハウス食品(株)他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子パン他 80,000食 敷島製パン他 ヤマト運輸(株)福島主幹支店他

日本通運 菓子パン他 113,432 工藤パン他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん他 56,850食 日清食品他 岩手産業文化センターアピオ
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日本通運 歯ブラシ他 765,570個 (株)ネクスマイル他 仙台運輸倉庫（宮城県）

西濃運輸 綿棒 10,000個 平和メディック 仙台運輸倉庫他（宮城県）

日本通運 うがい薬他 11,080本 (株)大木 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 ボックスティッシュ他 110,960箱 日本製紙クレシア(株)他 福島県　日本通運喜久田ターミナル他

日本通運 シャンプー 2,016個 カネボウ化粧品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

ヤマト運輸 応急医療セット 3,000個 (株)広貫堂 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運
日立物流

防犯ブザー他 10,000個 上新電機(株)他 岩手産業文化センターアピオ

日立物流・日本通運 シャンプー 5,232個 資生堂他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 パーテーション 14,000個 レンゴー(株) 宮城県　岩沼市役所他

日本通運 納体袋 1,000枚 (株)キタジマ 福島県警察学校

日本通運 粉ミルク 10,000缶 日本乳業協会 宮城県　仙台運輸倉庫(株)

日本通運 パーテーション 40,000個 レンゴー(株) 宮城県　塩竈市体育館他

日本通運 綿棒 3,000個 平和メディック 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 納体袋 500枚 ピー・エス・インダストリー 福島県警察学校

日本通運 電子レンジ他 72台 パナソニック(株)他 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 大人用紙おむつ 9,056枚 リブドゥコーポレーション 岩手産業文化センターアピオ

ヤマト運輸 うがい薬他 8,300本 (株)大木 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 洗濯機他 255機 三洋アクア 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 熱冷ましシート 3,000枚 (株)大木 福島県　日本通運喜久田ターミナル

ヤマト運輸 応急医療セット 5,000箱 (株)富士薬品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 子供衣類他 3,300枚 (株)セブン＆アイＨＤＬＧＳ 東北トラック

日本通運 雨合羽 5,000着 日光商事(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 入れ歯洗浄剤 3,000個 グラクソ・スミスクライン(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 タオル 100,000枚 日本タオル工業組合連合会 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ゴミ袋 12,000枚 サーモ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 入れ歯洗浄剤 5,000個 グラクソ・スミスクライン(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 パン 60,000食 敷島製パン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 おにぎり 100,000個 サンデリカ北陸事業所他 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 牛乳 122,400本 ホクレン農業協同組合連合会 宮城県　矢本学校給食センター他
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日本通運 漬物 5,040個 (株)新進 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 豚角煮 7,000個 日清食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰他 16,200個 川商フーズ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ふりかけ 40,480個 丸美屋食品工業 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルトカレー 3,000個 大塚食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子パン 150,000個 敷島製パン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん 50,000個 日清食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 パーテーション 4,000個 レンゴー(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 パーテーション 2,000個 レンゴー(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 包装米飯 40,000食 (株)ウーケ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 包装米飯 20,000食 (株)ウーケ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 洗濯用石鹸他 2,000個 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 土のう袋 10,800枚 森下化学工業(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 電子レンジ 215個 ハウス食品(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 電子レンジ 250個 日立アプライアンス(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 ドライヤー 800個 三洋電機コンシューマエレクトロニクス(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 コードリール 250個 日動工業(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 シャンプー 9,852本 オルビス(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 シャンプー 3,000本 クラシエホームプロダクツ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 シャンプー 10,009本 コーセー 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 シャンプー 2856本 ユニリーバ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 下着 6000着 ユニー(株) 宮城県　塩釜港運送(株)

日立物流 シャンプー 16,884本 資生堂 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 生理用ショーツ 10,000枚 (株)ワコール 宮城県　塩釜港運送(株)

日本通運 下着 74,000着 ユニー(株) 宮城県　塩釜港運送(株)

日立物流 入れ歯洗浄剤 10,000個 グラクソ・スミスクライン(株) 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 ボックスティッシュ 20,016箱 日本製紙クレシア(株) 宮城県　塩釜港運送(株)

日本通運 パーテーション 5,000個 レンゴー(株) 旧消防学校他

日立物流 ほ乳瓶消毒薬 3,000本 杏林製薬(株) 塩釜港運送(株)
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日本通運 レトルトカレー 45,000食 ハウス食品(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 漬物 10,080食 (株)新進 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 豚角煮 4,000個 伊藤ハムデイリー 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 レトルトカレー 3,000食 大塚食品 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 食酢飲料 16,800本 (株)ミツカン 南三陸町総合体育館ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｱﾘｰﾅ

日本通運 清涼飲料水 39,984本 大塚製薬(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 ゼリー 4,944個 (株)たらみ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 清涼飲料水 24,000本 ハウスウェルネスフーズ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 飴 9,600袋 カンロ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 羊羹 8,000本 米屋(株) 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 トマトケチャップ 50,000個 ハインツ日本(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 ガム 6,600個 日本クラフトフーズ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 ソース 9,000本 ブルドックソース(株) 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 かつお節 6,970個 ヤマキ(株) 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 菓子パン 50,000個 フジパン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ふりかけ他 136,598個 丸美屋食品工業他 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日立物流 入れ歯洗浄剤 2,016個 グラクソ・スミスクライン(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん 100,000個 日清食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ソース 4,500本 ブルドックソース(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子 2,208個 井村屋グループ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 トマトケチャップ 30,000個 ハインツ日本(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 かつお節 2,970個 ヤマキ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子 4,000個 米屋(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ガム 6,900個 日本クラフトフーズ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト 26,580個 ハウス食品(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水 20,016本 大塚製薬(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 食酢飲料 12,000本 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水 18,000本 ハウスウェルネスフーズ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 野菜飲料 12,096本 カゴメ(株) 岩手産業文化センターアピオ
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日本通運 洗濯機 50台 東芝ホームアプライアンス(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 洗濯機 45台 シャープ(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 洗濯機 100台 シャープ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 洗濯機他 50台 パナソニック(株) 加美町中新田交流センター

日本通運 洗濯機他 9台 パナソニック(株) 美里町役場

日本通運 洗濯機他 11台 パナソニック(株) 東和総合支所

日本通運 洗濯機他 9台 パナソニック(株) 大崎市役所

日本通運 洗濯機 30台 シャープ(株) 七里ヶ浜生涯学習センター

日本通運 洗濯機他 30台 パナソニック(株) 涌谷町役場

日本通運 洗濯機他 60台 パナソニック(株) 塩釜市体育館

日本通運 洗濯機他 18台 パナソニック(株) Ｂ＆Ｃ海洋センター

日本通運 洗濯機他 9台 パナソニック(株) 白石市役所

日本通運 洗濯機他 3台 パナソニック(株) 角田市婦人研修センター

日本通運 洗濯機 3台 シャープ(株) 旧筆甫中学校

日本通運 洗濯機他 30台 パナソニック(株) 大河原町役場

日本通運 洗濯機 25台 東芝ホームアプライアンス(株) 山元町体育館文化センター

日本通運 洗濯機 72台 シャープ(株) 雇用促進住宅

日本通運 洗濯機他 15台 パナソニック(株) 山元町体育館文化センター

日本通運 洗濯機 25台 シャープ(株) 山元町体育館文化センター

日本通運 洗濯機 25台 シャープ(株) 亘理町役場サービスヤード

日本通運 洗濯機 25台 東芝ホームアプライアンス(株) 亘理町役場サービスヤード

日本通運 洗濯機他 39台 パナソニック(株) 岩沼市役所

日本通運 洗濯機他 15台 パナソニック(株) 亘理町役場サービスヤード

日本通運 洗濯機他 255台 日立アプライアンス(株) 仙台市体育館

日本通運 洗濯機他 45台 日立アプライアンス(株) 旧宮城県仙台東土木事務所

日本通運 即席めん 50,000食 日清食品 宮城県　矢本学校給食センター他

日本通運 豚角煮 3,000食 伊藤ハム 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 ふりかけ 59,840食 丸美屋食品工業 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 無洗米 50,000食 全農山形県本部精米センター 仙台運送(株)（宮城県）
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日本通運 漬物 20,750食 秋本食品(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 コーンビーフ 40,000個 川商フーズ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 チャップドオニオン 20,000食 (株)ギャバン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 うどんスープ(粉末) 33,120食 ヒガシマル醤油(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 カルピスウォーター 24,000本 カルピス(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 めんつゆ 1,500本 ヤマキ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 お茶 28,800本 (株)ヤクルト 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 コーヒー飲料 3,600本 味の素ゼネラルフーヅ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ココア（粉末） 2,400個 名糖産業(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水 19,992本 大塚製薬(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子 13,020食 虎屋 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 野菜飲料 30,000本 カゴメ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（チョコレート） 8,960食 有楽製菓(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（パイ） 6,000食 不二家 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 もつ鍋つゆ他 39,600食 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 シチュー他 237,776食 オギノ食糧 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 マグロフレーク 12,000食 由比缶詰所 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 豚角煮 7,000食 伊藤ハムデイリー 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト 3,000食 大塚食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 魚肉ソーセージ 8,000食 伊藤ハム 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰 12,000食 はごろもフーズ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト 28,800食 ハウス食品(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 漬物 10,500食 秋本食品(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 コーンビーフ 30,000食 川商フーズ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 洗濯機他 45台 三洋アクア 石巻青果花き地方卸売市場内

日本通運 飲料水 2,400本 (株)フードケア 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 洗濯機 35台 ＬＧ Electronic Japan 石巻青果花き地方卸売市場内

日本通運 洗濯機 100台 東芝ホームアプライアンス(株) 石巻青果花き地方卸売市場内

日本通運 洗濯機 250台 シャープ(株) 石巻青果花き地方卸売市場内
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日本通運 レトルト 10,080食 ハウス食品(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰 4,800個 はごろもフーズ 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 即席味噌汁 11,800食 マルコメ(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 コーンビーフ 20,000食 川商フーズ 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 レトルト 3,000食 大塚食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 もつ鍋つゆ 60,000食 (株)ミツカン 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 野菜飲料 46,080本 カゴメ(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 調味料 3,000本 ヤマキ(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 調味料 6,960本 (株)ミツカン 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 調味料 49,680食 ヒガシマル醤油(株) 東邦運輸倉庫(株)

日本通運 コーヒー飲料 10,080本 味の素ゼネラルフルーツ(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 調味料 5,000個 エスビー食品(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 調味料 20,000個 (株)ギャバン 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 茶飲料 40,008本 (株)ヤクルト 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 清涼飲料水 36,000本 カルピス(株) 東邦運輸倉庫(株)

日本通運 缶詰他 18,200食 (株)クサマ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 清涼飲料水 30,000本 大塚製薬(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 菓子 7,200個 ハウス食品(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 菓子 24,960個 虎屋 宮城県　石巻市総合運動公園他

日本通運 菓子 16,000個 有楽製菓(株) 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 菓子 6,000袋 不二家 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 レトルト 3,000個 大塚食品 女川町第2小学校

日本通運 シチュー 100,000食 オギノ食糧 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 豚角煮 3,000食 伊藤ハムデイリー 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 マグロフレーク 12,000個 由比缶詰所 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 レトルト 39,960個 ハウス食品(株) 仙台運送倉庫(株)他

日本通運 魚肉ソーセージ 8,000食 伊藤ハム 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 缶詰 12,000個 はごろもフーズ 仙台運送(株)（宮城県）

日本通運 即席味噌汁 10,000個 マルコメ(株) 仙台運送(株)（宮城県）
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日本通運 即席めん 60,000食 サンヨー食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 即席めん 40,000食 明星食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 婦人ショーツ 20,000枚 （株）ワコール他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子パン 50,000食 フジパン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ウレタンマット 10,000枚 (株)大津コーポレーション 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 洗濯機 35台 ＬＧ Electronic Japan 宮城県東松島市立矢本第一中学校

日本通運 レトルトカレー他 56,410食 オーディエー(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 パーテーション 13,000個 レンゴー(株) 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 使い捨てカイロ 72,000個 オカモト(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 植物油他 32,600食 大分食品物産(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 水タンク 1,000個 東京都岩谷マテリアル 仙台運輸倉庫（宮城県）

日本通運 下着（男性用）他 24,000枚 (株)ワコール 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 うどんスープ(粉末) 25,200食 ヒガシマル醤油(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ビニール手袋 20,000枚 ショーワグローブ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 めんつゆ 3,000本 (株)ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 黒ごま塩 6,000食 エスビー食品(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 流動食 12,000食 キューピー(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 めんつゆ 1,500本 ヤマキ(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 お茶 10,008本 (株)ヤクルト 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 カルピスウォーター 12,000本 カルピス(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ココア（粉末） 2,400個 名糖産業(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 清涼飲料水 10,008本 大塚製薬(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（こんがりポテト） 4,800食 ハウス食品(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子 13,020個 虎屋 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 シチュー 40,000食 オギノ食糧 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（チョコレート） 7,040食 有楽製菓(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰 14,400食 マルハニチロ食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 もつ鍋つゆ 30,000食 (株)ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 豚角煮 4,000食 伊藤ハムデイリー 福島県　日本通運喜久田ターミナル
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日本通運 清涼飲料水（フルーチェ） 21,000本 ハウス食品（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 チョコレート 5,016個 日本クラフトフーズ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 のど飴 7,200個 日本クラフトフーズ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 鍋スープ 38,400食 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 鍋スープ 21,600食 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト（カレー） 4,200袋 大塚食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 魚肉ソーセージ 4,000食 伊藤ハム食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 LL牛乳 6,144本 ホクレン農業協同組合連合会 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 調味料（味ぽん） 1,200本 (株)ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 のど飴 5,616個 日本クラフトフーズ(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 清涼飲料水（カルピス） 19,992本 カルピス（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 惣菜 7,000食 フジッコ(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 鍋スープ 19,200食 (株)ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 漬物 9,000食 東海漬物（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 消臭スプレー 1,995本 P&Gジャパン（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト（五目釜飯） 15,000食 オギノ食糧（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（オーザック） 16,800袋 ハウス食品（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん 20,000食 明星食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 惣菜 7,000食 フジッコ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子パン 120,000食 敷島製パン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 即席めん 60,000食 サンヨー食品他 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 惣菜 7,000食 フジッコ(株) 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 漬物 12,000食 東海漬物（株） 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 レトルト（五目釜飯） 15,000食 オギノ食糧(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 菓子（オーザック） 26,400袋 ハウス食品（株） 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 漬物 9,000食 東海漬物（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 即席めん 20,000食 サンヨー食品 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 レトルト（五目釜飯） 10,000食 オギノ食糧（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（オーザック） 12,000袋 ハウス食品（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル
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日本通運 菓子（饅頭） 800個 東山菓子（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（かりんとう） 1,600個 常磐堂製菓（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 惣菜 24,000食 （株）小倉屋柳本 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（キャンディー） 19,200個 明治チューイングガム（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト（カレー） 4,000袋 オギノ食糧（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 惣菜 18,750食 フジッコ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰 12,000個 （株）油比缶詰所 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 調理スープ 12,960食 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 豚角煮 8,000個 伊藤ハムデイリー 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰 7,200個 マルハニチロ食品 岩手産業文化センターアピオ

日本通運
ホールコーン

クリームコーン
14,880個 キッコーマン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 レトルト（カレー） 4,050袋 江崎グリコ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（スナック） 7,200個 ジャック製菓（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 惣菜 7,000食 フジッコ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水（カルピス） 40,008本 カルピス（株） 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 調味料（味ぽん） 3,600本 (株)ミツカン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 清涼飲料水（フルーチェ） 21,000本 ハウス食品（株） 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 清涼飲料水（レモン） 12,000本 ハウスウェルネスフーズ（株） 宮城県　矢本学校給食センター

日本通運 チョコレート 5,016個 日本クラフトフーズ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 のど飴 7,200個 日本クラフトフーズ(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 鍋スープ 38,400食 (株)ミツカン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 鍋スープ 21,600食 (株)ミツカン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 魚肉ソーセージ 4,000食 伊藤ハム食品 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 豚角煮 7,000食 伊藤ハムデイリー 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 即席めん 10,000食 サンヨー食品 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 即席めん 10,000食 明星食品 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 LL牛乳 6,240本 ホクレン農業協同組合連合会 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 調味料（味ぽん） 2,400本 (株)ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水（カルピス） 60,000本 カルピス（株） 岩手産業文化センターアピオ
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日本通運 野菜飲料 9,984本 カゴメ（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 洋菓子 10,000個 （株）大麦工房ロア 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 清涼飲料水（ソーピード） 18,888個 （株）ヤクルト 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（葛湯） 216個 （株）修作製菓 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（もみじ饅頭） 2,400個 （株）にしき堂 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（かりんとう） 400個 常磐堂製菓（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（岩おこし） 200個 （株）あみだ池大黒 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（ガム） 4,800個 明治チューイングガム（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（饅頭） 200個 東山菓子（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 レトルト（カレー） 10,.000個 オギノ食糧（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 総菜 12,000食 （株）小倉屋柳本 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰 12,000個 はごろもフーズ 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 のり佃煮 4,840個 カセイ食品（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 魚肉ソーセージ 4,000個 伊藤ハム食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 豚角煮 4,000個 伊藤ハムデイリー 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子（スナック） 4,800個 ジャック製菓（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運
ホールコーン・ク

リームコーン
7,440個 キッコーマン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 調味料 3,200個 エスビー食品(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 パーテーション 2,700枚 日本トーカンパッケージ（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 トマトケチャップ 187,000本 ハインツ日本（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 めんつゆ 4,500本 （株）ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水（フルーチェ） 42,000本 ハウス食品（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水（アミノバイタル） 18,000本 カルピス（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 清涼飲料水（ソーピード） 49,920本 （株）ヤクルト 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 野菜飲料 30,000本 カゴメ（株） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（饅頭） 7,800個 (株)にしき堂 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 和洋菓子 10,000個 （株）菊屋大分 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（岩おこし） 800個 （株）あみだ池大黒 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 菓子（葛湯） 984個 （株）修作製菓 岩手産業文化センターアピオ
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日本通運 ホールコーン他 10080個 キッコーマン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 レトルトカレー 1080個 平和食品工業 宮城県　ガス体育館（塩竃市体育館）

日本通運 調味料 9900本 ㈱ミツカン 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 駄菓子 7200個 ジャック製菓（株） 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 清涼飲料水 48000本 ハウス食品㈱ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 粉末飲料 14400杯 AGF（味の素ゼネラルフーヅ㈱） 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 漬物 15000食 愛知県漬物協会 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 飲料 79920本 マルサンアイ㈱ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 缶詰他 20520食 天狗缶詰 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 かやくご飯の素他 19400食 オギノ食糧㈱ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 漬物（らっきょう甘酢漬） 20000食 ㈱中清 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 ふりかけ 46640食 丸美屋食品工業 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 かけるラー油 7200食 エスビー食品(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 和菓子 2000個 巴屋清信㈲ 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 粉末飲料 4320個 AGF（味の素ゼネラルフーヅ㈱） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 調味料 5088本 ㈱ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 菓子 50000個 ㈱M&Mカンパニー 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 飲料 21480本 マルサンアイ㈱ 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 かやくご飯の素 9850食 オギノ食糧㈱ 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 漬物 15000食 愛知県漬物協会 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰（ツナ） 4800缶 日仏貿易 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 缶詰他 9720食 天狗缶詰 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ふりかけ 29040食 丸美屋食品工業 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 レトルトカレー 3900個 大塚食品 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 調味料 1,840個 エスビー食品(株) 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 ウレタンマット 10,000枚 (株)大津コーポレーション 宮城県消防学校他

日本通運 トマトケチャップ 106,000本 ハインツ日本（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 めんつゆ 2,508本 （株）ミツカン 福島県　日本通運喜久田ターミナル

日本通運 清涼飲料水（アミノバイタル） 12,000本 カルピス（株） 福島県　日本通運喜久田ターミナル
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日本通運 パーテーション 2,700本 (株)トーモク 福島県　日通喜久田ターミナル

日本通運 パーテーション 2,500本 吉沢工業(株) 福島県　日通喜久田ターミナル

日本通運 パーテーション 2,700本 セッツカートン(株) 福島県　日通喜久田ターミナル

日本通運 パーテーション 2,700本 新潟森製紙(株) 福島県　日通喜久田ターミナル

日本通運 ホールコーン他 7512個 キッコーマン 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 調味料 2704本 ㈱ミツカン 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 調味料 3928本 ㈱ミツカン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 調味料 1440本 ㈱ミツカン 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 レトルト 26000食 オギノ食糧㈱ 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 漬物 15000食 愛知県漬物協会 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 缶詰他 21648食 天狗缶詰 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 かやくご飯の素 20500食 オギノ食糧㈱ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 惣菜 7000個 フジッコ㈱ 宮城県　気仙沼地方青果市場

日本通運 ふりかけ 56320食 丸美屋食品工業 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 めんつゆ 4992本 ㈱ミツカン 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 調味料 3360個 エスビー食品(株) 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 清涼飲料水 18000本 カルピス㈱
宮城県　気仙沼地方青果

市場

日本通運 トマトケチャップ 207000本 ハインツ日本（株） 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 清涼飲料水 31200本 ㈱ヤクルト 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 野菜飲料 24000本 カゴメ㈱ 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 惣菜 1250食 菊池食品工業㈱ 宮城県　名取市体育館

日本通運 惣菜 24000食 ㈱小倉屋柳本 宮城県　山元町サービスヤード

日本通運 レトルトカレー 4000個 オギノ食糧㈱ 南三陸町総合体育館ベイサイドアリーナ

日本通運 惣菜 18125食 フジッコ㈱ 南三陸町総合体育館ベイサイドアリーナ

日本通運 マグロ油漬けフレーク 12000個 ㈱由比缶詰所 宮城県　石巻市総合運動公園

日本通運 調理スープ 13440食 ㈱ミツカン 南三陸町総合体育館ベイサイドアリーナ

日本通運 レトルトカレー 3900個 大塚食品 宮城県　亘理町佐藤記念体育館

日本通運 缶詰 7200缶 マルハニチロ食品 宮城県　名取市体育館
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○海事関係(12月5日10:00現在)

東北地方太平洋沖地震関連

１）施設等の被害状況

・現在、入手している主要造船所の被害情報は以下のとおり

従業員2名死亡。施設全壊。
8月19日に一部事業再開。

塩釜市 東北ドック鉄工㈱

人的被害なし。
入渠中の漁船２隻が流されたが、ドック前で錨泊
中。ドック作業船沈没。
4月21日より操業再開。

福島県 いわき市 小名浜造船㈱
設備は全壊。電気設備及び船台を修理中。
3月30日一部操業再開。

宮城県

気仙沼市

㈱吉田造船鉄工所
従業員1名死亡。
事務所1階大破。設備被害甚大。
5月6日一部操業再開。

木戸浦造船㈱
従業員1名死亡。
事務所1階大破。設備被害甚大。
一部事業再開。

石巻市

㈱ヤマニシ

人的被害なし。造船施設は全壊。
新造船２隻が流出、座礁し、被害甚大。
3月29日に仮事務所を設置。
8月8日より修繕のみ事業再開。

㈱鈴木造船所

所在地 事業者名 被害状況

青森県 八戸市 北日本造船㈱

八戸工場：人的被害の報告なし。
建造中の船舶3隻は係留済み。外板等損傷。
電力ほぼ復旧。4月1日一部操業再開。
久慈工場：人的被害なし、施設全壊。6月28日業務
再開。

日本通運 子供用ズボン 3184枚 梅本(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 子供用トレーニングスーツ 950枚 梅本(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 子供用ズボン 500枚 ビーボックス(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 子供用ズボン 235枚 ヒロタ(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 靴下 30,000足 香港政府 塩釜港運送(株)

日本通運 子供用ズボン 477枚 サンフォード(株) 岩手産業文化センターアピオ

日本通運 パーテーション 2,700本 レンゴー（株） 福島県　日通喜久田ターミナル

日本通運 即席めん 10,000食 明星食品 宮城県　石巻市総合運動公園
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２）運航状況等

・現在、入手している情報は以下のとおり。

シーパル女川汽船（株） 女川～江島

7月25日より、傭船船舶
「べが」により、女川（女川
港）～江島（江島港）間及
び女川（女川港）～出島
（出島港）・寺間（寺間港）
間を、それぞれ週２往復で
運航再開。
8月17日より、女川（女川
港）～江島（江島港）間を
週２往復で、女川（女川
港）～出島（出島港）・寺間
（寺間港）間を週４往復で
運航。
9月17日より、女川（女川
港）～出島（出島港）・寺間
（寺間港）間を週６往復で
運航。

船舶被害無し。陸員・船員に行方不明
者あり。社屋全壊。

網地島ライン（株） 石巻～長渡

3月24日より、石巻（工
業港）～田代島（仁斗田
港）～網地島（網地港）
間を１日1往復で運航再
開
4月16日より、1日2往復
で運航

船舶被害無し。人的被害無し。社屋損
壊。

塩竃市 塩竃～朴島

3月26日より、塩竈港～桂
島（石浜港）間を１日2往復
で運航再開
4月13日より、塩竈港～桂
島（桂島港）～野々島
（野々島港）～桂島（石浜
港）～寒風沢島（寒風沢
港）への寄港地拡大し、1
日4往復で運航
6月1日より、朴島（朴島
港）までの運航を再開

船舶被害無し。人的被害無し。

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

離島航路

大島汽船(株) 浦ノ浜～気仙沼

＜旅客船＞
3月30日より、傭船船舶
「はやぶさ」により、大島
（浦ノ浜港）～気仙沼間を1
日8往復で運航再開。
4月6日より1日9往復で運
航。4月27日より、1日3往
復で運航。
5月1日より「はやぶさ」に
代え、傭船船舶「しまなぎ」
により1日3往復で運航。
5月16日より1日5往復で運
航。
6月1日より所有船「はやぶ
さ」を投入し、1日8往復で
運航
11月1日より所有船「はや
ぶさ」は不定期に運航
＜フェリー＞
4月27日より、傭船船舶「ド
リームのうみ」により、1日8
往復で運航再開
11月1日より所有船「フェ
リー亀山」が復帰に伴い、
フェリー２隻体制で、1日16
往復で運航

所有船７隻中、２隻沈没、５隻は陸上
に乗り上げ。人的被害無し。
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○港湾関係（12月5日10:00時点）

１）施設等の点検状況

※点検をすべて完了した港名は削除している。

済み〃 茨城県全域 地方 － 済み －

済み

〃 鹿島港 重要 済み 済み － 済み

〃 大洗港 重要 済み 済み 済み

済み

〃 常陸那珂港 重要 済み 済み － 済み

茨城県 日立港 重要 済み 済み －

済み

〃 福島県全域 地方 － 済み － 済み

〃 相馬港 重要 済み 済み 済み

済み

福島県 小名浜港 重要 済み 済み 済み 済み

〃 宮城県全域 地方 － 済み 済み

済み

〃 石巻港 重要 済み 済み 済み 済み

宮城県 仙台塩釜港 国際拠点 済み 済み 済み

済み

〃 岩手県全域 地方 － 済み － 済み

〃 釜石港 重要 済み 済み 済み

済み

〃 久慈港 重要 済み 済み 済み 済み

〃 大船渡港 重要 済み 済み 済み

済み

岩手県 宮古港 重要 済み 済み 済み 済み

〃 青森県全域 地方 － 済み －

済み

〃 むつ小河原港 重要 済み 済み － 済み

青森県 八戸港 重要 済み 済み 済み

県名 港湾名 港格
地方公共団体管理の港湾施設

その他 海岸保全施設
国有 地公体所有

商船三井フェリー(株) 大洗～苫小牧 東京～苫小牧間で運航 船舶被害無し、大洗港岸壁損傷

太平洋フェリー(株) 名古屋～仙台～苫小牧

3月25日より、苫小牧～
仙台航路で限定再開
4月10日より、名古屋～
仙台～苫小牧航路（名
古屋発のみ仙台寄港）
で限定再開

船舶被害無し、仙台港岸壁・ターミナ
ル損傷

主な中長距離フェリー

川崎近海汽船（株） 八戸～苫小牧 青森～苫小牧間で運航 船舶被害無し、八戸港岸壁損傷
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２）港湾施設の被害状況

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 市川物揚場エプロン剥離(90m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 市川南防波堤消波ブロック飛散(15m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 ３号ふ頭（フェリーふ頭）にてトレーラが散乱

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
北防波堤ハネ部700mのケーソンが転倒・水没、中央
部1,100mの多数のケーソン転倒(歯抜け状態)

青森県 青森県 重要 八戸港 外港地区 航路・泊地(-14m)の埋没(40万m3)

青森県 青森県 重要 八戸港 外港地区
外港地区防波堤（第二中央）の南側端部ケーソン１函
の転倒・水没。

青森県 青森県 重要 八戸港 外港地区
外港地区防波堤（中央）の南側端部ケーソン１函の転
倒・水没。

北海道 白老 地方 白老港 本港地区 第3商港区防砂シートの破損

北海道 浦河町 地方 浦河港 本港地区
第7物揚場(-2.5m)　縁金物の脱落
第5物揚場(-2.5m)　エプロン段差

北海道 えりも町 地方 えりも港 本港地区 第１船揚場照明柱の転倒

北海道 えりも町 地方 えりも港 本港地区 北間内物揚場エプロン及び背後用地が沈下

北海道 えりも町 地方 えりも港 本港地区 海岸擁壁が転倒

北海道 浜中町 地方 霧多布港 琵琶瀬地区
波除堤が変位、防潮堤が一部決壊、東防波堤の消波
ブロックが移動、西防波堤の被覆ブロックが移動、道

北海道 浜中町 地方 霧多布港 本港地区
港内に漂流物（漁船等）が流入、北防波堤ブロックが
移動、中防波堤本体が滑動、小型船溜矢板が全壊

北海道 根室市 重要 根室港 花咲地区
上屋(壁、シャッター）の破損
浸水によりカメラが故障

北海道 根室市 重要 根室港 花咲地区 防潮堤が破損

北海道 広尾町 重要 十勝港
浸水によりカメラ故障
浸水により観測機器損壊

北海道 広尾町 重要 十勝港 南地区
航路（-14m、-13m）埋没、泊地（-13m、-7.5m、-2m）
埋没

北海道 広尾町 重要 十勝港 南地区
岸壁(-5.5m)ｴﾌﾟﾛﾝ背後のAs舗装、路盤が洗掘。
エプロン直下も洗掘

北海道 広尾町 重要 十勝港 外港地区 物揚場（-2.0m）背後の道路が越流により洗掘

北海道 広尾町 重要 十勝港 外港地区 船揚場袖護岸背後のAs舗装、路盤が越流により洗掘

北海道 釧路市 重要 釧路港 東港区
倉庫の壁破損
南埠頭ドルフィンの舗装破損

北海道 釧路市 重要 釧路港 西港区 フェンスの破損

北海道 函館市 重要 函館港 西港区 島防波堤、ケーソン一部破損

北海道 函館市 重要 函館港 西港区 第4埠頭23号岸壁、防舷材・縁金物破損

北海道 函館市 重要 函館港 －
ともえ大橋基部が洗掘。
縁石、ガードレールが破損

北海道 苫小牧港管理組合 国際拠点 苫小牧港 －
西港防波堤（東）港内側消波が約２００ｍに渡り１ｍ程
度沈下

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況
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青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎１号埠頭５号線2号照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎１号埠頭５号線１号照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎１号埠頭線2号照明灯(１基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎１号埠頭線1号照明灯(１基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎Ｂ表層流出(野積場)(600m2)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎Ａ砕石流出(野積場)(600m2)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎地区埠頭用地路面流出(船揚場)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 船揚場（巻揚げ施設）全損

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
八太郎４号埠頭(１)舗装陥没(Ｐ岸壁野積場)
(240m(6000m2))

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎４号埠頭線照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 市川船溜埠頭用地舗装剥離、排水工破損(900m2)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 市川船揚場ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、亀裂(100m2)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 緑地トイレ、通路、フェンス､照明灯破損

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 北沼港湾運動公園フェンス、倒壊、照明灯波損

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
八太郎-7.5m泊地土砂堆積
(2～3号ふ頭) (37,000m2(37,000m3))

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 2号ふ頭(J岸壁）フェンス倒壊、設備損傷(343m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 2号ふ頭(I岸壁）フェンス倒壊、設備損傷(181m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎２号埠頭北線照明灯(4基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
八太郎-10.0m泊地土砂堆積(1～2号ふ頭)
(44,000m2(44,000m3))

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 1号ふ頭フェンス倒壊、設備損傷(984m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎D岸壁取付護岸上部工倒壊(50ｍ)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線６号分電盤4、中央分離4(8基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線５号照明灯5、分電盤1、中央分離4(10基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線４号分電盤1、中央分離2(3基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線３号照明灯2(2基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線２号照明灯2、分電盤1(3基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 白銀北沼線１号路面路肩欠壊(40m(160m2))

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎４号埠頭線照明灯2、分電盤1損傷(3基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 4号埠頭フェンス倒壊、設備損傷(478m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎4号埠頭護岸決壊(60m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 市川船溜(-2.5m)土砂堆積(18,000m2 (11,000m3))
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青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 ｼｰｶﾞﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ地覆・高欄破損(20m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 八戸ｼｰｶﾞﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ橋梁灯(Ｃ１灯)航路標識灯破損(10基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 3号桟橋フェンス倒壊、設備損傷(6m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区
河原木２号埠頭
排水処理設備全損

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木２号埠頭(１)陥没(野積場)(4,000㎡)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 白銀北沼線照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区
河原木1号埠頭緑地公園トイレ(浄化槽)、電気設備、照明灯
破損

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区
2号埠頭緑地フェンス倒壊、
舗装剥離、照明灯損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 沼舘1号護岸決壊(40m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木廃棄物埋立護岸ケーソン流出３函(45m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木１号埠頭１号線３号中央分離2損傷(2基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木１号埠頭１号線２号中央分離2損傷(2基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木１号埠頭１号線１号分電盤1、中央分離1損傷(2基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 ｼｰｶﾞﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ路面路肩欠壊(40m(100m2))

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
河原木-7.5m泊地土砂堆積(石油桟橋)
(78,000m2(78,000m3))

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 ２号ふ頭フェンス倒壊、設備損傷(373m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 八太郎大橋高欄、歩道舗装損傷(50m(300m2))

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木２号埠頭線分電盤1、中央分離1損傷(2基)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 ２号ふ頭フェンス及び緑地護岸フェンス倒壊

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区
多数のタンクより油流出、シーガルブリッジから新井田川へ
流入

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎３号埠頭線照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎２号埠頭南線照明灯(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 ガントリークレーン2号機電気設備損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 コンテナヤード（給水設備）損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 コンテナヤード（ターミナルゲート）損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎２号埠頭受変電棟損傷電気設備含む

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎２号埠頭管理棟損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区
コンテナヤード
(リーファー電源)損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八戸港薫蒸上屋倉庫電気機器破損

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎Ｅ岸壁エプロン、裏込材流出(10m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎１号埠頭排水処理設備全損(電気)
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岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区 木材港南防波堤全長のうち７～8割が損壊

岩手県 岩手県 重要 宮古港 － 第一線防波堤がほぼ全域にわたって水没

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区 離岸堤　ブロックの沈下有り

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
臨港道路湾岸線　路肩崩壊、海側護岸のパラペットに
損傷箇所有り、洋々橋取付部に目地の開き及びク

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
石油備蓄基地専用岸壁の基部側エプロンは土砂を
被っており、終点側エプロン背後に穴を確認

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
突堤式物揚場先端護岸エプロンに7㎝程度の段差多
数有り、破損箇所も有り

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
-4m物揚場エプロンは土砂を被っており、エプロン背
後の地盤に穴を確認

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区 ４号護岸背後に根固ブロックと見られる塊の散乱有り

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区 ３号護岸3㎝の目地開きが２箇所有り

岩手県 岩手県 重要 久慈港 半崎地区
1号護岸基部の根固及び被覆ブロックが被災、終端部
のパラペットの転倒倒壊あり

岩手県 岩手県 重要 久慈港 玉の脇地区 北防波堤及び内防波堤全壊

岩手県 岩手県 重要 久慈港 玉の脇地区 南護岸　一部倒壊

岩手県 岩手県 重要 久慈港 玉の脇地区 物揚場(-3m)　一部が倒壊

岩手県 岩手県 重要 久慈港 諏訪下地区 岸壁(-7.5m)渡版の大部分が飛散

岩手県 岩手県 重要 久慈港 諏訪下地区 臨港道路が瓦礫で通行出来ない状況

岩手県 岩手県 重要 久慈港 諏訪下地区
FDが港内で沈没一部損傷し浸水
3/21 FDは浮上させ、諏訪下地区護岸に係留済

岩手県 岩手県 重要 久慈港 湾口地区 湾口防波堤の消波工沈下有り

青森県 青森県 重要 八戸港 － 港内コンテナ散乱

青森県 青森県 重要 八戸港 全域 電気施設（照明灯他）分電盤損傷(15ヶ所)

青森県 青森県 重要 八戸港 全域
水道施設(船舶給水）白銀埠頭船舶給水管、八太郎CDE岸
壁船舶給水管損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 全域 道路、野積場、航路・泊地支障物

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 白銀埠頭線照明灯損傷(1基)

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 県営上屋扉10箇所

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 白銀築港街一丁目野積場フェンス、照明灯損傷

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 白銀桟橋浮桟橋流出

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 白銀Ｂ岸壁上部工破損(10m)

青森県 青森県 重要 八戸港 白銀地区 ふ頭フェンス倒壊、設備損傷(51m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 危険物取扱施設用地吸出し(ＰＩ)(10m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木１号埠頭線ブロック飛散(60m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木１号埠頭２号線排水工破損(10m)

青森県 青森県 重要 八戸港 河原木地区 河原木東護岸フェンス倒壊、舗装剥離(300m)

127 / 202



宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
－ 南防波堤に接触船あり、重油流出あり

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
－

背後の臨港道路は流出物でふさがれているところが
複数あり

岩手県 岩手県 地方 小本港 防波堤一部消失、護岸の一部崩壊

岩手県 岩手県 地方 八木港
北港護岸のパラペット半分流失、臨港道路がれきに
より通行止

岩手県 岩手県 重要 大船渡港 野々田地区 岸壁(-4.5m)上部コンクリートの隆起、裏込石の流出

岩手県 岩手県 重要 大船渡港 野々田地区 岸壁(-13m)荷捌地で 大30㎝沈下

岩手県 岩手県 重要 大船渡港 茶屋前地区 -9m岸壁全域にわたり浸水した模様

岩手県 岩手県 重要 大船渡港 湾口防波堤周辺 湾口防波堤ほぼ全壊

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区
東西3号線･南北5号線･6号線の表層アスファルトが大
きくめくれている

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 -7.5m岸壁に法線前出し8㎝、沈下7㎝

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区
-11m岸壁に法線前出し8㎝、沈下10㎝、エプロンの目
地の開き6㎝

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 南桟橋(ドルフィン)にFDが乗り上げている

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 -4.5m岸壁取付部の斜路消失

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 埋立護岸の取付部に沈下20㎝程度

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 -7.5m岸壁に渡版めくれ、移動

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 -4m1号物揚場にはらみ出し10㎝程度

岩手県 岩手県 重要 釜石港 須賀地区 -7.5m,-10m岸壁背後に漂流物

岩手県 岩手県 重要 釜石港 湾口地区
湾口防波堤は、北堤が完全に崩落、南堤は傾斜、港
口部に沈船がある

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区
藤原第二ふ頭-10m岸壁　南側バースの背後荷捌き
地で陥没２箇所、また、アスファルト塊と土砂が散乱

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区 藤原第一ふ頭-12m岸壁　海側先端部に空洞と沈下

岩手県 岩手県 重要 宮古港 鍬ヶ崎地区 鍬ヶ崎地区-5.0m岸壁エプロン沈下（10cm程度）

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区 藤原第一ふ頭-4.5m岸壁係船柱１基破損

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区
藤原第一ふ頭-7.5m岸壁　エプロン10cm程度陥没、エ
プロン下空洞

岩手県 岩手県 重要 宮古港 出崎地区
出崎ふ頭-2m物揚場エプロンの沈下と護岸法線のは
らみ出し（約30m間に6cm）

岩手県 岩手県 重要 宮古港 出崎地区 出崎ふ頭-3m物揚場エプロン背後に吸い出し

岩手県 岩手県 重要 宮古港 出崎地区 出崎ふ頭-4m物揚場前傾　（延長50m程度）

岩手県 岩手県 重要 宮古港 出崎地区 出崎ふ頭一万屯岸壁エプロン沈下（10cm程度）

岩手県 岩手県 重要 宮古港 － 浮遊物（丸太、漁船等）が港内全体を覆っている

岩手県 岩手県 重要 宮古港 出崎地区
竜神崎防波堤西側（浄土ヶ浜側）２函水没、東側1～2
函が水没

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区 岸壁背後ヤードの丸太が散乱

岩手県 岩手県 重要 宮古港 藤原・神林地区 藤原防波堤が10～20ｍ水没
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宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（塩釜港
貞山地区 貞山ふ頭2号桟橋(-9m)エプロン部に約18cmの沈下

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

港内 岸壁係留施設附帯施設流出(L=200m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

港内 臨港道路臨港道路支障物撤去応急工事

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

港内 航路泊地航路支障物撤去応急工事(A=2,000m2)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

向洋地区 高砂船だまり物揚場物揚場沈下(L=500m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

向洋地区 高砂取付護岸取付護岸せり出し(L=120m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

向洋地区 向洋緩衝緑地舗装クラック(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

向洋地区 向洋緩衝緑地法面崩壊等(L=40m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

向洋地区 南海岸線道路流出(L=250m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区)

向洋地区
－１４ｍ岸壁の船溜まり側取り付け部の被災箇所で
目地がさらに開いた模様。

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
向洋地区

高砂ふ頭2号岸壁(-14m)取付部終点部法線はらみ出
しに伴う背後の崩落、エプロン部全体が1ｍ程度沈

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
向洋地区 ガントリークレーン１基（終点側）に損傷が見られる

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
向洋地区 高砂ふ頭1号岸壁(-12m)エプロン部に数か所沈下

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
向洋地区 コンテナヤードが浸水し、コンテナが散乱

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
向洋地区

南防波堤先端のＣ防波堤白灯台部が傾斜し、ケーソ
ン先端部が水没状態

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
中野地区

高松ふ頭第1～8岸壁(-4.5m)及び第1～4岸壁にエプ
ロン沈下及び隆起

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
中野地区 雷神ふ頭エプロンの一部が10㎝程度沈下

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 雷神護岸Ⅰ護岸崩壊(L=350m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 高松ふ頭取付護岸取付護岸せり出し(L=160m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 ふ頭５号線舗装段差，中央分離帯流出(L=100m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 ふ頭１号線舗装段差(L=230m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 ふ頭４号線歩道流出(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

中野地区 区画３号線舗装陥没(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
中野地区

高松ふ頭第1～8岸壁(-4.5m)及び第1～4岸壁にエプ
ロン沈下及び隆起

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
中野地区

高松ふ頭岸壁(-12m)取付部に沈下、アクセス鉄道通
行不可

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

港内 岸壁係留施設附帯施設流出(L=2,500m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

港内 臨港道路臨港道路支障物撤去応急工事

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(仙台港区）

港内 航路泊地航路支障物撤去応急工事(A=2,000m2)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
－ 雷神ふ頭エプロンに一部10㎝程度沈下

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
－ 完成自動車が流出

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（仙台港
－

JX日鉱日石及び東北電力職員の乗用車が数百台港
内に流出
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宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 北防波堤沈下(L=65m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

小浜地区 物揚場破損，エプロン沈下(L=398m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

小浜地区 防波堤破堤(L=60m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

吉田花渕浜
地区

物揚場破損(L=150m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

花渕浜地区 物揚場物揚場破損(L=193m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

吉田浜地区 物揚場破損(L=103m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

吉田浜地区 防波堤パラペット破損(L=80m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎谷地
地区

代ヶ崎船溜まり物揚場物揚場破損(L=79m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎地区 物揚場エプロン破損(L=120m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎地区 防波堤破堤(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎清水
浜地区

物揚場エプロン破損(L=60m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎清水
浜地区

防波堤沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎清水
浜地区

東側防波堤沈下(L=60m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

笠神地区 物揚場係船杭破損流出(L=100m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

笠神地区 浮桟橋浮桟橋流出(L=29m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

追の浜地区 追の浜船揚場沈下，破損(L=30m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

追の浜地区 物揚場エプロン沈下(L=30m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

東宮地区 東宮中央線車道,歩道隆起沈下(L=500m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

東宮浜地区 東宮浜臨港道路車道部破損(L=200m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

東宮浜地区 物揚場エプロン破損(L=220m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

東宮浜地区 東防波堤沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

要害浦地区 物揚場エプロン沈下(L=60m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

中の島地区 物揚場係船杭破損流出(L=200m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

中の島地区 浮桟橋浮桟橋流出(L=74m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

中の島地区 中の島公園トイレ破損(1基)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

貞山地区 中ふ頭前面桟橋エプロン破損(L=195m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

貞山地区 東ふ頭岸壁エプロン沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港

（塩釜港
貞山地区 東ふ頭岸壁(-7.5m)一部に挙動

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

貞山地区 貞山埠頭2号エプロン沈下(L=80m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

貞山地区 貞山埠頭1号エプロン沈下(L=149m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

貞山地区 東埠頭護岸吸い出し沈下(L=81m)
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宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
日和岸壁(-9m)エプロン部に10～30ｃｍ程度の沈下と
吸出しが原因と考えらる深さ80ｃｍ程度の部分的な陥

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 大手5000ｔ岸壁エプロン舗装流出(L=280m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 日和15000ｔ岸壁エプロン舗装流出(L=215m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
日和10000ｔ岸壁エプロン舗装流出，岸壁前面先掘
(L=75m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 日和1000ｔ岸壁防舷材，車止め破損(L=400m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 雲雀野西線法面崩壊，道路破損(L=900m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 雲雀野中央線道路破損(L=1,135m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 中仕切護岸(E-1’)堤体沈下(L=30m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 中仕切護岸(E-1)堤体沈下(L=100m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 中仕切護岸(B-2-1)捨石流出，法面崩壊(L=130m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区
中仕切護岸(B-1)捨石流出，法面崩壊，基礎コン流出
(L=120m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 中仕切護岸(A-1)法面崩壊(L=210m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 護岸(G）上部工破損(L=30m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 護岸(A-4-2）消波ブロック消失(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 護岸(A-3-2）上部工消失(L=5m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 護岸(A-1）上部工破損(L=12m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 護岸(防波）沈下(L=10m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 雲雀野北埠頭エプロン陥没(L=170m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 東突堤突堤一部流出(L=30m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 岸壁(-10m)エプロンに1m程度の沈下

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 臨港道路雲雀野中央線の路肩部が大規模に崩落

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 中央1号、2号岸壁エプロンに1m程度の沈下

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区
-13mバース,-10mバース背後のヤードに流出物が散
乱、泊地も木材チップ等が浮遊

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
-9m岸壁前面にチップ船半没、港内に木材チップが浮
遊

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 西防波堤沈下(L=600m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 雲雀野地区 雲雀野防波堤沈下(L=1,450m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 桂島船揚場沈下，破損(L=40m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 石浜北物揚場エプロン沈下(L=69m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 石浜物揚場破損(L=25m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 石浜物揚場破損，エプロン沈下(L=70m)

宮城県 宮城県 国際拠点
仙台塩釜港
(塩釜港区）

石浜地区 南防波堤破堤(L=50m)
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宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東5号線陥没・段差(L=213m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東4号線陥没・段差(L=301m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東3号線陥没・段差(L=271m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東海岸線陥没・段差(L=2,680m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東水路水門水門破損(L=3.3m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東水路北側護岸流出(L=23m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 釜北線緑地緑地流出(L=1,750m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北8号線陥没・段差(L=460m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北7号線陥没・段差(L=308m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北6号線陥没・段差(L=25m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北4号線陥没・段差(L=150m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北2号線陥没・段差(L=40m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北1-3号線陥没・段差(L=64m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北1-2号線陥没・段差(L=83m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北1号線陥没・段差(L=333m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 釜北線陥没・段差(L=2,976m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東1号線陥没・段差(L=1,010m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 中島埠頭緑地緑地流出(A=4,300m2)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 北9号線舗装一部崩壊(L=460m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 日和2号線舗装沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 日和1号線舗装沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 定川護岸護岸全壊(L=675m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 西水路北側護岸裏込流出(L=7.5m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 日和護岸護岸はらみ出し(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
中島1000ｔ岸壁エプロン舗装流出，岸壁はらみ出し
(L=83m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
中島15000ｔ岸壁エプロン舗装流出，車止め破損
(L=320m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
中島2000ｔ岸壁エプロン舗装流出，防舷材破損
(L=70m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 大手2000ｔ岸壁エプロン舗装流出(L=170m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
大手岸壁(-5.5m)エプロン沈下と液状化とみられる痕
跡

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 大手岸壁(-7.5m)エプロン沈下

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区
日和岸壁(-10m)上部工背後エプロンに15ｃｍ～1m程
度の沈下と隆起
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宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲船揚場沈下，破損(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲-2.0m物揚場沈下，破損(L=198m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲-2.0m物揚場沈下，破損(L=72m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲-2.0m物揚場沈下，破損(L=350m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲-3.0m物揚場沈下(L=45m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲浜防潮壁①防潮壁全壊(L=89m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲浜防潮壁①防潮壁全壊(L=738m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲防潮堤防潮堤全壊(L=809m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲排水路護岸護岸全壊(L=442m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲波除堤波除堤全壊(L=50m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲波除堤波除堤全壊(L=160m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲船溜波除堤防波除堤全壊(L=106m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲波除堤波除堤全壊(L=166m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東海岸線緑地土堤流出(A=35,890m2)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 港口部東護岸消失(L=510m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 南浜大型桟橋渡板消失(L=165m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 潮見1000ｔ岸壁エプロン崩壊，陥没(L=320m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 南浜5000ｔ岸壁エプロン崩壊，陥没(L=160m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 南浜10000ｔ岸壁エプロン崩壊，陥没(L=165m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 潮見3号線陥没・段差(L=48m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 潮見2号線陥没・段差(L=48m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 潮見1号線陥没・段差(L=48m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 南浜1号線陥没・段差(L=296m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 釜地区 東6号線陥没・段差(L=245m)
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宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 浮桟橋(1)浮桟橋流出(L=38.5m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 内港線沈下，ひび割れ(L=730m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 内港浮桟橋浮桟橋損傷，杭損傷，連絡橋損傷(1基)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 船溜船揚場船揚場破損(L=8m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 船溜物揚場護岸破損(L=159m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 右岸物揚場護岸護岸沈下，背面吸出し(L=415m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区
門脇大型桟橋沈下，床版損傷，エプロン損傷
(L=255m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 船溜護岸護岸破損(L=100m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 内港地区 善海田護岸護岸破損(L=136m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜緑地緑地流出(A=12,000m2)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 新堀端取付護岸破損(L=13.5m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区
上浜橋地覆一部破損，ガードレール破損，取付護岸
破損(L=47.97m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜3号線流出，破損(L=100m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜2号線流出，破損(L=40m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜1号線流出，破損(L=310m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西海岸線流出，破損(L=280m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西突堤捨石マウンド流出，上部工欠損(L=220m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西水路南側護岸護岸上部工傾き(L=60m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜消波護岸消波ブロック移動，消失(L=262m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 大曲地区 大曲線流出，破損(L=156m)
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宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 護岸流出，沈下(L=80m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 護岸流出(L=35m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 -7.5m岸壁沈下(L=390m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 -4.5m岸壁基礎地盤洗掘，沈下(L=186m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 -4.5m桟橋沈下(L=10m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日宮下路線沈下(L=242m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭東路線沈下(L=239m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭中央路線沈下(L=178m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭西路線沈下(L=87m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭西3号線沈下(L=35m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭西2号線沈下(L=34m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 埠頭西1号線沈下(L=84m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日大川路線沈下・段差(L=1,536m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 汐見公園公園流出(A=4,218m2)

宮城県 宮城県 地方 松島港
松島海岸通

地区
浮桟橋本体ずれ，渡橋破損(L=40m)

宮城県 宮城県 地方 松島港
松島海岸通

地区
浮桟橋本体ずれ，渡橋破損(L=80m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 浪打浜地区 浮桟橋浮桟橋流出(L=24m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 浮桟橋(4)浮桟橋流出(L=28.5m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 浮桟橋(3)浮桟橋流出(L=38.5m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 浮桟橋(2)浮桟橋流出(L=38.5m)
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宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地(1)緑地流出(A=3,400m2)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 小渕臨港道路2号線段差(L=295m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 小渕-2.0m物揚場取付道路段差(L=57m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 小渕-3.0m物揚場取付道路段差(L=301m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 小渕-4.0m物揚場取付道路段差(L=56m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 小渕臨港道路1号線段差(L=506m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜船揚場沈下(L=40m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜(-4.0m)物揚場B沈下(L=60m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜(-4.0m)物揚場A沈下(L=70m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜(-2.0m)物揚場前屈，沈下(L=185m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜(-3.0m)物揚場前屈，沈下(L=170m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地護岸沈下，倒壊，流出(L=129m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地緩傾斜護岸沈下(L=44m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地護岸流出(L=68m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜波除堤沈下，流出(L=55m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜波除堤沈下(L=28m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 防波堤(B)沈下(L=120m)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 防波堤(A)沈下(L=321m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港 唐桑町崎浜 御崎港緑地緑地流出(A=3,253m2)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 県営上屋１号建物倒壊
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宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山防波堤(L=147m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山沖防波堤(L=261m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 小積地区 小積-1.5m物揚場臨港道路(L=72m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 小積地区 小積物揚場(L=30m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 小積地区 小積物揚場(L=165m)沈下，前屈

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 小積地区 小積防波堤(L=50m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜-2.0m物揚場取付道路(L=70m)沈下，一部流出

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜-1.5m物揚場臨港道路(L=10m)段差，クラック

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜船揚場(L=80m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜物揚場(2)(L=265m)沈下，前屈，一部破損

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜物揚場(1)(L=60m)流出

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜(-2.0m)物揚場(L=70m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 突堤物揚場(L=23m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 防波突堤(2)(L=120m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 防波突堤(1)(L=23m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 荻浜取付護岸(L=63m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 防波堤(L=340m)沈下

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地(4)緑地流出(A=456m2)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地(3)緑地流出(A=479m2)

宮城県 宮城県 地方 表浜港 表浜地区 表浜緑地(2)緑地流出(A=5,600m2)
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宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜道路護岸(L=8m)消失

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜崎山取付護岸(L=106m)欠損

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜波除堤(L=79m)消失，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜崎山防波堤(L=24m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山4号道路(L=45m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山3号道路(L=55m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山2号道路(L=42m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山臨港道路(L=69m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山船揚場(L=5m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山3号物揚場(L=65m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山2号物揚場(L=70m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山-1.5m物揚場(L=37m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山-2.0m物揚場(L=69m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山-2.5m物揚場(L=82m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山防潮壁(L=79m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山防潮護岸(L=69m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山3号道路護岸(L=110m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山2号道路護岸(L=73m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山4号道路護岸(L=45m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山臨港道路護岸(L=44m)沈下

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 船揚場護岸(L=7m)沈下
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宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原船揚場(L=41m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原物揚場(L=70m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原物揚場(L=61m)沈下，前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原護岸(L=25m)沈下，前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原物揚場(L=31m)沈下，倒壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 物揚場(L=50m)前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 物揚場(L=60m)前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 護岸(L=18m)沈下，傾斜

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 標識灯(1基)標識灯倒壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 臨港道路(L=116m)クラック

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 臨港道路(L=776m)付属施設破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 船揚場(L=20m)消失

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-2.0m)取付部(L=10m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-2.0m)物揚場(L=90m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-4.0m)物揚場取付部(L=20m)前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-4.0m)物揚場(L=100m)前傾

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 物揚場取付護岸(L=7m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 物揚場(L=25m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-2.0m)物揚場(L=72m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-3.5m)物揚場(L=80m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-3.5m)岸壁(L=149m)倒壊，消失

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-7.5m)岸壁取付護岸(L=20m)沈下，破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-7.5m)岸壁(L=130m)沈下，破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-4.5m)岸壁(L=70m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-3.0m)岸壁(L=61m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 (-7.5m)岸壁(L=150m)前傾，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 護岸(L=51m)崩壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜(1)護岸(L=75m)沈下，倒壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜(-7.5m)護岸(L=35m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜取付護岸(L=159m)消失，沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 石浜水路護岸(L=54m)消失
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宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区
大浜(-2.0m)取付護岸(A)(L=39m)倒壊，流出，はらみ
出し

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜(-2.0m)物揚場(L=165m)前出し，エプロン沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区
大浜(-1.5m)物揚場(L=168m)前出し，エプロン沈下，ク
ラック

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑物揚場(L=27m)沈下，エプロン舗装破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑-2.5m物揚場(L=60m)沈下，エプロン舗装破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 水浜地区 水浜臨港道路(L=40m)クラック

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 水浜地区 標識灯(1基)倒壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 水浜地区 水浜防波堤(L=120m)破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 水浜地区 水浜物揚場(-2.0m)(L=150m)エプロン舗装不陸

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板道路護岸(L=2m)護岸破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板護岸(L=2m)陸閘破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板防潮護岸沈下、パラペット破損（L=18m）

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 護岸(L=10m)堤体滑動

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 標識灯(1基)倒壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 浪板船揚場(L=5m)側壁破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦臨港道路(L=240m)クラック

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦船揚場(L=41m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦(-2.0m)物揚場(L=206m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦(-2.0m)物揚場(L=64m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦物揚場護岸(L=63m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦(防波）護岸(L=50m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦防波堤(B)(L=50m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦防波堤(A)(L=260m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原臨港道路(L=67m)沈下

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原臨港道路(L=21m)沈下
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福島県 福島県 重要 相馬港 本港地区 沖防波堤沈下、転倒、流出により壊滅的

福島県 福島県 重要 相馬港 －
３号ふ頭-10m岸壁と５号ふ頭-14m岸壁の間に大型
石炭船が座礁

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
御崎臨港道路沈下(L=148m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
防波堤沈下(L=220m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
緑地護岸沈下(L=95m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
取付護岸沈下(L=43m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
船揚場沈下(L=30m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
-2.0m物揚場沈下(L=60m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
-3.5m物揚場沈下(L=40m)

宮城県 宮城県 地方 御崎港
唐桑町崎浜

地区
-4.0m物揚場沈下(L=55m)

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜波除堤(L=6m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜防波堤(L=46m)沈下，前出し

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜防波堤(L=190m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜防波堤(L=260m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 臨港道路(L=190m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜船揚場(L=85m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜(-1.5m)物揚場護岸(L=25m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜(-1.5m)物揚場護岸(L=21m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜物揚場護岸(L=33m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜(-2.0m)物揚場(L=252m)前出し，エプロン沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜(-1.4m)物揚場(L=58m)前出し，エプロン沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜(-1.5m)物揚場(L=135m)前出し，エプロン沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜波除堤(L=24m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜防波堤(L=385m)沈下

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜臨港道路(L=220m)一部流出，倒壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜1号船揚場(L=23m)クラック

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜(-2.0m)取付護岸(D)(L=27m)前出し
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福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 ２号埠頭野積場舗装隆起・陥没(A=101,166.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 県営３号上屋上屋壁等破損・基礎部隆起(N=1棟)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 県営2号上屋壁等破損・基礎部隆起(N=1棟)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 荷役機械転倒破損(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭
第２船だまり物揚場岸壁法線変形、舗装陥没・隆起
(L=140.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭
第２船だまり物揚場岸壁法線変形、舗装陥没・隆起
(L=270.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭
第２船だまり物揚場岸壁法線変形、舗装陥没・隆起
(L=140.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 ２号埠頭岸壁エプロン部沈下破損(L=280.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 ２号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=270.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 ２号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=110.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 ２号埠頭護岸直立消波ブロック飛散(L=50.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 2号ふ頭地区 ２号ふ頭１～３バースエプロン沈下

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 1号ふ頭給水機能不能(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号ふ頭野積場舗装隆起・陥没(A=132,907.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 県営1号上屋壁等破損・基礎部隆起(N=1棟)

福島県 福島県 重要 相馬港 1号ふ頭 ケーソンヤード斜路斜路破損(L=21.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 1号ふ頭 １号埠頭船揚場斜路破損(L=20.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=180.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=120.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=260.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=160.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=110.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭岸壁法線変形、舗装陥没・隆起(L=100.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 １号埠頭護岸法線変形、舗装陥没・隆起(L=86.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号ふ頭 本港・回頭泊地 埋そく(N=1式)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号埠頭地区
１号埠頭第二岸壁、第三岸壁は部分的に倒壊が見ら
れ、エプロンに３０㎝程度の段差

福島県 福島県 重要 相馬港 １号埠頭地区
１号埠頭第１岸壁、第４岸壁、第５岸壁は部分的に倒
壊

福島県 福島県 重要 相馬港 本港 防波堤（南）物揚場物揚場破損(L=155.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 本港 防波堤（南）消波ブロック飛散(L=1,581.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 本港地区
防波堤（沖）は、遠方からの目視で、半分以上が転倒
している可能性
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福島県 福島県 重要 相馬港 本港地区緑地施設消失(A=13,299.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 笠岩公園施設消失(A=7,000.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港焼却施設破損(N=１棟)

福島県 福島県 重要 相馬港 廃棄物埋立護岸消波ブロック飛散(L=817.50m)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港２号ふ頭浮標灯消失(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港３号ふ頭浮標灯消失(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港３号ふ頭浮標灯消失(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港潜提浮標灯消失(N=1基)

福島県 福島県 重要 相馬港 笠岩公園駐車場歩道破損(A=700.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 第一駐車場歩道破損(A=2,244.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 臨港道路舗装隆起・陥没(L=1,300.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ５号ふ頭 ５号埠頭岸壁岸壁法線変形(L=20.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ５号ふ頭 ５号ふ頭西護岸水叩き部破損(L=598.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ５号ふ頭 ５号ふ頭北護岸法線変形(L=80.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 5号ふ頭地区
専用岸壁荷役機械２基が傾いており、荷役中の石炭
船が折れて沈没寸前

福島県 福島県 重要 相馬港 ３号ふ頭
３号埠頭岸壁ケーソン1函損失、裏込石一部損失、上
部工一部損失(L=170.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ３号ふ頭 ３号埠頭取付護岸法線変形(L=48.9m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ３号ふ頭 ３号埠頭仮護岸法線変形(L=310.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ３号ふ頭 ３号埠頭護岸法線変形、上部工破損(L=348.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 ３号ふ頭 泊地（-10m） 埋そく(N=1式)

福島県 福島県 重要 相馬港 3号ふ頭地区 先端護岸、仮護岸が決壊し、埋立土が流出

福島県 福島県 重要 相馬港 ２号ふ頭 2号ふ頭給水機能不能(N=1基)
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福島県 福島県 重要 小名浜港 ３号ふ頭地区 3-1～2バースクレーン脚部の傾斜進行

福島県 福島県 重要 小名浜港 ３号ふ頭地区 3-1～2バース先端側に液状化が発生

福島県 福島県 重要 小名浜港 ３号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=52,770m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ３号ふ頭地区 荷役機械引込式ｱﾝﾛｰﾀﾞ破損(N=４基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 3号埠頭地区
３号ふ頭荷役機械のレールが変形、野積場が20cm程
度陥没、3-5バースに台船が乗り上げ岸壁破損

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=16,811m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 ボードウォーク破損(L=572.5m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 舗装（自然石舗装）飛散、剥離(L=572.5m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 護岸はらみ、損(L=572.5m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 岸壁はらみ(L=448m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ２号ふ頭地区 岸壁（エプロン）はらみ(L=448m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区 緑地舗装ららミュウ前アスファルト舗装破損(L=100m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区
緑地舗装ららミュウ前インターロッキング舗装破損
(L=156m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区
緑地舗装観光桟橋前インターロッキング舗装破損
(L=118m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=4761m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区 先端護岸はらみ(L=45m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区 岸壁はらみ(L=250m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区 緑地倉庫破損、自然石舗装破損(L=200m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 １号ふ頭地区
駐車場駐車場舗装破損、防護柵破損、照明破損(N=1
式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 1号埠頭地区 １号ふ頭舗装剥離

福島県 福島県 重要 小名浜港 1号埠頭地区 桟橋に漁船が乗り上げ破損。舗装クラック

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港広場施設消失(A=2,880.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港広場施設消失(A=6,730.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 相馬港広場施設消失(A=2,100.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 本港地区（緑地（３））施設消失(A=13,171.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 本港地区（緑地（３））施設消失(A=8,529.0m2)

福島県 福島県 重要 相馬港 １号埠頭地区緑地施設消失(A=62,848.0m2)
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福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 護岸はらみ(L=150m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 岸壁床版破損、桟橋上部ズレ(L=30m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 護岸栄町地区はらみ(L=204m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 波除堤栄町地区ズレ、段差(L=127m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 岸壁(-7.5m)はらみ、段差、エプロン段差(L=213m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 岸壁(-9.0m)はらみ、段差(L=150m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 小名川小舟溜岸壁はらみ、段差(L=70m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 小名川小舟溜波除堤はらみ、隙間(L=20m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 岸壁(-2.5m)はらみ、前出、舗装剥離(L=150m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 港内道路アスファルト舗装破損(L=140m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 栄町岸壁野積場破損(L=45m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 栄町岸壁エプロン沈下(L=120m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 東防波堤ケーソン転倒(L=20m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 三崎防波堤進入防止柵破損(L=20m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号ふ頭地区
7-2バースに液状化が発生（岸壁本体に新たな被害
は認められない）

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号ふ頭地区 小船溜りエプロン舗装沈下(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号ふ頭地区 埠頭内道路照明沈下、破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=168,117m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号ふ頭地区 荷役機械引込式ｱﾝﾛｰﾀﾞ破損(N=３基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ７号埠頭地区 7-2バース先端側エプロン舗装版の洗掘進行、陥没

福島県 福島県 重要 小名浜港 7号埠頭地区
ケーソンが動いた形跡あり。荷役機械のレールが変
形。エプロン背後が全延長にわたり、50cm程度陥没

福島県 福島県 重要 小名浜港 ６号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=187,305m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ６号ふ頭地区 荷役機械分岐施設破損(N=１基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ５・６号埠頭地区 先端護岸２０センチ程度の沖側へのさらに移動

福島県 福島県 重要 小名浜港 5･6号埠頭地区 先端護岸エプロン沈下、はらみだし有り

福島県 福島県 重要 小名浜港 5･6号埠頭地区
耐震強化岸壁荷役作業中に退避したため、船舶に荷
役機械のアームを入れたたまま停止。耐震強化岸壁

福島県 福島県 重要 小名浜港 5･6号埠頭地区 -14m岸壁の背後が沈下している

福島県 福島県 重要 小名浜港 5号埠頭地区 岸壁先端部にアンローダーアームが突き出ている。

福島県 福島県 重要 小名浜港 ５号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=70,514m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ５号ふ頭地区 荷役機械ﾂｲﾝﾍﾞﾙﾄ式ｱﾝﾛｰﾀﾞ破損(N=１基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 ４号ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=63,513m2)
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福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜遊歩道植栽(L=45m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 駐車場（大畑側）ﾚﾝｶﾞ舗装破損(L=120m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 緑地（公園）ﾍﾞﾝﾁ、東屋、転落防止柵破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 釣桟橋上部工破損(L=160m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 橋梁（ｻﾝﾏﾘｰﾅﾌﾞﾘｯｼﾞ）伸縮目地破損(L=293m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 臨港道路舗装破損(L=84m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 浮き桟橋破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜突堤被覆石破損(L=12m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 緑地護岸消波工沈下(L=42m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 用地護岸エプロン沈下・破損(L=135m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜E護岸上部工及び背後ﾎﾞｰﾄﾞｳｵｰｸ破損(L=196m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜H護岸天端工破損(L=60m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 大剣護岸護岸沈下(L=15m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 第3防波堤消波ブロック沈下(L=170m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜第1波除堤上部工破損(L=10.8m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜第1波除堤方塊堤及び上部工破損(L=9.2m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 剣浜第2波除堤方塊堤及び上部工破損(L=70m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 埠頭内道路照明沈下、破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=102,093m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 臨港道路照明施設沈下、破損(244基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 臨港道路20-1号歩道、排水工破損(L=734m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 臨港道路12-1号歩道、防護柵、排水工破損(L=254m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 臨港道路２号歩道、排水工破損(L=2,215m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 臨港道路1号歩道、防護柵、排水工破損(L=5,022m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 大剣ふ頭地区 荷役機械ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ、多目的ｸﾚｰﾝ破損(N=２基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 藤原ふ頭地区 埠頭内道路照明沈下、破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 藤原ふ頭地区 野積場構内道路破損、ゆがみ(A=84,350m2)

福島県 福島県 重要 小名浜港 藤原ふ頭地区 導流堤破損(L=80m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 船揚場斜路ブロックのズレ(L=15.5m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 物揚場床版破損、下部工破損(L=802m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区 岸壁エプロン沈下(L=210m)
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福島県 福島県 地方 江名港 江名地区 南防波堤消波ブロック沈下(L=249.5m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 久之浜-5.0m岸壁エプロン破損(L=70.0m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 -5.0m岸壁取付護岸上部工破損(L=15.0m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 泊地護岸上部工破損(L=230.5m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 久之浜航路埋そく

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 防波堤（沖）消波ブロック飛散(L=300.0m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 防波堤（南）消波ブロック飛散(L=161.4m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 防波堤（C）消波ブロック飛散(L=70.0m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 防波堤（Ｂ）消波ブロック飛散(L=204.6m)

福島県 福島県 地方 久ノ浜港 防波堤（Ａ）消波ブロック飛散(L=217.7m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 船舶給水破損(N=１式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 オイルフェンス破損(N=１基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 観測機器潮位計、波高計、風速計破損(N=６基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 その他照明施設緑地内照明破損(N=１式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 簡易標識灯消失(N=１６基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 磐城新橋破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 渚橋破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 道路標識沈下、破損(N=２０基)

福島県 福島県 重要 小名浜港 小名浜港トンネル破損(N=１箇所)

福島県 福島県 重要 小名浜港 緑地破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 辰巳町公園噴水破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 照明、自家発、通信機器、上屋破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 照明、自家発、通信配線破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 進入防止柵、電気通信施設破損(N=1式)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 立入防止柵（崖下部）立入防止柵破損(L=460m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 ﾎﾞｰﾄﾔｰﾄﾞ進入防止柵進入防止柵破損(L=900m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 Ｅ護岸背後ｴﾌﾟﾛﾝエプロン沈下(L=85m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 船揚場斜路本体工沈下(L=45m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 剣浜地区 浄化槽法面工破損(N=１棟)
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茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区

岸壁B･C(-7.5m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数
量L=252m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第５埠頭地区

岸壁(-10m)２号：上部工とエプロンの間が50～100cm
の段差有り。広範囲に液状化が発生。

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第５埠頭地区

岸壁(-10m)１号：上部工とエプロンの間に50～100cm
の段差有り。広範囲に液状化が発生。

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 小船溜（野積場）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破損(L=70m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 緑地ﾌｪﾝｽ、植栽破損(L=21m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 物揚場側溝破損(L=9m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 岸壁転落防止柵破損(L=21m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 岸壁エプロン沈下(L=120m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 野積場側溝破損(L=45m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 岸壁取付（野積場）ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装沈下(L=22.2m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 係船浮標破損(N=２基)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 新港橋桁補修(L=0.8m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路ﾌｪﾝｽ破損(L=26m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路側溝蓋破損(L=600m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路照明灯破損(N=1式)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路擁壁破損(L=25m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路堆砂除却(L=300m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 臨港道路ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装破損(L=3m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 中之作護岸側溝蓋破損(L=40m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 第１魚場岸壁岸壁及びエプロン沈下(L=7m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 第２魚場岸壁岸壁及びエプロン沈下(L=120m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 永崎小船溜防波堤進入防止柵破損(N=１式)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 島堤島堤倒壊(L=10m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 防波堤（波除）波除堤倒壊(L=80m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 東砕波堤防波堤倒壊(L=20m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 東防波堤防波堤倒壊(L=45m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 沖東防波堤防波堤倒壊(L=80m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 沖東防波堤消波ブロック沈下(L=80m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 防波堤（東）ケーソン据付直し(L=10m)

福島県 福島県 地方 中之作港 岸壁、エプロン及び消波ブロック沈下、防波堤倒壊

福島県 福島県 地方 江名港 江ノ浦地区 護岸倒壊、水叩工破損(L=39m)

福島県 福島県 地方 江名港 江名地区 物揚場水叩工破損(L=210m)

福島県 福島県 地方 江名港 江名地区 臨港道路舗装破損(L=5m)
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茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１ＭＰ 野積場：野積み場舗装の破損（被災数量A=6,000m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第1,2,4,5埠

頭地区
ﾌｪﾝｽ等破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
本港地区 東防波堤：消波ﾌﾞﾛｯｸ沈下（被災数量L=990m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地区

ふ頭用地野積場：野積み場舗装の破損（被災数量
A=200,000m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
泊地(－12m)：泊地埋没（被災数量V=50,000m3）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
排水樋管：張ﾌﾞﾛｯｸ破損（被災数量A=50m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
臨港道路：道路破損（被災数量L=800m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
第2小型船だまり(-2m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損，岸壁矢板破
損（被災数量L=100m、A=1,000m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
第1小型船だまり(-4m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
A=3,000m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
岸壁D(-12m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量A=4,300m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
岸壁B・C(-10m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数
量L=370m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第5埠頭地

区
岸壁A(-7.5m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
L=130m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地区

ふ頭用地野積場：野積み場舗装の破損（被災数量
A=77,600m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地

区
先端護岸：基礎吸出（被災数量L=157m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地

区
岸壁E(-12m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
L=240m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地

区
岸壁D(-10m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
L=185m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地

区
岸壁C(-7.5m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
L=130m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第4埠頭地

区
岸壁A･B(-5.0m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
A=1,470m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第３埠頭地区 緑地：基礎吸出による緑地破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区

ふ頭用地野積場：野積み場舗装の破損（被災数量
A=21,400m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区 臨港道路：道路破損（被災数量L=600m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区 埋立護岸：上部工破損（被災数量L=60m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区 先端護岸：基礎吸出（被災数量L=157m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区

岸壁C･D(-7.5m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数
量L=260m

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２埠頭地区

岸壁B(-9.0m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
A=21,400m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区

・アンローダー基礎：アンローダー基礎の陸側沈下
・アンローダー：駆動モーター等の破損等

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区

ふ頭用地野積場：野積み場舗装の破損（被災数量
A=29,600m2）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区 臨港道路：道路破損（被災数量L=200m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区 臨港道路：道路破損（被災数量L=400m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区 先端護岸：基礎吸出（被災数量L=146m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第１埠頭地区

岸壁D(-10m)：基礎吸出，ｴﾌﾟﾛﾝ舗装破損（被災数量
L=185m）
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茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

西部地区
区画道路（Ｂ地区）：道路舗装面の沈下・破損
（L=100m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

南埠頭地区
・荷捌地等：舗装の陥没・沈下及び埋設管の損傷
(A=17,300m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

南埠頭地区 ファエンスの倒壊（L=50m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

南埠頭地区
岸壁-5.5m：上部工のズレ及びエプロン沈下・亀裂
(L=497m,A=7,800m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

南埠頭地区
岸壁-7.5m：上部工のズレ及びエプロン沈下・亀裂
(L=260m,A=5,200m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

南埠頭地区 泊池-7.5m：土砂の堆積(V=30,000m3)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
道路（臨港道路８号線）：歩道舗装面の沈下
（L=150m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
道路（臨港道路５号線）：道路舗装面の沈下・破損
（L=840m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
道路（臨港道路４号線）：道路舗装面の沈下・破損
（L=1,100m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区 フェンス倒壊、監視装置等の破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
（内貿）

事務所：地震津波により浸水破損(N=2棟)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
（内貿）

ＦＡＺ倉庫：地震津波により浸水破損、床陥没(N=1棟)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
（内貿）

・荷捌地等：舗装の陥没・起伏及び埋設管の損傷
(A=274,150m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
（外貿）

・荷捌地等：舗装の陥没・沈下及び埋設管の損傷
(A=224,400m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区 波除堤：上部工のズレ及び沈下(L=70m,A=350m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-4.0m：上部工のズレ及びエプロン部の陥没
(L=510m,A=6,390m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-5.5m：上部工のズレ及びエプロン部の陥没
(L=500m,A=8,520m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-7.5m：上部工のズレ及びエプロン部の陥没
(L=390m,A=7,800m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-14.0m：法線にズレ25cm。上部工とエプロンに
大1.5mの段差がある。また上部工とエプロンに22cm

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-12.0m：上部工とエプロンに8～15cmのズレがあ
り、60～70cmの段差がある。

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
岸壁-10.0m：法線にズレ25cm。上部工とエプロンの間
に17cm程度の段差あり。

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区 埠頭用地が液状化により沈下。

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

北埠頭地区
ガントリークレーン：クレーンレールのゆがみ、一部破
損。

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地
区

・荷捌地等：舗装の陥没・沈下(A=14,525m2)
・照明施設：電気管路破損(L=1,992m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地
区（F2）

廃棄物埋立護岸：捨石傾斜堤法面損傷・崩落
（L=200m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地
区（F1）

締切護岸：被覆ブロックの流失、転回広場の流失
（L=350m,V=2,985m3）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地
区（F1）

締切護岸中仕切堤：直立消波ブロックの沈下及び防
砂シートの破損、捨石・防災シートの流失（L=685m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地
区（東電廃

廃棄物埋立護岸：ファエンスの倒壊、管理用道路の沈
下・破損（L=2,256m）

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地区
岸壁-9.0m：岸壁に10cm程度の不陸あり、エプロン背
後は液状化している。

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

中央埠頭地区
岸壁-7.5m：エプロンが一部沈下、荷捌地は出入口が
一部陥没だが通行可能

茨城県 茨城県 重要
茨城港日立

港区
第２ＭＰ 野積場：野積み場舗装の破損（被災数量A=3,000m2）
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茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

マリーナ地
区

船舶修理施設：津波により浸水破損・流出
(A=1,200m2)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

マリーナ地
区

突堤：ブロック破損(A=250m2)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

マリーナ地
区

園路通路：舗装亀裂・破損、フェンス破損(A=2,000m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
マリーナ地

区
桟橋崩壊(N=10カ所)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

・航路標識破損(N=3基)
・航路ブイ流出(N=2基)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

港中央公園：
・電気施設：外灯・配電盤浸水破損(N=1式)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

荷役機械（ホイルローダ）：津波により浸水破損(N=1
台)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

監視装置等：津波により浸水破損・流出

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

荷捌地：津波により浸水破損(A=5,500m2)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

倉庫等：津波により浸水破損・流出(N=7棟)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区

中央地区
（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅ

ﾙ）

ボーディングブリッジ破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

臨港道路：舗装陥没(L=350m)
、フェンス破損(L=1,700m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 第４ふ頭野積場：舗装陥没(A=6ha)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 第４ふ頭先端護岸：エプロン陥没(L=120m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

第４ふ頭岸壁(-9.0m)：エプロン陥没、上部工滑動
(L=240m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

第３ふ頭
・電気施設、給水施設破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 第３ふ頭野積場：陥没(A=10ha)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 第３ふ頭物揚場：エプロン陥没(L=100m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

第３ふ頭岸壁(-8.0m)西バース：エプロン陥没
(L=270m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区

第３ふ頭岸壁(-8.0m)東バース：エプロン陥没、オイル
フェンス流出(L=300m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 第２ふ頭岸壁：背後地陥没(L=200m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 西防砂堤：コンクリート上部破損(L=838m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 沖防波堤：コンクリート上部破損(L=700m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 中央航路：航路埋没(A=20ha)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
中央地区 泊池埋没(A=32ha)

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

－ 長周期波対策施設の捨石が全体的に沈下

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

－ 北防波堤の堤頭函が東側に向かって傾斜している

茨城県 茨城県 重要
茨城港常陸
那珂港区

西部地区
区画道路（Ｃ地区）：生コン打設時（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）の
被災による天端面の傾斜(L=13m)
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茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 南航路：航路埋没(V=40,000m3)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 南公共埠頭臨港道路(G岸壁付近)：路面段差
(A=760m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 ４号荷捌地(G岸壁背後)：路面段差(A=8,800m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-10m　G岸壁：上部工とエプロンで5cmの段差。

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-10m（H岸壁）：上部工とエプロンで高さ20～
30cm、延長50mの段差。背後地はタイヤ、資材が散

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-7.5m（C岸壁）：エプロンと背後地が全体的に液
状化による陥没。一部は深さ1m。上部工が50cmはら

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-7.5m　D岸壁：エプロン沈下(A=600m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 ２号荷捌地(C岸壁背後)：路面段差(A=2,400m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 南公共埠頭臨港道路(B,C岸壁部)：路面段差
(A=2,250m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 １号上屋地(B岸壁背後)：路面段差(A=3,700m2)
茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-10m（B岸壁）：10cmの段差有り、上部工とエプ

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 １号荷捌き地(A岸壁背後)：路面段差(A=9,150m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 岸壁-10m（A岸壁）：エプロンと背後地は全体的に液
状化による陥没。一部は深さ1m。上部工が50cmはら

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 南側端部に10cmの段差有り、上部工とエプロンに
3cmの隙間。岸壁損傷は軽微だが、背後道路とエプロ

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 北側端部に液状化による陥没（ 大深さ1.5m）し背後
舗装に傾斜が見られる。

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 神之池西部地区 中央航路消波護岸：上部工に30cm程度の亀裂あり、
護岸については海側に傾いている。

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南海浜地区 深芝浜臨港道路：路面隆起(A=500m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南海浜地区 南海浜臨港道路：路面陥没(A=1,000m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 居切島臨港道路：舗装ひび割れ・段差(A=700m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜臨港道路：舗装ひび割れ・沈下(A=1,000m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第２船溜物揚場(-4.0m)：エプロン沈下
(L=420m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第２船溜物揚場(-3.0m)：エプロン沈下
(L=360m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第１期正面護岸：水叩沈下(L=300m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第１船溜斜路：沈下(L=90m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第１船溜物揚場(-3.5m)：ブロック、エプロン崩
落(L=335m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北海浜第１船溜物揚場(-2.0m)：エプロン沈下(L=60m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 新浜護岸の背面に傾き有り。通路のエプロンが破損

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 北側護岸：水叩沈下(L=20m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 船溜南防波堤：上部工破損(L=50m)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

水産ふ頭地
区

第２物揚場：背後地陥没(L=140m)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

水産ふ頭地
区

臨港道路：舗装陥没(L=200m)

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
水産ふ頭地

区
波除堤：本体崩壊(L=40m)、標識灯破損

茨城県 茨城県 重要
茨城港大洗

港区
水産ふ頭地

区
南防波堤：コンクリート上部破損(L=500m)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

マリーナ地
区

・クラブハウス(N=1棟)
・電気施設(N=1式)

茨城県 茨城県 重要 茨城港大洗
港区

マリーナ地
区

魚釣園：ネットフェンス破損（L=400m）
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茨城県 茨城県 地方 土浦港 川口地区 北堤野積場：液状化による沈下(A=500m2)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 南突堤道路・野積場・ｴﾌﾟﾛﾝ：液状化による沈下
(A=2,200m2)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 西導流堤道路・野積場・ｴﾌﾟﾛﾝ：液状化による沈下
(A=5,300m2)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 北導流堤道路・野積場・ｴﾌﾟﾛﾝ：液状化による沈下
(A=12,800m2)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 東防波堤物揚場：物揚場が西側に移動(L=70m)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 東防波堤道路・野積場・ｴﾌﾟﾛﾝ：液状化による沈下
(A=3,900m2)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 東防波堤護岸：護岸が東側に移動(L=70m)

茨城県 茨城県 地方 土浦港 川口地区 野積場の破損

茨城県 茨城県 地方 土浦港 新浜地区 防波堤、導流堤、突堤、物揚場の破損

茨城県 茨城県 地方 潮来港 護岸 護岸：天端保護工破損(A=310m2,L=155m,W=2m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北海浜地区 魚釣園管理棟新浜緑地の破損

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 深芝地区 岸壁-5.5m：上部工とエプロンで15cmの段差が９0m

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 居切導水路地区 岸壁(-4.5m)　C岸壁：エプロン沈下(L=10m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 居切導水路地区 岸壁-5.0m（B岸壁）：西側50m付近で１ｍはらみだし

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 居切導水路地区 岸壁-4.5m（A岸壁）：中央部で１ｍのはらみだし

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 日川地区
（南海浜）

・南海浜導流堤(L=120m)：本体工洗堀、消波工沈下

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 日川地区
（南海浜）

南海浜正面護岸：
・消波工沈下(L=210m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 中央航路地区 中央船溜防波堤Ａ：先端部崩落(L=5m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 中央航路地区 中央船溜物揚場(-4.0m)：矢板はらみだし、エプロン崩
落(L=60m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 照明灯：倒壊、破損(12基)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 ・高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ：浸水、機器全滅(1式)
・ﾘｰﾌｧｰ変電施設：損壊(1式)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 ガントリークレーンの変電設備：津波で喪失

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 ・フェンス倒壊、損壊(L=950m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 岸壁-10m　E岸壁：エプロン沈下(A=3,400m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 荷捌き地(D岸壁背後)：沈下(A=3,400m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 岸壁-10m　D岸壁：エプロン沈下(A=3,400m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 荷捌き地(C岸壁背後)：沈下(A=600m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 岸壁-10m　C岸壁：エプロン沈下(A=600m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 北公共埠頭地区 北航路：航路埋没(V=60,000m3)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 ・高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ：浸水(N=4基)
・２号上屋、燻製上屋：路面段差(A=2,200m2)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 照明灯：転倒(2基)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 フェンス転倒(L=530m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 南公共埠頭地区 池向岸壁-5.0m：矢板はらみだし、エプロン崩落
(L=100m)
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神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島
８号道路：液状化による噴砂（応急復旧中）、中央分
離帯照明柱５基が陥没、電線切断

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島
緑道の一部で液状化発生。遊歩道のＥ・Ｆ・Ｇブロック
で噴砂、タイル等の破損、パーゴラ・照明柱が傾く

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島 東扇島南護岸（西公園）：護岸背後部の亀裂・陥没

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島
東扇島西公園：地震による液状化発生等により隆起
が発生

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 臨港道路土砂堆積

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 名洗港海浜公園休憩所破損

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 波高観測施設破損

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 銚子マリーナ：船揚場桟橋破損

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 銚子マリーナ：フェンス破損・通路破損

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 銚子マリーナ：浮桟橋流出

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 銚子マリーナ：クラブハウス損壊

千葉県 千葉県 地方 名洗港 犬若地区 岸壁-5.5m：エプロン陥没・矢板傾斜

千葉県 千葉県 地方 館山港 館山地区 多目的桟橋入口門扉の補修済のクラックが少し開い
た

千葉県 千葉県 地方 館山港 館山地区 耐震岸壁目地工（エラスタイト）1スパン(2m）3箇所脱
落

千葉県 千葉県 重要 木更津港 木更津南部地区 貯留木材の流出（数十本）

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 千葉検見川地区 検見川の浜駐車場が液状化により舗装が破損

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 幕張地区 管理通路液状化

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 千葉検見川地区 突堤が沈下（L=200m）

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南東部地区 ３号臨港道路：液状化により歩道亀裂

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南東部地区 船橋港親水公園園路：ウッドデッキ破損

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 船橋ボートパーク桟橋：アプローチ損傷

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 野積場護岸がはらみ出し

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 斜路亀裂（船橋湊町船揚場）

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 北Ｇ～Ｌ岸壁：荷捌地隆起・陥没

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 １１号取付道路：４号上屋と５号上屋の間の路面陥没

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 フェンス切断・クレーン転倒

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 葛南中央地区 １号～５号臨港道路：舗装隆起・亀裂

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 五井地区 五井防波堤：１００mにわたり 大５０cm沈下(法線の
ずれあり)

茨城県 茨城県 地方 川尻港 本港地区 ３号物揚場(-2.0m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装沈下(L=86m)

茨城県 茨城県 地方 川尻港 本港地区 護岸：基礎吸い出しによる護岸破損(L=40m)

茨城県 茨城県 地方 川尻港 本港地区 ２号物揚場(-3.0m)：ｴﾌﾟﾛﾝ舗装沈下(A=1,200m2)

茨城県 茨城県 地方 軽野港 萩原地区 護岸にクラック

茨城県 茨城県 地方 軽野港 日川地区 護岸にクラック

茨城県 茨城県 地方 河原子港 南浜地区 護岸、遊歩道の破損
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東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 大井食品ふ頭背後青果上屋敷地内駐車場、建物周り
にクラック

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 食品ふ頭建物周りエプロンにクラック

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 上屋山側道路歩道部にクラック、液状化あり ３ｍ×１
０ｍ

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 大井食品ふ頭～水産ふ頭背後海貨1,2号
上屋建物周りに亀裂あり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 浜離宮 護岸に一部亀裂あり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 品川 ＳＫバース内貿1号上屋
ケーブラック留め金具１ヶ所落下

東京都 東京都 国際戦略 東京港 品川 ＳＩバース内貿3号上屋周辺敷地にクラックあり
照明ランプ３箇所落下

神奈川県 横須賀市 重要 横須賀港 久里浜地区 -7.5m岸壁、ボーディングブリッジのコンクリートに破
損有り

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 MM地区
みなとみらい中央物揚げ場：ケーソンの挙動に伴う舗
装のひび割れ、段差が発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒ふ頭地区 大黒大橋：土工部沈下により段差が発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大さん橋ふ頭地区 ５号護岸波除堤：沈下し、横方向にもずれが発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 南本牧ふ頭地区 MC-1：舗装にひび割れが発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 臨港幹線道路 みなとみらい橋の取付部：道路擁壁の一部が損傷

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 本牧ふ頭地区 Ａ３：岸壁と背後の荷さばき地に段差・ひび割れが発
生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 MM地区 臨港パーク：上部の平板舗装の一部が破損

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒ふ頭地区 T-3～8：岸壁と背後の荷さばき地に段差が発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒ふ頭地区 C3バース：岸壁背後の渡り版が一部損傷
ガントリークレーンのレールクランプ等一部損傷

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 山下地区 Y9バース一部給水管の漏水

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 本牧地区 本牧A3岸壁はクラック、ずれあり、本牧A上屋にクラッ
ク

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 磯子地区 海釣り施設一部破損、通路に段差

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 象の鼻地区 付根桟橋と陸地間に数ｃｍ競上り、上部コンクリート目
地部数ｃｍ開き、石積各所競上がり発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 南本牧地区 A護岸ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ剥離、ｸﾗｯｸ有り

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒地区 管理事務所周辺に液状化発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒地区 C1バース岸壁水平変位。段差有り。

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒地区 臨港道路に不等沈下有り

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 臨港道路 みなとみらい大桟橋山内側段差発生

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大桟橋地区 大桟橋ふ頭　70cm弱沈下

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 山ノ内地区 臨港道路(市場近辺交差点）にクラックあり

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 山ノ内地区 耐震バースと背後舗装との間に１５ｃｍクラックあり

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒地区 C3バース：エプロン舗装面が数cm沈下、クラック有
り、クレーンレール数センチ沈下。

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港 大黒地区 T9バース：エプロン舗装面が10～20cm沈下、クレーン
レール基礎周辺１０～２０ｃｍ沈下

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島 防波堤ケーソン継ぎ目付近に数箇所コンクリートの破
損

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島 海底トンネル：陸上トンネル部とルーバー部の境目漏
水、路面の亀裂、共同溝内亀裂による漏水

神奈川県 川崎市 国際戦略 川崎港 東扇島 ５号道路：液状化による噴砂、道路の亀裂・段差
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３）港湾局所管海岸保全施設の被害状況

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(仙台港区）

湊浜地区 湊浜親水護岸親水護岸流出(L=300m)

青森県 青森県 重要 八戸港 鮫地区 環境トイレ流出、管理棟破損(浄化槽、ﾎﾞｲﾗｰ棟、建築、電
気)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎護岸2号欠壊(185m)

青森県 青森県 重要 八戸港 八太郎地区 八太郎護岸1号欠壊(150m)

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

静岡県 静岡県 重要 田子の浦港 依田橋地区 和田川導流堤（Ｌ＝10ｍ）が倒壊。

静岡県 静岡県 国際拠点 清水港 新興津地区 岸壁ケーソン間で3cm程度の開きと1cm程度の沈下。
舗装にクラック。

静岡県 静岡県 国際拠点 清水港 新興津地区 岸壁が3cm程度沈下。舗装にクラック。

静岡県 静岡県 国際拠点 清水港 新興津地区 中仕切堤の防砂シートがずれ落ちている。

新潟県 新潟県 国際拠点 新潟港 西港地区 新潟みなとトンネル右岸陸上部一部陥没
（トンネル通行に支障なし）

東京都 東京都 国際戦略 東京港 青海 客船ターミナル：台船の屋根を支える柱の基礎部すべ
てにクラック

東京都 東京都 国際戦略 東京港 台場 官庁船バース：法面にコンクリートにはがれ有り

東京都 東京都 国際戦略 東京港 有明 多目的ふ頭：南側一部に隆起有り

東京都 東京都 国際戦略 東京港 有明 有明客船ターミナル：台船と岸壁をつなぐ連絡橋の取
付部のコンクリートにはがれ有り

東京都 東京都 国際戦略 東京港 10号 VNバース背後6号上屋：前面岸壁2-8番ビット周辺液
状化

東京都 東京都 国際戦略 東京港 10号 VNバース背後6号上屋5，6号間のふ頭内通路が液状
化で段差（ 大20cm）

東京都 東京都 国際戦略 東京港 10号 VX～VUバース4号上屋：岸壁47番～53番ビットで液
状化

東京都 東京都 国際戦略 東京港 10号 フェリーふ頭上屋：ギャングウェイと建物の間のエキス
パンション（2箇所）が落ちている

東京都 東京都 国際戦略 東京港 10号 VDバース背後3号上屋：外壁が1枚落ちている
上屋内舗装に亀裂有り

東京都 東京都 国際戦略 東京港 朝潮 操作盤が基礎から傾いている

東京都 東京都 国際戦略 東京港 新木場 14号地道路：液状化による土砂の噴出

東京都 東京都 国際戦略 東京港 若洲
ヨット訓練所ポンツーン：アンカーチェーンが切れて動
いている

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井
小型油そう船溜まり：陸上部の一部に液状化あり護
岸部に一部クラックあり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 若洲 建材ふ頭：雨水排水管の周り一部にクラックあり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 月島
月島ふ頭F0-F6
F1物あげ場 以前から陥没していた２ｍ×４ｍが更に

東京都 東京都 国際戦略 東京港 若洲 建材ふ頭：全体的に３０cm沈下、クラックあり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 １０号 10号地ふ頭：構内通路に亀裂あり、全体的に敷地が
沈下

東京都 東京都 国際戦略 東京港 １０号 10号地ふ頭：給水管は地盤沈下のため切れて断水、
敷地に亀裂あり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 大井食品ふ頭～水産ふ頭背後海貨5号
建物の一部にクラック

東京都 東京都 国際戦略 東京港 大井 水産物ふ頭
・３号北側水道管破裂あり

東京都 東京都 国際戦略 東京港 １２号地 主ドルフィン９ヶ所中、南側の１ヶ所に傾きありサブド
ルフィン１２ヶ所中、南側の４ヶ所に傾きあり
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宮城県 宮城県 地方 松島港 仙随地区 胸壁胸壁にクラック，水叩き沈下(L=150m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸通地区 胸壁胸壁にクラック(L=50m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 仙随(B)地
区

護岸吸い出し沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 仙随(A)地
区

護岸吸い出し沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 護岸吸い出し沈下(L=80m)

宮城県 宮城県 地方 松島港 海岸前地区 護岸護岸クラック(L=40m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 梶ヶ浦地区 2号陸閘操作不能，沈下(L=8m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 梶ヶ浦地区 1号陸閘沈下(L=1.5m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 梶ヶ浦地区 護岸沈下(L=280m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 小々汐地区 3号陸閘沈下(L=2.1m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 小々汐地区 2号陸閘沈下(L=3m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 小々汐地区 1号陸閘沈下(L=8.3m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 小々汐地区 小々汐地区護岸流出，沈下(L=490m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区6号陸閘陸閘倒壊(L=27m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区5号陸閘陸閘倒壊(L=27m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区4号陸閘流出(L=15m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区3号陸閘流出(L=2m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区2号陸閘沈下(L=2m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区1号陸閘沈下(L=2m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区胸壁沈下(L=590m)

宮城県 宮城県 地方 気仙沼港 朝日町地区 朝日地区護岸流出，沈下(L=1,027m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜突堤捨石マウンド流出，上部工欠損(L=100m)
宮城県 宮城県 重要 石巻港 東浜地区 東浜離岸堤ブロック飛散(L=750m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 東浜地区 東浜防潮堤消失(L=800m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜離岸堤消波ブロック移動，消失(L=1,050m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜防潮堤沈下，クラック，欠損(L=200m)

宮城県 宮城県 重要 石巻港 西浜地区 西浜防潮堤沈下，クラック，欠損(L=2,056m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

毛無崎地区 護岸沈下，目地開き(L=53m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

桂島前浜地
区

突堤沈下(L=50m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

桂島前浜地
区

防潮堤破損(L=100m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

吉田花渕浜
地区

防潮堤破損，陸閘破損(L=210m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎清水
浜地区

護岸護岸破損，背後地流出(L=150m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

代ヶ崎清水
浜地区

防潮堤倒壊(L=200m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

港・貞山地
区

西埠頭陸閘陸閘破損(L=5m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

中の島地区 胸壁前面護岸流出(L=100m)

宮城県 宮城県 国際拠点 仙台塩釜港
(塩釜港区）

港町地区 防潮堤クラック(L=100m)
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福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 笠岩突堤 ブロック飛散、あずま屋破損（L=64.0m）

宮城県 宮城県 地方 御崎港 唐桑町下の
浜地区

護岸沈下(L=83.6m)

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 水門2号(1基)損壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 水門1号(1基)損壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 門扉⑤(1基)損壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 門扉④(1基)損壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 門扉③(1基)損壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 立浜地区 立浜防潮堤(L=54m)倒壊，前出し

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 門扉③(1基)損傷

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 水門②(1基)上部損傷

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 大浜地区 大浜防潮堤(L=63m)倒壊，流出

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 小島地区 小島防潮堤(L=406m)倒壊，傾斜，水叩不陸

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 伊勢畑地区 防潮堤(L=627m)倒壊，傾斜，水叩不陸

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑防潮壁(L=67m)前傾，水叩き流出

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑護岸(L=59m)倒壊

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑防潮堤(2)(L=200m)水叩破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 唐桑地区 唐桑防潮堤(1)(L=483m)倒壊，水叩，樋門破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板2号水門(1基)水門施設一部破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板1号水門(1基)水門施設一部破損

宮城県 宮城県 地方 雄勝港 浪板地区 波板防潮堤(L=18m)防止柵破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦防潮壁(1基)避難階段破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦2号水門(1基)開閉器損壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦1号水門(1基)開閉器損壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦門扉①(1基)全損

宮城県 宮城県 地方 女川港 横浦地区 横浦防潮堤(L=90m)倒壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原防潮壁(1基)避難階段破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原水門(1基)付帯設備破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 大石原地区 大石原防潮壁(L=157m)沈下，倒壊

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 防潮壁(L=10m)破損（避難用階段）

宮城県 宮城県 地方 女川港 高白地区 防潮壁(1式)付属施設破損

宮城県 宮城県 地方 女川港 石浜地区 津波北防波堤(L=317m)防波堤崩壊

宮城県 宮城県 地方 金華山港 金華山地区 金華山護岸(L=101m)沈下

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 小積地区 小積防潮堤(L=250m)流出

宮城県 宮城県 地方 荻浜港 荻浜地区 横浜山防潮壁(L=319m)水叩き沈下
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４）水門等の閉鎖状況

東北地方の太平洋側については確認がとれていない

その他の地域については閉鎖完了。

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港 五井地区 五井防波堤：１００mにわたり 大５０cmの沈下(法線
のずれあり)

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港海岸 習志野地区 管理用通路舗装亀裂
（液状化によるクラック）

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港海岸 船橋地区 管理用通路舗装亀裂（液状化によるクラック）
水道管被害による漏水

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港海岸 船橋地区 管理用通路擁壁破損

千葉県 千葉県 国際拠点 千葉港海岸 船橋地区 場内舗装亀裂、取付護岸亀裂
水道管被害による漏水

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 日川地区 海岸護岸：階段護岸沈下(L=20m)

茨城県 茨城県 重要 鹿島港 日川地区 海岸突堤：消波工沈下、上部工傾斜(L=50m)

茨城県 茨城県 地方 川尻港 本港地区 遊歩道：飛沫防止ﾈｯﾄ破損(L=398m)

茨城県 茨城県 地方 川尻港 本港地区 遊歩道：水叩き舗装破損(A=339m2)

茨城県 茨城県 地方 川原子港 南浜地区 歩道：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ破損(A=114m2)

茨城県 茨城県 地方 川原子港 南浜地区 護岸施設：ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ破損(L=80.5m)

福島県 福島県 地方 中之作港 勝見ヶ浦地区 緑地ﾌｪﾝｽ、植栽破損(L=21m)

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 永崎離岸堤消波ブロック沈下(L=100m)

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 植栽工植栽破損(L=220m)

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 駐車場破損(L=8m)

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 トイレ施設破損(N=１棟)

福島県 福島県 地方 中之作港 永崎地区 永崎緩傾斜堤階段護岸、天端舗装破損(L=305m)

福島県 福島県 地方 中之作港 岸浦地区 岸浦防潮堤消波ブロック沈下(L=30m)

福島県 福島県 地方 江名港 走出地区 管理用通路被覆石破損(L=20m)

福島県 福島県 地方 江名港 走出地区 管理用通路ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装破損(L=20m)

福島県 福島県 地方 江名港 走出地区 走出堤防消波ブロック沈下(L=55m)

福島県 福島県 地方 江名港 江ノ浦地区 江の浦防潮堤消波ブロック沈下(N=1式)

福島県 福島県 地方 久之浜港 金ヶ沢地区 金ヶ沢消波堤消波ブロック飛散(L=344.1m)

福島県 福島県 重要 小名浜港 松下地区 松下護岸(階段護岸）破損(L=140m)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 遊歩道 手摺・舗装ブロック飛散(L=543.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 展望塔 破損(N=１棟)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 釣桟橋 桟橋破損(L=152.0m)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 原釜地区人工海浜 園路破損(N=１式)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 原釜傾斜護岸 階段ブロック飛散(L=19.6m)

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 大津護岸階段ブロック飛散 （L=149.8m）

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 潜提 ブロック飛散（L=30.0m）

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 離岸堤消波ブロック飛散 （L=231.0m）

福島県 福島県 重要 相馬港 原釜地区 離岸堤（改良） 消波ブロック飛散（L=143.0m）
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○　海上保安庁関連施設（１２月１日１８：００現在）
・港湾合同庁舎等の被害状況

羽田航空基地庁舎 東京都 損傷 庁舎ガラス３枚の破損

海上保安学校宮城分校校舎 宮城県岩沼市 冠水・損傷 校舎等冠水・玄関ガラス破損

茨城海上保安部船艇基地 茨城県ひたちなか市 冠水 陸上電源設備冠水

茨城海上保安部（日立分室） 茨城県日立市 損傷 天井・壁の破損

鹿島海上保安署船艇基地 茨城県神栖市 冠水・損傷 浮桟橋タラップ破損、陸上電源設備冠水

鹿島港湾合同庁舎（鹿島保安署） 茨城県神栖市 損傷 庁舎の亀裂

横浜海上防災基地庁舎（横浜保安部） 神奈川県横浜市 損傷 庁舎の亀裂

横浜海上防災基地船艇基地（横浜保安
部）

神奈川県横浜市 損傷 岸壁５ｃｍ隆起

那珂湊港湾合同庁舎（茨城保安部） 茨城県ひたちなか市 冠水・損傷 庁舎１階冠水・車庫シャッター破損

銚子海上保安部船艇基地 千葉県銚子市 冠水・損傷 陸上電源設備冠水、浮桟橋タラップの破損

小名浜港湾合同庁舎（福島保安部） 福島県いわき市 冠水 庁舎１階の冠水

仙台航空基地庁舎・納庫 宮城県仙台市 冠水 庁舎１階、格納庫の冠水

石巻海上保安署船艇基地 宮城県石巻市 流出 浮桟橋流出

石巻海上保安署不動町宿舎 宮城県石巻市 冠水 １階床冠水

釜石港湾合同庁舎（釜石保安部） 宮城県釜石市 冠水 庁舎２階まで冠水

石巻港湾合同庁舎（石巻保安署） 宮城県石巻市 損傷 １階外壁部の全損

宮城海上保安部大代宿舎 宮城県塩釜市 冠水 宿舎１階床下冠水

宮古海上保安署船艇基地 宮城県塩釜市 損傷 浮桟橋破損・半水没、タラップの破損

塩釜港湾合同庁舎（二本部・宮城保安
部）

宮城県塩釜市 損傷
５・６・７階壁及び階段部の亀裂、倉庫シャッ
ター破損

宮城海上保安部船艇基地 宮城県塩釜市 冠水 陸上電源設備の冠水

八戸海上保安部三島下宿舎 青森県八戸市 冠水 宿舎１階床下まで冠水、給水ポンプ故障

八戸海上保安部船艇基地 青森県八戸市 冠水・流出
陸上電源設備の冠水、倉庫流出、資機材庫
壁破損

広尾海上保安署庁舎 北海道広尾郡 冠水・損傷 庁舎１階80ｃｍ冠水・車庫シャッター破損

広尾海上保安署船艇基地 北海道広尾郡 冠水 陸上電源設備冠水

苫小牧海上保安署船艇基地 北海道苫小牧市 損傷 浮桟橋タラップの破損

浦河海上保安署庁舎 北海道浦河郡 冠水・損傷 庁舎１階１ｍ冠水・車庫シャッター破損

港湾合同庁舎等 所在地 被害状況 備考

釧路海上保安部船艇用品庫・船員詰所 北海道釧路市 冠水・損傷
用品庫シャッター破損・詰所玄関部分の冠
水
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・航路標識施設の被害状況

宿港東防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

重茂港北防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

陸中真埼灯台 岩手県宮古市 損傷 送電線路の損傷

宮古港防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

宮古港高浜防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

宮古港藤原防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

宮古港神林北防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

田老港東防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

音部港北防波堤灯台 岩手県宮古市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

小谷鳥港南防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

傾斜・倒壊 灯台の傾斜

織笠港北防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

損傷 施設の損傷

陸中大浦港防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

損傷 施設の損傷

大沢港東防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

陸中船越港東防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

傾斜・倒壊 灯台の傾斜

陸中船越港東第一防波堤灯台
岩手県下閉伊郡山田
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

茂師港東防波堤灯台
岩手県下閉伊郡岩泉
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

小本灯台
岩手県下閉伊郡岩泉
町

損傷 施設の損傷

久慈港玉の脇外防波堤灯台 岩手県久慈市 損傷 送電線路の損傷

島ノ越港東防波堤灯台
岩手県下閉伊郡田野
畑村

損傷 施設の損傷

八木港南港防波堤灯台 岩手県九戸郡洋野町 損傷 送電線路の損傷

野田港南防波堤灯台 岩手県九戸郡野田村 損傷 送電線路の損傷

八戸船舶通航信号所 青森県八戸市 損傷 送電線路の損傷

大蛇港外北防波堤灯台 青森県三戸郡階上町 損傷 施設の損傷

八戸港八太郎北防波堤灯台 青森県八戸市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

八戸港白銀北防波堤灯台 青森県八戸市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

厚岸港バラサン埼北西方灯浮標 北海道厚岸郡厚岸町 移動 灯浮標位置移動・損傷

八戸港河原木西防波堤灯台 青森県八戸市 損傷 送電線路の損傷

苫小牧港第四号灯浮標 北海道苫小牧市 移動 灯浮標位置移動・損傷

室蘭港口灯浮標 北海道室蘭市 移動 灯浮標位置移動・損傷

函館港第四号灯浮標 北海道函館市 移動 灯浮標位置移動・損傷

苫小牧港第一号灯浮標 北海道苫小牧市 移動 灯浮標位置移動・損傷

航路標識等 所在地 被害状況 備考

函館港第二号灯浮標 北海道函館市 移動 灯浮標位置移動・損傷
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番所根灯標 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

蔵内港弁天島防波堤灯台 宮城県気仙沼市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

番所根照射灯 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

広田港防波堤灯台 岩手県陸前高田市 損傷 施設の損傷

広田港赤磯灯標 岩手県陸前高田市 損傷 施設の損傷

長部港南防波堤灯台 岩手県陸前高田市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

根岬港北防波堤灯台 岩手県陸前高田市 損傷 施設の損傷

首埼灯台 岩手県大船渡市 損傷 施設の損傷

六ケ浦港北防波堤灯台 岩手県陸前高田市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

門之浜港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

陸中崎浜港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

越喜来港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

綾里港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大船渡港珊琥島南灯台 岩手県大船渡市 損傷 施設の損傷

大船渡港指向灯 岩手県大船渡市 損傷 施設の損傷

大船渡港湾口北防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大船渡港湾口南防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大船渡漁港細浦西第一防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大船渡港長崎東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

根白港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

鬼沢港東防波堤灯台 岩手県大船渡市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

鵜住居白浜港北防波堤灯台 岩手県釜石市 損傷 施設の損傷

小白浜港東防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

桑ノ浜港東防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

尾埼白浜港東防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

両石港防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

両石湾中根灯標 岩手県釜石市 損傷 施設の損傷

釜石港北防波堤灯台 岩手県釜石市 損傷 施設の損傷

平田港外防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大槌港灯台
岩手県上閉伊郡大槌
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

釜石港湾口北防波堤灯台 岩手県釜石市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

吉里吉里港東第二防波堤灯台
岩手県上閉伊郡大槌
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

大槌港南防波堤灯台
岩手県上閉伊郡大槌
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

魹ケ埼灯台 岩手県宮古市 損傷 施設の損傷
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荻浜灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

渡波尾埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

白銀埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

陸前大泊港防波堤灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

大須埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

石巻港西防波堤灯台 宮城県石巻市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

石巻港東防波堤灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

鮎川港南防波堤灯台 宮城県石巻市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

桃ノ浦港西防波堤灯台 宮城県石巻市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

二鬼城埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

石巻漁港東防波堤灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

早埼大名計根照射灯 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

陸前黒埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

赤埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

早埼灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

陸前泊港大畑防波堤灯台 宮城県本吉郡南三陸
町

損傷 施設の損傷

渡波港佐須浜防波堤灯台 宮城県石巻市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

志津川港大森防波堤灯台
宮城県本吉郡南三陸
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

歌津埼南方灯標
宮城県本吉郡南三陸
町

移動・傾斜 灯標位置移動・傾斜

伊里前港第一号防波堤灯台
宮城県本吉郡南三陸
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

志津川港南防波堤灯台
宮城県本吉郡南三陸
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

気仙沼西湾第五号灯浮標 宮城県気仙沼市 移動 灯浮標位置移動・損傷

陸前田浦港沖防波堤灯台
宮城県本吉郡南三陸
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

気仙沼西湾第三号灯浮標 宮城県気仙沼市 流失 灯浮標の流失

気仙沼西湾第四号灯浮標 宮城県気仙沼市 流失 灯浮標の流失

岩井埼灯台 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

気仙沼西湾第一号灯浮標 宮城県気仙沼市 移動 灯浮標位置移動・損傷

気仙沼港梶ケ浦防波堤灯台 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

浦の浜港田尻防波堤灯台 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

鮪立中根灯標 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

気仙沼東湾指向灯 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

陸前長崎港防波堤灯台 宮城県気仙沼市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

気仙沼唐島灯台 宮城県気仙沼市 損傷 施設の損傷

大谷港向山防波堤灯台 宮城県気仙沼市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊
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相馬港松川浦囲堤灯台 福島県相馬市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

仙台第四号灯浮標 宮城県仙台市 移動 灯浮標位置移動・損傷

仙台南防波堤灯台 宮城県仙台市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

仙台第一号灯浮標 宮城県仙台市 移動 灯浮標位置移動・損傷

仙台第二号灯浮標 宮城県仙台市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜小浜Ｂ防波堤灯台
宮城県宮城郡七ヶ浜
町

傾斜・倒壊 灯台の倒壊

仙台沖灯浮標 宮城県仙台市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜第五号灯浮標
宮城県宮城郡七ヶ浜
町

流失 灯浮標の流失

花淵灯台
宮城県宮城郡七ヶ浜
町

損傷 施設の損傷

地蔵島灯台
宮城県宮城郡七ヶ浜
町

損傷 施設の損傷

塩釜第三号灯浮標
宮城県宮城郡七ヶ浜
町

移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜浮標置場 宮城県塩釜市 損傷 施設の損傷

仙台塩釜港船舶通航信号所 宮城県塩釜市 損傷 施設の損傷

高島根灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜導灯 宮城県塩釜市 損傷 施設の損傷

塩釜灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

ミトノ根灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜貞山堀航路第一号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜貞山堀航路第三号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜第七号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜第八号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜第一号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

塩釜第二号灯浮標 宮城県塩釜市 移動 灯浮標位置移動・損傷

洞掛根灯浮標 宮城県東松島市 移動 灯浮標位置移動・損傷

波島灯台 宮城県東松島市 損傷 施設の損傷

女川港南防波堤灯台 宮城県牡鹿郡女川町 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

女川港北防波堤灯台 宮城県牡鹿郡女川町 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

石巻港第四号灯浮標 宮城県石巻市 流失 灯浮標の流失

陸前江島灯台 宮城県牡鹿郡女川町 損傷 施設の損傷

石巻港第一号灯浮標 宮城県石巻市 移動 灯浮標位置移動・損傷

石巻港第三号灯浮標 宮城県石巻市 移動 灯浮標位置移動・損傷

金華山ディファレンシャルＧＰＳ局 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷

雄勝船越港西防波堤灯台 宮城県石巻市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

金華山灯台 宮城県石巻市 損傷 施設の損傷
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・情報通信施設の被害状況

釜石海上保安部 岩手県釜石市 損傷・冠水 津波による通信機器障害

八戸海上保安部 青森県八戸市 損傷 地震による通信機器障害

宮古海上保安署 岩手県宮古市 損傷・冠水 津波による通信機器障害

橘港第三号灯浮標 徳島県阿南市 移動 灯浮標位置移動・損傷

通信施設等 所在地 被害状況 備考

高知港第四号灯浮標 高知県高知市 移動 灯浮標位置移動・損傷

高知港第六号灯浮標 高知県高知市 移動 灯浮標位置移動・損傷

川崎航路第四号灯浮標 神奈川県川崎市 移動 灯浮標位置移動・損傷

鳥羽保安部灯台見回り船浮桟橋 三重県鳥羽市 移動 浮桟橋位置移動・損傷

東京西航路第八号灯標 東京都 移動 灯標位置移動・損傷

川崎航路第三号灯浮標 神奈川県川崎市 移動 灯浮標位置移動・損傷

東京青海第二号灯浮標 東京都 移動 灯浮標位置移動・損傷

東京青海第四号灯浮標 東京都 移動 灯浮標位置移動・損傷

千葉港市川第四号灯浮標 千葉県市川市 移動 灯浮標位置移動・損傷

東京東第五号灯浮標 東京都 移動 灯浮標位置移動・損傷

船橋第九号灯浮標 千葉県船橋市 移動 灯浮標位置移動・損傷

船橋第十一号灯浮標 千葉県船橋市 移動 灯浮標位置移動・損傷

千葉港市原航路第五号灯浮標 千葉県市原市 移動 灯浮標位置移動・損傷

木更津港第十号灯浮標 千葉県木更津市 移動 灯浮標位置移動・損傷

富津南灯標 千葉県富津市 傾斜・倒壊 灯標の傾斜

千葉港市原防波堤灯台 千葉県市原市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

鹿島港第六号灯浮標 茨城県鹿嶋市 移動 灯浮標位置移動・損傷

鹿島港第二号灯浮標 茨城県鹿嶋市 損傷 施設の損傷

大津岬灯台 茨城県北茨城市 損傷 施設の損傷

那珂湊港南防波堤灯台 茨城県ひたちなか市 損傷 送電線路の損傷

江名港沖南防波堤東灯台 福島県いわき市 損傷 施設の損傷

江名港東防波堤灯台 福島県いわき市 損傷 施設の損傷

中之作港船だまり東防波堤灯台 福島県いわき市 傾斜・倒壊 灯台の倒壊

小名浜港三埼波除堤灯台 福島県いわき市 損傷 施設の損傷

小名浜港大剣防波堤灯台 福島県いわき市 損傷 送電線路の損傷

小名浜港東内防波堤灯台 福島県いわき市 損傷 送電線路の損傷

番所灯台 福島県いわき市 損傷 施設の損傷

小名浜港第一西防波堤東灯台 福島県いわき市 傾斜・倒壊 灯台の傾斜

塩屋埼灯台 福島県いわき市 損傷 施設の損傷
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○東北地方等の各空港の運用状況（１２月５日10:00現在）

大館能代空
港

　
（通常運用時間
　０８：００～１９：３０）

（定期便ダイヤ上 ４便）
２８日定期便　　４便
５日定期便　　４便

情報提供業務運用再開。

三沢空港
（通常運用時間
　０８：３０～２０：００）

（定期便ダイヤ上 ６便）
２８日定期便　　６便
５日定期便　　６便

被害無し

秋田空港 （通常運用時間
　０７：００～２１：３０）

（定期便ダイヤ上 ３４
便）
２８日定期便　３４便
５日定期便　３２便

被害無し

運用状況
（運用時間・定期便の可否）

運航状況
（定期便・臨時便）

※便数は片道ベース

被害状況と復旧見込み
状況

その他

青森空港
（通常運用時間
　０７：３０～２１：３０）

（定期便ダイヤ上  ２４
便）
２８日定期便　２４便
５日定期便　２４便

被害無し

宮城分校 宮城県岩沼市 損傷・冠水 津波による通信機器損傷

福島海上保安部 福島県いわき市 損傷 地震による通信機器障害

駒ヶ峯受信所 宮城県石巻市 回線障害 ネットワーク機器損傷

茨城海上保安部日立分室 茨城県日立市 回線障害 ネットワーク機器損傷

鮫受信所 青森県八戸市 回線障害 ネットワーク機器損傷

歌津送信所 宮城県本吉郡 回線障害 ネットワーク機器損傷

第二管区海上保安本部 宮城県塩釜市 損傷 地震による通信機器障害

鮫送信所 青森県八戸市 回線障害 ネットワーク機器損傷

石巻海上保安署 宮城県石巻市 損傷・冠水 津波による通信機器障害

仙台航空基地 宮城県岩沼市 損傷・冠水 津波による通信機器障害

気仙沼海上保安署 宮城県気仙沼市 損傷・冠水 津波による通信機器障害
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仙台空港 ３月１１日　１５：０６～　空港閉鎖中

３月１６日　１５００m滑走路暫定使用
可（２４時間。救援機のみ）

３月１７日　０６：００～交通情報等一
部の航空保安業務提供開始（毎日０
６：００～１８：００、空港から半径９ｋ
ｍ、高度３０００ｆｔ以内）

３月１８日　現地情報提供業務要員５
名、現地派遣済。

3月17日以降救難機（Ｃ
－１３０等）による物資輸
送開始
ヘリ・陸路による配送も
可能

3月18日支援用燃料等
輸送のため横田基地よ
り米軍Ｃ－１３０輸送機、
０５：２７、１１：３７到着

滑走路、誘導路、エプロン
等に車両約２００台以上漂
着、土砂・瓦礫が広範囲に
存在。
庁舎機械設備、電気機器浸
水。

１４日～土砂・瓦礫等の除
去や必要な航空保安施設
の復旧作業を実施

３月１９日　管制関連施設復旧に関す
る調査要員の２次派遣

３月２１日　消防体制確保のため保安
防災職４名（常駐２名）で２４時間対応
消防水利は空港内地下式貯水槽が
使用可能消防車は、新潟配備の給水
車８０００立方ｍが到着

3月18日１９：２０救援物
資輸送の１番機として、
米軍の救援機（Ｃ－１３
０）が到着

3月19日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０）計８機が到着

１６日より、庁舎（２Ｆ、３Ｆ）
電源供給のため、仮設発電
機へ接続作業開始（０３：０
０～）

１７日０６：００～１８：００　航
空保安業務一部提供再開

庄内空港
（通常運用時間
　０７：００～２２：００）

（定期便ダイヤ上８便）
２８日定期便８便
５日定期便８便

被害無し

山形空港

山形県からの要請をうけ３月１２日よ
り２４時間運用
３月１３日職員１名現地派遣済
３月１６日１名現地派遣済
３月１７日３名追加派遣済
４月７日までは24時間運用
４月８日より、24時間運用を通常より
４時間延長(15.5時間)する運用に移
行（０６：３０～２２：００）
４月２９日より通常運用
（通常運用時間
　０８：００～１９：３０）

（定期便ダイヤ上 ８便）
２８日定期便　　８便
５日定期便  　８便

被害無し

花巻空港

３月１３日より２４時間運用開始
３月１７日～ターミナル使用可
３月１４日職員１名現地派遣済。
３月１７日２名追加派遣済
4月1日より、24時間運用を通常より3
時間延長（14.5時間）する運用に移行
（０７：００～２１：３０）
４月２０日までは３時間延長運用
４月２１日より、３時間延長（14.5時
間）を１時間延長（12.5時間）する運用
に移行（０８：００～２０：３０)
６月１日より通常運用
（通常運用時間
　０８：００～１９：３０）

（定期便ダイヤ上 １４
便）
２８日定期便　１４便
５日定期便　１４便

ターミナルビル２階天井落
下
３月１７日ターミナル再開
（暫定）
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3月26日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）８機到
着

3月27日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０、Ｃ－１７）８機
到着

３月３１日０６：００～非常用
管制塔において情報提供
業務開始

４月８日民航機就航に必要
な作業（航空保安施設復
旧）完了

４月１０日民航機就航に必
要な作業（仮設場周柵の設
置など）完了

つづき
仙台空港

3月28日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０、Ｃ－１７）８機
到着

3月29日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０、Ｃ－１７）４機
到着

3月30日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０）６機到着

3月31日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０）1機到着

4月1日救援機物資輸送
として、米軍の救援機（Ｃ
－１３０）２機到着

４月１１日現管制塔におい
て情報提供業務開始

４月１３日　仙台ＩＬＳ、気象
施設、飛行場管制業務、進
入管制業務運用再開

４月１５日ターミナル・レー
ダー管制業務を再開（非常
用レーダーを使用）

４月２７日商用電源復旧

４月２８日滑走路中心灯仮
復旧完了

３月２２日  交通情報等一部の航空保
安業務の提供時間を２４時間に延長

４月１３日　民航機就航再開

４月２９日　民航機の夜間就航再開
（０７：３０～２１：３０）

５月３日　通常運用（０７：３０～２１：３
０）

3月20日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）計８機
到着

3月21日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）計４機
到着

3月22日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）計５機
到着）

１７日１６：３０　庁舎電源コ
ンセント回路仮復旧

２１日現在使用されている
滑走路（１５００Ｍ）に対応し
た、仮設の航空灯火(滑走
路灯、滑走路末端灯）の設
置作業完了

２４日空港内の冠水解消を
確認

２５日１５：２０　仙台ＶＯＲ／
ＤＭＥ復旧

3月23日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）計４機
到着

3月24日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０、Ｃ－１７）計７機
到着

3月25日救援物資輸送と
して、米軍の救援機（Ｃ
－１３０）９機到着

２５日１８：５３　飛行計画等
の航空機の運航データ扱う
ＦＩＨＳ端末一部復旧

３月２８日～４月２日仙台空
港アクセス鉄道地下部排水
作業（東北地方整備局）
　
２９日滑走路及び滑走路灯
等の復旧により、夜間を含
む３０００ｍ滑走路の使用が
可能（救援機のみ）。
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３月１５日２２時３１分発生した静岡県東部地震による航空関連施設（静岡空港、松本空港）の被害はなし。 

４月７日２３時３２分発生した宮城県沖を震源とする地震による、各空港の基本施設(滑走路、誘導路、エプロン等）

については異常はなく、停電によりバックアップ電源での運用を行っていた空港も復電（８日）し航空機は通常

運航。

青森ＲＣＡＧ（遠隔対空通信施設）の周波数127.575MHZについては７日２３時３２分停波、８日１時５７分復旧

　仙台空港については、３月１１日の震災以来停電中であるが、それに対応するための仮設電源に異常は

なく、基本施設にも異常はなし。

４月１１日１７時１６分発生した福島県浜通りを震源とする地震について各空港（福島空港、仙台空港、山形空港、茨

城空港、成田空港）とも異常なし。停電によりバックアップ電源での運用を行っていた、いわきレーダー事務所

については１８時３２分復電、復電後異常なし

４月１２日１４時７分発生した福島県浜通りを震源とする地震について各空港（福島空港、仙台空港、山形空港、茨城

空港、成田空港）とも異常なし

１２月５日の臨時便合計0便。詳細は国土交通省ＨＰ「平成２３年東北地方太平洋沖地震への対応状況

富山空港
（通常運用時間
　０７：００～２１：３０）

（定期便ダイヤ上１６便）
２８日定期便　１６便
５日定期便　１６便

茨城空港
３月１４日、定期便の運用再開。
（通常運用時間
　０９：３０～２１：００）

（定期便ダイヤ上　６便）
２８日定期便　　６便
５日定期便　　６便

ターミナルビル２階天井修
復済。（４月１日完全復旧）

新潟空港
（通常運用時間
　０７：３０～２０：３０）

（定期便ダイヤ上３４便）
２８日定期便　３４便
５日定期便　３４便

被害無し

４4月2日救援機物資輸
送として、米軍の救援機
（Ｃ－１３０）２機到着

4月3日時点　救援機物
資輸送として、米軍の救
援機（Ｃ－１３０）２機到
着

4月21日より臨時便を1
日12便から16便に増便

4月29日より臨時便を1
日16便から18便に増便
（定期便ダイヤ上８２便）
２８日臨時便　８２便
５日定期便　８０便

福島空港

救難機等の増大に対応するため3月
13日より24時間運用
３月１３日職員１名現地派遣済
３月１７日４名現地派遣済
４月１９日までは２４時間運用
4月20日より、２４時間運用を通常より
4.5時間延長(16時間)する運用に移行
（０６：００～２２：００）
５月１４日より通常運用
（通常運用時間
　０８：３０～２０：００）

（定期便ダイヤ上１０便）
２８日定期便　１０便
５日定期便　１２便
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○物流関係（12月5日10：00現在）

【営業倉庫】

営業所数 被害無し
建　物　損　傷

付帯設備 荷物被害

0 1
中　　部

愛知

　 合　  　 計

614 613 0 0 0

7905660 4673 64 11 382 267

4

静岡 392 388 0 0 2 1 3

0 1

1006 1001 0 0 2 1

78 77 0 0 0
北陸信越

長野

2

新潟 168 166 0 0 0 1 1

0 3

246 243 0 0 0 1

62 59 0 0 0

関　 東

山梨

18 24

茨城 321 236 0 0 35 35 78

栃木 209 175 0 0 25

14 42

群馬 234 232 0 0 1 1 1

埼玉 599 545 0 0 27

59 105

千葉 512 445 0 0 7 19 51

神奈川 689 557 0 0 43

442

東京 1006 855 0 0 31 63 138

4 74

3632 3104 0 0 169 209

122 25 1 1 62

東　 北

福島

0 1

山形 59 48 0 0 5 0 11

秋田 49 47 0 0 0

3 38

宮城 267 17 56 7 107 28 183

岩手 64 20 7 2 14

327

青森 79 47 0 1 16 14 20

2 2

640 204 64 11 204 49

32 30 0 0 2

北海道

帯広

3 4

室蘭 11 10 0 0 0 0 1

函館 49 45 0 0 1

15

釧路 44 36 0 0 4 2 8

136 121 0 0 7 7

全壊 半壊 一部損傷
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【公共トラックターミナル】

岩手

福島

○下水道施設の被害状況（12月5日10:00現在）

＜処理施設＞

①稼働停止中のもの

②不明（福島第一原発周辺）のもの

福島県 双葉地方広域市町村圏組合 汚泥リサイクルセンター

福島県 双葉町 双葉浄化センター

福島県 浪江町 浪江浄化センター

福島県 富岡町 蛇谷須浄化センター

福島県 大熊町 新町浄化センター

福島県 楢葉町 北地区浄化センター

福島県 富岡町 富岡浄化センター

福島県 南相馬市 小高浄化センター

福島県 楢葉町 南地区浄化センター

福島県 広野町 広野浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名

宮城県 山元町 山元浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

福島県 南相馬市 北泉浄化センター 処理区域内汚水発生なし ―

宮城県 気仙沼市 気仙沼終末処理場 別位置にて応急対応中 簡単な生物処理

宮城県 気仙沼市 津谷街浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

宮城県 仙台市 南蒲生浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

宮城県 石巻市 雄勝浄化センター 処理区域内汚水発生なし ―

宮城県 阿武隈川下流流域下水道 県南浄化センター 応急対応中 簡単な生物処理

宮城県 北上川下流東部流域下水道 石巻東部浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

岩手県 野田村 野田浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

宮城県 仙塩流域下水道 仙塩浄化センター 応急対応中 簡単な生物処理

岩手県 釜石市 大平下水処理場 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

岩手県 大槌町 大槌浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

岩手県 大船渡市 大船渡浄化センター 応急対応中 簡易（沈殿＋消毒）

岩手県 陸前高田市 陸前高田浄化センター 別位置にて応急対応中 通常（膜分離活性汚泥法）

仙台南トラックターミナル 名取市高舘熊野堂 ガラス数枚破損、受水槽配管損傷 通常営業

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名 水処理の状況 処理レベル

仙台市宮城野区苦竹 敷地内地割れ、柱の一部損傷 通常営業

仙台港流通ターミナル 仙台市宮城野区港〈津波被災地域〉 １階部分破壊、２階部分まで水没 営業不能

ターミナル名 所在地 施設被害 営業状況

岩手トラックターミナル 紫波郡矢巾町 柱の一部破損 通常営業

仙台トラックターミナル

宮城

郡山トラックターミナル 郡山市喜久田町 壁一部亀裂、シャッター破損 通常営業
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応急対応中 11

別位置にて応急対応中 2

汚水発生なし 2

ほぼ通常の処理 37

＜ポンプ施設＞

①－１　稼働停止中のもの（汚水）

①－２　稼働停止中のもの（雨水）

②　施設損傷（一部稼働）しているもの

宮城県 塩竈市 藤倉第2ポンプ場 雨水

宮城県 名取市 閖上中継ポンプ場 汚水

宮城県 石巻市 門脇排水ポンプ場 雨水

宮城県 塩竈市 中央ポンプ場 雨水

宮城県 仙台市 中野雨水ポンプ場 雨水

宮城県 石巻市 湊排水ポンプ場 雨水

宮城県 仙台市 北新田排水ポンプ場 雨水

宮城県 仙台市 西原排水ポンプ場 雨水

宮城県 仙台市 みやぎ中山ポンプ場 汚水

宮城県 仙台市 岡田ポンプ場 汚水

宮城県 阿武隈川下流流域下水道 名取ポンプ場 汚水

宮城県 阿武隈川下流流域下水道 仙台ポンプ場 汚水

都道府県名 市町村・流域等名 ポンプ場名 区分

青森県 馬淵川流域下水道 八戸中継ポンプ場 汚水

宮城県 多賀城市 大代雨水ポンプ場 仮設ポンプにより排水

宮城県 亘理町 荒浜雨水ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 名取市 閖上第５ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 名取市 日和山第２ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 名取市 北釜排水ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 名取市 閖上第６ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 気仙沼市 川口雨水ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 名取市 新町ポンプ場 仮設ポンプにより排水 排水対象地区なし

宮城県 石巻市 鹿妻排水ポンプ場 仮設ポンプにより排水

宮城県 石巻市 横堤排水ポンプ場 仮設ポンプにより排水

岩手県 大槌町 大町雨水ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 仙台市 蒲生排水ポンプ場 仮設ポンプにより排水 排水対象地区なし

岩手県 大槌町 桜木町雨水ポンプ場 仮設ポンプにより排水

岩手県 大槌町 栄町ポンプ場 排水対象地区なし

岩手県 陸前高田市 高田ポンプ場 排水対象地区なし

岩手県 釜石市 鵜住居雨水ポンプ場 排水対象地区なし

宮城県 気仙沼市 鹿折中継ポンプ場 簡単な生物処理により応急対応中

都道府県名 市町村・流域等名 ポンプ場名 流入雨水の対応 備考

宮城県 北上川下流東部流域下水道 石巻第６ポンプ場 仮設ポンプにより送水

宮城県 仙台市 中野ポンプ場 仮設ポンプにより送水

計 120 120

都道府県名 市町村・流域等名 ポンプ場名 流入汚水への対応 備考

正常に稼働 - 59

不明（福島第一原発周辺） 9 9

稼働停止 48 15

施設損傷 63 37

震災当初 現在
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応急対応中 7

排水対象地区なし 12

応急対応中 18

ほぼ通常の排水 34

＜管きょ・マンホール＞

○一次調査（目視による調査）

　・一次調査において被害の確認された１３９市町村等の全てで調査が完了。

　・１３９市町村等の下水管66,149kmのうち、1,137kmで被災。

　・被害マンホール：20,659箇所

○二次調査（テレビカメラによる調査）の実施状況

千葉県

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、
成田市、佐倉市、習志野市、我孫子市、浦
安市、富里市、香取市、栄町

１３市町

（１３市町）

埼玉県

久喜市

１市

（１市）

被害延長/総延長 0.006km/214km

被害延長/総延長 12km/3,526km

栃木県

大田原市、那須町、市貝町

宮城県

仙塩流域、阿武隈川下流流域、鳴瀬川流
域、吉田川流域、北上川下流流域、北上川
下流東部流域、迫川流域（以上、県管理）、
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石
市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登
米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、
大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森
町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利
府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色
麻町、加美町、涌谷町、美里町

３市町

（３市町）

被害延長/総延長 2km/287km

３６市町村等

１１市町村 （３６市町村等）

（１１市町村） 被害延長/総延長 129km/9,509km

青森県

おいらせ町

茨城県

鹿島臨海特定公共下水道（県管理）、水戸
市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ
崎市、下妻市、常陸太田市、北茨城市、笠
間市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿
嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西
市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方
市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨
城町、大洗町、城里町、東海村、阿見町、河
内町、八千代町、取手地方広域下水道組
合、日立高萩広域下水道組合、ひたちな
か・東海広域事務組合

１町

（１町）

被害延長/総延長 0.1km/113km

岩手県

盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野
市、一関市、奥州市、平泉町、大槌町、山田
町、野田村

計 112 112

都道府県名 市町村等名 都道府県名 市町村等名

正常に稼働 - 40

不明
（福島第一原発周辺）

1 1

現在

稼働停止 79 19

施設損傷 32 52

福島県 相馬市 原釜排水機場 雨水

震災当初

宮城県 岩沼市 新拓雨水排水ポンプ場 雨水

福島県 いわき市 大原ポンプ場 雨水

宮城県 名取市 閖上雨水ポンプ場 雨水

宮城県 多賀城市 八幡雨水ポンプ場 雨水
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合計　 １３０市町村等

（１２９市町村等）

被害延長/総延長  635km/64,815km

※二次調査において被害の確認された市町村等名を記載

※太字は、二次調査終了済の市町村等（かっこ内はその数）

・下水道部内に13日に設置した下水道支援調整チーム、東北地方整備局建政部内に15日に設置した下水道

　現地支援本部（東北）（本省下水道部担当官３名）により、被災地域内の地方公共団体の災害対策（現在は

　応急復旧が中心）を広域的に支援調整。23日に関東地方整備局建政部内に下水道現地支援本部（関東）を

　設置。また、下水道現地支援本部（東北、関東）へ本省（１１８）、国総研（３４）、東京都（１４）、横浜市（２１）、

　日本下水道事業団（４２）、日本下水道協会（１１１）の６団体から延べ３４０人を派遣。

＜支援人員派遣状況＞

岩手県
川崎市（４２）、名古屋市（１３８）、北海道庁（１４）、函館市（１４）、小樽市（１
４）、旭川市（２１）、室蘭市（１４）、江別市（２１）、石狩市（１４）、日本下水道
事業団（６６）、下水道新技術推進機構（４６）

４０４人

1km/426km

支援先 支援団体（延べ人数） 計（延べ）

青森県 下水道新技術推進機構（７） ７人

12km/15,793km

新潟県

十日町市、津南町

２２市町村等 ２市町

（２２市町村等） （２市町）

被害延長/総延長 120km/5,110km 被害延長/総延長

福島県

阿武隈川上流流域(県管理)、福島市、会津
若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀
川市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相
馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡
石町、猪苗代町、湯川村、西郷村、矢吹町、
広野町、新地町

（１市）

被害延長/総延長 0.5km/11,625km

東京都

東京都区部

１都

（１都）

被害延長/総延長

（３８市町村等）

神奈川県

横浜市

被害延長/総延長 305km/9,702km １市

３９市町村等 被害延長/総延長 54km/8,510km
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計 ６，５７５人

千葉県
浦安市

東京都（７６）、千葉県（１６５）、市川市（７９）、船橋市（６６）、松戸市（２４）、
市原市（３６）、鎌ヶ谷市（２３）、野田市(２７)、柏市(１２)

５０８人

千葉県
香取市

千葉県（３３）、成田市（５０）、八街市（８）、袖ヶ浦市（１８）、四街道市（１２）、
東金市（３０）、木更津市（１６）、大網白里町（１５）、東京都（２７）、八千代市
（１４）、佐倉市（８）

２３１人

埼玉県 日本下水道事業団（８） ８人

仙台市

札幌市（１９７）、東京都（１８５）、横浜市（１７９）、相模原市（１３４）、新潟市
（３９０）、静岡市（１７２）、浜松市（１３６）、京都市（１４２）、堺市（１４６）、岡
山市（６９）、広島市（８７）、北九州市（１０５）、日本下水道事業団（５７）、下
水道新技術推進機構（６）

２，００５人

福島県 神戸市（１７２）、さいたま市（１１３）、日本下水道事業団（２７） ３１２人

茨城県 日本下水道事業団（７２） ７２人

宮城県

大阪市（３４３）、札幌市（２１４）、広島市（９６）、福岡市（２１２）、名古屋市
（４９３）、川崎市（２５８）、岡山市（２７）、北海道（２１）、函館市（１４）、小樽
市（１４）、室蘭市（１４）、石狩市（１４）、釧路市（１４）、苫小牧市（２８）、恵庭
市（１４）、青森市（３２）、秋田県（３２）、秋田市（１６）、潟上市（４）、大館市
（１６）、山形県（８０）、山形市（２４）、天童市（１６）、埼玉県（１８）、神奈川県
（１５）、秦野市（５）、群馬県（１０）、太田市（１０）、三重県（５）、四日市市（１
５）、岐阜県（５）、岐阜市（５）、大垣市（５）、関市（５）、愛知県（１０）、一宮市
（１０）、刈谷市（１０）、豊田市（１０）、静岡県（５）、磐田市（５）、藤枝市（５）、
菊川市（５）、石川県（２０）、金沢市（１５）、小松市（１０）、能美市（５）、富山
県（１０）、富山下水道公社（５）、富山市（１０）、新潟県（４）、長岡市（２５）、
柏崎市（１５）、阿賀野市（１０）、小千谷市（１６）、見附市（１６）、胎内市
（８）、長野県（５）、松本市（５）、上田市（５）、長野県下水道公社（５）、兵庫
県（１２）、芦屋市（１２）、西宮市（１２）、伊丹市（１２）、丹波市（１２）、姫路市
（６）、宝塚市（６）、たつの市（２４）、川西市（１８）、福井市（２４）、和歌山県
（１２）、和歌山市（１２）、京都府（１２）、福知山市（１２）、大阪府（３６）、池田
市（１２）、豊中市（２４）、奈良県（１２）、奈良市（１２）、滋賀県（６）、大津市
（１２）、彦根市（６）、山陽小野田市（２８）、広島県（１５）、三次市（１０）、呉
市（１０）、大竹市（５）、新見市（１２）、瀬戸内市（２８）、倉敷市（２４）、備前
市（１４）、真庭市（１４）、香川県（１４）、観音寺市（６）、丸亀市（８）、東温市
（３２）、四万十市（６）、福岡県（８）、大牟田市（８）、直方市（８）、飯塚市（１
２）、春日市（８）、大野城市（４）、長崎県（４）、長崎市（１２）、熊本県（４）、熊
本市（８）、八代市（４）、日本下水道事業団（４０）、下水道新技術推進機構
（９）、国土技術政策総合研究所（３）、土木研究所（２１）

３，０２８人
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○公園施設の被害状況（12月5日10:00現在）

岩手県 花巻市 岩手県
花巻広域公
園

舗装クラック、擁壁倒壊、園路広
場及び駐車場沈下 等

立入制限

岩手県 宮古市 岩手県
閉伊川緑地
公園

園路広場、運動施設破損 立入制限

岩手県 盛岡市 岩手県 総合運動公
園

舗装クラック、園路破損 立入制限

青森県
おいらせ
町

おいらせ
町

海浜公園
泥土堆積、園路広場及び管理施
設損壊

復旧工事中

青森県
おいらせ
町

おいらせ
町

深沢公園
泥土堆積、園路広場及び管理施
設損壊

復旧完了

青森県 三沢市 三沢市 三沢駅東口
広場

園路広場の損壊 復旧完了

青森県 三沢市 三沢市 くらしを守る
森公園

泥土堆積、公園施設全壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 長者まつりん
ぐ広場

泥土堆積、遊具及び管理施設損壊 復旧完了

青森県 八戸市 八戸市 橋向公園 泥土堆積、遊具及び管理施設損壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 北地区海浜
緑地

泥土堆積、遊具及び管理施設損壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 こどもの国 管理施設破損 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 第二馬淵川
緑地

泥土堆積、球場施設損壊 復旧完了

青森県 八戸市 八戸市 馬淵川緑地 泥土堆積、球場施設損壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 三島下公園 泥土堆積、遊具損壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 湊第3号公園 泥土堆積、遊具及び管理施設損壊 復旧工事中

青森県 八戸市 八戸市 浜公園
泥土堆積、遊具及び管理施設損
壊

復旧工事中

北海道 釧路市 釧路市
釧路川リバー
サイド右岸緑
地

照明分電盤内水没による機器類
破損

復旧完了

茨城県
ひたちな
か市

国
国営常陸海
浜公園

園路広場のクラック、建築物の壁・
屋根の亀裂

3月12日～4月8
日は終日閉園
4月9日より部分
開園
4月19日より全
園開園(一部利
用制限）

宮城県 川崎町 国
国営みちのく
杜の湖畔公
園

園路広場のクラック、埋設管の破
断・漏水

3月12日～4月
24日は終日閉
園
4月25日より部
分開園

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等
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宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 青葉山公園 公園施設破損、茶室破損 立入制限

宮城県 利府町 宮城県
宮城県総合
運動公園

園路及び法面にクラック発生 立入制限

宮城県 利府町 宮城県 加瀬沼公園 園路及び駐車場にクラック発生 立入制限

宮城県 多賀城市 宮城県
仙台港多賀
城地区緩衝
緑地

津波による園内浸水 立入制限

宮城県 岩沼市 宮城県
岩沼海浜緑
地

津波による園内浸水 立入制限

宮城県 東松島市 宮城県
矢本海浜緑
地

津波による園内浸水 立入制限

岩手県 大槌町 大槌町 ふ化場公園 トイレ、フェンス破損 立入制限

岩手県 滝沢村 滝沢村 滝沢総合公
園

体育館天井損傷 復旧完了

岩手県 滝沢村 滝沢村 滝沢総合公
園

体育館天井損傷 復旧完了

岩手県 奥州市 奥州市 お物見公園 園路、四阿破損 立入制限

岩手県 奥州市 奥州市 向山公園 公園施設破損 立入制限

岩手県 奥州市 奥州市 向山公園 公園施設破損 立入制限

岩手県 釜石市 釜石市 大平墓地公
園

広場破損 立入制限

岩手県 釜石市 釜石市 大畑団地公
園

広場破損 立入制限

岩手県 釜石市 釜石市 青葉通り緑地 公園施設破損 立入制限

岩手県 一関市 一関市 小沢第一公
園

広場、四阿破損 立入制限

岩手県 久慈市 久慈市
久慈湊児童
公園

公園施設の機能不全 立入制限

岩手県 久慈市 久慈市
久慈川河川
緑地

運動施設、防球ネット破損 立入制限

岩手県 北上市 北上市 小堤公園 トイレ破損 立入制限

岩手県 北上市 北上市
北上総合運
動公園

陸上競技場トラック破損 立入制限

岩手県 北上市 北上市 南部公園 園路破損 立入制限

岩手県 北上市 北上市 北上総合運
動公園

陸上競技場トラック破損 立入制限

岩手県 北上市 北上市 南部公園 園路破損 立入制限

岩手県 宮古市 宮古市 松原公園 公園施設破損 立入制限

岩手県 宮古市 宮古市 SL公園 フェンス破損 立入制限
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宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 桜ヶ丘公園 園路広場破損（亀裂、陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
荒巻本沢一
丁目南公園

園路広場、遊具破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 小松島公園
園路破損（地割れ）、排水施設破
損

立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
双葉が丘二
丁目公園

園路陥没 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
双葉が丘二
丁目緑地

法面崩落 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
青葉の森緑
地

園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
台原森林公
園

園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
北六番丁公
園

茶室破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
良覚院丁公
園

茶室破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
小松島新堤
公園

堤体、斜樋破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
貝ヶ森中央公
園

園路破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 三本松緑地 園路破損、法面崩壊、外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 折立７号公園 広場破損（液状化）、擁壁破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 折立６号公園 広場破損、擁壁破損、遊具破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 折立４号公園 広場破損（陥没）、遊具破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 折立公園 園路広場、デッキ、四阿破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 鈴虫荘公園 広場破損（陥没）、遊具破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 勾当台公園 園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 うどう沼緑地 釣デッキ破損、園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 大堤緑地 園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 斎勝沼緑地 園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 西公園 園路広場破損 立入制限
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宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
みやぎ台4号
公園

擁壁破損、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
みやぎ台一
丁目3号緑地

法面崩壊、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
みやぎ台二
丁目3号緑地

法面崩壊、外柵破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 高野原緑地 法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
国見ヶ丘五丁
目東公園

擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
国見ヶ丘五丁
目1号緑地

擁壁破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
南吉成2号緑
地

法面崩壊 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 赤坂緑地
園路広場破損、法面崩壊、外柵破
損

復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 赤坂6号公園
園路広場破損、法面崩壊、外柵破
損

立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
高野原三丁
目公園

園路広場破損（地割れ） 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 経ヶ峯公園 法面崩落、園路破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 葛岡墓園 園路広場崩壊 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
中山台3号緑
地

法面崩壊、側溝破断、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 北原東公園 公園施設破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
国見ヶ丘一丁
目南公園

公園施設破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
南吉成1号緑
地

法面崩落、水路破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 中山西公園 擁壁破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 中山公園 パーゴラ亀裂、広場亀裂、液状化 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 西花苑公園 園路広場、グラウンド破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
評定河原公
園

園路広場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
桜ヶ丘七丁目
緑地

法面崩壊、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
桜ヶ丘五丁目
公園

法面崩壊、外柵破損 復旧完了
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宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
出花二丁目
公園

園路広場破損（地割れ）、土砂堆
積

復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 西原緑地 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 西原西公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 西原公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
蒲生土手前
公園

公園施設の機能不全、土砂堆積 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 蒲生公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷六丁目
東公園

園路広場破損（地割れ、法面陥
没）

立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷中央公
園

園路広場破損（地割れ、法面崩
壊）

復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
燕沢中央公
園

園路広場破損（地割れ）、擁壁破
損、マンホール隆起

復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
与兵衛沼公
園

園路広場破損（地割れ、法面崩
壊）

復旧工事中

宮城県
仙台市（青
葉区、泉
区）

仙台市 水の森公園
園路広場破損、擁壁破損、堤体破
損

立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
台原四丁目
北公園

園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
双葉ヶ丘一丁
目南公園

擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
国見ヶ丘五丁
目東公園

園路破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
愛子団地2号
公園

法面崩壊、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
栗生西部1号
公園

外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
栗生一丁目
北公園

園路広場破損（地割れ） 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
南吉成六丁
目公園

外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市
伊勢吉成1号
公園

擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（青
葉区）

仙台市 栗生2号緑地 擁壁破損 立入制限
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宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
田子鳥井公
園

園路広場破損（地割れ）、外柵破
損

復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 鴻巣1号公園 園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 岩切2号公園 園路広場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
岩切観音前
公園

園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
三所北3号公
園

園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
若宮前2号公
園

園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
七北田川岩
切大橋緑地

園路広場破損（地割れ） 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
七北田川田
子緑地

園路広場破損（地割れ）、土砂堆
積

復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
岩切水分公
園

園路広場破損（沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷一丁目
東公園

公園灯破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷七丁目
北公園

門柱破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷四丁目
西公園

外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
山崎西2号公
園

外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 鶴ヶ谷東公園 公園施設破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
新田東中央
公園

四阿破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷四丁目
東公園

防球ネット破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 高森山公園
園路広場破損（地割れ）、外柵破
損

立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 榴岡公園 園路広場破損、土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
出花一丁目
公園

公園施設破損、土砂堆積 復旧工事中
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宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 港南東公園 土砂堆積 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
蒲生雑子袋
北公園

植栽破損、土砂堆積 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 仙石西公園 土留、外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
福田町砂押
公園

公園施設破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
扇町六丁目
公園

園路広場破損（沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
扇町四丁目
公園

園路破損（地割れ）、防球ネット破
損

復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
扇町一丁目
公園

園路広場破損（沈下） 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 宮千代公園 外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
日の出町公
園

園路広場破損（隆起） 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 谷地舘公園 門柱、土留、外柵破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 萩野町公園 擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
小鶴二丁目
公園

園路広場破損（地割れ、沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
新田東二丁
目公園

園路広場破損（沈下）、土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
新田東五丁
目南公園

園路広場破損（沈下）、土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
燕沢東一丁
目きただ公園

園路広場破損（沈下）、側溝破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 山崎西公園 園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
鶴ヶ谷菖蒲沢
公園

土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 沢北公園 砂場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
燕沢二丁目
公園

園路広場破損（地割れ）、公園灯
破損

復旧完了
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宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
蒲生蓬田前
公園

土砂堆積 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
蒲生西屋敷
添公園

土砂堆積 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 耳取2号公園 土砂堆積 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 耳取公園 土砂堆積 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 耳取西公園 土砂堆積 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
高砂一丁目
西公園

四阿破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
出花三丁目
公園

土砂堆積 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 出花西公園 園路広場破損、土砂堆積 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
出花西2号公
園

園路広場破損（沈下）、土砂堆積 復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
栄五丁目公
園

土留、外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 福在公園
園路広場破損（地割れ）、公園灯
破損

復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
宮城野一丁
目公園

園路広場破損（沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
福室要谷公
園

園路広場破損（沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
福室半在家
公園

園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
中野北上公
園

園路広場破損（地割れ、表土流
失）、土留破損

復旧工事中

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 上屋倉公園 植栽破損、外柵破損、土砂堆積 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
岡田西町公
園

土留、外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
田子要害西
公園

土留、外柵破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
田中前二番
公園

園路広場破損（沈下） 復旧完了
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宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 生出前公園 擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
緑ヶ丘４号緑
地

法面崩壊 立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 おおとや公園
園路広場破損（地割れ）、擁壁破
損

立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
長町四丁目
北南公園

園路広場破損（液状化） 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 荒浜新緑地 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 荒井3号公園 園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市
卸町東二丁
目公園

便所、照明灯破損 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市
荒井土才敷
公園

土砂堆積 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 荒井７号公園 園路広場破損（陥没） 復旧完了

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 四本松公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 伊勢公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市
七郷中央公
園

壁泉破損 復旧完了

宮城県
仙台市（若
林区）

仙台市 南小泉公園 四阿破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区、
若林区）

仙台市 海岸公園
公園施設の機能不全、津波による
土砂堆積

立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 大堤公園 園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
和田新田公
園

公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 中野2号公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 中野公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 蒲生町公園 公園施設の機能不全 立入制限

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市 栄東公園 園路破損 復旧完了

宮城県
仙台市（宮
城野区）

仙台市
蒲生土手前3
号公園

土砂堆積 復旧完了
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宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 寺岡緑地 便所破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
黒松一丁目
北公園

園路広場破損（段差） 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
南光台三丁
目公園

園路広場破損（地割れ） 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
南光台ふれ
あい公園

園路広場破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 鶴ヶ城公園
園路広場破損（地割れ、落石）、
外柵破損

復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 高森公園 外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 虹の丘公園 四阿破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 松陵公園 ﾃﾆｽｺｰﾄ、駐車場破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 七北田公園
仙台スタジアム破損、建築物破
損、園路広場破損、マンホール隆
起

立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
大年寺山公
園

公園施設破損、管理棟破損 立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 八木山公園 公園施設破損 立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
山田北前2号
公園

土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 旗立緑地 土留破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
金剛沢二丁
目3号公園

公園施設破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
八木山本町
一丁目公園

擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
八木山南四
丁目緑地

法面崩壊 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
人来田西5号
公園

園路広場破損（沈下） 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 大塒5号公園 擁壁破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
長町南四丁
目北公園

公園施設破損、園路広場破損（液
状化）

復旧工事中

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 湯元公園 園路広場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市
青山一丁目
西公園

園路広場破損（段差） 立入制限

宮城県
仙台市（太
白区）

仙台市 金剛沢緑地 擁壁破損 立入制限
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宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
住吉台東三
丁目緑地

擁壁破損、側溝破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 しらとり公園 擁壁破損、外柵破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 真美沢公園 外柵の破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 加茂5号緑地 側溝破損 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
館二丁目公
園

園路広場破損（液状化）、マンホー
ル隆起

立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
長命ヶ丘六丁
目北公園

園路広場破損（地割れ）、擁壁破
損、側溝破損

復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 桂島緑地 園路広場破損（沈下） 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 長命ヶ丘緑地 法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 館緑地 法面崩壊 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 羽黒山公園 擁壁破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
住吉台西三
丁目緑地

法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
加茂13号緑
地

法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
南光台東一
丁目緑地

法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
松森陣ヶ原公
園

擁壁破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
将監風致公
園

擁壁破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 愛宕山緑地 園路広場破損（地割れ） 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
八乙女中央
公園

法面崩壊 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
寺岡中央公
園

駐車場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 紫山公園 園路広場破損（段差）、噴水破損 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
紫山四丁目
公園

園路広場破損（地割れ）、門柱破
損

復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
寺岡一丁目
公園

照明灯破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 肩掛山緑地 ベンチ破損 立入制限
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福島県 福島市 福島市 新浜公園 石塀・フェンス倒壊 立入制限

福島県 福島市 福島市 愛宕山公園 法面亀裂 復旧工事中

福島県 福島市 福島市 あさひ台公園 法面崩落（半壊） 立入制限

福島県 南相馬市 福島県 東ヶ丘公園 園路クラック多数 立入制限

福島県 須賀川市 福島県
福島空港公
園

園路クラック、グランド法崩落 復旧完了

福島県 いわき市 福島県 いわき公園 園路、わくわく橋の破損　等 立入制限

福島県 郡山市 福島県 逢瀬公園 四阿、噴水等の破損　等 立入制限

福島県 福島市 福島県
あづま総合運
動公園

アリーナ天井パネル落下の危険 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
寺岡中央公
園

駐車場破損 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 鶴ヶ丘緑地 法面押出、側溝沈下 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
山の寺三丁
目緑地

法面地割れ 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
山の寺一丁
目東公園

擁壁亀裂、法面崩壊 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
南中山五丁
目公園

公園施設破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
住吉台西四
丁目公園

公園施設破損 復旧工事中

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
住吉台西一
丁目緑地

公園施設破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
加茂12号緑
地

ブロック積擁壁亀裂 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 南光台緑地 公園施設破損 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
南光台七丁
目公園

擁壁亀裂 立入制限

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市
山の寺一丁
目南公園

法面からの落石 復旧完了

宮城県
仙台市（泉
区）

仙台市 明神南公園 園路広場破損 復旧完了
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福島県 郡山市 郡山市
郡山カル
チャーパーク

園路クラック 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 五百淵公園 園路クラック 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 香久池公園 園路沈下・破損 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 酒蓋公園 護岸崩壊、園路沈下 立入制限

福島県 郡山市 郡山市 荒池西公園 園路クラック 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 麓山公園 護岸崩壊 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市
21世紀記念
公園

園路広場クラック・沈下 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 芳賀池公園 園路クラック・沈下 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 芳山公園 園路広場クラック・沈下 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 開成山公園 護岸崩壊 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 大槻公園 法面崩落 立入制限

福島県 郡山市 郡山市 福原公園 石積崩壊 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市
平成記念郡
山こどものも
り公園

園路広場クラック・沈下 復旧工事中

福島県
会津若松
市

会津若松
市

東部公園 トイレ沈下 立入制限

福島県
会津若松
市

会津若松
市

鶴ヶ城公園 石積み崩壊、体育館の天井材落下 復旧工事中

福島県 福島市 福島市 森合緑地 園路広場クラック 復旧工事中

福島県 福島市 福島市
御倉町地区
公園

建物室内壁亀裂 復旧完了

福島県 福島市 福島市
ふくしま北中
央公園

防災トイレ隆起 復旧工事中
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福島県 白河市 白河市
しらさかの森
スポーツ公園

園路クラック、側溝破損、法面崩
落

復旧工事中

福島県 白河市 白河市 羅漢墓地 側溝陥没、園路クラック・沈下 復旧完了

福島県 いわき市 いわき市 矢田川公園 法面崩落 立入制限

福島県 いわき市 いわき市
新舞子浜公
園

駐車場・園路損壊、池護岸倒壊、休憩施
設損壊、浄化槽損壊

立入制限

福島県 いわき市 いわき市
平一町目公
園

広場沈下 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市
東田中央公
園

広場沈下・クラック 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市
スポットパー
ク好間

駐車場沈下 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市 山口公園 園路沈下 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市 平中央公園 園路広場クラック・沈下 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市 御幸山公園 展望台損壊 復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市 松が岡公園
トイレ周辺部段差大、積みブロック崩壊
等

復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市 丹後沢公園
園路階段部損傷大、駐車場舗装クラック
等

復旧工事中

福島県 いわき市 いわき市
好間中央公
園

園路クラック多数　等 立入制限

福島県 いわき市 いわき市
21世紀の森
公園

カルバート段差大、園路クラック多数　等 復旧完了

福島県 いわき市 いわき市
勿来の関公
園

園路クラック多数　等 復旧完了

福島県 いわき市 いわき市 三崎公園
マリンタワー展望台入口天井崩
落、広場クラック、法面崩落

復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 大安場公園 法面崩落 復旧工事中

福島県 郡山市 郡山市 宮田公園 園路広場クラック・沈下 復旧工事中
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福島県 中島村 中島村
童里夢公園
なかじま

積みブロック倒壊、園路クラック 復旧工事中

福島県 泉崎村 泉崎村 さつき公園
多目的広場の階段沈下・進入路亀裂、テ
ニスコート舗装クラック、園路陥没等

復旧工事中

福島県 猪苗代町 猪苗代町 亀ヶ城公園 園路・体育館外構の沈下・クラック 復旧工事中

福島県 鏡石町 鏡石町 前山公園 グランド沈下・クラック 立入制限

福島県 鏡石町 鏡石町 鳥見山公園
四阿倒壊、石積崩壊、プール天井
崩落

復旧工事中

福島県 本宮市 本宮市
本宮市しらさ
わグリーン
パーク

グランド沈下、駐車場クラック 復旧工事中

福島県 本宮市 本宮市
みずきが丘
第２公園

広場亀裂 復旧工事中

福島県 本宮市 本宮市
本宮市本宮
運動公園

浄化槽機械室傾き、駐車場クラッ
ク

復旧工事中

福島県 伊達市 伊達市
保原総合公
園

浄化槽・管路破損、園路沈下、野球場防
球ネット支柱傾き

復旧工事中

福島県 田村市 田村市
田村市運動
公園

法面クラック、園路沈下 復旧工事中

福島県 二本松市 二本松市 岳公園 駐車場・園路クラック、地盤沈下 復旧工事中

福島県 相馬市 相馬市 松原公園 津波により全壊 立入制限

福島県 須賀川市 須賀川市 牡丹台公園
野球場・園路崩落、駐車場クラッ
ク、浄化槽沈下

復旧工事中

福島県 須賀川市 須賀川市
須賀川市墓
地公園

駐車場、園路クラック 復旧完了

福島県 須賀川市 須賀川市 旭ケ岡公園 園路沈下・落橋 復旧工事中

福島県 白河市 白河市
白河市東風
の台運動公
園

四阿倒壊 復旧完了

福島県 白河市 白河市
白河市鶴子
山公園

遊具破損、駐車場・園路陥没 復旧工事中

福島県 白河市 白河市 南湖公園 浄化槽破損 復旧完了
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福島県 本宮市 本宮市
岩角農村公
園

3.6μSv/h 利用制限解除

栃木県
宇都宮市
ほか１０市
町

宇都宮市
ほか１０市
町

市営公園
町営公園

体育館天井壁一部が崩落、石垣
崩れ

ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

栃木県 栃木県 栃木県 県営公園
水道管破裂、ガラス破損、石垣崩
れ

ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

茨城県
水戸市ほ
か２４市町

水戸市ほ
か２４市町

市営公園
町営公園

園路クラック、塀・壁クラック、液状
化による土砂流出など

復旧工事中

茨城県 茨城県 茨城県 県営公園 公園内の一部斜面に亀裂 復旧完了

・福島県内都市公園の原子力災害情報。
・4/19文部科学省から「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断に係る暫定的考え方」示され、一定以
上の放射線量（3．8μＳｖ/毎時）の場合は屋外活動の制限等の措置とされた。
・4/20福島県災害対策本部では、都市公園において、上記に準じ利用判断をすることとし、各自治体管理者に制
限値の１割下回る（3.4μSV/h）施設を対象に近日再調査を実施し、福島県民の安全・安心を確保し公園利用を
判断。
・現在までの調査で3.8μSV/h超過は5都市公園、3.4μSV/h超過は8都市公園、計13都市公園が対象。
・4/29,5/6再調査により基準値を下回った都市公園について、5/8福島県より公園管理者へ利用制限解除要
請。

福島県 二本松市 二本松市 日渉公園 3.1μSv/h 利用制限解除

新浜公園 3.5μSv/h（公園平均値： 大） 利用制限解除

福島県 郡山市 郡山市 酒蓋公園 3.2μSv/h（公園平均値： 大） 利用制限解除

福島県 福島市 福島市
信夫山子供
の森公園

3.1μSv/h（公園平均値： 大） 利用制限解除

福島県 福島市 福島市

福島県 小野町 小野町 小野公園 法面崩落、グランド・園路クラック 復旧工事中

福島県 石川町 石川町
石川町総合
運動公園

体育館の壁面材亀裂、階段手摺
り破損等

復旧工事中

福島県 矢吹町 矢吹町 ひまわり公園 エントランス広場沈下、引き込み柱の傾き 立入制限

福島県 矢吹町 矢吹町 大池公園 園路の沈下・亀裂、四阿破損等 立入制限
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神奈川県 川崎市 川崎市 市営公園 崖崩れによる園路崩壊 復旧工事中

神奈川県 横浜市 横浜市 市営公園 園路亀裂、漏水
ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

神奈川県 神奈川県 神奈川県
県営公園数
カ所

数カ所にて小破損 復旧完了

東京都
新宿区ほ
か１８区市

新宿区ほ
か１８区市

区営公園
市営公園

塀の亀裂、液状化、灯籠倒壊
ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

東京都 東京都 東京都

日比谷公園、
浜離宮恩賜
庭園など２４
公園

液状化、施設倒壊・落下、園路ク
ラック

ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

千葉県
市川市ほ
か２０市町

市川市ほ
か２０市町

市営公園
町営公園

液状化による沈下、地割れなど
ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

千葉県 千葉市 千葉市 市営公園 液状化、園路クラックなど 復旧工事中

千葉県 千葉県 千葉県
幕張海浜公
園、蓮沼海浜
公園など

液状化、ポンプ室浸水 立入制限

埼玉県
熊谷市ほ
か１２市

熊谷市ほ
か１２市

市営公園
水道管漏水、液状化、グラウンド
亀裂など

ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

埼玉県 さいたま市 さいたま市
駒場運動公
園ほか６４公
園

園路、管理棟施設クラック、広場
漏水など

復旧完了

埼玉県 埼玉県 埼玉県
大宮公園ほ
か８公園

水道管破裂、ガラス破損、園路ク
ラック

ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中

群馬県
館林市、
桐生市、
邑楽町

館林市、
桐生市、
邑楽町

市営公園
町営公園

液状化による沈下、地割れ 立入制限
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○宅地の被害状況（12月5日10:00現在）

・岩手県北上市、茨城県利根町、潮来市、埼玉県久喜市、千葉県（１０市６町）において液状化現象

　を確認。

・岩手県二戸市、宮城県仙台市、群馬県桐生市、渋川市、山梨県南アルプス市において擁壁の

　倒壊等の被害情報有り。

・岩手県一戸町において町営住宅2戸の宅地が危険と判断し、町が入居者へ避難指示。

・宮城県白石市において住宅団地2カ所の一部が崩れる被害情報有り。 　

・神奈川県秦野市において宅地の地割れ、地盤沈下を確認。

・仙台市太白区、青葉区、泉区の造成団地や丘陵地で多数の地盤変動を確認。

○被災宅地危険度判定の状況

・9県・56市町村において、6,456件の判定を実施。

・12月4日までの判定結果（速報）は以下のとおり。

岩手県

宮城県

　5/19で仙台市の判定実施本部を解散。これまでに約3,900箇所の宅地の判定を実施。

危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（青）

計 実施状況

静岡県 富士市 静岡県
富士山こども
の国

園路の舗装亀裂、路肩保護石の
崩落

復旧完了

松島町 49件 71件 10件 130件 3/21～4/5

山元町 9件 17件 15件 41件 4/15～4/17

亘理町 3件 4件 2件 9件 3/22～4/8

川崎町 3件 8件 3件 14件 4/8,18

岩沼市 8件 30件 8件 46件 4/7～4/8,4/30

角田市 0件 3件 0件 3件 3/29

仙台市 794件 1,310件 1,776件 3,880件 3/14～5/19

886件 1,470件 1,843件 4,199件
一戸町 2件 0件 0件 2件 3/12

山田町 1件 0件 0件 1件 4/19

奥州市 19件 13件 71件 103件 3/18～4/28

二戸市 1件 2件 0件 3件 3/12

釜石市 9件 3件 13件 25件 4/10

陸前高田市 28件 24件 54件 106件 4/6～6/1

一関市 54件 61件 24件 139件 3/13～5/25

114件 103件 162件 379件

　589名、197班を派遣）。さらに、4/19～4/22の期間で石川県、静岡県、愛知県、名古屋市、京都府、

　京都市、宇治市、大阪府、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、兵庫県、神戸市、姫路市、

　明石市、西宮市、伊丹市、宝塚市、独立行政法人都市再生機構の20公共団体1法人から

　第二次広域支援を実施　(4月29日までに延べ242名、80班を派遣)。

・仙台市に対し、3/23～4/3の期間で、北海道、札幌市、函館市、旭川市、長沼町、幕別町、青森県、

　弘前市、五所川原市、秋田県、大仙市、湯沢市、横手市、山形県、山形市、群馬県、前橋市、

　高崎市、伊勢崎市、千葉市、東京都、世田谷区、台東区、豊島区、調布市、町田市、八王子市、

　神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、鎌倉市、秦野市、藤沢市、大和市、横須賀市、

　山梨県、新潟県の39公共団体から被災宅地危険度判定の広域支援を実施（4月3日までに延べ

新潟県 湯沢町 湯沢町 町営公園
園内施設の天井剥がれ、床クラッ
クなど

復旧完了

神奈川県
鎌倉市ほ
か７市

鎌倉市ほ
か７市

市営公園 ブロック塀亀裂、施設損傷
ほぼ復旧完了、
一部復旧工事中
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福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

成田市 6件 12件 5件 23件 3/12～3/29

10件 18件 9件 37件
久喜市 0件 27件 104件 131件 3/13～3/25

香取市 4件 6件 4件 14件 3/15～4/5

0件 27件 104件 131件
渋川市 3件 6件 2件 11件 3/18～4/26

桐生市 21件 3件 5件 29件 3/14～3/22

24件 9件 7件 40件
高根沢町 13件 14件 16件 43件 3/22～4/7

益子町 3件 4件 1件 8件 3/19～3/20

那須烏山市 25件 72件 62件 159件 3/24～4/25

さくら市 4件 3件 2件 9件 3/18～3/30

矢板市 33件 38件 31件 102件 3/15～3/30

大田原市 2件 11件 0件 13件 3/14～3/22

日光市 0件 1件 10件 11件 3/16～4/4

鹿沼市 0件 7件 3件 10件 3/17～4/7

佐野市 1件 0件 0件 1件 4/6

宇都宮市 13件 23件 0件 36件 3/13～3/22

94件 173件 125件 392件
小美玉市 2件 11件 1件 14件 3/17

ひたちなか市 21件 33件 26件 80件 3/14～4/1

牛久市 1件 4件 1件 6件 3/16～3/29

結城市 0件 1件 0件 1件 3/15

土浦市 6件 15件 13件 34件 3/16～4/15

30件 64件 41件 135件
矢祭町 1件 3件 6件 10件 7/14

古殿町 3件 5件 6件 14件 4/21

平田村 0件 1件 1件 2件 5/17

石川町 0件 0件 1件 1件 7/7

鮫川村 0件 0件 9件 9件 4/11～4/20

棚倉町 6件 4件 2件 12件 5/13、8/5

中島村 10件 0件 0件 10件 4/15

泉崎村 2件 0件 1件 3件 4/11～

会津美里町 1件 0件 0件 1件 6/27

天栄村 3件 0件 0件 3件 3/29

大玉村 1件 3件 2件 6件 4/1

桑折町 9件 1件 1件 11件 4/1

いわき市 96件 0件 0件 96件 3/16～

郡山市 30件 10件 235件 275件
3/12～4/14

（被災建築物応急危
険度判定の数を含

む）

会津若松市 3件 2件 0件 5件 3/12～3/14

福島市 112件 237件 230件 579件
3/12～4/14

（被災建築物応急危
険度判定の数を含

む）

277件 266件 494件 1,037件
加美町 10件 6件 4件 20件 3/13～3/22

大和町 5件 1件 4件 10件 4/8

利府町 5件 20件 21件 46件 3/15、4/16,17
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新潟県

○区画整理の被害状況（12月5日10:00現在）

・岩手県陸前高田市における奈々切・大石地区土地区画整理事業において土砂、瓦礫の堆積を確認。

・岩手県山田町における柳沢・北浜地区土地区画整理事業において土砂、瓦礫の堆積を確認。

・福島県いわき市における勿来錦第一地区土地区画整理事業において道路の沈下、亀裂等を確認。

○街路の被害状況（12月5日10:00現在）

・宮城県白石市における沖の沢郡山線において舗装の沈下、クラック等の被災を確認。

・福島県郡山市における東部幹線において路床亀裂や沈下、構造物等に被災を確認。

・福島県郡山市における内環状線において構造物等に被災を確認。

○住宅・建築物（12月5日10:00時点）

１）被災建築物応急危険度判定(8月1日10：00時点）

・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、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、新潟県、長野県、静岡県に対し、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。

・東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局に対し、応急危険度判定

を支援するよう指示。

・10都県・149市町村において、延べ8,541人の応急危険度判定士により95,381件の判定を実施。

（長野県北部を震源とする地震、静岡県東部を震源とする地震との合計は、13都県・155市町村に

おいて、延べ8,834人の応急危険度判定士により、98,212件の判定を実施。）

・福島県は３月12日、北海道、青森県、秋田県、山形県及び新潟県に対し広域応援を要請。

さらに、３月13日、中部地方、近畿地方の各府県及び都市再生機構に対し広域応援を要請。

（その後、現地の事情変更により要請を撤回。）

・宮城県は４月13日、北海道、青森県、秋田県、山形県及び新潟県に対し広域応援を要請。

　４月14日より北海道、青森県、秋田県、山形県及び新潟県が延べ292人の応急危険度判定士の

応援を実施。

・宮城県は、４月20日、山形県及び関東地方の各都県に対し広域応援を要請。４月21日より山形県

が延べ12人の応急危険度判定士の応援を実施。４月23日より埼玉県、東京都及び神奈川県が延べ

42人の応急危険度判定士の応援を実施。

・これまでの判定結果（速報）は以下のとおり。

（平成23年東北地方太平洋沖地震）

岩手県

合計 1,450件 2,142件 2,864件 6,456件
3/13～14

・宮城県仙台市、多賀城市における仙台港背後地土地区画整理事業において道路破損等の被災を確認。

・宮城県塩竈市における塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業において舗装の沈下、損傷等を確認。

41人奥州市 44件 93件 146件 283件 20班

16人

一関市 113件 336件 307件 756件 81班 166人

北上市 11件 16件 6件 33件 14班

 延べ人員

168件 445件 459件 1,072件 115班 223人

危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（緑）

計 　延べ班

津南町 13件 0件 0件 13件

上越市 1件 3件 6件 10件 3/14～5/25

十日町市 1件 9件 73件 83件 5/24～6/1

15件 12件 79件 106件

・宮城県名取市における名取市下増田臨空地区土地区画整理事業において土砂、瓦礫の堆積を確認。
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宮城県

福島県

34人会津坂下町 67件 99件 37件 203件 9班

6人

猪苗代町 63件 45件 0件 108件 14班 28人

磐梯町 0件 0件 3件 3件 3班

72人

天栄村 102件 141件 79件 322件 10班 23人

鏡石町 207件 416件 730件 1,353件 36班

45人

川俣町 5件 18件 9件 32件 2班 4人

国見町 159件 194件 130件 483件 15班

34人

桑折町 35件 36件 12件 83件 4班 8人

本宮市 34件 194件 114件 342件 17班

10人

伊達市 74件 49件 30件 153件 19班 50人

南相馬市 46件 42件 0件 88件 5班

41人

田村市 6件 4件 0件 10件 2班 4人

相馬市 43件 61件 41件 145件 23班

144人

須賀川市 321件 375件 588件 1,284件 48班 102人

白河市 259件 486件 275件 1,020件 89班

553人

いわき市 351件 2,247件 299件 2,897件 193班 414人

郡山市 722件 913件 1,722件 3,357件 275班

2,053人

福島市 114件 238件 156件 508件 42班 84人

3,314件 6,718件 5,775件 15,807件 994班

143人

南三陸町 112件 42件 0件 154件 14班 28人

女川町 243件 412件 789件 1,444件 69班

40人

美里町 12件 9件 9件 30件 4班 9人

涌谷町 96件 192件 736件 1,024件 28班

44人

加美町 15件 40件 39件 94件 17班 34人

富谷町 11件 56件 40件 107件 22班

16人

大郷町 35件 104件 56件 195件 7班 22人

大和町 25件 95件 25件 145件 8班

69人

利府町 5件 47件 50件 102件 6班 10人

七ヶ浜町 64件 278件 614件 956件 28班

111人

松島町 45件 56件 9件 110件 14班 31人

山元町 250件 563件 1,562件 2,375件 53班

22人

亘理町 572件 377件 1,450件 2,399件 72班 153人

丸森町 8件 20件 11件 39件 11班

12人

柴田町 149件 62件 4件 215件 19班 44人

村田町 18件 26件 3件 47件 4班

26人

大河原町 6件 9件 7件 22件 3班 9人

蔵王町 49件 58件 46件 153件 13班

34人

大崎市 338件 396件 1,876件 2,610件 88班 187人

東松島市 84件 92件 3,915件 4,091件 17班

73人

栗原市 221件 308件 587件 1,116件 48班 115人

登米市 334件 150件 434件 918件 34班

82人

岩沼市 204件 261件 1,383件 1,848件 32班 51人

多賀城市 81件 218件 1,237件 1,536件 41班

58人

角田市 13件 19件 16件 48件 3班 6人

名取市 67件 192件 3,070件 3,329件 26班

36人

白石市 247件 460件 1,862件 2,569件 55班 112人

塩竈市 132件 196件 4,411件 4,739件 33班

1,306人

石巻市 221件 104件 9,074件 9,399件 31班 72人

仙台市 1,543件 2,711件 4,653件 8,907件 672班

5,200件 7,553件 37,968件 50,721件 1,472班 2,955人
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茨城県

4人利根町 1件 15件 15件 31件 2班

4人

河内町 11件 31件 28件 70件 2班 4人

阿見町 0件 5件 13件 18件 2班

6人

美浦村 1件 2件 2件 5件 1班 2人

大洗町 12件 28件 28件 68件 3班

8人

茨城町 83件 40件 0件 123件 8班 19人

小美玉市 19件 24件 21件 64件 4班

6人

鉾田市 91件 237件 411件 739件 17班 34人

行方市 28件 53件 26件 107件 3班

95人

神栖市 25件 234件 148件 407件 16班 35人

桜川市 178件 736件 977件 1,891件 46班

20人

稲敷市 42件 105件 90件 237件 8班 21人

坂東市 10件 23件 180件 213件 8班

9人

那珂市 89件 164件 119件 372件 15班 30人

常陸大宮市 18件 72件 60件 150件 6班

60人

潮来市 23件 113件 491件 627件 20班 40人

ひたちなか市 118件 216件 583件 917件 30班

17人

つくば市 11件 219件 2,043件 2,273件 22班 45人

笠間市 12件 31件 67件 110件 8班

49人

北茨城市 11件 30件 35件 76件 6班 12人

高萩市 208件 337件 654件 1,199件 20班

4人

常陸太田市 215件 570件 648件 1,433件 46班 93人

常総市 5件 8件 5件 18件 1班

65人

結城市 8件 3件 8件 19件 3班 6人

石岡市 69件 301件 486件 856件 34班

34人

土浦市 125件 467件 1,565件 2,157件 54班 111人

日立市 53件 233件 62件 348件 17班

929人

水戸市 95件 387件 853件 1,335件 48班 96人

1,561件 4,684件 9,618件 15,863件 450班

4人

新地町 147件 360件 636件 1,143件 48班 97人

広野町 0件 3件 7件 10件 1班

2人

小野町 9件 2件 11件 22件 3班 6人

古殿町 4件 6件 3件 13件 1班

4人

石川町 3件 43件 100件 146件 11班 25人

鮫川村 4件 3件 0件 7件 2班

75人

棚倉町 5件 4件 22件 31件 9班 18人

矢吹町 248件 261件 88件 597件 36班

36人

中島村 87件 205件 466件 758件 44班 95人

泉崎村 114件 182件 157件 453件 17班

3人

西郷村 74件 90件 60件 224件 14班 28人

会津美里町 0件 1件 0件 1件 1班

湯川村 11件 0件 0件 11件 1班 4人
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栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

4人

西東京市 0件 1件 0件 1件 1班 3人

多摩市 0件 1件 3件 4件 2班

2人

東久留米市 0件 0件 2件 2件 2班 4人

府中市 0件 0件 1件 1件 1班

2人

三鷹市 0件 0件 1件 1件 1班 2人

武蔵野市 0件 0件 2件 2件 1班

22人

江戸川区 10件 10件 21件 41件 14班 29人

葛飾区 4件 3件 4件 11件 11班

2人

足立区 23件 57件 158件 238件 80班 163人

練馬区 1件 0件 0件 1件 1班

47人

板橋区 4件 9件 8件 21件 8班 24人

渋谷区 1件 13件 22件 36件 14班

2人

目黒区 0件 1件 0件 1件 1班 2人

江東区 1件 0件 0件 1件 1班

351人

墨田区 15件 42件 30件 87件 19班 43人

59件 137件 252件 448件 157班

15人

東庄町 7件 8件 4件 19件 2班 4人

栄町 15件 27件 47件 89件 7班

21人

香取市 357件 725件 616件 1,698件 15班 138人

印西市 6件 7件 11件 24件 10班

185人

習志野市 12件 197件 824件 1,033件 45班 90人

旭市 248件 535件 1,577件 2,360件 77班

110人

佐倉市 6件 64件 92件 162件 19班 38人

成田市 26件 62件 42件 130件 54班

38人

677件 1,625件 3,213件 5,515件 229班 601人

久喜市 0件 42件 83件 125件 14班

3人

0件 42件 83件 125件 14班 38人

邑楽町 0件 2件 0件 2件 1班

11人

渋川市 2件 2件 1件 5件 3班 10人

太田市 0件 3件 6件 9件 5班

120人

桐生市 28件 54件 12件 94件 34班 96人

30件 61件 19件 110件 43班

107人

那珂川町 11件 17件 16件 44件 17班 24人

高根沢町 93件 360件 469件 922件 50班

8人

芳賀町 63件 70件 42件 175件 13班 30人

市貝町 28件 17件 18件 63件 4班

41人

益子町 34件 75件 45件 154件 9班 18人

那須鳥山市 44件 105件 198件 347件 22班

53人

さくら市 26件 36件 70件 132件 21班 42人

那須塩原市 26件 33件 18件 77件 24班

53人

矢板市 53件 55件 32件 140件 11班 22人

大田原市 18件 41件 14件 73件 31班

2人

真岡市 7件 83件 31件 121件 22班 44人

日光市 0件 1件 0件 1件 1班

13人

鹿沼市 3件 6件 7件 16件 10班 22人

佐野市 0件 3件 9件 12件 5班

402人

栃木市 0件 11件 8件 19件 14班 29人

宇都宮市 270件 932件 1,681件 2,883件 153班

676件 1,845件 2,658件 5,179件 407班 910人
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神奈川県

（長野県北部を震源とする地震）

新潟県

長野県

（静岡県東部を震源とする地震）

神奈川県

静岡県

（平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部を震源とする地震、静岡県東部を震源とする地震）

２）公営住宅等の被災状況

・北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、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、長野県、静岡県、都市再生機構に対し、公営住宅等の被災状況

について報告するよう指示。

・北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県において一部復旧事業に着手

（北海道4戸、岩手県439戸、宮城県13,275戸、福島県7,947戸、茨城県2,542戸、栃木県48戸、

千葉県1,519戸、長野県19戸）。

・ＵＲ賃貸住宅については、一部破損のあった戸数のうち約23,600戸が復旧済。

8,834人合計 12,087件 24,040件 62,085件 98,212件 4,189班

危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（緑）

計 　延べ班  延べ人員

49人

合計 13件 155件 345件 513件 33班 64人

富士宮市 13件 153件 320件 486件 25班

15人

13件 153件 320件 486件 25班 49人

小田原市 0件 2件 25件 27件 8班

0件 2件 25件 27件 8班 15人

危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（緑）

計 　延べ班  延べ人員

92人

合計 375件 694件 1,249件 2,318件 109班 229人

栄村 297件 416件 550件 1,263件 45班

94人

野沢温泉村 0件 1件 18件 19件 1班 2人

297件 417件 568件 1,282件 46班

16人

津南町 36件 158件 387件 581件 28班 61人

上越市 9件 30件 6件 45件 8班

135人

十日町市 33件 89件 288件 410件 27班 58人

78件 277件 681件 1,036件 63班

危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（緑）

計 　延べ班  延べ人員

2人

合計 11,699件 23,191件 60,491件 95,381件 4,047班 8,541人

愛川町 0件 0件 1件 1件 1班

2人

寒川町 1件 1件 3件 5件 2班 4人

葉山町 0件 0件 1件 1件 1班

4人

綾瀬市 0件 0件 2件 2件 2班 4人

座間市 0件 0件 1件 1件 1班

43人

厚木市 0件 0件 32件 32件 12班 20人

秦野市 2件 16件 10件 28件 21班

16人

茅ヶ崎市 0件 0件 81件 81件 20班 38人

小田原市 0件 0件 27件 27件 8班

11人

藤沢市 0件 0件 167件 167件 30班 87人

鎌倉市 3件 1件 8件 12件 5班

71人

川崎市 2件 14件 37件 53件 30班 59人

横浜市 6件 49件 76件 131件 33班

14件 81件 446件 541件 166班 361人
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○公営住宅等

○UR賃貸住宅

３）公営住宅等の活用

・都道府県及び都市再生機構に対し、全国の公営住宅等の空き室状況を報告するよう指示。

・これまでに把握している公営住宅等の受入可能な住宅は以下のとおり。

・各県に対し、被災者向けの空き室情報を提供。

・公営住宅等約24,000戸のうち、約7,900戸が入居決定（12月5日時点）、UR賃貸住宅約5,100戸の

うち、約940戸が入居決定。（12月5日時点）

・広域的に確保されている公営住宅等の情報を一元的に提供し、申込みの円滑化を図るため、

「被災者向け公営住宅等情報センター」を３月22日に設置。

国家公務員宿舎及び雇用促進住宅の情報も対象に追加。

・岩手県、福島県の２県に対し、被災者向けの住宅の管理業務等の支援のため、３月23日より

６月25日まで地方公共団体職員を派遣。

全国 約24,000戸 約5,100戸

うち東北地方 約2,000戸 約130戸

合計 342 30,547

公営住宅等 UR賃貸住宅

東京都 117 15,725 一部破損

神奈川県 56 5,090 一部破損

埼玉県 60 5,343 一部破損

千葉県 18 617 一部破損

宮城県 81 3,238 一部破損

茨城県 10 534 一部破損

合計 4,096 39,731

都道府県 棟数 戸数 被害状況

長野県
2 4 半壊
6 7 一部破損

東京都 16 560 一部破損

神奈川県 57 4,299 一部破損

埼玉県 3 18 一部破損

千葉県 51 1,583 一部破損

栃木県 17 222 一部破損

群馬県 16 580 一部破損

茨城県
44 88 半壊

413 4,038 一部破損

福島県

35 170 全壊

5 51 半壊

1,379 10,550 一部破損

宮城県

341 1,067 全壊

98 258 半壊

1,130 14,428 一部破損

岩手県

215 681 全壊

8 12 半壊

259 1,111 一部破損

都道府県 棟数 戸数 被害状況

北海道 1 4 一部破損
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４）応急仮設住宅

・岩手県は13,984戸、宮城県は22,095戸を必要戸数として公表。

福島県は現時点での市町村からの要請は16,619戸。茨城県は10戸、栃木県は20戸、千葉県は

230戸、長野県は55戸を必要戸数として公表。

・３月14日に大臣より、(社)住宅生産団体連合会に対し概ね２ヶ月で少なくとも約３万戸を供給でき

るよう要請。また、３月15日に各県の要請にこたえられるように供給の促進を要請。さらに、その後

の３ヶ月で３万戸程度の供給が行えるよう、４月５日に大臣より、供給の主力となる(社)住宅生産団

体連合会に対し要請。

・岩手県、宮城県、福島県の３県に対し、建設用地の確保要請及び建設支援のため、３月12日より

７月15日まで国土交通省職員を派遣したほか、３月17日より地方自治体職員等を派遣しており、

12月５日時点で７行政庁８名が支援に当たっている。

・岩手県が319地区(13,984戸)､宮城県が406地区（22,095戸）、福島県が171地区(16,167戸)、茨城県

が2地区(10戸)、栃木県が1地区（20戸）、千葉県が3地区（230戸）、長野県が2地区（55戸）で着工。

（計904地区52,561戸着工済み）

・岩手県が13,984戸、宮城県が22,042戸、福島県が15,779戸、茨城県が10戸、栃木県が20戸、千葉
県が230戸、長野県が55戸完成。（合計52,120戸）
・住宅関連資材不足に対応するため、３月17日に農林水産省、経済産業省、環境省及び国土交通
省（事務局：住宅局）で対策会議を設置し、対応を協議。

 ・３月23日に大臣より(社)住宅生産団体連合会に対し、応急仮設住宅の建設促進と併せて、実需に
基づく適切な発注、過剰な在庫の保有の抑制を要請。

・３月24日より４省合同で、住宅関連資材の需給状況について緊急調査を実施。

５）民間賃貸住宅の活用

 ・３月16日に民間賃貸住宅の空家を応急仮設住宅として借り上げることについて、厚生労働省と協　

議し、各県に対し検討を依頼。

 ・３月13日に賃貸住宅・不動産業関係団体に対し、住宅支援への協力を要請。

・被災地の各県において、応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げを開始し、

64,029戸の入居決定（11月24日現在）。

  ・被災者が県外の民間賃貸住宅の入居を希望する場合に、円滑に情報を入手できるよう、３月28日

より「被災者向け公営住宅等情報センター」において情報提供を開始。

６）住宅復興のための相談・融資等

・３月14日より住宅金融支援機構による災害復興住宅融資及び被災者に対する返済方法の変更

を実施。さらに、平成23年度第一次補正予算（平成23年５月２日成立）等を受け、金利の引下げ等

を措置。

・３月14日に地震被害と計画停電に関するマンション管理組合からの相談に対応するため、分譲

マンションに関する緊急の相談窓口を、（財）マンション管理センターに設置。

・ 被災住宅の補修について、相談・診断及び事業者の紹介を行う窓口（電話相談、対面相談）を

３月３１日より設置。現地相談窓口を仙台（４月１日より７月３１日まで）、郡山と水戸（４月８日より

７月３１日まで）に開設。

７）建築基準法に基づく建築制限

・宮城県及び石巻市が建築基準法第84条の規定に基づき、４月８日に建築制限区域等を指定し、建

築物の建築の制限を実施。４月12日に期限を５月11日まで延長。

・被災地において災害発生の日から 長８ヶ月間建築制限を行えることとする「東日本大震災により

甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案」を４月22日に閣議決定し、４

月28日に成立、４月29日に公布・施行。

・宮城県及び石巻市が上記特例法の規定に基づき、建築制限区域等を指定し、建築物の建築の制

限を９月11日まで実施。石巻市の一部の地域を除き、期限を１１月１１日まで延長。

・山元町、相馬市、南相馬市及び新地町が建築基準法第39条に基づき、災害危険区域の指定及び

建築制限に関する条例を制定。
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８）エレベーター

・（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

ーターの閉じ込め状況を調査し報告するよう指示。

大手５社※が保守を行っているエレベーターのうち、北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、

群馬県、埼玉県、千葉県、秋田県、山形県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県におい

て、地震により計２１０台で閉じ込めが発生し、うち２１０台で救出。

・4月7日に発生した宮城県沖を震源とする地震に関し、大手５社※が保守を行っているエレベ

ーターのうち、青森県、岩手県、宮城県、山形県において、計１６台で閉じ込めが発生し、うち１６

台で救出。

・4月11日に発生した福島県浜通りを震源とする地震に関し、大手５社※が保守を行っているエレ

ベーターのうち、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、東京都において、計３１台で閉じ込めが発生し、

うち３１台で救出。

・4月12日に発生した福島県浜通りを震源とする地震に関し、大手５社※が保守を行っているエレ

ベーターのうち、福島県、茨城県において、計３台で閉じ込めが発生し、うち３台で救出。

・4月16日に発生した栃木県南部を震源とする地震に関し、大手５社※が保守を行っているエレ

ベーターのうち、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都において、計６台で閉じ込めが発生し、うち６

台で救出。

※三菱、日立、東芝、オーチス、フジテック

・東京電力及び東北電力の計画停電に伴うエレベーター利用に関する注意事項を公表するととも

に、（社）日本エレベータ協会、保守業者団体、所有者・管理者団体、地方公共団体等を通じて所

有者等に対し貼紙等による注意喚起及び停電時間帯におけるエレベーターの運行停止措置を要請。

3月25日15時以降3月28日15時までの間（3月26・27日は計画停電を実施せず。）に、計画停電により

新たに35台（累計660台）の閉じ込めが発生し、うち35台（累計660台）で救出。

○官庁施設（12月5日10:00時点）

被害状況確認中。東北や関東、北海道、中部の官庁施設について被害情報あり。

東北管内の官庁施設について、３９０件調査済みで、うち１５３件被害あり（うち浸水被害２１件）。

関東管内の官庁施設について、８１３件調査済みで、うち２１１件被害あり（うち浸水被害２件）。

北海道管内の官庁施設について、１８件調査済みで、うち３件被害あり（うち浸水被害３件）。

中部管内の官庁施設について、１１件調査済みで、うち３件被害あり。

○観光関係（12月5日10：00現在）

・ 県境を越えた旅館・ホテル(避難所指定)での被災者の受入について、関係自治体及び宿泊団体

　と具体的な調整を実施。４２県１４６，０００人をリストアップ。今後、自治体が被災者の

　取りまとめを行う。

・ このほか観光庁ＨＰに、各自治体が実施する被災者への宿泊施設の提供情報(原則有料施設)を掲載。

・東北６県の登録ホテル・旅館２８４施設のうち、大規模損傷で営業が不能となっている施設が５件。

　現時点で、宿泊客の人的被害に関する報告は入っていない。

○電気通信施設の被害状況（12月5日8:30現在）

東北地整管内

・光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ関係は、管内約4500km中、国道45号等の約180km区間で断。

 被害調査を実施(3/15～)。国道6号で2箇所、45号で33箇所での被災を確認（うち25箇所で復旧済み）。

 引き続き、調査及び復旧を実施予定。

・通信途絶となった自治体の通信を確保するため、衛星通信機材及び運用要員を17市町村等に派遣し

 災害対応を支援。引き続き、2市町村等に通信機材を派遣し災害対応を支援。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　神林

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２

直　通：　０３－５２５３－８４６１

202 / 202


