
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 5月13日 6：13 警戒体制

東北地方整備局 5月13日 6：13 警戒体制 東北運輸局 5月13日 6：13 警戒体制

国土地理院 5月13日 6：13 警戒体制 気象庁 5月13日 6：13 警戒体制

5月13日 6：13 警戒体制

２．地震の概要

○発生日時　平成27年5月13日　6時12分

○震源地　　宮城県（北緯38度51.7分、東経142度9分）

○震源の震源の深さは46km、地震の規模（マグニチュード）は6.8と推定

○各地の震度（震度４以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度５強 岩手県

震度５弱 岩手県

宮城県

震度４ 岩手県

宮城県

宮古市川井＊ 宮古市区界＊ 宮古市田老＊

災　害　情　報
平成27年5月13日　9:00作成

国土交通省 _

宮城県沖を震源とする地震について（第２報）

花巻市大迫町

栗原市若柳＊ 登米市中田町 登米市登米町＊

滝沢市鵜飼＊ 遠野市青笹町＊ 一関市室根町＊

気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊ 涌谷町新町裏

石巻市相野谷＊ 石巻市桃生町＊

釜石市中妻町＊ 住田町世田米＊ 大槌町小鎚＊

盛岡市山王町 盛岡市馬場町＊ 盛岡市玉山区薮川＊

野田村野田＊ 大船渡市大船渡町 大船渡市猪川町

大船渡市盛町＊ 陸前高田市高田町＊ 釜石市只越町

宮古市茂市＊ 久慈市川崎町 久慈市枝成沢

山田町八幡町 山田町大沢＊ 普代村銅屋＊

宮古市鍬ヶ崎 宮古市長沢 宮古市五月町＊

八幡平市野駄＊ 九戸村伊保内＊ 矢巾町南矢幅＊

紫波町日詰＊ 花巻市石鳥谷町＊

盛岡市玉山区渋民＊ 二戸市浄法寺町＊

一戸町高善寺＊ 八幡平市大更 八幡平市田頭＊

遠野市宮守町＊ 一関市大東町 一関市竹山町＊

一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊

花巻市大迫総合支所＊ 花巻市材木町＊

花巻市東和町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊

奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊

奥州市衣川区＊

一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊ 平泉町平泉＊

奥州市水沢区大鐘町 奥州市水沢区佐倉河＊

栗原市築館＊ 栗原市鶯沢＊ 栗原市花山＊

気仙沼市赤岩 気仙沼市本吉町津谷＊

宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊ 栗原市栗駒

国土技術政策総合研究所



青森県

秋田県

山形県

○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

３．国土交通省の対応

○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

○災害対策用ヘリコプター（みちのく号）による被害状況調査を実施、現時点で被害なし

○リエゾン（情報連絡員）の派遣

・東北地方整備局より、岩手県庁へ2名派遣、花巻市へ2名派遣。

岩手県庁リエゾン情報

8:10 岩手県庁到着

ルート：事務所→市道→県道1号盛岡横手線→国道106号→岩手県庁

被害は確認されていない。

花巻市リエゾン情報

8:40 花巻市到着

ルート：事務所→R46→東北道（盛岡IC→花巻南IC）→県道12号花巻大曲線

→県道103号花巻和賀線→花巻市役所

被害は確認されていない。

４．海上保安庁の対応

○６：１７海上保安庁対策室を設置

○航行警報等により、付近船舶に情報提供を実施。

５．気象庁の対応

・８：１０会見実施

６．所管施設等の状況

○河川（5月13日8:15現在）

・現時点で被害情報なし

栗原市一迫＊ 栗原市瀬峰＊ 栗原市志波姫＊

登米市迫町＊ 登米市石越町＊ 登米市津山町＊

南三陸町志津川 南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊

栗原市高清水＊ 栗原市金成＊ 登米市東和町＊

登米市豊里町＊ 登米市米山町＊ 登米市南方町＊

大崎市三本木＊ 大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊

大崎市田尻＊ 名取市増田＊ 岩沼市桜＊

宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町

大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊

塩竈市旭町＊ 東松島市矢本＊ 松島町高城

利府町利府＊ 大和町吉岡＊ 大郷町粕川＊

大河原町新南＊ 仙台宮城野区苦竹＊ 石巻市泉町

石巻市大街道南＊ 石巻市北上町＊ 石巻市前谷地＊

五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 階上町道仏＊

おいらせ町中下田＊ おいらせ町上明堂＊

富谷町富谷＊ 大衡村大衡＊ 女川町女川浜＊

八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊ 六戸町犬落瀬＊

井川町北川尻＊ 秋田市雄和妙法＊ 大仙市高梨＊

中山町長崎＊

○第二管区海上保安本部において巡視船艇・航空機により被害情報収集中。現在のところ、被害情報
　認めず。



＜点検対象河川＞

【国管理河川】

・北上川水系北上川（7：17点検開始 点検中）、旧北上川（7：26点検開始 点検中）、

江合川（8：37点検完了 異常なし）、雫石川（8：10点検完了 異常なし）

・鳴瀬川水系鳴瀬川（7：54点検完了 異常なし）

【県管理河川】

○岩手県

・北上川水系巣子川、塩尻川等　　　　計32河川（7：20点検開始 点検中）

○宮城県

・中皿貝川、中島川等　　　計40河川（7：00点検開始 点検中）

○ダム

＜点検対象２９ダム（最大震度５強）＞

【直轄６ダム】

震度５弱：四十四田ダム、御所ダム

震度４：田瀬ダム、湯田ダム、胆沢ダム、鳴子ダム

四十四田ダム

御所ダム

田瀬ダム

湯田ダム

胆沢ダム

鳴子ダム

【機構なし】

【補助２３ダム】

（青森県　１ダム） 

震度４：世増ダム

（岩手県　９ダム）

震度５強：早池峰ダム

震度５弱：遠野ダム、遠野第二ダム

震度４：綱取ダム、入畑ダム、滝ダム、日向ダム、鷹生ダム、綾里川ダム

（宮城県　１３ダム）

震度５弱：長沼ダム

震度４：荒砥沢ダム、花山ダム、小田ダム、上大沢ダム、化女沼ダム、漆沢ダム、

　　　　　　南川ダム、宮床ダム、樽水ダム、惣の関ダム、七北田ダム、払川ダム

早池峰ダム

遠野ダム

遠野第二ダム

長沼ダム

世増ダム

綱取ダム

入畑ダム

滝ダム

震度 ダ　ム　名 水系名 河川名 都道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

5弱 北上川 北上川 岩手県 終了　異常なし 実施中

北上川 雫石川 岩手県 終了　異常なし 実施中

4 北上川 猿ヶ石川 岩手県 終了　異常なし 対象外

北上川 和賀川 岩手県 終了　異常なし 実施中

北上川 胆沢川 岩手県 終了　異常なし 実施中

北上川 江合川 宮城県 終了　異常なし 実施中

震度 ダ　ム　名 水系名 河川名 都道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

5強 北上川 稗貫川 岩手県 実施中

5弱 北上川 来内川 岩手県 実施中

北上川 来内川 岩手県 実施中

北上川 迫川 宮城県 実施中

4 新井田川 新井田川 青森県 終了　異常なし 終了　異常なし

北上川 中津川 岩手県 実施中

北上川 夏油川 岩手県 実施中

久慈川 長内川 岩手県 実施中



日向ダム

鷹生ダム

綾里川ダム

荒砥沢ダム

花山ダム

小田ダム

上大沢ダム

化女沼ダム

漆沢ダム

南川ダム

宮床ダム

樽水ダム

惣の関ダム

七北田ダム

払川ダム

○砂防施設

・現時点で被害情報なし

・点検対象

〔直轄〕

北上川下流河川事務所（点検対象施設　3） 点検中

岩手河川国道事務所（点検対象施設 31） 点検中

〔補助〕

青森県（点検対象施設　8） 点検中

岩手県（点検対象施設　24） 点検中

○土砂災害危険箇所

・揺れが大きかった岩手県花巻市（震度５強）の土砂災害危険箇所において点検を実施中

○海岸保全施設（水管理・国土保全局所管）

・直轄海岸保全施設について点検中。

・青森県、岩手県、宮城県において、県管理の海岸保全施設について点検中。

○道路

■高速道路

・点検完了、異常なし

■有料道路

・点検完了、異常なし

■直轄国道

・点検完了、異常なし

・三陸道登米東和ＩＣ～河北ＩＣ間上下線の通行止めは8:00に解除

■補助国道

・点検中

甲子川 小川川 岩手県 実施中

盛川 鷹生川 岩手県 実施中

綾里川 綾里川 岩手県 実施中

北上川 二迫川 宮城県 実施中

北上川 迫川 宮城県 実施中

北上川 長崎川 宮城県 実施中

北上川 上大沢川 宮城県 実施中

北上川 長者川 宮城県 実施中

鳴瀬川 鳴瀬川 宮城県 実施中

鳴瀬川 南川 宮城県 実施中

鳴瀬川 宮床川 宮城県 実施中

伊里前川 宮城県 実施中

名取川 増田川 宮城県 実施中

砂押川 勿来川 宮城県 実施中

七北田川 七北田川 宮城県 実施中

伊里前川



■都道府県・政令市道

・点検中

○鉄道

（被害状況）

・新幹線の状況

　脱線なし

・在来線の状況

　列車の脱線なし

（運行状況）

・新幹線の状況

上越新幹線　６：２８　運転再開

東北新幹線　東京～仙台（上下線）　６：３０　運転再開

　　　　　　　　 仙台～新青森（上り線）　７：１６　運転再開

　　　　　　　　 仙台～新青森（下り線）　７：２８　運転再開

・在来線の状況

２事業者６路線　運転休止

○空港

・花巻、仙台、秋田、青森空港異常なし

・現時点で被害情報なし（5月13日9:00現在）

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　池本

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２

直　通：　０３－５２５３－８４６１

○下水道関係、公園、宅地、住宅、官庁施設関係、自動車関係、物流関係、港湾関係（海岸保全施設含
む）

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

JR東日本 仙石線 陸前小野駅～石巻駅間 5/13 6:13

JR東日本 石巻線 前谷地駅～女川駅間 5/13 6:13

JR東日本 八戸線 全線 5/13 6:13 5/13 7:31

JR東日本 大船渡線 一ノ関駅～気仙沼駅間 5/13 6:13

JR東日本 花輪線 全線 5/13 6:13

JR東日本 山田線 盛岡駅～宮古駅間 5/13 6:13 5/13 8:31

JR東日本 釜石線 花巻駅～釜石駅間 5/13 6:13

三陸鉄道 南リアス線 盛駅～釜石駅間 5/13 6:13
IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 盛岡駅～厨川駅間 5/13 6:13 5/13 7:30


