
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 12月7日 17：18 警戒体制（今般の地震に関して）

なお、東日本大震災より非常体制を継続

東北地方整備局 7月11日 12：20 警戒体制（東日本大震災より継続）

関東地方整備局 12月7日 17：18 警戒体制

北陸地方整備局 12月7日 17：18 注意体制

北海道開発局 12月7日 17：18 注意体制

東北運輸局 8月11日 12：00 警戒体制（東日本大震災より継続）

関東運輸局 12月7日 17：18 警戒体制

北海道運輸局 12月7日 17：18 注意体制

12月7日 19：20 体制解除

中部運輸局 12月7日 17：30 注意体制

12月7日 19：50 体制解除

北陸信越運輸局 12月7日 17：18 注意体制

国土地理院 12月7日 17：18 警戒体制

19：25 体制解除

２．地震の概要

○発生日時　平成24年12月7日　17時18分頃

○震源地　　三陸沖（ 北緯37.8度、東経144.2度、牡鹿半島の東240km付近）

○震源の各地の震度は次の通りです。

○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弱 青森県

岩手県

宮城県

茨城県

栃木県

震度４ 青森県

岩手県

普代村銅屋＊ 野田村野田＊ 岩手洋野町種市

大船渡市大船渡町 大船渡市猪川町

宮古市区界＊ 宮古市茂市＊ 久慈市川崎町

久慈市枝成沢 久慈市長内町＊ 山田町八幡町

東通村砂子又沢内＊

宮古市鍬ヶ崎 宮古市五月町＊ 宮古市川井＊

青森南部町苫米地＊ おいらせ町中下田＊

おいらせ町上明堂＊ むつ市金曲 東通村小田野沢＊

東北町上北南＊ 三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘

五戸町倉石中市＊ 青森南部町平＊

六戸町犬落瀬＊ 横浜町林ノ脇＊ 横浜町寺下＊

八戸市内丸＊ 十和田市西十二番町＊

十和田市奥瀬＊ 三沢市桜町＊ 野辺地町田狭沢＊

平内町小湊 外ヶ浜町蟹田＊ 八戸市湊町

常陸太田市金井町＊ 常陸大宮市野口＊

野辺地町野辺地＊ 七戸町七戸＊ 七戸町森ノ上＊
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八戸市南郷区＊ 階上町道仏＊

市貝町市塙＊

栗原市金成＊ 丸森町鳥屋＊

盛岡市玉山区薮川＊ 盛岡市玉山区渋民＊

滝沢村鵜飼＊



宮城県

茨城県

常陸大宮市山方＊ 常陸大宮市上小瀬＊

那珂市福田＊ 那珂市瓜連＊ 城里町石塚＊

茨城町小堤＊ 東海村東海＊ 大子町池田＊

常陸大宮市中富町 常陸大宮市北町＊

笠間市下郷＊ 笠間市石井＊

ひたちなか市南神敷台＊ ひたちなか市東石川＊

常陸太田市高柿町＊ 高萩市安良川＊

高萩市下手綱＊ 北茨城市磯原町＊ 笠間市中央＊

水戸市内原町＊ 日立市助川小学校＊ 日立市役所＊

日立市十王町友部＊ 常陸太田市町田町＊

大和町吉岡＊ 大郷町粕川＊ 大衡村大衡＊

水戸市金町 水戸市千波町＊ 水戸市中央＊

石巻市桃生町＊ 塩竈市旭町＊ 東松島市矢本＊

東松島市小野＊ 松島町高城 利府町利府＊

仙台太白区山田＊ 仙台泉区将監＊ 石巻市泉町

石巻市小渕浜 石巻市相野谷＊ 石巻市前谷地＊

仙台青葉区作並＊ 仙台宮城野区五輪

仙台宮城野区苦竹＊ 仙台若林区遠見塚＊

大河原町新南＊ 村田町村田＊ 宮城川崎町前川＊

亘理町下小路＊ 山元町浅生原＊ 仙台青葉区大倉

大崎市田尻＊ 白石市亘理町＊ 仙台空港

名取市増田＊ 角田市角田＊ 蔵王町円田＊

大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊

大崎市三本木＊ 大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊

南三陸町志津川 南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊

宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町

登米市豊里町＊ 登米市登米町＊ 登米市米山町＊

登米市南方町＊ 登米市迫町＊ 登米市石越町＊

栗原市花山＊ 栗原市一迫＊ 栗原市瀬峰＊

栗原市志波姫＊ 登米市中田町 登米市東和町＊

色麻町四竈＊ 涌谷町新町 栗原市栗駒

栗原市築館＊ 栗原市若柳＊ 栗原市鶯沢＊

気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊

宮城加美町中新田＊ 宮城加美町小野田＊

奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊

奥州市衣川区＊

平泉町平泉＊ 西和賀町沢内川舟＊

奥州市水沢区大鐘町 奥州市水沢区佐倉河＊

一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊

一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊

花巻市東和町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊

遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊

九戸村伊保内＊ 矢巾町南矢幅＊ 紫波町日詰＊

花巻市大迫町 花巻市石鳥谷町＊ 花巻市材木町＊

一戸町高善寺＊ 八幡平市大更 八幡平市田頭＊

八幡平市野駄＊ 八幡平市叺田＊ 軽米町軽米＊

二戸市福岡 二戸市石切所＊ 二戸市浄法寺町＊

雫石町千刈田 葛巻町葛巻元木 岩手町五日市＊

陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊

住田町世田米＊ 盛岡市山王町 盛岡市馬場町＊



栃木県

北海道

秋田県

山形県

福島県 福島市松木町 福島市桜木町＊ 福島市五老内町＊

郡山市朝日 郡山市開成＊ 郡山市湖南町＊

中山町長崎＊ 尾花沢市若葉町＊ 米沢市林泉寺＊

山形川西町上小松＊

大仙市高梨＊ 仙北市角館町東勝楽丁

遊佐町遊佐 大蔵村清水＊ 村山市中央＊

大仙市北長野＊ 大仙市協和境野田＊

大仙市太田町太田＊ 大仙市大曲花園町＊

井川町北川尻＊ 三種町豊岡＊ 秋田市河辺和田＊

秋田市雄和妙法＊ 横手市大雄＊ 大仙市刈和野＊

浦河町潮見 浦河町築地＊ 十勝池田町西１条＊

浦幌町桜町＊ 釧路市黒金町＊

函館市新浜町＊ 南幌町栄町＊ 厚真町鹿沼

安平町早来北進＊ むかわ町松風＊ 新冠町北星町＊

下野市田中＊ 下野市石橋＊ 下野市小金井＊

新篠津村第４７線＊ 江別市緑町＊ 函館市泊町＊

那須烏山市中央 那須烏山市大金＊

栃木那珂川町馬頭＊ 栃木那珂川町小川＊

茂木町茂木＊ 芳賀町祖母井＊ 岩舟町静＊

高根沢町石末＊ 栃木さくら市喜連川＊

小山市中央町＊ 真岡市田町＊ 真岡市荒町＊

真岡市石島＊ 益子町益子 茂木町北高岡天矢場＊

栃木市藤岡町藤岡＊ 佐野市葛生東＊

佐野市亀井町＊ 鹿沼市晃望台＊ 小山市神鳥谷＊

宇都宮市明保野町 宇都宮市中里町＊

宇都宮市白沢町＊ 足利市大正町＊

大田原市本町＊ 那須町寺子＊ 那須塩原市鍋掛＊

那須塩原市共墾社＊ 那須塩原市あたご町＊

つくばみらい市福田＊ つくばみらい市加藤＊

日光市今市本町＊ 大田原市湯津上＊

桜川市羽田＊ 鉾田市鉾田 鉾田市造谷＊

鉾田市汲上＊ 常総市新石下＊

神栖市溝口＊ 行方市山田＊ 行方市玉造＊

行方市麻生＊ 桜川市岩瀬＊ 桜川市真壁＊

筑西市下中山＊ 筑西市海老ヶ島＊ 筑西市門井＊

かすみがうら市上土田＊ かすみがうら市大和田＊

坂東市役所＊ 坂東市山＊ 稲敷市江戸崎甲＊

稲敷市役所＊ 稲敷市結佐＊ 筑西市舟生

八千代町菅谷＊ 五霞町小福田＊ 境町旭町＊

守谷市大柏＊ 坂東市岩井 坂東市馬立＊

茨城鹿嶋市宮中＊ 潮来市堀之内 潮来市辻＊

美浦村受領＊ 阿見町中央＊ 河内町源清田＊

取手市井野＊ 取手市藤代＊ つくば市天王台＊

つくば市苅間＊ つくば市小茎＊ 茨城鹿嶋市鉢形

石岡市八郷＊ 結城市結城＊ 龍ケ崎市役所＊

下妻市本城町＊ 下妻市鬼怒＊ 取手市寺田＊

土浦市藤沢＊ 茨城古河市下大野＊

茨城古河市仁連＊ 石岡市柿岡 石岡市石岡＊

城里町阿波山＊ 小美玉市小川＊ 小美玉市堅倉＊

小美玉市上玉里＊ 土浦市常名 土浦市下高津＊



群馬県

埼玉県

千葉県

さいたま岩槻区本町＊ 白岡市千駄野＊

東金市日吉台＊ 旭市南堀之内＊ 香取市佐原平田

さいたま大宮区天沼町＊ さいたま見沼区堀崎＊

さいたま中央区下落合＊ さいたま緑区中尾＊

毛呂山町中央＊ 川島町平沼＊ 宮代町笠原＊

杉戸町清地＊ 松伏町松伏＊

戸田市上戸田＊ 八潮市中央＊ 富士見市鶴馬＊

幸手市東＊ 鶴ヶ島市三ツ木＊ 吉川市吉川＊

川口市中青木分室＊ 川口市青木＊ 春日部市中央＊

春日部市金崎＊ 春日部市谷原新田＊ 草加市高砂＊

久喜市菖蒲＊ 久喜市栗橋＊ 久喜市鷲宮＊

吉見町下細谷＊ 埼玉美里町木部＊

東松山市松葉町＊ 羽生市東＊ 鴻巣市中央＊

深谷市川本＊ 久喜市下早見 久喜市青葉＊

行田市本丸＊ 行田市南河原＊ 加須市下三俣＊

加須市騎西＊ 加須市北川辺＊ 加須市大利根＊

群馬千代田町赤岩＊ 大泉町日の出＊ 邑楽町中野＊

熊谷市大里＊ 熊谷市妻沼＊ 熊谷市江南＊

太田市新田金井町＊ 館林市美園町＊ 館林市城町＊

渋川市赤城町＊ 群馬明和町新里＊

伊勢崎市今泉町＊ 伊勢崎市西久保町＊

太田市西本町＊ 太田市浜町＊ 太田市粕川町＊

高崎市高松町＊ 桐生市織姫町 桐生市元宿町＊

桐生市黒保根町＊ 桐生市新里町＊

沼田市白沢町＊ 前橋市堀越町＊ 前橋市粕川町＊

前橋市富士見町＊ 前橋市鼻毛石町＊

南相馬市鹿島区＊ 猪苗代町城南 猪苗代町千代田＊

会津坂下町市中三番甲＊ 会津美里町新鶴庁舎＊

新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊

南相馬市原町区三島町 南相馬市原町区高見町＊

福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊

富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊ 浪江町幾世橋

いわき市平四ツ波＊ いわき市錦町＊

いわき市平梅本＊ 相馬市中村＊

福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊ 本宮市白岩＊

いわき市小名浜 いわき市三和町

福島伊達市前川原＊ 福島伊達市梁川町＊

福島伊達市保原町＊ 福島伊達市霊山町＊

古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町 田村市大越町＊

田村市常葉町＊ 田村市滝根町＊

中島村滑津＊ 矢吹町一本木＊ 棚倉町棚倉中居野

玉川村小高＊ 平田村永田＊ 浅川町浅川＊

大玉村曲藤 大玉村玉井＊ 鏡石町不時沼＊

天栄村下松本＊ 西郷村熊倉＊ 泉崎村泉崎＊

二本松市金色＊ 二本松市油井＊ 二本松市針道＊

桑折町東大隅＊ 国見町藤田＊ 川俣町樋ノ口＊

須賀川市八幡山＊ 須賀川市長沼支所＊

須賀川市岩瀬支所＊ 須賀川市牛袋町＊

白河市郭内 白河市新白河＊ 白河市八幡小路＊

白河市東＊ 白河市表郷＊ 白河市大信＊



東京都

神奈川県

山梨県

長野県

○17時22分津波警報を発表

津波警報　宮城県

津波注意報　青森県太平洋沿岸、岩手県、福島県、茨城県

○19時20分津波警報及び津波注意報解除

○津波情報（津波観測に関する情報）

場所によっては、検潮所で観測した津波の高さより更に大きな津波が到達し

ていることが考えられます

今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます

　７日１８時４４分現在、検潮所での観測値は次のとおりです

大船渡　　　　　　第１波　　　　　　　　　　　　　（第１波識別不能）

　　　　　　　　　最大波　　７日１８時１０分　　　　　０．２ｍ

久慈港　　　　　　第１波　　７日１８時１６分　（－）　０．２ｍ

　　　　　　　　　最大波　　７日１８時２６分　　　　　０．２ｍ

石巻市鮎川　　　　第１波　　７日１７時５８分　（－）　０．３ｍ

　　　　　　　　　最大波　　７日１８時０２分　　　　　１．０ｍ

宮城金華山沖＊　　第１波　　７日１７時４８分　　　　　（不明）

相馬　　　　　　　第１波　　７日１８時３１分　（－）　０．１ｍ

　　　　　　　　　最大波　　７日１８時３８分　　　　　０．４ｍ

○阿武隈川及び名取川の河口水位観測所において19時前後に

１０～３０cm程度の水位変動。

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

○宮城県庁にリエゾンを２名派遣。（１８：３０）

忍野村忍草＊

長野南牧村海ノ口＊

横浜戸塚区鳥が丘＊ 横浜緑区鴨居＊

小田原市荻窪＊

横浜西区浜松町＊ 横浜中区山下町＊

横浜中区山吹町＊ 横浜港北区日吉本町＊

町田市中町＊

横浜神奈川区神大寺＊ 横浜神奈川区広台太田町＊

東京足立区神明南＊ 東京足立区千住中居町＊

東京江戸川区中央 東京江戸川区船堀＊

東京荒川区荒川＊ 東京荒川区東尾久＊

東京板橋区高島平＊ 東京板橋区相生町＊

東京渋谷区本町＊ 東京杉並区桃井＊

東京杉並区高井戸＊ 東京北区赤羽南＊

白井市復＊ 鋸南町下佐久間＊

東京江東区森下＊ 東京江東区塩浜＊

成田国際空港 柏市旭町 市原市姉崎＊

浦安市猫実＊ 印西市大森＊ 印西市笠神＊

香取市役所＊ 香取市羽根川＊ 千葉中央区都町＊

野田市鶴奉＊ 野田市東宝珠花＊ 成田市花崎町



４．海上保安庁の対応

○当庁巡視船艇２３隻及び航空機４機により被害調査中。

５．人的被害

○負傷者　軽傷６名（警察庁調べ　18:45時点）

６．所管施設等の状況

○河川

直轄河川　北上川水系雫石川、阿武隈川水系阿武隈川、久慈川水系久慈川、那珂川水系那珂川

については点検中

※県管理河川については調査中。

○管理ダム　　（12月7日 20:00現在）

点検対象となっている北海道開発局管内、東北地方整備局管内、関東地方整備局管内、

北陸地方整備局管内の直轄10ダム、補助49ダム、利水87ダムの内、直轄10ダム、補助38

ダム、利水12ダムについて一次点検が終了し、現在のところ異常等の報告はありません。

注）なお、以下のダムのうち、気象庁震度階が4で、かつ最大加速度が25gal未満のダム

　　については、次開庁日に通常の点検と合わせて臨時点検を実施する予定です。

〔点検対象ダム〕

●直轄管理10ダム 北上川水系：四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、

鳴子ダム、胆沢ダム

名取川水系：釜房ダム

阿武隈川水系：七ヶ宿ダム、三春ダム、摺上川ダム

●県管理49ダム 北海道：浦河ダム

青森県：遠部ダム、下湯ダム、川内ダム、久吉ダム、浅虫ダム、

世増ダム

 岩手県：遠野ダム、滝ダム、綱取ダム、入畑ダム、日向ダム、

早池峰ダム、綾里川ダム、鷹生ダム、遠野第二ダム

宮城県：大倉ダム、花山ダム、樽水ダム、漆沢ダム、七北田ダム、

南川ダム、化女沼ダム、荒砥沢ダム、宮床ダム、惣の関ダム、

上大沢ダム、小田ダム、払川ダム

秋田県：岩見ダム、協和ダム、板戸ダム

山形県：白水川ダム、月光ダム、綱木川ダム

福島県：真野ダム、高柴ダム、四時ダム、小玉ダム、堀川ダム、こまちダム

茨城県：十王ダム、竜神ダム、花貫ダム、水沼ダム、小山ダム　

栃木県：松田川ダム

群馬県：桐生川ダム

埼玉県：権現堂調節池

●利水87ダム 青森県内：11ダム

岩手県内：26ダム

宮城県内：14ダム

秋田県：2ダム

山形県内：3ダム

福島県内：20ダム

茨城県内：2ダム

栃木県内：2ダム、

群馬県内：4ダム



千葉県内：3ダム

○土砂災害　（12月7日20:00現在）

●土砂災害警戒情報の発表状況

発表なし

●土砂災害に関わる避難勧告等の状況

避難勧告等なし

●土砂災害危険箇所

点検対象箇所なし

●土砂災害発生状況

・現時点で土砂災害に関する被害の情報無し

○海岸（12月7日20:00現在）

・補助海岸　北海道　新冠、浦河海岸について一次点検終了

　　　　　　　　保田、八幡姉ヶ崎、浦安海岸については一次点検中

・その他直轄海岸及び補助海岸については翌朝より一次点検開始。

○道路（12月7日20:00現在）

●高速

全区間で通行止め解除、パトロールも全て異常なし

＜通行止め＞

北関東道　真岡ＩＣ～茨城町西ＩＣ（１９：１５解除）

東北道　本宮ＩＣ～郡山ＩＣ（１８：５５解除）

磐越道　郡山東ＩＣ～磐梯熱海ＩＣ（１８：５５解除）

仙台東部道　亘理ＩＣ～仙台港北ＩＣ（２０：００解除）

常磐道　山元ＩＣ～亘理ＩＣ（２０：００解除）、岩間ＩＣ～北茨城ＩＣ（１９：１５解除）

＜特別巡回＞

ネクスコ東日本（１７：１８～１９：０７）全て異常なし

東北道（浦和ＩＣ～白河ＩＣ）、

常磐道（柏ＩＣ～岩間ＩＣ、北茨城ＩＣ～いわき勿来ＩＣ）、

圏央道（つくば中央ＩＣ～稲敷ＩＣ）、

北関東道（太田桐生ＩＣ～真岡ＩＣ、茨城町西ＩＣ～茨城町ＪＣＴ、水戸南～茨城町ＪＣＴ）、

東水戸道路（水戸南ＩＣ～ひたちなかＩＣ）、

東関東道（茨城町ＪＣＴ～茨城空港北ＩＣ）

青森県道路公社（１７：３０～１８：４２）

　みちのく有料道路　異常なし

　第二みちのく有料道路　異常なし

千葉県道路公社（１７：３４～１８：４９）

　千葉外房有料道路　異常なし

　東総有料道路　異常なし

　東金九十九里有料道路　異常なし

　銚子新大橋有料道路　異常なし



栃木県道路公社（１７：３０～１８：５１）

　日塩有料道路　異常なし

　鬼怒川有料道路　異常なし

　宇都宮鹿沼道路　異常なし

　日光宇都宮道路　異常なし

茨城県道路公社（１７：２０～１８：００）

　下総利根大橋有料道路　異常なし

　日立有料道路　異常なし

　水海道有料道路　異常なし

　常陸那珂有料道路　異常なし

　若草大橋有料道路　異常なし

首都高速道路（１７：１８～１９：４０）　

　全２５路線　異常なし

●直轄

札幌開発建設部

（国道12号、国道275号、国道337号）

＞17時35分パト開始、点検中

函館開発建設部

（国道5号、国道227号、国道228号、国道278号、国道279号）

＞17時41分パト開始、点検中

室蘭開発建設部

（国道234号、国道235号、国道236号、国道274号、国道336号）

＞17時40分パト開始、点検中

帯広開発建設部

（国道38号、国道242号、国道274号、国道336号、黒松内釧路線）

＞17時35分パト開始、点検中

釧路開発建設部

（国道38号、国道44号、国道240号、国道241号、国道274号）

＞17時34分パト開始、点検中

東京国道

（R4）＞17時40分パト開始、18時35分パト完了、異常なし

（R14）＞17時40分パト開始、点検中

（R17）＞17時42分パト開始、18時30分パト完了、異常なし

（R20）＞18時00分パト開始、点検中

（R357）＞18時08分パト開始、点検中

横浜国道

（R1）＞17時40分パト開始、点検中

（R15）＞17時40分パト開始、点検中

（R16）＞17時40分パト開始、点検中

（R246）＞17時40分パト開始、点検中



（R357）＞17時40分パト開始、点検中

（R409）＞17時40分パト開始、点検中

宇都宮国道

（R4）＞17時25分パト開始、点検中

（R50）＞17時25分パト開始、19時08分パト完了、異常なし

千葉国道

（R6）＞17時34分パト開始、点検中

（R16）＞17時34分パト開始、点検中

（R51）＞17時35分パト開始、点検中

（R126）＞17時45分パト開始、点検中

（R127）＞17時55分パト開始、点検中

（R357）＞17時35分パト開始、点検中

常陸河川国道

（R6）＞17時20分パト開始、19時21分パト完了、異常なし

（R50）＞17時23分パト開始、19時00分パト完了、異常なし

（R51）＞17時23分パト開始、18時45分パト完了、異常なし

相武国道

（R16）＞17時35分パト開始、19時00分パト完了、異常なし

大宮国道

（R4）＞17時40分パト開始、点検中

（R16）＞17時34分パト開始、点検中

（R17）＞17時34分パト開始、点検中

高崎河川国道

（R17）＞17時35分パト開始、19時10分パト完了、異常なし

（R18）＞17時35分パト開始、17時56分パト完了、異常なし

（R50）＞17時33分パト開始、18時30分パト完了、異常なし

甲府河川国道

（R20（中央道通行止並行区間））＞17時35分パト開始、18時23分パト完了、異常なし

北首都国道

（R298）＞17:45パト開始、点検中

首都国道

（R298）＞17:30パト開始＞17:55パト完了、異常なし

●県管理

《北海道》＞17時45分パト開始、点検中

《青森県》＞17時40分パト開始、点検中

《岩手県》＞17時30分パト開始、点検中

《宮城県》＞17時30分パト開始、点検中



《秋田県》＞17時35分パト開始、点検中

《山形県》＞17時35分パト開始、点検中

《福島県》＞17時30分パト開始、点検中

《仙台市》＞17時45分パト開始、点検中

《東京都》＞17時35分パト開始、点検中

《神奈川県》＞17時25分パト開始、18時55分パト完了、異常なし

《埼玉県》＞17時25分パト開始、点検中

《千葉県》＞17時30分パト開始、点検中

《栃木県》＞17時30分パト開始、点検中

《群馬県》＞17時55分パト開始、点検中

《茨城県》＞17時30分パト開始、点検中

《山梨県》＞17時30分パト開始、18時25分パト完了、異常なし

《長野県》＞17時30分パト開始、点検中

《さいたま市》＞17時43分パト開始、点検中

《横浜市》＞17時42分パト開始、点検中

《千葉市》＞17時25分パト開始、19時20分パト完了、異常なし

○鉄道関係　（12月7日20:00現在）
・５事業者２１路線　運転中止

釜石線 花巻駅～釜石駅間 7 17:18

大船渡線 一ノ関駅～気仙沼駅間 7 17:18

東海道新幹線 全線 7 17:18 7 17:32

大湊線 野辺地駅～大湊駅間 7 17:18

八戸線 八戸駅～久慈駅間 7 17:18

山田線 盛岡駅～宮古駅間

上越新幹線 全線 7 17:18 7 17:43

北陸新幹線 全線 7 17:18 7 17:43

東北新幹線 北上駅～新青森駅間 7 17:18
20:50頃再開見込み
駅間停車なし

東北新幹線 東京駅～北上駅間 7 17:18 7 17:43

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
日 時刻 日 時刻

7 17:18



○自動車関係（12月7日20:00現在）

【バスの運休状況】 ７事業者運休中（うち高速路線３事業者５路線）

○海事関係　（12月7日20:00現在）

・所管施設等の被害情報なし。

・旅客船事業者の被害状況は以下のとおり
被害状況運航状況航路名事業者名

網地島ライン(株) 石巻～長渡 発災時運航なし なし
シーパル女川汽船(株) 女川～江島 発災時運航なし なし

川崎近海汽船（株） 八戸～苫小牧 運航再開 なし
大島汽船(株) 浦ノ浜～気仙沼 運休 なし
塩竃市 塩竃～朴島 運航再開 なし

〃 相馬管内の一般路線 全部運休

新常磐交通㈱ 沿岸部の一般路線 全部運休

〃 名取市内の一般路線 全部運休

仙台市交通局 沿岸部の一般路線 一部運休 沿岸部～内陸

福島交通㈱ 相馬～仙台 全部運休

㈱ミヤコーバス 石巻～仙台 全部運休

〃 気仙沼～仙台 一部運休 気仙沼～矢本

〃 気仙沼市内の一般路線 全部運休

岩手県北自動車㈱ 沿岸部の一般路線 全部運休

宮城交通㈱ 大船渡～仙台 全部運休

〃 相馬～仙台 全部運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

○東北運輸局管内

岩手県交通㈱ 沿岸部の一般路線 全部運休

ひたちなか海浜鉄道 湊鉄道線 全線 7 17:18 7 18:20
鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 全線 7 17:18 7 18:01

阿武隈急行 阿武隈急行線 全線 7 17:18

仙台空港鉄道 仙台空港線 全線 7 17:18

仙台臨海鉄道

臨海本線 全線 7 17:18

仙台埠頭線 全線 7 17:18

仙台西港線

IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 盛岡駅～奥中山高原駅
間

7 17:18

山形鉄道 フラワー長井線 全線 7 17:18 7 19:30

磐越西線 会津若松駅～郡山駅間 7 17:18

三陸鉄道 北リアス線 全線 7 17:18 7 19:26

奥羽線 福島駅～新庄駅間 7 17:18

磐越東線 船引駅～郡山駅間 7 17:18

東北線 白河駅～石越駅間 7 17:18

常磐線 亘理駅～岩沼駅間 7 17:18

石巻線 小牛田駅～渡波駅間 7 17:18

仙石線
あおば通り駅～高城町

駅間
7 17:18

陸前小野駅～石巻駅間 7 17:18

花輪線 松尾八幡平駅～安比高原駅間 7 17:18

陸羽東線 小牛田駅～新庄駅間 7 17:18

ＪＲ東日本

全線 7 17:18



○港湾関係（12月7日20:00現在）

・点検中。現時点において被害情報なし。

○航空関係（12月7日20:00現在）

・仙台空港は津波警報解除を受け、２０：１０運用再開。

・その他空港施設等異常なし。

○物流関係（12月7日20:00現在）

営業倉庫・トラックターミナルに関する被害情報なし。

○観光関係　（12月7日 20:00現在）

ホテル・旅館に係る被害情報なし。

○公園施設（12月7日20:00現在）

・現時点で、被害報告なし

○下水道（12月7日20:00現在）

・現時点で、施設被害報告なし

○官庁施設　　（12月7日18:30現在）

・被害無し

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２３

直　通：　０３－５２５３－８４６１

商船三井フェリー(株) 大洗～苫小牧 運航再開 なし

太平洋フェリー(株) 名古屋～仙台～苫小牧
21時入港予定
その後運航再

開
なし

シィライン(株) 青森～佐井 運休 なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　神林


