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【これは速報であり、数値等は今後も変わることがある】 

福島県沖を震源とする地震について 

平成 28 年 11 月 22 日(14：00)現在 

官 邸 対 策 室  

１．地震の概要（気象庁） 

（１）発生日時  平成28年11月22日 05：59 

（２）震源及び規模（推定） 

福島県沖（北緯37.4度、東経141.6度）、深さ 25km、マグニチュード7.4（暫定値） 

  ※「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震 

（３）各地の震度（震度５弱以上） 

・震度５弱 福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部、栃木県北部 

（４）津波 

・12:50 津波注意報はすべて解除 

（５）津波観測に関する情報（12:50現在） 

07：54 岩手県 久慈港     0.8ｍ 

07：39 宮城県 石巻市鮎川   0.8ｍ 

08: 11 宮城県 石巻港     0.8ｍ 

   08：03 宮城県 仙台港     1.4ｍ 

07：06 福島県 相馬      0.9ｍ 

   06：49 福島県 いわき市小名浜 0.6ｍ 

07：08 茨城県 大洗      0.5ｍ 

２．政府の主な対応 

06：02 官邸連絡室設置 

06：17 総理指示 

１．国民に対し、津波、避難等に関する情報提供を適時的確に行うこと 

２．早急に被害状況を把握すること 

３．自治体とも緊密に連携し、政府一体となって、被災者の救命・救助等の 

災害応急対策に全力で取り組むこと 

06：45 官邸対策室に改組 

07：15 緊急参集チーム協議開始 

07: 19 総理会見（日本時間） 

07: 39 官房長官会見 

07：46 緊急参集チーム協議確認事項 

１． 被害情報の収集に万全を期すとともに、人命救助を最優先に、住民の避難、 

被災者の救援救助活動に全力を尽くす。  

２． 津波の状況について情報の収集・分析を行い、あらゆる手段を活用し、国

民や地方自治体、関係機関が適切に判断し行動できるよう、的確に情報を
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提供する。特に津波は、第１波よりも第２波、第３波等、あとから到達す

る波が大きくなることがあることを周知・徹底する。 

３．関係機関・地方自治体との連絡調整を密接に行い、住民の避難に万全を期 

す。 

 ４．交通規制、水門の閉鎖など、被害を最小限とするための対策に万全を期す。

５．津波による被害が発生した場合においては、被災地域における被害情報の 

収集と被災者の救出・救助に全力を挙げる。  

６．引き続き、地方自治体との的確な連携を図るとともに、関係省庁の連携を 

密にし、政府一体となって適切に対応する。 

08：06 緊急参集チーム協議終了 

09: 55 官房長官会見 

３．被害状況（未確認情報を含む） 

（１）人的被害（警察庁 22日 14:00現在） 

 ・重傷者 3名（福島県 2名、千葉県 1名） 

・軽傷者 7名（福島県 4名、千葉県 3名） 

（２）物的被害（消防庁 22日 14:00現在、海保庁 22日 13:30現在） 

・一部破損 1棟 

・大浜漁港、菖蒲田漁港内及び潜ヶ浦内に転覆船（計 17隻、人的被害なし） 

※参考（警察庁 22日 14:00現在） 

・茨城県日立市の川尻漁港で自動車等９台が浸水 

（３）原子力発電所関係（原子力規制庁 14:00現在）  

 ●原子力発電所 

発電所名 
(電力会社) 

立地市町村 状況 
立地市町村震度 
（立地県震度） 

女川（東北） 
宮城県石巻市、 

女川町 
異常なし ４（４） 

福島第一（東京） 福島県楢葉町、 
大熊町、富岡町、 

双葉町 

異常なし 
大熊４、双葉５弱

（５弱） 

福島第二（東京） 
異常なし 

（注） 

楢葉５弱、富岡４

（５弱） 

東海（日本原電） 茨城県東海村 異常なし ４（５弱） 

東海第二（日本原電） 茨城県東海村 異常なし ４（５弱） 

  （注）福島第二原子力発電所 ３号機  

     使用済核燃料プール冷却装置は一時停止したが、7:47に機能回復 

 

●原子力サイクル施設 

サイト 立地市町村 状況 
立地市町村震度 
（立地県震度） 

核サ研（再処理） 
茨城県東海村 

異常なし ４（５弱） 

東海（加工・使用） 異常なし ４（５弱） 
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三菱原子燃料（加工・

使用） 

茨城県東海村、 

那珂市 

異常なし 
４（５弱） 

大洗（廃棄物管理） 茨城県大洗町 異常なし ３（５弱） 

 

●その他廃止措置中の原子力発電所（実用炉）、試験炉、使用施設 

サイト 立地市町村 状況 
立地市町村震度 
（立地県震度） 

東海 

（実用炉（廃止措置

中）） 

茨城県東海村 

異常なし ４（５弱） 

原科研（使用） 異常なし ４（５弱） 

弥生（試験） 異常なし ４（５弱） 

東大大学院（使用） 異常なし ４（５弱） 

東海（使用） 異常なし ４（５弱） 

ニュークリア・ディベ

ロップメント（使用） 
異常なし ４（５弱） 

大洗（試験）（南） 
茨城県大洗町 

異常なし ３（５弱） 

日本核燃料開発（使用） 異常なし ３（５弱） 

 

（４）ライフライン関係（経済産業省 13:30現在）（総務省 13:10現在） 

（厚生労働省 13:30現在） 

●電力関係 

・8:37 停電解消 

・勿来（なこそ）火力発電所９号機（福島県いわき市所在）（石炭火力：60 万㎾）が緊

急停止。 

ただし、他発電所からの電力融通により予備力は十分にあり供給支障は生じていない。

再起動し系統への接続開始は 22日 14時の見込み。 

●ガス 

・被害情報なし 

●水道関係 

・断水戸数 64戸（宮城県仙台市） 

●高圧ガス・火薬類 

・いわき市の（株）クレハの研究棟で 6 時 17 分小火が発生、6 時 40 分鎮火。人的被害

なし。 

●通信・放送関係 

・被害なし 

 

（５）鉄道関係（国土交通省 12:50現在）  

・新幹線 被害なし 

・在来線 ２事業者９路線 運転休止 
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（６）道路関係（国土交通省 12:50現在） 

   ・高速道路 通行止め解除 

・直轄国道 通行止め解除 

（７）自動車関係（国土交通省 12:50現在） 

・高速バス ５事業者 11路線運休又は一部運休 

・路線バス ４事業者 25路線運休又は一部運休 

（８）海事関係（国土交通省 12:50現在） 

・５事業者５航路で運休、２事業者２航路運行再開 

（９）空港関係（国土交通省 12:50現在）  

   ・福島空港：震度４ 点検の結果異常なし 

・仙台空港：震度４ 点検の結果異常なし 

・百里空港：震度４ 点検の結果異常なし 

   ・その他の空港 異常なし  

４．各省庁の対応 

●海上保安庁（22日 13:30現在） 

  06：02 海上保安庁対策室設置  

  06：08 航行警報発出  

  06：15 海上保安庁対策本部に改組  

対応勢力（巡視船艇 30隻、航空機６機） 

被害状況調査実施中 

●気象庁 

  08：06 気象庁会見  

  11：00 気象庁会見 

 ●警察庁（22日 14:00現在） 

  06：00 災害情報連絡室設置 

  06：45 災害警備本部に改組 

  東北管区内の広域緊急援助隊 144名に待機を指示 

住民等への避難広報を実施 

    東北管区広域緊急援助隊 待機解除 

 ●消防庁 

  05：59 消防庁災害対策室設置 

  06：55 消防庁災害対策本部へ改組 

 ●防衛省（22日 13:50現在）  

  06：02 防衛省災害対策連絡室設置  

  06：20 防衛大臣から指示 

  06：45 防衛省災害対策室へ改組 

  ・活動規模 

航空機 20機（活動中１機）、人員約 10名、車両約５両 

・リエゾン派遣 

青森県庁、岩手県庁、宮城県庁、福島県庁、栃木県庁、三沢市役所、東通村役場、
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八戸市役所、むつ市役所、久慈市役所、いわき市役所、南相馬市役所等へ、陸自第

44 普通科連隊（福島）、福島地方協力本部、青森地方協力本部、岩手地方協力本部

から派遣 

 ●国土交通省（22日 12:50現在）  

  05：59 警戒体制(東日本大震災の非常体制を継続中) 

  06：05 国土交通大臣から指示 

・リエゾン派遣 

東北地方整備局から３県（福島県、宮城県、岩手県）に６名派遣 

 ●厚生労働省（22日 13:00現在） 

  07：00 厚生労働省災害情報連絡室設置 

 ●総務省（22日 13:10現在） 

  ・災害用伝言板及び災害用音声お届けサービスを運用中（ドコモ、KDDI、ソフトバンク） 

 


