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福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について 

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 
 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 
０ ９ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

１ 地震の概要（気象庁情報:3 月 17日 09:00 現在） 

(１) 発生日時 

○令和 4年 3月 16 日 23時 36分 

(２)震源及び規模（暫定値） 

○場所：福島県沖（北緯 37度 41.8 分、東経 141度 37.3 分） 

○規模：マグニチュード 7.4（暫定値） 

○震源の深さ：57ｋｍ（暫定値） 

(３)各地の震度（震度 5弱以上） 
宮城県 震度６強 登米市 蔵王町  

    震度６弱 石巻市 名取市 角田市 岩沼市 栗原市 東松島市  

         大崎市 大河原町 宮城川崎町 亘理町 山元町 涌谷町  

    震度５強 仙台市 塩竈市 白石市 多賀城市 富谷市 村田町 

         柴田町 丸森町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 

         大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町 宮城美里町 

         女川町  

    震度５弱 気仙沼市 七ヶ宿町 南三陸町  

福島県 震度６強 相馬市 南相馬市 国見町  

    震度６弱 福島市 二本松市 田村市 福島伊達市 桑折町 天栄村 

         楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 飯舘村  

    震度５強 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 本宮市 川俣町 

         大玉村 鏡石町 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 玉川村  

         浅川町 古殿町 福島広野町 川内村 葛尾村  

    震度５弱 猪苗代町 会津美里町 矢祭町 石川町 平田村 三春町  

         小野町  

岩手県 震度５強 一関市 奥州市 矢巾町  

    震度５弱 盛岡市 大船渡市 花巻市 北上市 遠野市 釜石市 

         金ケ崎町 平泉町 住田町 普代村 野田村  

山形県 震度５強 中山町  

    震度５弱 米沢市 酒田市 上山市 天童市 山辺町 河北町 最上町  

         高畠町 山形川西町 白鷹町  

青森県 震度５弱 おいらせ町 階上町  

秋田県 震度５弱 横手市 大仙市  

茨城県 震度５弱 水戸市 日立市 土浦市 常陸太田市 北茨城市 笠間市  

         ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 小美玉市  

         茨城町 城里町 東海村 大子町  

栃木県 震度５弱 市貝町 高根沢町 那須町 栃木那珂川町  

新潟県 震度５弱 南魚沼市 
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(４)津波 

○津波注意報：宮城県、福島県 

（３月 16日 23時 39 分発表、３月 17日 05時 00分すべて解除） 

(５)地震活動の状況 

○今回の地震発生後、３月 17日 8時 00分現在、震度１以上を観測した地震が 14回発生（震度

４：１回、震度２：６回、震度１：７回）。 

(６)今後の気象の見通し 

○17 日から 18 日明け方までは、東北太平洋側では晴れまたは曇りの天気となり、東北日本海側

では所により雪の降るところがある。 

○18 日から雨や雪が予想されており、今回の地震で揺れの大きかったところでは、地盤が緩ん

だり、積雪が不安定となっている可能性があり、土砂災害やなだれが発生するおそれがあるため

注意・警戒。 

○19 日から 20 日にかけて発達する低気圧の影響で、北日本を中心に荒れた天気となる見込み。

暴風や大雪に注意・警戒。 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報:3 月 17日 09:00現在） 

(１)人的・建物被害 
 

都道府県 

人 的 被 害 住 家 被 害 

死者 

行 方 

不明

者 

負 傷 者 

合計  全壊  半壊  
一部 

破損  

床上 

浸水  

床下 

浸水  
合計  

重傷 軽傷 
程度

不明 

人 人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

岩手県    4  4       

宮城県 1   20 38 59   6   6 

秋田県    1  1   1   1 

山形県   1 1  2       

福島県 1  3 33  37       

茨城県    2  2       

栃木県    2  2       

埼玉県    1  1       

山梨県    1  1       

合 計 2  4 65 38 109   7   7 

※宮城県の被害状況については、消防本部情報 

３ 避難等の状況（内閣府情報：3月 17 日 07:30 現在） 

避難所・避難者数 

 

都道府県 避難所数 避難者数 
 

宮城県 160 1,270  

福島県 95 398  

合 計 255 1,668  
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一時滞在施設の開設状況（内閣府情報：3月 17日 09:00現在） 

一時滞在施設の開設情報なし。 

４ その他の状況 

(１)ライフラインの状況 

電力（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○東北電力管内停電総数：約 33,600戸 <最大：約 148,100戸> 

青森県 停電解消 

岩手県 停電解消 

宮城県 約 4,700 戸 

山形県 約 200 戸 

福島県 約 28,800 戸 

新潟県 停電解消 

※大半については本日中に供給支障は解消する見込み。ただし，配電系統の状況によって

は，復旧が遅れるエリアがある見込み。 

○東京電力管内停電総数：停電解消（17日 02：52） <最大：約 2,085,430戸> 

茨城県：停電解消 

栃木県：停電解消 

群馬県：停電解消 

埼玉県：停電解消 

千葉県：停電解消 

東京都：停電解消 

神奈川県：停電解消 

山梨県：停電解消 

静岡県：停電解消 

○発電所の停止状況は以下のとおり。 

○東北電力株式会社 

＜火力＞ 

原町火力発電所 火力（石炭）１号機 1000000kw（設備確認中、復旧未定） 

新仙台火力発電所 火力（ガス）３－１号機 523000kw（17 日復旧見通し） 

※新仙台火力発電所 火力（ガス）３－２号機 523000kw（復旧済み） 

 
＜水力＞ ※いずれも設備確認中、復旧未定 

岩手２個所：世田米, 附馬牛 

秋田２個所：鳥海川第二,鳥海川第一 

宮城７個所：碁石川,横川,関,刈田,蔵本,釜房,大堀 

福島１個所：石伸 

新潟１個所：湯之谷 

※福島９個所：川前,鹿又川,夏井川第二,大利第二,高瀬川,奥川第一,移川,青石,木戸川第三 

が復旧 

 
○相馬共同火力 
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新地火力発電所 １号機 1000000ｋW（設備確認中、復旧未定） 

 
○福島ガス発電 

福島天然ガス発電所 火力（ガス）1 号機 590000kw（復旧見通し未定） 

福島天然ガス発電所 火力（ガス）2 号機 590000kw（復旧見通し未定） 

 
○日立造船株式会社 

茨城工場第一発電所 ３号機 112300kw（17 日復旧見通し） 

 
○ENEOS株式会社 

根岸ガス化複合発電所 火力（石油）431450kw（状況確認中） 

 
○JERA 

広野火力発電所 火力（石炭） 広野５号機 600000kw（設備確認中、復旧未定） 

広野火力発電所 火力（石炭） 広野６号機 600000kw（設備確認中、今日・明日の普及は困

難な見込み） 

 
○新日本製鐵株式会社 

釜石火力発電所 火力（石炭） 136000kw（18 日復旧見通し） 

 
○電力需給については以下のとおり。 

○東京エリア 

東北エリアへ需給ひっ迫融通を 300MW～900MW 程度実施しても安定供給が維持できる見通し 

 
○東北エリア 

需給状況を改善させるため、2 時 30 分～6 時 00 の間で最大 1400MW（北海道 300MW,東京

1100MW）の需給ひっ迫融通を行った。 

6 時 00 分～11 時 00 の間で最大 1000MW（北海道 100MW,東京 900MW）の需給ひっ迫融通を行う

予定。 

追加供給力として東新潟火力 3-6 号機(約 200MW),5-1号機(約 50MW)を立ち上げ、送電網に接

続。 

本日 11 時以降の需給ひっ迫融通は不要な見通し。 

 

水道（厚生労働省情報：3月 17日 08:30現在） 

(i)断水の状況 
○岩手県、宮城県、福島県、埼玉県内の７事業者において、約 4,311 戸が断水中。(これまでに

岩手県、宮城県、福島県、埼玉県の 11事業者において最大断水戸数※約 12,311 戸、うち約

8,001戸が解消済み）。 
各市町村の最大断水戸数の合計 

 
 

県・市町村 

・事業者名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

最大 現在 

【岩手県】 

一関市 

 

56 

 

56 

 

3/16～ 

 

・配水管の損壊による断水 
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県・市町村 

・事業者名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

最大 現在 

【宮城県】 

栗原市 

 

30 

 

30 

 

3/16～ 

 

・配水管の損壊による断水 

 

仙台市 2,085 2,085 3/16～ ・緊急遮断弁の作動による断水 

・応急給水準備中 

蔵王町
ざおうまち

 
約70 約70 3/16～ ・断水（詳細は確認中） 

 

【福島県】 

富岡町 

 

約70 

 

約70 

 

3/16～ 

 

・水道管の損壊による断水 

・応急給水準備中 

楢葉町
ならはまち

 
約2,000 約2,000 3/16～ ・水道管の損壊による断水 

・応急給水準備中 

【埼玉県】 

草加市
そうかし

 

 

不明 

 

不明 

 

3/16～ 

 

・停電による断水 

・復旧作業中 

合計 約4,311 約4,311   

 
断水解消済み 

【福島県】 

伊達市 

 

約8,000 

 

0 

 

3/16～17 

 

・緊急遮断弁の作動による断水 

（復旧済み） 

福島市 不明 0 3/16～17 ・緊急遮断弁の作動による断水 

（復旧済み） 

【福島県】 

国見町
くにみまち

 

 

1 

 

0 

 

3/16～17 

 

・公立藤田総合病院の受水槽が破損し断

水（復旧済み） 

【千葉県】 

浦安市 

 

不明 

 

0 

 

3/16～17 

 

・停電による断水（復旧済み） 

 

通信関係（総務省情報：3月 17日 09:00現在） 

 
 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT東日本 ・被害なし 

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

KDDI ・被害なし 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTTﾄﾞｺﾓ 

・４市の一部エリアに支障あり 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり 

福島県（４市） 

福島市、伊達市、二本松市、南相馬市 

※役場エリアに支障なし 

※合計４局停波 

（内訳） 

福島県 ４局 

KDDI(au) 

・エリア支障なし 

※合計26→33局停波 

（内訳） 

宮城県 13→8局、福島県13→25局、 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 
・エリア支障なし→５市町の一部エリアに支障あり 

 ※支障エリアを含む自治体は以下のとおり 
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  宮城県（３市町） 

   白石市、村田町、川崎町 

  福島県（２市） 

   相馬市、南相馬市 

 ※役場エリアに支障なし 

※合計70→80局停波 

（内訳） 

岩手県 １局、宮城県 26→29局、福島県 38→45局、 

茨城県 ２局、栃木県 １局、東京都 １局、 

山梨県 １局 

楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ・被害なし 

（注１）事業者が把握可能な通信ビルの被害情報を記載。 

（注２）停波の原因は調査中。「役場エリア」とは、市町村役場（本庁舎）をカバーするエリア。 

○防災行政無線 

都道府県防災行政無線：被害情報なし 

市町村防災行政無線 ：被害情報なし 
自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

都市ガス（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○都市ガス・簡易ガスについて、現時点で供給支障なし。 

石油資源開発（株）相馬 LNG 基地：停電があったため、製造を停止中。現状は保安措置として

点検、安全確認を実施中。新潟の日本海 LNG からのバックアップにより都市ガスの供給支障は

なし。 

熱供給事業（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○熱供給事業について、供給支障はすべて解消。 

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）幕張新都心インターナショナルビジネス地

域：供給再開済み。 

東京都市サービス（株）幕張新都心ハイテクビジネス地域：供給再開済み。 

みなとみらい二十一（株）：みなとみらい２１地区 供給再開済み。 

丸の内熱供給（株）：供給再開済み。 

池袋地域冷暖房（株）：供給再開済み。 

ＬＰガス（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○現時点で被害情報なし 

高圧ガス・火薬類（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○現時点で、高圧法及び石災法に係る設備における被害情報なし。 

○現時点で、鉱山及び火薬関係での被害情報なし。 

製油所・油槽所（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○製油所・油槽所についての被害状況は以下のとおり。 

＜油漏洩＞ 

ENEOS㈱仙台製油所：所内の重油タンクから重油の漏洩を確認し、現在漏洩防止作業を実施

中。現時点で海上への漏洩は確認されていない。 

ENEOS㈱川崎製油所：脱硫装置から灯油約１００リットルが防油堤内に漏洩。バキュームにて

処置し、４時２０分措置完了。漏洩停止。海上漏洩無し。負傷者無し。 

＜装置の停止＞ 

ENEOS㈱仙台製油所：安全停止装置が作動したが、現時点で火災や爆発等はなし 
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ENEOS㈱川崎製油所：東京電力管内の停電があった影響で複数の装置が停止中だが、現時点で

火災や爆発等はなし 

ENEOS㈱根岸製油所：東京電力管内の停電があった影響で一部装置が停止中だが、現時点で火

災や爆発等はなし 

大阪国際石油精製㈱千葉製油所：東京電力管内の停電があった影響で全装置が停止中だが、現

時点で火災や爆発等はなし。 

ＳＳ（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○現時点で被害情報なし。 

放送関係（総務省情報：3月 17日 09:00現在） 

 地上波（テレビ・ラジオ） 

(i)テレビ 
 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

宮城県村田町 

（村田中継局） 

日本放送協会 

仙台放送 
地震による機器破損 2,800世帯 復旧済 

 
(ii)ラジオ 
 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

福島県郡山市 

（郡山FM補完中継

局） 

ラジオ福島 確認中 244,433世帯 停波 

福島県南相馬市 

（原町局） 
ラジオ福島 

地震の影響による送

信機保護のための自

動停止 

97,302世帯 復旧済 

 

(２)原子力施設関係（原子力規制庁情報: 3月 17日 08:00現在） 

○異常なし。 

(３)道路（国土交通省情報：3月 17日 07:00現在） 

高速道路 

○通行止め区間 8路線で通行止め 

E4 東北道（本宮 IC～一関 IC）（段差等８） 

E6 常磐道（常磐富岡 IC～亘理 IC）（段差等４２） 

E6 仙台東部道路（亘理 IC～仙台港北 IC） 

E45 三陸道（仙台港北 IC～陸前高田長部 IC） 

E48 仙台南部道路（若林 JCT～仙台南 IC） 

E48 仙台北部道路（利府 JCT～富谷 IC） 

E48 山形道（村田 JCT～宮城川崎 IC） 

E13 東北中央道（福島 JCT～米沢北 IC） 

（相馬 IC～桑折 JCT）（段差等６） 
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有料道路 

○１路線で通行止め 

E45 仙台松島道路 

直轄国道 

○１路線で通行止め 

国道 6 号 福島県相馬市～新地町（段差１） 

補助国道 

○３路線で通行止め 

国道 113 号宮城県丸森町（電柱倒壊）   

国道 115 号福島県相馬市（路面変状） 

国道 399 号福島県伊達市（橋梁損傷） 

宮城、福島県内で、パトロール実施中 

地方道 

○２県１３区間で通行止め 

宮城県 ３区間（路面変状２、電柱倒壊１） 

福島県 １０区間（橋梁損傷４、落石１、路面変状４、落下物１） 

宮城、福島県内で、パトロール実施中 

(４)交通機関 

鉄道（国土交通省情報：3月 17日 07:00現在） 

 脱線 

○JR 東日本 東北新幹線 運転見合わせ 白石蔵王～福島駅間で駅間停車中。脱線あり（やま

びこ 223号、乗客 75 名）。けが人なし。 

※本日も始発から運転見合わせ予定 

 施設被害 

○確認中 

 運転見合わせ 15 事業者 41 路線 

(i)新幹線 
○JR 北海道 北海道新幹線  

※本日の運行は東北新幹線の運行次第 

○JR 東日本 東北新幹線 運転見合わせ 白石蔵王～福島駅間で駅間停車中。脱線あり（やま

びこ 223号、乗客 75 名）。けが人なし。 

※本日も始発から運転見合わせ予定 

○JR 東日本 山形新幹線 運転見合わせ 脱線なし、現在、施設点検中 

※明日も始発から運転見合わせ予定 

(ii)JR 在来線 ※脱線なし。 
○五能線   東能代～川部 

○八戸線   八戸～久慈 

○花輪線   好摩～鹿角花輪 
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○山田線   盛岡～川内 

○釜石線   花巻～釜石 

○北上線   北上～横手 

○大船渡線  一ノ関～気仙沼 

○陸羽東線 小牛田～新庄 

○陸羽西線 新庄～余目 

○気仙沼線 前谷地～柳津 

○石巻線   小牛田～女川 

○磐越東線 郡山～いわき 

○只見線   会津若松～会津川口 

○JR 東日本 東北線 花巻空港～花巻駅間で駅間停車あり。救済完了。 

○JR 東日本 仙山線 駅間停車あり、救済完了。 

○JR 東日本 磐越西線 駅間停車あり、救済完了。 

○JR 東日本 仙石線 駅間停車あり、救済完了。 

○JR 東日本 奥羽線 駅間停車あり、救済完了。 

○JR 東日本 左沢線 駅間停車あり、救済完了。 

○JR 東日本 常磐線 駅間停車なし。 

○JR 東日本 水郡線 駅間停車なし。 

○JR 東日本 高崎線 駅間停車なし。 

○JR 東日本 米坂線 駅間停車なし。 

○JR 東日本 羽越線 駅間停車なし。 

(iii)＜民鉄＞ ※脱線なし。 
○仙台市交通局 駅間停車あり、救済完了。 

○仙台空港鉄道 駅間停車あり、救済完了。 

○阿武隈急行 

○福島交通 

○会津鉄道 

○青い森鉄道 最終列車が三沢駅付近で停車中、乗客なし。 

○ＩＧＲいわて銀河鉄道 

○仙台臨海鉄道 

○福島臨海鉄道 

○山形鉄道 

○由利高原鉄道 

○岩手開発鉄道 

○三陸鉄道 

○秋田内陸縦貫鉄道 

航空（国土交通省情報：3月 17日 07:00現在） 

○仙台空港 ５強 空港ビルにて一部壁面及びガラス 1枚破損 

○福島空港 ５強 被害なし 

○花巻空港 ５弱 搭乗橋の天井パネル一部破損 
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○三沢空港（４）、茨城空港（４）、成田空港（４）、新潟空港（４）秋田空港（４）、山形

空港（４）、羽田空港（３） 被害なし 

自動車（国土交通省情報：3 月 17日 07:00現在） 

○バスの運休状況 

 

港湾施設（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：3月 17日 07:00現在） 

○釜石港、大船渡港、茨城港常陸那珂港区、仙台塩釜港、相馬港、小名浜港  早朝より施設点検

等を開始 

(５)住宅・建築物（国土交通省情報: 3月 17 日 07:30現在） 

○エレベーターでの閉込めが 30件発生。全件で救出済み。 
日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの 

(６)土砂災害（国土交通省情報: 3月 17日 07:30現在） 

○土砂災害発生状況 現時点で発生情報なし 

(７)河川（国土交通省情報：3月 17日 07:00現在） 

○国管理河川 11 箇所で堤防天端の軽微な損傷を確認（北上川水系江合川 2、多田川 1、鳴瀬

川水系鳴瀬川 2、鞍坪川 1、吉田川 1、竹林川 1、阿武隈川水系阿武隈川 3） 

○県管理河川 被害の報告なし 

(８)医療関係（厚生労働省情報：3月 17日 08:00現在） 

医療施設の被害状況 

○宮城県 

停電２病院、断水４病院（うち１病院が重複） 
※いずれも自家発電機や貯水槽等で対応中 

○福島県 

停電３病院、断水３病院（うち２病院が重複） 
※いずれも自家発電機や貯水槽等で対応中 

○他の都道府県では、EMISで被害情報なし 

(９)社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：3月 17日 08:30現在） 

高齢者関係施設の被害状況 

○現時点で被害報告なし。 

障害児・者関係施設の被害状況 

○現時点で被害報告なし。 

児童関係施設等の被害状況 

○現時点で被害報告なし。 

(１０)保健・衛生関係（厚生労働省情報：3月 17日 08:30現在） 

人工透析 

○日本透析医会災害時情報ネットワークにおいて、福島県２施設（相馬中央病院、公立相馬総合
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病院）の透析不可を確認。当該透析不可施設の透析状況について、福島県に状況を確認中

（3/17）。 

人工呼吸器在宅療養難病患者 

○現時点で被害報告なし。 

(１１)コンビニ（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○現時点で被害情報なし。 

(１２)郵政関係（総務省情報：3月 17日 09:00現在） 

○被害情報なし 

(１３)工業用水関係（経済産業省情報：3月 17 日 08:00現在） 

○現時点で被害情報なし。 

(１４)製造業等（経済産業省情報：3月 17日 08:00現在） 

○現時点で被害情報なし。 

(１５)文教施設関係（文部科学省情報：3月 17 日 01:00現在） 

○人的・物的被害の報告なし 

(１６)農林水産関係（農林水産省情報：3月 17 日 09:00現在） 

ため池・ダム等の被害情報 

 ダム 

○点検対象の農業用ダムは 96箇所（国造ダム:36箇所、補助ダム:60箇所） 

＜国造ダム＞ 
県 河川内 

のダム 

点検対象  

点検済み 目視点検 詳細点検 

異常なし 異常あり 異常なし 異常あり 

青森県 ○ 1 1 1 0 1 0 

岩手県 ○ 9 9 9 0 - - 

宮城県 ○ 4 4 4 0 - - 

秋田県 ○ 1 - - - - - 

山形県 ○ 4 4 4 0 - - 

福島県 
○ 7 7 7 0 - - 

 3 3 3 0 - - 

茨城県 
○ 1 1 1 0 1 0 

 1 - - - - - 

栃木県 
○ 2 2 2 0 2 0 

 2 - - - - - 

新潟県 ○ 1 1 1 0 - - 

合 計  36 32 32 0 4 0 

 
＜補助ダム＞ 

県 河川内 

のダム 

点検対象  

点検済み 目視点検 詳細点検 

異常なし 異常あり 異常なし 異常あり 

青森県 ○ 10 10 10 0 - - 

岩手県 ○ 18 10 10 - - - 

宮城県 ○ 7 - - -   
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県 河川内 

のダム 

点検対象  

点検済み 目視点検 詳細点検 

異常なし 異常あり 異常なし 異常あり 

秋田県 ○ 1 1 1 0   

山形県 ○ 3 - - -   

福島県 ○ 18 - - - - - 

栃木県 ○ 2 2 2 0 - - 

埼玉県 ○ 1 - - - - - 

合 計  60 23 23 0 - - 

 防災重点ため池 

○点検対象の防災重点ため池は 1,960箇所。 

○現時点では被害なし。 
県 点検対象 点検済み 備 考 

 異常なし 異常あり 

青森県 4 3 3 -  

岩手県 462 - - -  

宮城県 497 59 59 -  

秋田県 18 - - -  

山形県 67 - - -  

福島県 869 33 33 -  

茨城県 14 2 2 -  

栃木県 28 3 3 -  

群馬県 1 1 1 -  

合 計 1,960 101 101 -  

今後の詳細調査により被害が確認される場合があります 

 農村生活環境施設 

○農業集落排水施設 

８県（岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県）87 市町村 499

施設が点検対象。現時点では被害なし。 

○営農飲雑用水 

５県（岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）44 市町村の 91 施設が点検対象。現時点で

は被害なし。 

農作物等の被害 

○現時点では被害なし。 

(１７)金融機関等（金融庁情報：3月 17日 09:00現在） 

○停電や建物損傷等により、 

８金融機関 16 店舗で営業休止 

12 金融機関 60 箇所以上（※）のＡＴＭで利用不可 

24 局の郵便局で営業休止（対象郵便局等の詳細は確認中） 
停電地区（鹿島・相馬地区）における全てのＡＴＭが停止 

５ 政府の主な対応 

(１)官邸の対応 

○３月 16日 23:39 官邸対策室設置 
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(２)総理指示 

○３月 16日 23:38 以下のとおり総理指示が発せられた 

１．早急に被害状況を把握すること 
２．地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針の下、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 
３．国民に対し、避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと 

 

(３)災害救助法の適用 

○宮城県及び福島県は全市町村（27市 51町 16村）に災害救助法の適用を決定 

 

６ 各省庁の主な対応 

(１)内閣府 

○３月 16日 23:39 内閣府災害対策室設置 

○３月 17日 01:15 内閣府調査チームを派遣（福島県庁、宮城県庁） 

○３月 17日 04:40 内閣府調査チーム福島県庁到着 

○３月 17 日 04:59 内閣府調査チーム宮城県庁到着 

(２)警察庁 

体制等 

○警察庁は警備局長を長とする災害警備本部を設置（3/16 23:39） 

○警察庁及び関係県警察は、関連情報の収集を実施 

○警察ヘリ ※（）内は、官邸配信時間 

3/17：宮城、千葉、警視庁２、埼玉、神奈川（00:46～） 

(３)消防庁 

○３月１６日 ２３時３６分  消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を設置（第３次応

急体制） 

２３時３７分 震度５弱以上を観測した都道府県に対し適切な対応及び被害 

報告について要請 

(４)海上保安庁 

対応体制等 

○３月１６日 ２３時３８分 海上保安庁長官指示事項発出 

     ２３時３９分 海上保安庁地震災害対策本部設置 

第二管区海上保安本部地震災害対策本部設置 

投入勢力等 

(i)巡視船艇・航空機（投入勢力） 
○巡視船艇   １４隻 

○航空機    １３機［固定翼４機、回転翼９機］ 

(ii)人員 
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○特殊救難隊   ６名 

○機動救難士   ６名 

○機動防除隊   ４名 

○機動情報通信隊 ４名 

航行警報等の発出状況 

○16 日 23 時 36分 海の安全情報（地震発生） 

16日 23 時 40分 NAVTEX航行警報発出（地震発生） 

        日本航行警報発出（地震発生） 

16日 23 時 42分 地域航行警報（地震発生） 

(５)防衛省 

給水支援に掛かる災害派遣 

○以下のとおり福島県知事から災害派遣要請があり、受理。 

要請受理日時 要請元 要請先 活動場所 活動内容 

３月１７日

（木) 

０８時００分 

福島県知事 陸自 第４４普通科連隊長(福島) 福島県相馬市 給水支援 

３月１７日

（木) 

０８時３０分 

福島県知事 陸自 第４４普通科連隊長(福島) 福島県相馬郡 給水支援 

 

情報収集活動 

【航空機】 

（３月１６日～１７日：回転翼機（ヘリ映伝）×１機） 

○ ２３：５８、陸上自衛隊東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機（ヘリ

映伝）が情報収集(福島県沖～宮城県北部)のため離陸(被害は認められず。０２：５６帰

投。 

（３月１７日：回転翼×９機、固定翼×８機）（うち、ヘリ映伝は２機）） 

○ ００：０６、海上自衛隊第２５航空隊(青森県むつ市・大湊)のＳＨ－６０×１機が情報

収集(大湊～大船渡)のため離陸(被害は認められず。０２：５６帰投)。 

○ ００：１２、航空自衛隊第７航空団(茨城県小美玉市・百里)のＦ－２×２機が情報収集

(百里～松島)のため離陸(被害は認められず。０２：０４帰投)。 

○ ００：１９、航空自衛隊第３航空団(青森県三沢市・三沢)のＦ－１５×２機が情報収集

(三沢～松島)のため離陸(被害は認められず。０１：１７帰投)。 

○ ００：２４、陸上自衛隊第９飛行隊(青森県八戸市・八戸)のＵＨ－１×１機が情報収集

(岩手沿岸部)のため離陸(被害は認められず。０２：２２帰投)。 

○ ００：２６、陸上自衛隊第６飛行隊(山形県東根市・神町)のＵＨ－１×１機が情報収集

(樽葉町～福島市～白石市)のため離陸(被害は認められず。０２：４３帰投)。 

○ ００：２７、海上自衛隊第４航空群(神奈川県綾瀬市・厚木)のＰ－１×１機が情報収集

(女川～房総半島南端)のため離陸(被害は認められず。０２：５４帰投)。 

○ ００：３７、海上自衛隊第２航空群(青森県八戸市・八戸)のＰ－３Ｃ×１機が情報収集

(八戸～金華山沖)のため離陸(被害は認められず。０２：４５帰投)。 

○ ００：３８、海上自衛隊第２１航空隊(千葉県館山市・館山)のＳＨ－６０×１機が情報

収集(館山～大洗)のため離陸(被害は認められず。０３：５５帰投)。 
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○ ０１：０２、航空自衛隊松島救難隊(宮城県東松島市・松島)のＵ－１２５×１機が情報

収集(松島～岩手～山形～宮城)のため離陸(被害は認められず。０２：５０帰投)。 

○ ０１：１５、航空自衛隊新潟救難隊(新潟県新潟市・新潟)のＵＨ－６０×１機が情報収

集(新潟～秋田)のため離陸(被害は認められず。０３：３６帰投)。 

○ ０１：２５、航空自衛隊百里救難隊(茨城県小美玉市・百里)のＵＨ－６０×１機が情報

収集(百里～中通り～福島～百里)のため離陸(被害は認められず。０４：２４帰投)。 

○ ０５：２０、陸上東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機が情報収集

(百里～中通り～福島～百里)のため離陸(被害は認められず。０４：２４帰投)。 

○ ０５：３０、陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＬＲ－２×１

機が情報収集(立川)のため離陸。(被害は認められず。０６：５２帰投)。 

○ ０８：００、海上自衛隊第２５航空隊(青森県むつ市・大湊)のＳＨ－６０×１機が情報

収集(六ケ所～八戸～十和田湖～野辺地)のため離陸。 

○ ０８：０３、陸上自衛隊東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機（ヘリ

映伝）が情報収集(仙台市～相馬市)のため離陸。 

 
【地上部隊】 

（３月１７日） 

○ ００：１１ 陸上自衛隊第６偵察隊(宮城県大和町・大和)の初動対処部隊が情報収集

(登米市、気仙沼市、石巻市)のため出発。 

○ ００：２３ 陸上自衛隊第２２即応機動連隊(宮城県多賀城市・多賀城)の初動対処部隊

が情報収集のため出発。 

○ ００：３６ 陸上自衛隊第６高射特科大隊(福島県郡山市・郡山)・東北方面特科連隊

(岩手県岩手市・岩手)が情報収集(いわき市、郡山市)のため出発。 

○ ００：４５ 陸上自衛隊第４４普通科連隊(福島県福島市・福島)の初動対処部隊が情報

収集(福島沿岸)のため出発。 

○ ００：５３ 陸上自衛隊第２０普通科連隊(山形県東根市・神町)の初動対処部隊が情報

収集(のため出発。 

○ ０１：３０ 陸上自衛隊東北方面特科連隊(岩手県岩手市・岩手)の初動対処部隊が情報

収集(久慈、宮古、釜石、陸前高田)のため出発。 

連絡員（ＬＯ）の派遣状況 

○ 福島県（計２名）：県庁 

○ 青森県（計２名）：県庁 

○ 宮城県（計４名）：県庁 

○ 山形県（計２名）：県庁 

○ 岩手県（計２名）：県庁 

○ 栃木県（計２名）：県庁 

内閣府調査チームの輸送支援 

○０２：４８陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＣＨ－４７×１が

内閣府調査チームの輸送支援（霞目）のため離陸。（０４：２２着） 

○０２：３７陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＣＨ－４７×１が

内閣府調査チームの輸送支援（福島）のため離陸。（０３：５８着） 
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(６)総務省 

○３月 16日(水)23 時 36分、総務省災害対策本部（長：大臣官房長）を設置。 

○市町村の行政機能の確保状況（３月 17日（木）8：45現在） 

・震度６弱以上を観測した宮城県内の市町村の行政機能の確保状況について聞き取りを行っ

たところ、災害対応業務に支障は生じていない。 

・震度６弱以上を観測した福島県内の市町村の行政機能の確保状況について聞き取りを行っ

たところ、福島県相馬市は非常用電源で対応中、それ以外の市町村の一部の庁舎において、

ガラス破損等の報告があったが、災害対応業務に支障は生じていない。 

○リエゾン派遣 

・通信サービス等の確保に関しては、３月 17日(木)MIC-TEAM（災害時テレコム支援チー

ム）として、職員計６名を岩手県、宮城県、福島県に派遣。 

(７)法務省 

○令和４年３月 16 日（水）午後 11時 39分 災害情報連絡室設置 

(８)文部科学省 

○文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。(令和 4年 3月 16

日 23時 40分） 

○全国の国立大学法人、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木

県、新潟県の教育委員会、公私立大学に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状

況の把握、二次災害防止を要請。（令和 4年 3月 17日 0時 28分） 

(９)厚生労働省 

3/16  23:39  厚生労働省災害情報連絡室設置 

医療関係 

 EMISの運用状況（３月 17 日 8時 00分時点） 

３月 17日 北海道   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 宮城県   EMIS 災害モードに切り替え。 

３月 17日 福島県   EMIS 災害モードに切り替え。 

３月 17日 青森県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 岩手県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 山形県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 秋田県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 新潟県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 茨城県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 栃木県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 群馬県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    ３月 17日 埼玉県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

      →３月 17日 EMIS 通常モードに切り替え（警戒解除）。 

３月 17日 千葉県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 東京都   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 神奈川県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 山梨県   EMIS 警戒モードに切り替え。 
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    ３月 17日 愛知県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    ３月 17日 三重県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 静岡県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 滋賀県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 奈良県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 和歌山県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 愛媛県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 宮崎県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

３月 17日 鹿児島県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

 ＤＭＡＴの活動状況（３月 17日時 8分 00分時点） 

東北ブロック、北海道ブロック、関東ブロックの DMATに対して、自動参集基準が適応さ

れ、各地で待機状態となったが、解除した。 

ＤＭＡＴ総活動隊数６隊 

＜ＤＭＡＴ事務局の活動＞ 

ＤＭＡＴ事務局（東京） 活動総数１ 本部活動１ 

＜各地のＤＭＡＴの活動＞ 

福島県 活動総数３ 本部活動２、移動中１ 

栃木県 活動総数１ 本部活動１  

滋賀県 活動総数１ 本部活動１ 

保健・衛生関係 

 人工透析 

○各都道府県に対し、透析医療の提供が困難となる事態にも対応できるよう注意喚起を行う

とともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した（3/16）。また、日本透析医会に対

し、情報共有について協力を依頼した（3/16）。 

 人工呼吸器在宅療養難病患者 

○各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、特に在宅で人工呼吸器を使用

している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時における報

告を要請した（3/16）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者への

被害情報の把握について協力を依頼した（3/16）。 

 被災者の健康管理 

○都道府県・保健所設置市・特別区に対して、被災地で保健師などが行う保健活動に活用す

るため、以下の事務連絡等を送付し、被災者への対応を要請した（3/17）。 

「避難生活を過ごされる方々の深部静脈血栓症／肺塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候

群）の予防について」（令和４年３月１７日付け健康局健康課保健指導室事務連絡） 

「管轄避難所等情報の記録様式について」（令和４年３月１７日付け健康局健康課保健指導室

事務連絡） 

「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ（第３版）について」

（令和３年５月１３日付け通知） 

 障害児者支援関係 
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○被災した要援護障害者等への対応について 

災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要援護障害者等について、特別な対応（被

災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、障害福

祉サービス事業所等で災害等による定員超過利用が認められることなど）について周知し、特

段の配慮を要請(3/17 宮城県、福島県)。 

(１０)農林水産省 

＜本省＞ 

・大臣官房地方課災害総合対策室に農林水産省緊急自然災害対策本部設置（３月 17 日

（木）） 

・大臣より迅速な被害状況の把握、応急対策に万全を期すこと等を指示（３月 17 日（木）） 

・水産庁第１回災害情報連絡会議を開催（３月 17 日（木）01:06） 

（被害状況の迅速な把握に向けた体制整備等を確認） 

＜地方農政局等＞ 

・東北農政局災害対策本部を設置（３月 16 日（水）11 時 36 分）、第１回を開催（３月 17 日

（木）１:15） 

（被害等の情報収集を指示） 

(１１)経済産業省 

○経済産業省では、３月１６日（水）２３：３９に災害連絡室を設置。 

(１２)国土交通省 

国土交通省の対応状況 

○大臣指示  (3/16 23:38) 

○国土交通省特定災害対策本部会議（3/17 第 1回  2:00） 

○ヘリ調査 防災ヘリ 2機 調査中（東北管内 1、北陸管内 1） 

          1機（ほっかい号） 天候回復後調査予定 

○ホットライン 震度 5弱以上の東北地方 105市町村と構築済み 

○TEC-FORCE等の派遣 33人 

・リエゾン 2県 6市 2町へ 21人を派遣（宮城県 3、福島県 2、震度 6強以上の宮城県登米

市 2、蔵王町 2、福島県相馬市 2、南相馬市 2、国見町 2のほか、宮城県仙台市 2、石巻市

2、東松島市 2） 

・JETT 10 人（青森県 2、岩手県 3、宮城県 3、福島県 2） 

・被災状況調査班 2人（福島県国見町） 

○国土交通本省防災センターにて情報収集対応中 

国土地理院の対応状況 

○国土地理院災害対策本部会議（3/17 2:30） 

○被災状況把握に備えるため、測量用航空機を仙台空港に進出準備中（3/17） 

国土技術政策総合研究所の対応状況 

○国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（3/17 2:00） 
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(１３)気象庁 

○気象庁記者会見（3月 17日 01:35） 

○気象庁災害対策本部会議開催 （3月 17日 03:00） 

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣状況 ※TEC-FORCE の内数 

 3/17：10 人（青森県 2人、岩手県 3人、宮城県 3人、福島県 2人） 

(１４)環境省 

【省全体関係】 

○環境省災害情報連絡室を設置（3月 16日） 

○福島地方環境事務所 災害対策本部を設置（3月 17日） 

【大気汚染関係】 

○宮城県、福島県、岩手県、山形県、青森県、秋田県、茨城県、栃木県、新潟県、仙台

市、福島市、郡山市、水戸市及び盛岡市に対し、大気環境に影響をもたらす事案の発生状

況について電子メールにて確認（３月 17日） 

(１５)金融庁 

○３月 16 日、金融庁災害対策連絡室を設置。 

(１６)原子力規制庁 

○令和４年３月１６日 

２３：４４ 東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原

子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部を設置 

２３：５８ 東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同

現地警戒本部を設置 

○令和４年３月１７日 

００：０４ 東京電力福島第二原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同

現地警戒本部を設置 

００：１６ 東北電力女川原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地

警戒本部を設置 

０３：４３ 東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原

子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を廃止 

０４：４６ 東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原

子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部を廃止 

 

７ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

(１)災害対策本部 

○【岩手県】３月１６日２３時３６分 設置 

○【宮城県】３月１６日２３時３６分 設置 

○【秋田県】３月１６日２３時３６分 設置 

○【山形県】３月１６日２３時３６分 設置 

○【福島県】３月１６日２３時３６分 設置 
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	・ 神奈川県：停電解消
	・ 山梨県：停電解消
	・ 静岡県：停電解消

	○ 発電所の停止状況は以下のとおり。
	○ 東北電力株式会社
	＜火力＞
	原町火力発電所　火力（石炭）１号機　1000000kw（設備確認中、復旧未定）
	新仙台火力発電所　火力（ガス）３－１号機　523000kw（17日復旧見通し）
	※新仙台火力発電所　火力（ガス）３－２号機　523000kw（復旧済み）
	＜水力＞　※いずれも設備確認中、復旧未定
	岩手２個所：世田米, 附馬牛
	秋田２個所：鳥海川第二,鳥海川第一
	宮城７個所：碁石川,横川,関,刈田,蔵本,釜房,大堀
	福島１個所：石伸
	新潟１個所：湯之谷
	※福島９個所：川前,鹿又川,夏井川第二,大利第二,高瀬川,奥川第一,移川,青石,木戸川第三　が復旧

	○ 相馬共同火力
	・ 新地火力発電所　１号機　1000000ｋW（設備確認中、復旧未定）

	○ 福島ガス発電
	・ 福島天然ガス発電所　火力（ガス）1号機 590000kw（復旧見通し未定）
	・ 福島天然ガス発電所　火力（ガス）2号機 590000kw（復旧見通し未定）

	○ 日立造船株式会社
	・ 茨城工場第一発電所　３号機112300kw（17日復旧見通し）

	○ ENEOS株式会社
	・ 根岸ガス化複合発電所　火力（石油）431450kw（状況確認中）

	○ JERA
	・ 広野火力発電所　火力（石炭）　広野５号機　600000kw（設備確認中、復旧未定）
	・ 広野火力発電所　火力（石炭）　広野６号機　600000kw（設備確認中、今日・明日の普及は困難な見込み）

	○ 新日本製鐵株式会社
	・ 釜石火力発電所　火力（石炭）　136000kw（18日復旧見通し）

	○ 電力需給については以下のとおり。
	○ 東京エリア
	・ 東北エリアへ需給ひっ迫融通を300MW～900MW程度実施しても安定供給が維持できる見通し

	○ 東北エリア
	・ 需給状況を改善させるため、2時30分～6時00の間で最大1400MW（北海道300MW,東京1100MW）の需給ひっ迫融通を行った。
	・ 6時00分～11時00の間で最大1000MW（北海道100MW,東京900MW）の需給ひっ迫融通を行う予定。
	・ 追加供給力として東新潟火力3-6号機(約200MW),5-1号機(約50MW)を立ち上げ、送電網に接続。
	・ 本日11時以降の需給ひっ迫融通は不要な見通し。


	② 水道（厚生労働省情報：3月17日08:30現在）
	(i) 断水の状況
	○ 岩手県、宮城県、福島県、埼玉県内の７事業者において、約4,311戸が断水中。(これまでに岩手県、宮城県、福島県、埼玉県の11事業者において最大断水戸数※約12,311戸、うち約8,001戸が解消済み）。
	※ 各市町村の最大断水戸数の合計



	③ 通信関係（総務省情報：3月17日09:00現在）
	※ （注１）事業者が把握可能な通信ビルの被害情報を記載。
	※ （注２）停波の原因は調査中。「役場エリア」とは、市町村役場（本庁舎）をカバーするエリア。
	○ 防災行政無線
	・ 都道府県防災行政無線：被害情報なし
	・ 市町村防災行政無線　：被害情報なし
	※ 自治体が把握可能な範囲の情報を記載。



	④ 都市ガス（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 都市ガス・簡易ガスについて、現時点で供給支障なし。
	・ 石油資源開発（株）相馬LNG基地：停電があったため、製造を停止中。現状は保安措置として点検、安全確認を実施中。新潟の日本海LNGからのバックアップにより都市ガスの供給支障はなし。


	⑤ 熱供給事業（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 熱供給事業について、供給支障はすべて解消。
	・ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）幕張新都心インターナショナルビジネス地域：供給再開済み。
	・ 東京都市サービス（株）幕張新都心ハイテクビジネス地域：供給再開済み。
	・ みなとみらい二十一（株）：みなとみらい２１地区　供給再開済み。
	・ 丸の内熱供給（株）：供給再開済み。
	・ 池袋地域冷暖房（株）：供給再開済み。


	⑥ ＬＰガス（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で被害情報なし

	⑦ 高圧ガス・火薬類（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で、高圧法及び石災法に係る設備における被害情報なし。
	○ 現時点で、鉱山及び火薬関係での被害情報なし。

	⑧ 製油所・油槽所（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 製油所・油槽所についての被害状況は以下のとおり。
	＜油漏洩＞
	・ ENEOS㈱仙台製油所：所内の重油タンクから重油の漏洩を確認し、現在漏洩防止作業を実施中。現時点で海上への漏洩は確認されていない。
	・ ENEOS㈱川崎製油所：脱硫装置から灯油約１００リットルが防油堤内に漏洩。バキュームにて処置し、４時２０分措置完了。漏洩停止。海上漏洩無し。負傷者無し。
	＜装置の停止＞
	・ ENEOS㈱仙台製油所：安全停止装置が作動したが、現時点で火災や爆発等はなし
	・ ENEOS㈱川崎製油所：東京電力管内の停電があった影響で複数の装置が停止中だが、現時点で火災や爆発等はなし
	・ ENEOS㈱根岸製油所：東京電力管内の停電があった影響で一部装置が停止中だが、現時点で火災や爆発等はなし
	・ 大阪国際石油精製㈱千葉製油所：東京電力管内の停電があった影響で全装置が停止中だが、現時点で火災や爆発等はなし。


	⑨ ＳＳ（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で被害情報なし。

	⑩ 放送関係（総務省情報：3月17日09:00現在）
	ア 地上波（テレビ・ラジオ）
	(i) テレビ
	(ii) ラジオ



	(２) 原子力施設関係（原子力規制庁情報: 3月17日08:00現在）
	○ 異常なし。

	(３) 道路（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	① 高速道路
	○ 通行止め区間　8路線で通行止め
	・ E4東北道（本宮IC～一関IC）（段差等８）
	・ E6常磐道（常磐富岡IC～亘理IC）（段差等４２）
	・ E6仙台東部道路（亘理IC～仙台港北IC）
	・ E45三陸道（仙台港北IC～陸前高田長部IC）
	・ E48仙台南部道路（若林JCT～仙台南IC）
	・ E48仙台北部道路（利府JCT～富谷IC）
	・ E48山形道（村田JCT～宮城川崎IC）
	・ E13東北中央道（福島JCT～米沢北IC）
	（相馬IC～桑折JCT）（段差等６）


	② 有料道路
	○ １路線で通行止め
	・ E45仙台松島道路


	③ 直轄国道
	○ １路線で通行止め
	・ 国道6号　福島県相馬市～新地町（段差１）


	④ 補助国道
	○ ３路線で通行止め
	・ 国道113号宮城県丸森町（電柱倒壊）
	・ 国道115号福島県相馬市（路面変状）
	・ 国道399号福島県伊達市（橋梁損傷）
	・ 宮城、福島県内で、パトロール実施中


	⑤ 地方道
	○ ２県１３区間で通行止め
	・ 宮城県　３区間（路面変状２、電柱倒壊１）
	・ 福島県　１０区間（橋梁損傷４、落石１、路面変状４、落下物１）
	・ 宮城、福島県内で、パトロール実施中



	(４) 交通機関
	① 鉄道（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	ア 脱線
	○ JR東日本　東北新幹線　運転見合わせ　白石蔵王～福島駅間で駅間停車中。脱線あり（やまびこ223号、乗客75名）。けが人なし。
	※本日も始発から運転見合わせ予定

	イ 施設被害
	○ 確認中

	ウ 運転見合わせ15事業者41路線
	(i) 新幹線
	○ JR北海道　北海道新幹線
	※本日の運行は東北新幹線の運行次第
	○ JR東日本　東北新幹線　運転見合わせ　白石蔵王～福島駅間で駅間停車中。脱線あり（やまびこ223号、乗客75名）。けが人なし。
	※本日も始発から運転見合わせ予定
	○ JR東日本　山形新幹線　運転見合わせ　脱線なし、現在、施設点検中
	※明日も始発から運転見合わせ予定

	(ii) JR在来線　※脱線なし。
	○ 五能線　　 東能代～川部
	○ 八戸線　　 八戸～久慈
	○ 花輪線　　 好摩～鹿角花輪
	○ 山田線　　 盛岡～川内
	○ 釜石線　　 花巻～釜石
	○ 北上線　 　北上～横手
	○ 大船渡線  一ノ関～気仙沼
	○ 陸羽東線　小牛田～新庄
	○ 陸羽西線　新庄～余目
	○ 気仙沼線　前谷地～柳津
	○ 石巻線　 　小牛田～女川
	○ 磐越東線　郡山～いわき
	○ 只見線　 　会津若松～会津川口
	○ JR東日本　東北線　花巻空港～花巻駅間で駅間停車あり。救済完了。
	○ JR東日本　仙山線　駅間停車あり、救済完了。
	○ JR東日本　磐越西線　駅間停車あり、救済完了。
	○ JR東日本　仙石線　駅間停車あり、救済完了。
	○ JR東日本　奥羽線　駅間停車あり、救済完了。
	○ JR東日本　左沢線　駅間停車あり、救済完了。
	○ JR東日本　常磐線　駅間停車なし。
	○ JR東日本　水郡線　駅間停車なし。
	○ JR東日本　高崎線　駅間停車なし。
	○ JR東日本　米坂線　駅間停車なし。
	○ JR東日本　羽越線　駅間停車なし。

	(iii) ＜民鉄＞　※脱線なし。
	○ 仙台市交通局　駅間停車あり、救済完了。
	○ 仙台空港鉄道　駅間停車あり、救済完了。
	○ 阿武隈急行
	○ 福島交通
	○ 会津鉄道
	○ 青い森鉄道　最終列車が三沢駅付近で停車中、乗客なし。
	○ ＩＧＲいわて銀河鉄道
	○ 仙台臨海鉄道
	○ 福島臨海鉄道
	○ 山形鉄道
	○ 由利高原鉄道
	○ 岩手開発鉄道
	○ 三陸鉄道
	○ 秋田内陸縦貫鉄道



	② 航空（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	○ 仙台空港　５強　空港ビルにて一部壁面及びガラス1枚破損
	○ 福島空港　５強　被害なし
	○ 花巻空港　５弱　搭乗橋の天井パネル一部破損
	○ 三沢空港（４）、茨城空港（４）、成田空港（４）、新潟空港（４）秋田空港（４）、山形空港（４）、羽田空港（３）　被害なし

	③ 自動車（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	○ バスの運休状況
	・ 高速バス：５社１５路線運休
	・路線バス：１社　３路線運休


	④ 港湾施設（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	○ 釜石港、大船渡港、茨城港常陸那珂港区、仙台塩釜港、相馬港、小名浜港  早朝より施設点検等を開始


	(５) 住宅・建築物（国土交通省情報: 3月17日07:30現在）
	○ エレベーターでの閉込めが30件発生。全件で救出済み。
	※ 日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの


	(６) 土砂災害（国土交通省情報: 3月17日07:30現在）
	○ 土砂災害発生状況　現時点で発生情報なし

	(７) 河川（国土交通省情報：3月17日07:00現在）
	○ 国管理河川　11箇所で堤防天端の軽微な損傷を確認（北上川水系江合川 2、多田川 1、鳴瀬川水系鳴瀬川 2、鞍坪川 1、吉田川 1、竹林川 1、阿武隈川水系阿武隈川 3）
	○ 県管理河川　被害の報告なし

	(８) 医療関係（厚生労働省情報：3月17日08:00現在）
	① 医療施設の被害状況
	○ 宮城県
	・ 停電２病院、断水４病院（うち１病院が重複）
	※いずれも自家発電機や貯水槽等で対応中


	○ 福島県
	・ 停電３病院、断水３病院（うち２病院が重複）
	※いずれも自家発電機や貯水槽等で対応中


	○ 他の都道府県では、EMISで被害情報なし


	(９) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：3月17日08:30現在）
	① 高齢者関係施設の被害状況
	○ 現時点で被害報告なし。

	② 障害児・者関係施設の被害状況
	○ 現時点で被害報告なし。

	③ 児童関係施設等の被害状況
	○ 現時点で被害報告なし。


	(１０) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：3月17日08:30現在）
	① 人工透析
	○ 日本透析医会災害時情報ネットワークにおいて、福島県２施設（相馬中央病院、公立相馬総合病院）の透析不可を確認。当該透析不可施設の透析状況について、福島県に状況を確認中（3/17）。

	② 人工呼吸器在宅療養難病患者
	○ 現時点で被害報告なし。


	(１１) コンビニ（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で被害情報なし。

	(１２) 郵政関係（総務省情報：3月17日09:00現在）
	○ 被害情報なし

	(１３) 工業用水関係（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で被害情報なし。

	(１４) 製造業等（経済産業省情報：3月17日08:00現在）
	○ 現時点で被害情報なし。

	(１５) 文教施設関係（文部科学省情報：3月17日01:00現在）
	○ 人的・物的被害の報告なし

	(１６) 農林水産関係（農林水産省情報：3月17日09:00現在）
	① ため池・ダム等の被害情報
	ア ダム
	○ 点検対象の農業用ダムは96箇所（国造ダム:36箇所、補助ダム:60箇所）
	＜国造ダム＞
	＜補助ダム＞


	イ 防災重点ため池
	○ 点検対象の防災重点ため池は1,960箇所。
	○ 現時点では被害なし。
	※ 今後の詳細調査により被害が確認される場合があります


	ウ 農村生活環境施設
	○ 農業集落排水施設
	・ ８県（岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県）87市町村499施設が点検対象。現時点では被害なし。

	○ 営農飲雑用水
	・ ５県（岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）44市町村の91施設が点検対象。現時点では被害なし。



	② 農作物等の被害
	○ 現時点では被害なし。


	(１７) 金融機関等（金融庁情報：3月17日09:00現在）
	○ 停電や建物損傷等により、
	・ ８金融機関16店舗で営業休止
	・ 12金融機関60箇所以上（※）のＡＴＭで利用不可
	・ 24局の郵便局で営業休止（対象郵便局等の詳細は確認中）
	※ 停電地区（鹿島・相馬地区）における全てのＡＴＭが停止




	断水
	断水戸数（戸）
	県・市町村
	被害等の状況
	期間
	現在
	最大
	・事業者名
	【岩手県】
	・配水管の損壊による断水
	3/16～
	56
	56
	一関市
	【宮城県】
	・配水管の損壊による断水
	3/16～
	30
	30
	栗原市
	・緊急遮断弁の作動による断水
	3/16～
	2,085
	2,085
	仙台市
	・応急給水準備中
	・断水（詳細は確認中）
	3/16～
	約70
	約70
	【福島県】
	・水道管の損壊による断水
	3/16～
	約70
	約70
	富岡町
	・応急給水準備中
	・水道管の損壊による断水
	3/16～
	約2,000
	約2,000
	・応急給水準備中
	【埼玉県】
	・停電による断水
	3/16～
	不明
	不明
	・復旧作業中
	約4,311
	約4,311
	合計
	断水解消済み
	【福島県】
	・緊急遮断弁の作動による断水
	3/16～17
	0
	約8,000
	伊達市
	（復旧済み）
	・緊急遮断弁の作動による断水
	3/16～17
	0
	不明
	福島市
	（復旧済み）
	【福島県】
	・公立藤田総合病院の受水槽が破損し断水（復旧済み）
	3/16～17
	0
	1
	【千葉県】
	・停電による断水（復旧済み）
	3/16～17
	0
	不明
	浦安市
	被害状況等
	事業者(サービス名)
	固定（注１）
	・被害なし
	NTT東日本
	・被害なし
	NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
	・被害なし
	KDDI
	・被害なし
	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
	・４市の一部エリアに支障あり
	※支障エリアを含む自治体は以下のとおり
	福島県（４市）
	携帯電話等（注２）
	福島市、伊達市、二本松市、南相馬市
	NTTﾄﾞｺﾓ
	※役場エリアに支障なし
	※合計４局停波
	（内訳）
	福島県　４局
	・エリア支障なし
	※合計26→33局停波
	KDDI(au)
	（内訳）
	宮城県　13→8局、福島県13→25局、
	・エリア支障なし→５市町の一部エリアに支障あり
	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
	　※支障エリアを含む自治体は以下のとおり
	　　宮城県（３市町）
	　　　白石市、村田町、川崎町
	　　福島県（２市）
	　　　相馬市、南相馬市
	　※役場エリアに支障なし
	※合計70→80局停波
	（内訳）
	岩手県　１局、宮城県　26→29局、福島県　38→45局、
	茨城県　２局、栃木県　１局、東京都　１局、
	山梨県　１局
	・被害なし
	楽天ﾓﾊﾞｲﾙ
	現状
	影響世帯数
	原因
	事業者名
	地域
	日本放送協会
	宮城県村田町
	復旧済
	2,800世帯
	地震による機器破損
	仙台放送
	（村田中継局）
	現状
	影響世帯数
	原因
	事業者名
	地域
	福島県郡山市
	停波
	244,433世帯
	確認中
	ラジオ福島
	（郡山FM補完中継局）
	地震の影響による送信機保護のための自動停止
	福島県南相馬市
	復旧済
	97,302世帯
	ラジオ福島
	（原町局）
	点検対象
	河川内
	県
	詳細点検
	目視点検
	点検済み
	のダム
	異常あり
	異常なし
	異常あり
	異常なし
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	○
	青森県
	-
	-
	0
	9
	9
	9
	○
	岩手県
	-
	-
	0
	4
	4
	4
	○
	宮城県
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	○
	秋田県
	-
	-
	0
	4
	4
	4
	○
	山形県
	-
	-
	0
	7
	7
	7
	○
	福島県
	-
	-
	0
	3
	3
	3
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	○
	茨城県
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	2
	0
	2
	2
	2
	○
	栃木県
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	0
	1
	1
	1
	○
	新潟県
	0
	4
	0
	32
	32
	36
	合　計
	点検対象
	河川内
	県
	のダム
	詳細点検
	目視点検
	点検済み
	異常あり
	異常なし
	異常あり
	異常なし
	-
	-
	0
	10
	10
	10
	○
	青森県
	-
	-
	-
	10
	10
	18
	○
	岩手県
	-
	-
	-
	7
	○
	宮城県
	0
	1
	1
	1
	○
	秋田県
	-
	-
	-
	3
	○
	山形県
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	○
	福島県
	-
	-
	0
	2
	2
	2
	○
	栃木県
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	○
	埼玉県
	-
	-
	0
	23
	23
	60
	合　計
	備　考
	点検済み
	点検対象
	県
	異常あり
	異常なし
	-
	3
	3
	4
	青森県
	-
	-
	-
	462
	岩手県
	-
	59
	59
	497
	宮城県
	-
	-
	-
	18
	秋田県
	-
	-
	-
	67
	山形県
	-
	33
	33
	869
	福島県
	-
	2
	2
	14
	茨城県
	-
	3
	3
	28
	栃木県
	-
	1
	1
	1
	群馬県
	-
	101
	101
	1,960
	合　計
	５ 政府の主な対応
	(１) 官邸の対応
	○ ３月16日　23:39　官邸対策室設置

	(２) 総理指示
	○ ３月16日　23:38　以下のとおり総理指示が発せられた

	(３) 災害救助法の適用
	○ 宮城県及び福島県は全市町村（27市51町16村）に災害救助法の適用を決定


	６ 各省庁の主な対応
	(１) 内閣府
	○ ３月16日23:39　内閣府災害対策室設置
	○ ３月17日01:15　内閣府調査チームを派遣（福島県庁、宮城県庁）
	○ ３月17日04:40　内閣府調査チーム福島県庁到着
	○ ３月17日04:59　内閣府調査チーム宮城県庁到着

	(２) 警察庁
	① 体制等
	○ 警察庁は警備局長を長とする災害警備本部を設置（3/16 23:39）
	○ 警察庁及び関係県警察は、関連情報の収集を実施
	○ 警察ヘリ ※（）内は、官邸配信時間
	3/17：宮城、千葉、警視庁２、埼玉、神奈川（00:46～）



	(３) 消防庁
	○３月１６日　２３時３６分  消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を設置（第３次応急体制）
	２３時３７分　震度５弱以上を観測した都道府県に対し適切な対応及び被害
	報告について要請

	(４) 海上保安庁
	① 対応体制等
	○３月１６日　２３時３８分　海上保安庁長官指示事項発出
	２３時３９分　海上保安庁地震災害対策本部設置
	第二管区海上保安本部地震災害対策本部設置

	② 投入勢力等
	(i) 巡視船艇・航空機（投入勢力）
	○ 巡視船艇　　　１４隻
	○航空機　　　　１３機［固定翼４機、回転翼９機］

	(ii) 人員
	○ 特殊救難隊　　　６名
	○ 機動救難士　　　６名
	○ 機動防除隊　　　４名
	○ 機動情報通信隊　４名


	③ 航行警報等の発出状況
	○ 16日23時36分　海の安全情報（地震発生）
	16日23時40分　NAVTEX航行警報発出（地震発生）
	日本航行警報発出（地震発生）
	16日23時42分　地域航行警報（地震発生）


	(５) 防衛省
	① 給水支援に掛かる災害派遣
	○ 以下のとおり福島県知事から災害派遣要請があり、受理。

	② 情報収集活動
	【航空機】
	（３月１６日～１７日：回転翼機（ヘリ映伝）×１機）
	○ 　２３：５８、陸上自衛隊東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機（ヘリ映伝）が情報収集(福島県沖～宮城県北部)のため離陸(被害は認められず。０２：５６帰投。
	（３月１７日：回転翼×９機、固定翼×８機）（うち、ヘリ映伝は２機））
	○ 　００：０６、海上自衛隊第２５航空隊(青森県むつ市・大湊)のＳＨ－６０×１機が情報収集(大湊～大船渡)のため離陸(被害は認められず。０２：５６帰投)。
	○ 　００：１２、航空自衛隊第７航空団(茨城県小美玉市・百里)のＦ－２×２機が情報収集(百里～松島)のため離陸(被害は認められず。０２：０４帰投)。
	○ 　００：１９、航空自衛隊第３航空団(青森県三沢市・三沢)のＦ－１５×２機が情報収集(三沢～松島)のため離陸(被害は認められず。０１：１７帰投)。
	○ 　００：２４、陸上自衛隊第９飛行隊(青森県八戸市・八戸)のＵＨ－１×１機が情報収集(岩手沿岸部)のため離陸(被害は認められず。０２：２２帰投)。
	○ 　００：２６、陸上自衛隊第６飛行隊(山形県東根市・神町)のＵＨ－１×１機が情報収集(樽葉町～福島市～白石市)のため離陸(被害は認められず。０２：４３帰投)。
	○ 　００：２７、海上自衛隊第４航空群(神奈川県綾瀬市・厚木)のＰ－１×１機が情報収集(女川～房総半島南端)のため離陸(被害は認められず。０２：５４帰投)。
	○ 　００：３７、海上自衛隊第２航空群(青森県八戸市・八戸)のＰ－３Ｃ×１機が情報収集(八戸～金華山沖)のため離陸(被害は認められず。０２：４５帰投)。
	○ 　００：３８、海上自衛隊第２１航空隊(千葉県館山市・館山)のＳＨ－６０×１機が情報収集(館山～大洗)のため離陸(被害は認められず。０３：５５帰投)。
	○ 　０１：０２、航空自衛隊松島救難隊(宮城県東松島市・松島)のＵ－１２５×１機が情報収集(松島～岩手～山形～宮城)のため離陸(被害は認められず。０２：５０帰投)。
	○ 　０１：１５、航空自衛隊新潟救難隊(新潟県新潟市・新潟)のＵＨ－６０×１機が情報収集(新潟～秋田)のため離陸(被害は認められず。０３：３６帰投)。
	○ 　０１：２５、航空自衛隊百里救難隊(茨城県小美玉市・百里)のＵＨ－６０×１機が情報収集(百里～中通り～福島～百里)のため離陸(被害は認められず。０４：２４帰投)。
	○ 　０５：２０、陸上東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機が情報収集(百里～中通り～福島～百里)のため離陸(被害は認められず。０４：２４帰投)。
	○ 　０５：３０、陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＬＲ－２×１機が情報収集(立川)のため離陸。(被害は認められず。０６：５２帰投)。
	○ 　０８：００、海上自衛隊第２５航空隊(青森県むつ市・大湊)のＳＨ－６０×１機が情報収集(六ケ所～八戸～十和田湖～野辺地)のため離陸。
	○ 　０８：０３、陸上自衛隊東北方面航空隊(宮城県仙台市・霞目)のＵＨ－１×１機（ヘリ映伝）が情報収集(仙台市～相馬市)のため離陸。
	【地上部隊】
	（３月１７日）
	○ 　００：１１　陸上自衛隊第６偵察隊(宮城県大和町・大和)の初動対処部隊が情報収集(登米市、気仙沼市、石巻市)のため出発。
	○ 　００：２３　陸上自衛隊第２２即応機動連隊(宮城県多賀城市・多賀城)の初動対処部隊が情報収集のため出発。
	○ 　００：３６　陸上自衛隊第６高射特科大隊(福島県郡山市・郡山)・東北方面特科連隊(岩手県岩手市・岩手)が情報収集(いわき市、郡山市)のため出発。
	○ 　００：４５　陸上自衛隊第４４普通科連隊(福島県福島市・福島)の初動対処部隊が情報収集(福島沿岸)のため出発。
	○ 　００：５３　陸上自衛隊第２０普通科連隊(山形県東根市・神町)の初動対処部隊が情報収集(のため出発。
	○　０１：３０　陸上自衛隊東北方面特科連隊(岩手県岩手市・岩手)の初動対処部隊が情報収集(久慈、宮古、釜石、陸前高田)のため出発。

	③ 連絡員（ＬＯ）の派遣状況
	○ 　福島県（計２名）：県庁
	○ 　青森県（計２名）：県庁
	○ 　宮城県（計４名）：県庁
	○ 　山形県（計２名）：県庁
	○ 　岩手県（計２名）：県庁
	○ 　栃木県（計２名）：県庁

	④ 内閣府調査チームの輸送支援
	○ ０２：４８陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＣＨ－４７×１が内閣府調査チームの輸送支援（霞目）のため離陸。（０４：２２着）
	○ ０２：３７陸上自衛隊第１ヘリコプター団(千葉県木更津市・木更津)のＣＨ－４７×１が内閣府調査チームの輸送支援（福島）のため離陸。（０３：５８着）


	(６) 総務省
	○ ３月16日(水)23時36分、総務省災害対策本部（長：大臣官房長）を設置。
	○ 市町村の行政機能の確保状況（３月17日（木）8：45現在）
	・震度６弱以上を観測した宮城県内の市町村の行政機能の確保状況について聞き取りを行ったところ、災害対応業務に支障は生じていない。
	・震度６弱以上を観測した福島県内の市町村の行政機能の確保状況について聞き取りを行ったところ、福島県相馬市は非常用電源で対応中、それ以外の市町村の一部の庁舎において、ガラス破損等の報告があったが、災害対応業務に支障は生じていない。
	○ リエゾン派遣
	・通信サービス等の確保に関しては、３月17日(木)MIC-TEAM（災害時テレコム支援チーム）として、職員計６名を岩手県、宮城県、福島県に派遣。

	(７) 法務省
	○ 令和４年３月16日（水）午後11時39分　災害情報連絡室設置

	(８) 文部科学省
	○ 文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。(令和4年3月16日23時40分）
	○ 全国の国立大学法人、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県の教育委員会、公私立大学に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請。（令和4年3月17日0時28分）

	(９) 厚生労働省
	3/16　 23:39 　厚生労働省災害情報連絡室設置
	① 医療関係
	ア EMISの運用状況（３月17日 8時00分時点）
	３月17日　北海道　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　宮城県　　　EMIS 災害モードに切り替え。
	３月17日　福島県　　　EMIS 災害モードに切り替え。
	３月17日　青森県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　岩手県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　山形県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　秋田県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　新潟県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　茨城県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　栃木県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　群馬県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　埼玉県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	→３月17日EMIS 通常モードに切り替え（警戒解除）。
	３月17日　千葉県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　東京都　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　神奈川県　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　山梨県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　愛知県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　三重県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　静岡県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　滋賀県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　奈良県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　和歌山県　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　愛媛県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　宮崎県　　　EMIS 警戒モードに切り替え。
	３月17日　鹿児島県　　EMIS 警戒モードに切り替え。

	イ ＤＭＡＴの活動状況（３月17日時 8分00分時点）
	東北ブロック、北海道ブロック、関東ブロックのDMATに対して、自動参集基準が適応され、各地で待機状態となったが、解除した。
	ＤＭＡＴ総活動隊数６隊
	＜ＤＭＡＴ事務局の活動＞
	ＤＭＡＴ事務局（東京）　活動総数１　本部活動１
	＜各地のＤＭＡＴの活動＞
	福島県　活動総数３　本部活動２、移動中１
	栃木県　活動総数１　本部活動１
	滋賀県　活動総数１　本部活動１


	② 保健・衛生関係
	ア 人工透析
	○ 各都道府県に対し、透析医療の提供が困難となる事態にも対応できるよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した（3/16）。また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した（3/16）。

	イ 人工呼吸器在宅療養難病患者
	○ 各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時における報告を要請した（3/16）。
	患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者への被害情報の把握について協力を依頼した（3/16）。

	ウ 被災者の健康管理
	○ 都道府県・保健所設置市・特別区に対して、被災地で保健師などが行う保健活動に活用するため、以下の事務連絡等を送付し、被災者への対応を要請した（3/17）。
	・ 「避難生活を過ごされる方々の深部静脈血栓症／肺塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防について」（令和４年３月１７日付け健康局健康課保健指導室事務連絡）
	・ 「管轄避難所等情報の記録様式について」（令和４年３月１７日付け健康局健康課保健指導室事務連絡）
	・ 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ（第３版）について」（令和３年５月１３日付け通知）


	エ 障害児者支援関係
	○ 被災した要援護障害者等への対応について
	・ 災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要援護障害者等について、特別な対応（被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、障害福祉サービス事業所等で災害等による定員超過利用が認められることなど）について周知し、特段の配慮を要請(3/17宮城県、福島県)。




	(１０) 農林水産省
	＜本省＞
	・大臣官房地方課災害総合対策室に農林水産省緊急自然災害対策本部設置（３月17日（木））
	・大臣より迅速な被害状況の把握、応急対策に万全を期すこと等を指示（３月17日（木））
	・水産庁第１回災害情報連絡会議を開催（３月17日（木）01:06）
	（被害状況の迅速な把握に向けた体制整備等を確認）
	＜地方農政局等＞
	・東北農政局災害対策本部を設置（３月16日（水）11時36分）、第１回を開催（３月17日（木）１:15）
	（被害等の情報収集を指示）

	(１１) 経済産業省
	○ 経済産業省では、３月１６日（水）２３：３９に災害連絡室を設置。

	(１２) 国土交通省
	① 国土交通省の対応状況
	○ 大臣指示　　(3/16 23:38)
	○ 国土交通省特定災害対策本部会議（3/17 第1回 　2:00）
	○ ヘリ調査　防災ヘリ2機　調査中（東北管内1、北陸管内1）
	1機（ほっかい号）　天候回復後調査予定
	○ ホットライン　震度5弱以上の東北地方105市町村と構築済み
	○ TEC-FORCE等の派遣　33人
	・リエゾン 2県6市2町へ21人を派遣（宮城県3、福島県2、震度6強以上の宮城県登米市2、蔵王町2、福島県相馬市2、南相馬市2、国見町2のほか、宮城県仙台市2、石巻市2、東松島市2）
	・JETT　10人（青森県2、岩手県3、宮城県3、福島県2）
	・被災状況調査班　2人（福島県国見町）
	○国土交通本省防災センターにて情報収集対応中

	② 国土地理院の対応状況
	○ 国土地理院災害対策本部会議（3/17 2:30）
	○ 被災状況把握に備えるため、測量用航空機を仙台空港に進出準備中（3/17）

	③ 国土技術政策総合研究所の対応状況
	○ 国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（3/17 2:00）


	(１３) 気象庁
	○ 気象庁記者会見（3月17日01:35）
	○ 気象庁災害対策本部会議開催　（3月17日03:00）
	○ JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣状況　※TEC-FORCEの内数
	3/17：10人（青森県2人、岩手県3人、宮城県3人、福島県2人）

	(１４) 環境省
	① 【省全体関係】
	○ 環境省災害情報連絡室を設置（3月16日）
	○ 福島地方環境事務所 災害対策本部を設置（3月17日）

	② 【大気汚染関係】
	○ 宮城県、福島県、岩手県、山形県、青森県、秋田県、茨城県、栃木県、新潟県、仙台市、福島市、郡山市、水戸市及び盛岡市に対し、大気環境に影響をもたらす事案の発生状況について電子メールにて確認（３月17日）


	(１５) 金融庁
	○ ３月16日、金融庁災害対策連絡室を設置。

	(１６) 原子力規制庁
	○ 令和４年３月１６日
	２３：４４　東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部を設置
	２３：５８　東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を設置
	○ 令和４年３月１７日
	００：０４　東京電力福島第二原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を設置
	００：１６　東北電力女川原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を設置
	０３：４３　東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を廃止
	０４：４６　東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所・福島第二原子力発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部を廃止


	活動内容
	活動場所
	要請先
	要請元
	要請受理日時
	３月１７日（木)
	給水支援
	福島県相馬市
	陸自　第４４普通科連隊長(福島)
	福島県知事
	０８時００分
	３月１７日（木)
	給水支援
	福島県相馬郡
	陸自　第４４普通科連隊長(福島)
	福島県知事
	０８時３０分
	７ 都道府県における災害対策本部の設置状況
	(１) 災害対策本部
	○ 【岩手県】３月１６日２３時３６分　設置
	○ 【宮城県】３月１６日２３時３６分　設置
	○ 【秋田県】３月１６日２３時３６分　設置
	○ 【山形県】３月１６日２３時３６分　設置
	○ 【福島県】３月１６日２３時３６分　設置



