
【地震】岩手県沖を震源とする地震（最大震度５強）に伴う防災情報（第２報） 

  

令和 3年 10 月 6 日 11:40 

 

１．地震の概要 

1）発生日時 令和３年１０月６日(水)２時４６分 

2）震源地 岩手県沖 深さ約５６ｋｍ 地震の規模 マグニチュード５．９ 

3）各地の震度（震度４以上） 

 

青森県 震度５強 階上町 

震度５弱 八戸市 南部町 

震度４ 三沢市 六戸町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町 

岩手県 震度５弱 盛岡市 

震度４ 二戸市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 矢巾町 軽

米町 九戸村 一戸町 宮古市 久慈市 山田町 岩泉町 田野畑

村 普代村 野田村 遠野市 
 

 

 

4) 津波情報  発生の恐れなし 

 

２．体制発令状況等 

1）災害対策本部   警戒体制設置  令和３年１０月６日(水) ２時４６分 

→体制解除   令和３年１０月６日(水)１１時４０分 

2）災害対策支援本部 現時点では未設置 

3）各室体制状況    

河川室   警戒体制設置  令和３年１０月６日(水) ２時４６分 

→体制解除   令和３年１０月６日(水)１０時１５分 

道路室   警戒体制設置  令和３年１０月６日(水) ２時４６分 

→体制解除   令和３年１０月６日(水)１１時３０分 

港湾空港室 警戒体制設置  令和３年１０月６日(水) ２時４６分 

→体制解除   令和３年１０月６日(水) ９時１５分 

営繕室   警戒体制設置  令和３年１０月６日(水) ２時４６分 

→体制解除   令和３年１０月６日(水)１０時１５分 

4）支部体制状況 

警戒体制：青森河国、岩手川国、三陸国道、盛岡営繕、八戸港湾、北上川ダム統 

     →全解除 

注意体制：南三陸国道、釜石港湾 

     →全解除 

 

３．ホットライン構築状況 

 1）本局構築状況 

 青森県・岩手県構築済み（2:59） 

 2）事務所構築状況 

 青森県八戸市、南部町、階上町、岩手県盛岡市構築済み（3:24） 

 

 



４．ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣状況 

1）防災ヘリ 

①みちのく号 １０月６日 7:56 仙台空港離陸 →11:38 仙台空港着陸 

【運航予定ルート】 

仙台空港→三陸沿岸→馬淵川・新井田川→四十四田ダム→国道 4 号→仙台空港 調

査予定 

【実運航ルート（天候不良のため変更）】 

仙台空港→国道 4 号→四十四田ダム→馬淵川・新井田川→三陸沿岸（三陸道・国道

45 号）→仙台空港 

・ヘリ点検結果、異常なし 

②他地整へり なし 

2）リエゾン 

   派遣なし 

3）先遣隊等各班派遣状況 

派遣なし 

4）災害対策用機械 

派遣なし 

 

５．直轄管理施設 被害状況 

1）道路 

【直轄】 

・10 月 6 日 5 時時点で被害の情報はない 

  

    通行止め区間 

三陸沿岸道 洋野有家 IC～八戸 JCT→7:15 規制解除 

 

   交通規制区間 

国道４号 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内地内  

信号柱倒壊による片側交互交通規制→8:32 規制解除 

 

   点検パト状況 

    ■青森河川国道事務所 

・対象路線：R4、R45、R104、E4A 東北道八戸線、E45 三沿道 

・対象延長：129km 

（R4 33km、R45 44km、R104 18km、E4A 東北道八戸線 16km、E45 三沿道 18km） 

・巡回状況： 

10/6(水）3:14 往路パト開始 

10/6(水）4:20 往路パト完了、異常なし 

10/6(水）4:20 復路パト開始 

10/6(水）5:00 復路パト完了、異常なし 

（E45 三沿道規制区間 2次巡回） 

10/6(水）6:00 往路パト開始 

10/6(水）6:20 往路パト完了、異常なし 

10/6(水）6:20 復路パト開始 

10/6(水）6:56 復路パト完了、異常なし 

 

 

 



■岩手河川国道事務所 

・対象路線：R4、R46   

・対象延長：144km（R4 103km、R46 41km） 

・巡回状況： 

10/6(水）3:00 往路パト開始 

10/6(水）4:21 往路パト完了、下記以外異常なし 

国道 4号 568.1kp 沼宮内南口交差点で信号柱倒壊あり、片側交互通行 

8:32 規制解除 

10/6(水）4:21 復路パト開始   

10/6(水）5:03 復路パト完了、上記箇所以外異常なし 

 

■三陸国道事務所 

・対象路線：R45、E45 三陸道 

・対象延長：266km（R45 145km、E45 三沿道 121km） 

・巡回状況： 

10/6(水）3:40 往路パト開始 

10/6(水）5:20 往路パト完了、異常なし 

10/6(水）5:20 復路パト開始 

10/6(水）6:30 復路パト完了、異常なし 

（E45 三沿道規制区間 2次巡回） 

10/6(水）5:35 往路パト開始 

10/6(水）6:25 往路パト完了、異常なし 

10/6(水）6:25 復路パト開始 

10/6(水）7:00 復路パト完了、異常なし 

 

■南三陸沿岸国道事務所 

・対象路線：E45 三陸道、E46 釜石道 

・対象延長：34km（E45 三沿道 8km、E46 釜石道 26km） 

・巡回状況： 

10/6(水）3:52 往路パト開始（E46 釜石道） 

10/6(水）4:31 往路パト完了、異常なし 

10/6(水）4:31 復路パト開始 

10/6(水）5:15 復路パト完了、異常なし 

10/6(水）8:30 往路パト開始（E45 三沿道） 

10/6(水）10:53 往路パト完了、異状なし 

10/6(水）10:53 復路パト開始 

10/6(水）11:30 復路パト完了、異状なし 

 

2）河川（河川、ダム、砂防、海岸） 

【河川】 

・点検対象水系：1水系 1河川 

馬淵川水系 馬淵川 

※対象事務所：青森河国 

◇10/6 03:37 対象河川で一次点検開始。 

 異常なし＜一次点検完了：5：37＞。 

◇10/6 05:38 対象河川で二次点検開始。 

 異常なし＜二次点検完了：7：21＞。 

 



【管理ダム】 

・点検対象管理ダム ２ダム（四十四田ダム、御所ダム） 

◇異常なし 

一次点検終了ダム ２ダム（対象２ダム） 

二次点検終了ダム ２ダム（対象２ダム）※二次点検終了（6:35） 

・湯田ダム貯水池地すべり監視箇所 ◇変状なし 

 

3）港湾 

【重要港湾】 

・対象施設 ３港湾（八戸港、久慈港、宮古港） 

点検終了 異常なし 

 

６．補助・その他施設 被害状況 

1）道路 

 NEXCO 東日本 

 青森県 異常なし（点検開始 3:00 点検完了 4:50） 

 岩手県 異常なし（点検開始 3:15 点検完了 6:38） 

 

2）河川、ダム、砂防、海岸 

【補助河川】 

・青森県 ２水系７河川 ７時４５分 点検終了 異常なし 

【補助県管理ダム】 

・対象ダム ６ダム 

青森県 １ダム 

岩手県 ５ダム 

・現時点で異常なし。 

一次点検終了ダム ６ダム（対象ダム６ダム） 

二次点検終了ダム １ダム（対象ダム２ダム）（点検中 1 ダムは 12 時頃終了予

定） 

【補助砂防】 

 ・青森県 最大 5強 代表点検箇所 ５箇所  ６時００分 点検終了 異常なし 

   5 強観測の階上町内の危険箇所 ３６箇所（点検中、本日中終了予定） 

・岩手県 最大 5弱 代表点検対象 １箇所  ９時５０分 点検終了 異常なし 

【補助海岸】 

 ・青森県 階上海岸 ５時２０分 点検終了 異常なし 

【利水ダム】 

 ・対象ダム １８ダム 

◇現時点で異常なし 

一次点検終了ダム １８ダム（対象１８ダム） 

 二次点検終了ダム  ３ダム（対象１４ダム） 

 

3）都市・住宅 

 現時点で被害報告なし 

 


