
【地震】宮城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 5月 1日 17:15 

 
１．地震の概要 

1）発生日時 令和３年５月１日(木) １０時２７分 

2）震源地 宮城県沖 深さ約６０ｋｍ 地震の規模 マグニチュード６．６ 

 

3）各地の震度（震度４以上） 

 

宮城県 震度５強 石巻市 大崎市 涌谷町 
震度５弱 仙台宮城野区 仙台泉区 気仙沼市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 

蔵王町 宮城川崎町 宮城美里町 女川町 南三陸町 
震度４ 仙台青葉区 仙台若林区 仙台太白区 塩竈市 白石市 名取市 角田市 

多賀城市 富谷市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町 亘理町 山元町 
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 

青森県 震度５弱 階上町 
震度４ 八戸市 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 

岩手県 震度５弱 一関市 釜石市 
震度４ 盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 陸前高田市 

二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 紫波町 矢巾町 金ケ崎町 平泉町 
住田町 山田町 普代村 野田村 

福島県 震度５弱 相馬市 南相馬市 国見町 
震度４ 福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊

達市 本宮市 桑折町 川俣町 天栄村 泉崎村 中島村 玉川村 浅川町 
福島広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 飯舘村 

秋田県 震度４ 大仙市 
山形県 震度４ 中山町 
茨城県 震度４ 常陸太田市 
栃木県 震度４ 高根沢町 
 

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５月１日(土) １０時２７分 

           注意体制移行 令和３年５月１日(土) １６時３０分 

 

2）支部体制状況 

   警戒体制：なし 

   《地震発生時：１４事務所》 

注意体制： １事務所（南三陸） 

    《地震発生時：８事務所》 



３．ホットライン 

 1）本局構築状況 

 ４県 構築済み 

 2）事務所構築状況 

 ホットライン対象数（震度５弱以上） 20 市町村 

内、ホットライン構築済み      20 市町村 

 

４．ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 

1）防災ヘリ 

①みちのく号 仙台空港にて待機 

2）リエゾン 

現時点で派遣要請なし 

3）先遣隊等各班派遣状況 

現時点で派遣なし 

4）災害対策用機械 

現時点で派遣なし 

 

 

５．管理施設被害状況 

1）道路 

【直轄】 

・点検完了、異常なし。 

・通行止め区間は全て解除 

E13 東北中央自動車道（相馬 IC～霊山飯舘 IC）5/1（土）10:41～13:20 

E45 三陸沿岸道路（鳴瀬奥松島 IC～陸前高田長部 IC）5/1（土）11:20～13:30 

E45 三陸沿岸道路（陸前高田 IC～山田南 IC）5/1（土）11:20～14:00 

E46 釜石自動車道（遠野住田 IC～釜石 JCT）5/1（土）11:20～14:00 

・点検パト状況 

１０事務所で点検完了、異常なし（青森、岩手、三陸、南三陸、仙台、湯沢、 

山形、福島、郡山、磐城） 

 

2）河川（河川、ダム、砂防、海岸） 

【河川】 

《直轄河川》 

点検対象水系：全３水系１０河川 

①北上川水系 北上川上流・下流、旧北上川、江合川、新江合川、黄海川 

②鳴瀬川水系 鳴瀬川、吉田川、鞍坪川 

③阿武隈川水系 阿武隈川上流・下流、摺上川 

※対象事務所 

 岩手河国、北上下流、仙台河国、福島河国 

 

◇5/1 14:32 対象河川全ての二次点検が終了。異常なし。 

 

《補助河川》 

・岩手県  ３水系 １０河川 点検終了、異常なし。 

・宮城県 ２１水系１０２河川 点検終了、異常なし。 

・福島県  ７水系 ２１河川 点検終了、異常なし。 

 



《直轄管理ダム》 

・対象管理ダム １０ダム（釜房ダム、七ヶ宿ダム、田瀬ダム、湯田ダム、四十四田

ダム、御所ダム、胆沢ダム、鳴子ダム、三春ダム、摺上

川ダム) 

◇対象ダム全ての二次点検が終了。異常なし 

一次点検終了ダム １０ダム（対象１０ダム）  

二次点検終了ダム  ８ダム（対象 ８ダム） 

 

《補助管理ダム》 

・宮城県 点検対象 ６ダム 1 次点検６ダム終了。異常なし。 

          ４ダム ２次点検終了、異常なし。２ダム２次点検中。 

 

《直轄建設ダム》 

 点検対象なし 

 

【砂防】 

  《直轄砂防》 

点検対象なし 

    ※宮城南部復興管内も点検対象なし 

 

《補助砂防》 

 青森県 点検対象  １箇所 点検終了 異常なし。 

 岩手県 点検対象 １３箇所 点検終了 異常なし。 

 宮城県 点検対象  ６箇所 点検終了 異常なし。 

 福島県 点検対象無し。 

 

【海岸】 

《直轄海岸》 

・岩沼市蒲崎海岸  巡視点検終了 

（１次点検：11 時 52 分開始、12 時 23 分終了）※異常なし 

（２次点検：12 時 32 分開始、13 時 33 分終了）※異常なし 

 

・山元町山元海岸  巡視点検終了 

（１次点検：11 時 25 分開始、12 時 12 分終了）※異常なし 

（２次点検：12 時 20 分開始、14 時 28 分終了）※異常なし 

 

・仙台海岸のＣＣＴＶカメラで確認した範囲では大きな変状は無し。 

（理由：令和３年２月１３日の福島県沖地震における注意体制を継続中のため） 

 

《補助海岸》 

・青森県 １海岸 点検終了 異常なし。 

・宮城県 ９海岸 点検終了 異常なし。  

・福島県 ２海岸 点検終了 異常なし。 

 

【利水ダム】 

  《利水ダム》 

・対象ダム ５７ダム 青森県２ダム、岩手県２１ダム、宮城県１５ダム、 



山形県１ダム、福島県１８ダム 

◇現時点で異常なし 

一次点検終了ダム  ５７ダム（対象５７ダム）  

二次点検終了ダム ３８ダム（対象４３ダム） ※現在点検中 

 

3）港湾 

【重要港湾】 

 ・状況確認中 

 ・対象施設 ３港湾（釜石港、仙台塩釜港、相馬港） 

 一次点検終了港湾 ３港湾（対象３港湾）  

 二次点検終了港湾 ３港湾（対象３港湾）  

    ※被害報告なし 

 

4）都市（国営公園） 

【直轄：公園】 

・３施設(宮城県川崎町、石巻市、岩手県陸前高田市)について、点検開始。 

・11：30 までに点検終了し、異常なし。 

・3施設とも、通常開園。 

 

5）営繕 

《事業中施設》 

 被害がないことを確認済(対象１施設) 

《官庁施設関係》震度５強以上 

・対象施設 なし 

 

６．補助、その他施設被害状況 

1）道路 

 NEXCO 東日本 

通行止め区間は全て解除 

東北道（上下）若柳金成 IC～平泉前沢 IC 10:27～13:05 

山形道（上下）宮城川崎 IC～笹谷 IC 10:27～12:20 

常磐道（上下）相馬 IC～山元 IC 10:27～13:40 

仙台東部道路（上下）仙台東 IC～仙台港北 IC 10:27～13:30 

三陸道（上下）仙台港北 IC～利府中 IC 10:27～13:30 

仙台北部道路（上下）利府 JCT～利府しらかし台 IC 10:27～13:30 

   

・宮城県道路公社 

   通行止め区間は全て解除 

    三陸道（上下）利府中 IC～鳴瀬奥松島 IC 11:30～13:30 

 

 補助 

３県（青森、宮城、福島）においてパトロール終了。異常なし 

岩手県：パトロール終了。主要地方道 江刺室根線 電柱倒壊により全 13：10～全

面通行止め。現在、ＮＴＴにより復旧作業中。 

 


