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東日本大震災

被災状況速報
（河川・海岸編）

※本内容は速報であり、今後、情報が変更する可能性があります
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３月 ４月
25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

地震回数 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
三陸沖

茨城県沖
福島県沖 1
宮城県沖 1 1 1 1
岩手県沖
秋田県沖

新潟県中越
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3週目 4週目
4 1

週間累計

1.地震の概要

地 震 名 ：平成２３年（２０１１年）
東北地方太平洋沖地震

発生日時： ３月１１日１４時４６分
地震規模：マグニチュード ９．０ （暫定値）
地震概要：１３日１８時３０分現在気象庁情報
場 所 等 ：三陸沖

（牡鹿半島の東南東､約130km付近）
深さ 約２４ｋｍ（暫定値）

発震機構：西北西－東南東方向に圧力軸を持つ
逆断層型（ＣＭＴ解）

震度観測：【 大震度７】宮城県栗原市で震度７、
宮城県の涌谷町、登米市、大崎市、
名取市など宮城県、福島県、茨城県、
栃木県の４県２８市町村で震度６強を
観測したほか、東北地方を中心に、
北海道から九州地方にかけて
震度６弱～ １を観測。

０１

震源地

３月 本震発生
9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

地震回数 3 3 12 10 4 2 3 2 0 0 1 0 0 3 1 1
三陸沖 3 3 4 2 1 1

茨城県沖 4 2 1 1
福島県沖 2 3 2 1 1 2
宮城県沖 1 1
岩手県沖 1 1 1
秋田県沖 1

新潟県中越 1
その他 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0

2週目
6

週間累計
1週目

33

全国地震回数（マグニチュード６ 以上）



地 震 名 ：平成２３年（２０１１年）
東北地方太平洋沖地震の余震

発生日時： ４月７日２３時３２分
地震規模：マグニチュード ７．１ （4/8修正）
地震概要：７日２３時４６分現在気象庁情報
場 所 等 ：宮城県沖

（牡鹿半島の東､約40km付近）
深さ 約６６ｋｍ（4/8修正）

震度観測：【 大震度６強】 宮城県
仙台市宮城野区、栗原市で震度７、
宮城県北部、宮城県中部で震度６弱、
岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、
岩手県内陸南部、宮城県南部で
震度５強を観測したほか、東北地方を
中心に、北海道から中国地方の一部
にかけて震度５弱～ １を観測。

1.地震の概要（ 大余震情報）

震源地

【参考情報】
地 震 名 ：昭和５３年（１９７８年）

宮城県沖地震
発生日時 ：昭和５３年６月１２日17時14分
地震規模：マグニチュード ７．４
場 所 等 ：宮城県沖
被害情報：死者27人、負傷者10,962人

住宅全・半壊約7,500棟

０２

［情報更新］



阿武隈川
河口部

名取川
河口部

仙台駅

≪地震発生後の主な経緯≫

３月１１日14:46 東北地方太平洋沖地震発生
３月１１日14:46 災害対策支部設置（非常体制）
３月１１日14:50 大津波警報発令
３月１２日20:20 大津波警報→津波警報に緩和
３月１３日13:50 津波警報→津波注意報に緩和
３月１３日17:58 津波注意報解除

2.国土交通省 仙台河川国道事務所管内図（河川・海岸）

震源地標示範囲

震源地概略位置図

※本内容は速報であり、掲載情報は今後変わる可能性があります

阿武隈大堰
（河口から10.3k）

事務所

仙台空港

約2km

約5km

津波による
影響エリア

山元海岸
［直轄区間］

蒲崎海岸
［直轄区間］

名取川・広瀬川
［直轄区間］

阿武隈川下流
［直轄区間］

釜房ダム
［国管理］

大倉ダム
［宮城県管理］

０３



3.国土交通省 仙台河川国道事務所対応状況

※本内容は主要な項目のみ掲載しているため、詳細な取り組みは省略しております

３月 時　刻 事　　項 備　　考
11日 14:46 東北地方太平洋沖地震発生 津波も地震と同時に各地に来襲

14:46 災害対策支部設置＜非常体制＞
14:46 記者発表（第１号）

協会・防災エキスパート要請 12日AM8:00事務所集合予定
民間企業への支援要請 12日AM8:00事務所集合予定

20:27
名取川・阿武隈川に関わる
学識者に被害状況を情報提供

12日 1:45 名取市より排水ポンプ車の要請あり 大津波警報中につき危険。注意報解除等、ﾀｲﾐﾝｸﾞを見ながら連絡継続。
5:45 阿武隈川下流河川巡視開始
6:00 名取川河川巡視開始

9:05
阿武隈川下流災害調査開始
（防災エキスパート、民間企業、職員）
TEC-FORCE要請（６班） 河川・海岸（13日10:00本部到着予定）

20:20 大津波警報→津波警報に切り替わる
１２日河川
調査結果

阿武隈川下流　３６カ所被災確認
名　取　川　　 　１３カ所被災確認

被災内容：堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下

１３日 6:40 阿武隈大堰点検開始
7:00 阿武隈川下流河川巡視開始
8:00 名取川河川巡視開始

12:00 中部地整TEC-FORCE到着
14:00 阿武隈川下流　災害調査開始

１３日河川
調査結果

阿武隈川下流　５０カ所被災確認
名　取　川　　 　２４カ所被災確認

堤防被災内容：堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下
その他被災内容：阿武隈川下流　水門１カ所、監視カメラ１カ所被害
　　　　　　　　　　　名　取　川　　 水門１カ所、監視カメラ３カ所被害

14日 7:00 阿武隈川・名取川　応急復旧作業開始
8:00 名取川　災害調査開始
9:05 阿武隈川下流　災害調査開始

10:15 九州地整TEC-FORCE到着

１４日河川
調査結果
と復旧等

阿武隈川下流　５０カ所被災確認
　　　　うち７カ所について応急復旧
名　取　川　　 　２４カ所被災確認
　　　　うち４カ所について応急復旧

堤防被災内容：堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下
その他被災内容：阿武隈川下流　水門１カ所、監視カメラ１カ所被害
　　　　　　　　　　　　名　取　川　　 水門１カ所、監視カメラ３カ所被害

15日 9:00 災害調査報告書作成作業開始
中部地整TEC-FORCE帰整（第一陣） (4班）

16日 3:20 記者発表（第２６号）
22時28分に発生した余震で震度4を観測。
パトロール実施の結果、新たな被害は確認されなかった。

8:00 阿武隈川・名取川　応急復旧作業開始
阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧開始

10:20 名取川　災害調査開始
中部地整TEC-FORCE到着（第二陣） (1班）

20:30
四国地整･災害対策車（排水ポンプ車、
照明車外）が押分排水機場に到着

４台到着

17日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧開始
8:15 仙台湾南部海岸調査開始
8:30 阿武隈川・名取川　応急復旧作業開始

10:00 水尻橋架設橋設置 自衛隊による設置。18日架設完了予定
17:00 九州TEC-FORCE帰整

18日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業
8:30 阿武隈川下流　災害調査開始
8:30 阿武隈川・名取川　応急復旧作業開始

10:20 (独)土木研究所　職員（３名）来所
11:25 名取川　災害調査開始
19:00 応急復旧作業終了 阿武隈川 ５０箇所、名取川 ２４箇所

20:00 記者発表（第30号）
河川：応急復旧作業（名取川）の進捗更新
海岸：現地調査報告追記
道路：（省略）

19日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業
7:40 記者発表（第3１号） 道路：水尻橋（南三陸町志津川） 供用開始追記
9:00 大型土のう製作作業開始

10:50 岩沼市建設部長より電話連絡有り
農地に溜まった排水について支援の要請あり
　⇒　本局でポンプ車　18台手配

15:20 河川工事課長より連絡有り ２０日に政府より軽油4000㍑が角田出張所へ届く（無料）と連絡有り。
16:00 中部地整TEC-FORCE（第二陣）帰整
18:30 記者発表（第32号） 道路：通行不能の箇所 国道４５号塩竃市杉の入～利府町赤沼1.3km冠水

20日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業

9:00
国土技術政策総合研究所（TEC-FORCE）
現地調査開始

9:30 閖上水門開閉機器点検開始
10:20 東部低平地排水作業開始
13:30 河川工事課より連絡有り 政府より軽油4000㍑の角田出張所運搬は明日２１日に延期。

14:10 TEC-FORCE編成案（河川管理課長）
２２日９：００到着予定
　阿武隈川３班、名取川２班　案内に防災エキスパート

20:00 記者発表（第33号） 河川関係：緊急復旧工事４箇所追加

災害緊急復旧工事に着手
（新たに４地区。計５箇所）
　※坂津田地区は既に着手済

・阿武隈川下流小斉地区（丸森町）
　No.32.8+103～No.33.0+170　L=270m
・阿武隈川下流上沼尻地区（角田市）
  No.30.6+34～No.30.8+150　L=320m
・阿武隈川下流枝野地区（角田市）
  No.30.8+180No.31.2+80 L=250m
・阿武隈川下流賀川地区（角田市）
  No31.2+150No31.6-12 L=230m

21日 夜間継続 阿武隈川　５地区堤防緊急復旧作業

9:00
阿武隈下流坂津田地区堤防緊急復旧工事
のために軽油到着

給油量：３，８００㍑（ドラム缶１９本）

10:40
阿武隈大堰８号ゲート上の支障物（小型船）
の撤去完了

19:00 記者発表（第34号） 国道４５号塩竃市尾島町地内対面通行可能　ほか道路情報

０４



3.国土交通省 仙台河川国道事務所対応状況

※本内容は主要な項目のみ掲載しているため、詳細な取り組みは省略しております

３月 時　刻 事　　項 備　　考
11日 14:46 東北地方太平洋沖地震発生 津波も地震と同時に各地に来襲
22日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業

8:15 東部地区低平地排水対策 バックホウ２台塵芥処理、土嚢製作等。
10:00 中部地整TEC-FORCE点検作業開始
10:00 記者発表（第35号） ○緊急交通路における大型自動車等の通行について
16:30 関東地整TEC-FORCE災害関係資料作業

20:00 記者発表（第36号）
○通行止めの解除について
○車線減少箇所の解消

23日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか４地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続
8:20 東部地区低平地排水対策
9:05 中部地整TEC-FORCE点検作業開始
9:50 名取川現地調査開始

10:00 蒲崎海岸、山元海岸現地調査開始
15:00 記者発表（第37号） 45号 石巻市鹿又地内 通行止め(0.8㎞)解除　全車線(2車線)
18:00 記者発表（第38号） 阿武隈川右岸1.7㎞　護岸崩壊により応急措置着手(雑石投入)

阿武隈川緊急維持工事着手　右岸築堤 岩砕投入、大型土嚢製作等
24日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか４地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続

阿武隈川緊急維持工事作業継続
8:10 閖上鍋沼付近、東部低平地作業
9:15 阿武隈川・名取川被災箇所調査

25日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか４地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続
阿武隈川緊急維持工事作業継続

8:45 中部地整TEC-FORCE点検作業開始
8:50 東部地区低平地排水対策

10:30 衛生通信車　名取川河口到着 名取川河口画像受信(中国地整 岡山国道)

18:00 記者発表（第39号）
河川関係：応急維持工事に着手
　　　　　　　名取川2.8㎞付近本格復旧着手 (4/1完了見込み)
道路関係：国道48号　規制解除（２車線開放）　仙台市青葉区八幡

18:00 名取川緊急維持工事 地元説明会 名取川右岸5.0㎞
名取川緊急維持工事着手　左岸築堤2.8k
名取川緊急維持工事着手　右岸築堤5.0k

小段部の切返し、大型土嚢製作
試掘調査、大型土嚢製作

26日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか４地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続
阿武隈川１地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

8:45 中部地整TEC-FORCE点検作業開始
8:50 東部低平地配水対策（閖上・下増田）
9:00 学識者の名取川現地調査開始

9:15
各市町回り出発
(仙台、名取、岩沼、亘理、山元)
蒲崎海岸、山元海岸現地調査開始

17:40 中部地整TEC-FORCE（第三陣）帰整
27日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか４地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続

阿武隈川１地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

8:15 東部低平地重機作業
9:40 蒲崎海岸、山元海岸現地調査開始

18:00
記者発表（第40号）
災害緊急復旧工事に着手
（新たに１地区。計６箇所）

緊急復旧工事阿武隈川下流野田地区に新規着手
工事内容：堤防復旧（仮締切等）Ｌ＝３３０ｍ
工　　　期：３月２７日～１ヶ月程度

28日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか５地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続
阿武隈川１地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

7:24
震度５弱　石巻市桃生町
宮城県沿岸に津波注意報

　※石巻市桃生町以外の、その他地域は震度４～３

8:00
本日及び週末の地震を受けて
定常巡視による管内一斉点検開始

8:40 東部低平地重機作業
9:05 津波注意報解除

12:11 記者発表（第4１号） 余震(3/28 7:24）によるパトロール実施と結果、異常が無い旨を発表
14:00 管内一斉点検終了

関東地整TEC-FORCE帰整
阿武隈川緊急維持工事　右岸築堤1.7k
名取川緊急維持工事　左岸築堤2.8k
名取川緊急維持工事　右岸築堤5.0k

岩砕投入、大型土嚢製作
小段部の切返し、大型土嚢製作
試掘調査、大型土嚢製作

29日 夜間継続 阿武隈川　坂津田地区堤防緊急復旧作業 　ほか５地区の災害緊急復旧工事も日中作業継続
阿武隈川１地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

8:50 東部低平地重機作業
9:30 蒲崎海岸、阿武隈川河口部現地調査開始

10:30

海岸現地調査開始
・海岸深浅測量：七北田川～山元町磯浜漁港
・海岸保全施設調査：直轄施工施設
・津波痕跡調査：七北田川～山元町磯浜漁港

30日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川１地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

6:00 記者発表（第４５報） ○3/30のAM6:00より三陸道は全車両走行可能
8:50 東部低平地重機作業

19:00 記者発表（第４６報） ○阿武隈川右岸(1.7㎞)　災害緊急維持工事完了　等
阿武隈川緊急維持工事終了　右岸築堤 岩砕投入、大型土嚢製作等

31日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
名取川２地区緊急維持工事作業継続

9:05 東部低平地重機作業

16:15
震度５弱　岩手県 花巻市
※宮城県内では大崎市、栗原市他　震度４

18:00 記者発表（第４７報） ○阿武隈川下流坂津田地区堤防緊急復旧工事　等

19:15 記者発表（第４８報）
16時15分に震度４の余震を観測。
管内パトロールを実施した結果、新たな被害は確認されなかった。

阿武隈川緊急維持工事着手　左岸18.0k
阿武隈川緊急維持工事着手　左岸18.4k
阿武隈川緊急維持工事着手　右岸19.1k

試掘調査、路肩盛土など

０５
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3.国土交通省 仙台河川国道事務所対応状況

３月 時　刻 事　　項 備 　考
11日 14:46 東北地方太平洋沖地震発生 津波も地震と同時に各地に来襲

４月 時　刻 事　　項 備　　考
1日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続

阿武隈川３地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

8:45 東部低平地排水補助作業
18:00 記者発表（第４９報） R45　二十一浜橋（気仙沼市本吉町）落橋・背面盛土流出

20:58
震度４
※宮城県内では栗原市、涌谷町他　震度４

23:08 記者発表（第５０報）
２０時５８分頃　地震発生（震源：岩手県沖）　管内で震度４を観測
所管施設のパトロールを実施、新たな被害は確認されず。

衛星通信車による阿武隈川・名取川河口部
および 海岸画像配信開始
阿武隈川緊急維持工事着手　右岸1.7k
阿武隈川緊急維持工事着手　右岸7.0k
阿武隈川緊急維持工事着手　右岸7.5k
名取川緊急維持工事着手　左岸0.9～2.3k

既設舗装版撤去、試掘、ブルーシート張など

２日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川５地区、名取川３地区
緊急維持工事作業継続

9:00 山元海岸現地調査開始
12:30 閖上～荒浜～山元海岸現地調査開始

13:08
震度４
※宮城県内では気仙沼市、栗原市 震度４

16:34 記者発表（第５１報）
13時08分頃に震度４の余震を観測。
管内パトロールを実施した結果、新たな被害は確認されなかった。

18:00 記者発表（第５２報） 名取川左岸の河口から2.8k付近 堤防の亀裂箇所→本日復旧完了
名取川緊急維持工事終了　左岸築堤2.8k 天端横断クラック補修、縦断亀裂補修等

３日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川２地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

16:38
震度４
※宮城県内では気仙沼市、南三陸町他 震度４

18:16 記者発表（第５３報） １６：３８余震 震度４ 　被害無し(道路）

20:00 記者発表（第５４報）
国道45号二十一浜橋(気仙沼市本吉町）は仮橋の設置が完了し4月4日１
５：００から通行可能。

４日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川６地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

8:35 東部低平地排水補助作業
15:00 記者発表（第５５報） R45二十一浜橋（気仙沼市本吉町）仮橋設置完了、4/4 15:00通行可能
23:00 記者発表（第５６報） 迂回路の周知、他。

５日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川６地区、名取川２地区
緊急維持工事作業継続

19:00 記者発表（第５７報） 名取川にて、土嚢の備蓄完了、堤防復旧状況追記
名取川緊急維持工事終了　右岸築堤5.0k 路盤工等

６日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川６地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続

9:30 阿武隈川　角田・丸森地区現地調査
13:00 海岸堤防決壊に伴う高潮波浪対応説明 山元町
19:00 記者発表（第５８報） ○阿武隈川右岸19.1㎞（角田市平貫地先）堤防亀裂、補修完了 他

阿武隈川緊急維持工事終了 右岸築堤 堤防亀裂、補修等
阿武隈川緊急維持工事着手　左岸29.3k

７日 ６地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川６地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続

0:50 記者発表（第５９報）
２２時５５分頃　地震発生（震源：岩手県沖）　管内で震度４を観測
所管施設のパトロールを実施、新たな被害は確認されず。

18:00 記者発表（第６０報） 復旧工事完了（阿武隈川左岸18.0k～18.4k付近（角田市江尻地先）他
阿武隈川緊急維持工事終了
 左岸築堤18.0～18.4k

堤防亀裂、補修等

阿武隈川　荒浜地区堤防緊急復旧開始 堤防復旧延長２７０ｍ
23:32 宮城県沖M7.4発生（23:34津波警報） 宮城県沖M7.4 震度６強（栗原市築館、栗原市若柳、仙台市宮城野区苦

※本内容は主要な項目のみ掲載しているため、詳細な取り組みは省略しております
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3.国土交通省 仙台河川国道事務所対応状況 ［情報追加］
３月 時　刻 事　　項 備　　考

11日 14:46 東北地方太平洋沖地震発生 津波も地震と同時に各地に来襲
4月7日 23:32 宮城県沖M7.4発生（23:34津波警報） 宮城県沖M7.4　震度６強（栗原市築館、栗原市若柳、仙台市宮城野区苦竹）

8日 0:34 記者発表（第６１報） 4/7　23:32発生地震　管内 大震度６強観測　パトロールを実施
0:55 津波警報・注意報全て解除
2:30 記者発表（第６２報） パトロール状況（中間報告）
4:30 記者発表（第６３報） パトロール状況及び復旧状況（中間報告）
5:15 阿武隈川河川巡視開始
5:30 記者発表（第６４報） 5:30三陸自動車道河北IC～桃生津山IC規制解除　通行可能　他
5:50 名取川河川巡視開始
6:00 記者発表（第６５報） 河川及び海岸、巡視による所管施設の点検を開始
6:30 海岸巡視開始
7:00 記者発表（第６６報） 三陸自動車道鳴瀬奥松島ICから登米東和IC　７時００分に規制解除

10:00 記者発表（第６7報）

○河川巡視結果
阿武隈川：被害拡大２箇所、新規被害５箇所　　計５７箇所
名 取 川 ：被害拡大４箇所、新規被害３箇所　　計３５箇所
○海岸巡視結果
蒲崎海岸：被害の拡大なし、山元海岸：被害の拡大なし

14:00 記者発表（第６８報） ○４月９日より水尻橋の通行可能時間が５:００～１９:００に変更　他

20:00 記者発表（第６９報）

○阿武隈川：地震で被害が拡大した２箇所及び新規被害５箇所にシート張な
どの応急復旧が概成。
○名取川：地震で被害が拡大した４箇所及び新規被害３箇所にシート張など
の応急復旧が概成。

７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川３地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続

９日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
18:42 宮城県沖M5.4　 大震度：震度５弱（大崎市田尻）　道路パトロール開始
19:00 記者発表（第７０報） ・仙台市の要請により、排水ポンプ車３台を投入。若林区井戸地区の浸水解消に着手。

21:35 記者発表（第７１報） ・18:42余震　震度４　　被害無し(道路）
仙台東部低平地の排水作業着手 仙台市の要請により、排水ポンプ車３台を投入
海岸施設緊急復旧工事関係首長説明 岩沼市長、山元町長

１０日 仙台東部低平地排水作業継続
9:00 海岸現地調査開始

16:30 記者発表（第７２報） 国道４５号　登米市津山町柳津地内　１６時３０分に規制を解除。
１１日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続

阿武隈川３地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続
仙台東部低平地排水作業継続

17:16 福島県浜通りM7.1　津波注意報発表 大震度：震度６弱（福島県中通り、浜通り、茨城県南部)

17:30 記者発表（第７３報）
17:16発生地震、管内 大震度５弱を観測したため、巡視、パトロール実施
河川巡視：阿武隈川岩沼管内、道路パトロール

20:31 記者発表（第７４報）
17:16発生地震、管内 大震度５弱を観測
所管施設の巡視やパトロールを実施。被害は確認されなかった

17:40 管内河川巡視開始
18:50 管内河川巡視終了

１２日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川３地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続
仙台東部低平地排水作業継続

5:50 管内河川巡視開始
6:00 海岸巡視開始
7:30 蒲崎海岸巡視終了
8:15 山元海岸巡視終了
8:19 管内河川巡視終了

8:19 記者発表（第７５報）
4/11、17:16発生地震、管内 大震度５弱を観測
所管施設の巡視を実施、被害の拡大や新たな被害は確認されなかった
巡視箇所：阿武隈川　岩沼管内、蒲崎海岸及び山元海岸

10:00 海岸現地調査開始
14:07 福島県浜通りM6.3 大震度：震度６弱（福島県浜通り　いわき市他、茨城県北部　北茨城市

15:33 記者発表（第７６報）
14:07地震　管内 大震度４を観測
所管施設の巡視やパトロールを実施したが新たな被害は確認されず。
巡視・パトロール箇所：蒲崎海岸及び中浜海岸

18:00 記者発表（第７７報）
仙台市の要請により排水ポンプ車３台投入してたが、本日２台増強し、計５
台で若林区井土地区の浸水解消作業中。

仙台市若林区井戸地区の排水作業強化 排水ポンプ車３台の稼働に加えて２台追加して計５台
１３日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続

阿武隈川３地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続
仙台東部低平地排水作業継続

9:30 名取川現地調査開始
19:00 記者発表（第７８報） 一部、文言追記

阿武隈川緊急維持工事終了 右岸7.5k
阿武隈川緊急維持工事着手　左岸0.4～

１４日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川３地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続
仙台東部低平地排水作業継続
第１回　北上川等堤防復旧技術検討会 現地調査、仙台河川国道事務所内にて検討会実施 16:20～

19:00 記者発表（第７９報） 工事完了：阿武隈川右岸の河口から7.0㎞及び7.5㎞付近
阿武隈川緊急維持工事終了 右岸7.0k

１５日 ７地区の災害緊急復旧工事　日中作業継続
阿武隈川２地区、名取川１地区
緊急維持工事作業継続
仙台東部低平地排水作業継続

18:00 記者発表（第８０報）
　阿武隈川右岸0.8㎞～1.3㎞（亘理町荒浜地先）において、津波により堤防
の一部が流失した箇所に、大雨に備え大型土嚢の設置に着手
　完了は４月２０日の見込み

仙台湾南部海岸緊急復旧工事 工事着手前測量実施（全１１工区）

注）情報が多くなるため後略してます
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4.阿武隈川下流 被災状況
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4.阿武隈川下流 被災状況



4.阿武隈川下流 被災状況（航空写真 被災前後比較写真）

【地震被災前(平成22年10月2日)】

【地震被災後(平成23年3月23日)】

亘理大橋

亘理大橋

１０



【地震被災後(平成23年3月23日)】

亘理大橋

【地震被災前(平成22年10月2日)】

亘理大橋

１１

4.阿武隈川下流 被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



5.名取川 被災状況

１２



１３

5.名取川 被災状況



１４

5.名取川 被災状況



【地震被災前(平成21年10月18日)】

【地震被災後(平成23年3月12日)】

←名取川

←名取川

１５

5.名取川 被災状況（河口周辺被災状況）



【地震被災前(平成21年10月12日)】

【地震被災後(平成23年3月18日)】

閖上漁港

閖上漁港

１６

5.名取川 被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



【地震被災前(平成21年10月12日)】

【地震被災後(平成23年3月18日)】

←閖上水門

←閖上水門

←北貞山運河

←北貞山運河

１７

5.名取川 被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



H23.3.13(地震被災後)H22.8.19(地震被災前)

H22.10.19(地震被災前)

H22.10.19(地震被災前)

H23.3.13(地震被災後)

H23.3.13(地震被災後)

１８

5.名取川 被災状況（右岸：閖上地区）



6.蒲崎海岸被災状況

【地震被災前】

【地震被災後】

蒲崎4.1kp （保安林堤防：阿武隈河口部）

蒲崎0.2kp （浄化センター前）

蒲崎海岸の市道
（浄化センター前）

背後地の状況

堤防陸側の状況
（浄化センター前） 堤防CCTV装置の状況

蒲崎1.2kp （直轄：浄化センター前）

被災前の堤防高

２０



相の釜海岸堤防(県管理区間:仙台空港前)被災状況

築堤北端部 空港ターミナルビル前の停車場

蒲崎海岸
L=4.7ｋｍ

消失した海岸堤防

H22. 7.13(地震被災前) H23. 3.17(地震被災後)

←陸側 海側→ ←陸側 海側→

被災前の堤防高

２１

6.蒲崎海岸被災状況



【地震被災後(平成23年3月23日)】

【地震被災前(平成22年9月29日)】

被災後の堤防状況

２２

6.蒲崎海岸被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



【地震被災後(平成23年3月23日)】

【地震被災前(平成22年9月29日)】

新
設
堤
防
（
平
成
21
年
度
完
成
）

被災前の堤防状況

被災後の堤防状況

２３

6.蒲崎海岸被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



【地震被災前】

【地震被災後】

7.山元海岸被災状況

背後地の状況

中浜小学校前の県道の状況中浜地区の状況
中浜小学校２階から
坂元川水門を望む

被災前の堤防高

被災前の堤防高

２４



【地震被災前(平成22年9月29日)】 【地震被災後(平成23年3月29日)】

坂元川

坂元川

Ｓ２号ＨＬ

１号ＨＬ

山元町

Ｓ５号ＨＬ

１号ＨＬ

Ｓ５号ＨＬ

Ｓ４号ＨＬＳ４号ＨＬ

２５

7.山元海岸被災状況（航空写真 被災前後比較写真）



8.TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)による活動状況

TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）とは、大

規模自然災害が発生し、または発生するおそれ

がある場合において、被災地方公共団体等が行

う、被災状況の迅速な把握，被害の発生および

拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急

対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実

施するため設置された組織。

今回の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖

地震の発生に伴い、中部地方整備局より１６人、

九州地方整備局より９人が仙台河川国道事務所

管内において活動している。

現地調査とりまとめ状況

被災状況に関する情報収集状況 被災調査準備状況

被災調査状況（その１） 被災調査状況（その２） ２６



9.他地方整備局からの災害対策用機械の支援状況

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

北陸地方整備局 関東地方整備局

各地方の災害対策車が到着した様子 ２７
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凡例

×

×

・・・　補修済箇所

・・・　本格復旧必要箇所（応急的な補修済）

× ・・・　軽微な被災箇所（舗装面の小さな亀裂など）

被災箇所　５７　箇所

×
×

×

10.被災箇所の応急復旧・補修活動等 位置図

92箇所35箇所57箇所計

5月17日時点29箇所11箇所18箇所補修済箇所

※全箇所応急
対応済み

36箇所14箇所22箇所軽微な被災箇所

27箇所10箇所17箇所本格復旧必要箇所

備 考計名取川
阿武隈川

下流

［情報追加］

２８※本内容は速報であり、今後、情報が変更する可能性があります



○阿武隈川下流坂津田地区緊急復旧工事 （宮城県角田市坂津田地内）５/１６完成
工事場所：阿武隈川下流右岸２２．４ｋｍ＋１７４ｍ～２２．６ｋｍ＋５９ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等） 延長８０ｍ
工 期：平成２３年 ３月１６日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流小斉地区緊急復旧工事（宮城県伊具郡丸森町小斉地内） ５/９完成
工事場所：阿武隈川下流右岸３２．８ｋｍ＋１０３ｍ～３３．０ｋｍ＋１７０ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２７０ｍ
工 期：平成２３年 ３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流上沼尻地区緊急復旧工事 （宮城県角田市上沼尻地内） ５/９完成
工事場所：阿武隈川下流右岸３０．６ｋｍ＋３４ｍ～３０．８ｋｍ＋１５０ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等）３２０ｍ
工 期：平成２３年 ３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流枝野地区緊急復旧工事 （宮城県角田市枝野地内） ５/５完成
工事場所：阿武隈川下流右岸３０．８ｋｍ＋１８０ｍ～３１．２ｋｍ＋８０ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２５０ｍ
工 期：平成２３年 ３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流賀川地区緊急復旧工事 （宮城県角田市賀川地内） ５/１０完成
工事場所：阿武隈川下流右岸３１．２ｋｍ＋１５０ｍ～３１．６ｋｍ－１２ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２３０ｍ
工 期：平成２３年 ３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流野田地区堤防緊急復旧工事（宮城県角田市野田地内） ５/１９完成
工事場所：阿武隈川下流左岸２８．６ｋｍ＋３６８ｍ～２９．０ｋｍ＋９４ｍ
工事内容：堤防復旧（仮締切等）３３０ｍ
工 期：平成２３年 ３月２７日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流荒浜地区堤防緊急復旧工事（宮城県亘理町荒浜地内） ５/２０完成
工事場所：阿武隈川下流右岸０．０ｋｍ－１７０ｍ～０．０ｋｍ＋１００ｍ
工事内容：堤防復旧 ２７０ｍ
工 期：平成２３年 ４月 ７日～一ヶ月程度

２９

実施中の緊急復旧工事が
全地区完成しました

11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況 ［情報更新］



11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況（完成状況）［情報追加］

上沼･枝野･賀川地区（５／１０完成） 岩沼地区（５／２０完成）

小斉地区（５／９完成） 野田地区（５／１９完成）

坂津田地区（５／１６完成）

※写真は全て
5/26撮影

３０



11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況（坂津田地区）

L=８0m
堤防沈下

2
2
.4

k+
1
7
4
m

22.6k+59m

坂津田地区を上流から望む（復旧前） 坂津田地区を上流から望む（復旧後）

坂津田地区を下流から望む（復旧前） 坂津田地区を下流から望む（復旧後）

左上写真
アングル

写真写真

右岸22.6k周辺被災状況
を下流から望む

右岸22.6k周辺被災状況
を下流から望む

右上写真
アングル

３１
平成２３年３月２９日
坂津田周辺航空写真



11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況（小斉地区）

小斉地区を下流から望む（復旧前） 小斉地区を下流から望む（復旧後）

小斉地区を上流から望む（復旧前） 小斉地区を上流から望む（復旧後）

L=270m 堤防沈下

32.8k+103m

33.0k+170m

左上写真
アングル

平成２３年３月２３日
小斉周辺航空写真

右岸32.8k周辺被災状況
を下流から望む

←阿武隈川

３２



31.6k-120m

30.8k+180m

31.2k+150m

上沼尻地区

賀川地区

枝野地区

11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況(上沼尻･枝野･賀川地区)

枝野地区を上流から望む（復旧前） 枝野地区を上流から望む（復旧後）

31.6k-120m

全区間仮締切整備状況

右岸30.8k周辺被災状況
を下流から望む

左下写真
アングル

３３



11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況（野田地区）［情報追加］

野田地区陸側を上流から望む（復旧前） 野田地区陸側を上流から望む（復旧後）

平成２３年３月２３日
野田周辺航空写真

阿
武
隈
川
→

国道１１３号

野田地区川側を下流から望む（復旧前） 野田地区川側を下流から望む（復旧後）

28.6k+368m

29.0k+94m

L=330m
堤防亀裂

野田地区仮締切完成状況

野田地区堤防亀裂状況

堤防亀裂拡大

３４



11.阿武隈川下流緊急復旧工事状況（荒浜地区）［情報追加］

←
阿
武
隈
川

0.0k+100m

0.0k-170m

L=270m
堤防洗掘等

荒浜地区陸側を上流から望む（復旧前） 荒浜地区陸側を上流から望む（復旧後）

荒浜地区陸側を下流から望む（復旧前） 荒浜地区陸側を下流から望む（復旧後）

荒浜地区堤防洗掘状況

平成２３年３月２３日
荒浜周辺航空写真 ３５



12.被災箇所の応急復旧活動

●阿武隈川
［左岸河口から24.4k付近
角田市佐倉地先］

●名取川
［右岸河口から2.5k付近
名取市太子堂地先］

大型土のう製作に着手

今後の雨に備えた大型土のうの備蓄作業

３６



３７

13.阿武隈川下流 緊急維持工事状況



14.名取川 緊急維持工事状況

３８



15.学識者による現地調査状況

○名取川現地調査
調査日時：平成２３年 ３月２６日 9:00～13:00

学 識 者：東北大学大学院工学研究科 真野教授

東北大学大学院工学研究科 田中教授

調査地区：名取川河口部左右岸

（仙台市若林区藤塚地区～名取市閖上地区）

調査内容：震災による河川堤防被災状況確認

津波による砂州・海岸堤防被災状況確認

３９

○山元海岸現地調査
調査日時：平成２３年 ４月 ２日 9:00～14:30

学 識 者：東北大学大学院工学研究科 真野教授

東北大学大学院工学研究科 田中教授

福島大学共生ｼｽﾃﾑ理工学類 横尾准教授

調査地区：山元海岸

（山元町笠野地区～中浜地区）

調査内容：津波による砂州・海岸堤防被災状況確認

山元町笠野地区の
現地調査状況

海岸堤防の被災状況

海岸堤防を津波が越流した
影響による深掘れ状況



委員長 佐々木  康 広島大学 名誉教授 

委 員 岡 村 未対 愛媛大学大学院 理工学研究科 生産環境工学専攻 教授 

委 員 風 間 基樹 東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 教授 

委 員 田 中  仁 東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 教授 

委 員 真 野  明 東北大学大学院 工学研究科 附属 災害制御研究センター 教授 

  （五十音順） 

委 員 宮 本 健也 国土交通省 河川局 治水課 企画専門官 

委 員 服 部  敦 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川部 河川研究室長 

委 員 田 村 敬一 独立行政法人 土木研究所 構造物ﾒﾝﾃﾅﾝｽ研究センター 耐震総括研究監 

委 員 佐々木 哲也 独立行政法人 土木研究所 つくば中央研究所 材料地盤研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上席研究員 

委 員 田 上 澄雄 国土交通省 東北地方整備局 河川部 部長 

委 員 川 崎 博巳 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 所長 

委 員 島 田 昭一 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 所長 

16.北上川等堤防復旧技術検討会

平成２３年３月１１日に発生した三陸沖を震源とする地震・津波により、北上川
及び鳴瀬川、阿武隈川、名取川の各河川において、堤防等の河川管理施設に甚大な
被害が生じております。

今般、被災メカニズムを明確にするとともに被災した堤防の評価・検討を行い復
旧対策に資するため、専門家からなる「北上川等堤防復旧技術検討会」を設立し、
技術的な助言・指導のもと堤防の復旧対策を進めるものです。

また、併せて出水期を迎えるにあたり被災
した堤防の点検上の留意点並びに堤防被災を
考慮した洪水予報基準のあり方について助言
・指導を受け、今後の河川管理に資するもの
です。

４０

北上川等堤防復旧技術検討会 委員名簿

《第１回北上川等堤防復旧技術検討会》

開 催 日：平成２３年 ４月１４日（木）

現地調査： 8:30～16:00

調査地区：北上川水系江合川 淵尻地区

北上川水系江合川 福沼地区

鳴瀬川水系鳴瀬川 下中目地区

阿武隈川水系阿武隈川 荒浜地区

阿武隈川水系阿武隈川 枝野地区

検 討 会：16:20～18:10

会議概要：地震・津波及び被害の概要

調査・検討の内容

今後のスケジュール

阿武隈川 枝野地区調査状況

北上川等堤防復旧技術検討会実施状況



仙台駅

約2km

約5km

津波による
影響エリア

山元海岸
［これまでの直轄区間］

蒲崎海岸
［これまでの直轄区間］

４１

17.仙台湾沿岸仙台南部海岸の復旧について

平成２３年３月３０日

内閣府特命担当大臣(防災) 松本 龍 殿
財 務 大 臣 野田 佳彦 殿
国土交通大臣 大畠 章宏 殿

宮城県知事 村井 嘉浩

仙台湾沿岸仙台南部海岸の復旧について
（緊急要望）

平成２３年３月１１日に発生した平成２３年東北地方太平洋沖地震によ
る激しい揺れその後の大津波により，本県沿岸部は甚大な被害を受けまし
た。

沿岸部を海岸浸食や高潮等から守るため整備されてきた海岸保全施設も
甚大な被害を受け，特に，仙台市，名取市，岩沼市，亘理町，山元町にま
たがる仙台湾沿岸仙台南部海岸においては，多くの海岸堤防等が破壊され
るなど，壊滅的な状況にあります。

一方，当海岸の背後地に位置する仙台国際空港や仙台東部道路，阿武隈
川下流流域下水道県南浄化センターなどの重要施設も著しい被害を被って
おり，この復旧のためにも，海岸堤防等の早期復旧に一刻も早く着手する
ことが必要となっております。

しかしながら，３１．７㎞（建設海岸）に及ぶ被災範囲の広さもさるこ
とながら，津波による激しい浸食作用により各所で海岸線が消失している
ことや，沿岸部において広域的な地盤沈下が発生していることなどから，
復旧に当たっては，技術的，人員的に相当の困難が予想されるところであ
ります。

ついては，被災した県民が一刻も早く元の暮らしに戻り，安心して生活
できるよう，既に直轄海岸工事施行区域に指定されている１３．９㎞区間
を含む仙台湾沿岸仙台南部海岸全区間（３１．７㎞）について，国におい
て早期に着手し復旧していただくよう強く要望いたします。

３月３０日の宮城県知事からの要望内容

深沼海岸
［要望区間］

閖上・北釜海岸
［要望区間］

相ノ釜・納屋海岸
［要望区間］

Ｌ＝約4.7km

Ｌ＝約9.2km

Ｌ＝約5.2km

Ｌ＝約4.2km

Ｌ＝約8.5km

東日本大震災により甚大な被害を受けた仙台湾の
海岸線約31.7km（七北田川河口～福島県境）の復旧
事業について、３月３０日に宮城県知事より要望を受
けたことから、国土交通省が一括して堤防や離岸堤
の整備に当たる方針を宮城県知事に伝えました。

これまでの直轄区間と３海岸（要望区間）は、至る所
で砂浜がえぐり取られ、貞山運河や入り江が海とつな
がるなど、海岸線は原形をとどめていません。



17.仙台湾沿岸仙台南部海岸の復旧について

３９

平成２３年５月９日官報
（第５５４９号）

“東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等
による代行に関する法律”に基づき、仙台湾南部海岸において宮城県知事に代わって特定
災害復旧等海岸工事を施工することが平成２３年５月９日に告示されました。

このことから、深沼海岸、閖上・北釜海岸、相ノ釜・納屋海岸についても、海岸整備が進む
よう事業の実施に向けて関係機関への協議を行っております。

仙台駅

山元海岸
［これまでの直轄区間］

蒲崎海岸
［これまでの直轄区間］

４２

仙台海岸
深沼地区海岸

名取海岸
閖上・北釜地区海岸

岩沼海岸
相ノ釜・納屋海岸

Ｌ＝約4.7km

Ｌ＝約9.2km

凡 例

赤字：権限代行区間

（平成23年5月9日より）



18.海岸堤防 緊急復旧工事状況

工事状況（中浜海岸）

○緊急復旧工事は、段階的に施工
し、第1 ステップ（高潮対策）、第
２ステップ（高波対策）の２段階で
実施します。

○基準となる高潮位、波浪・打上
げ高は、近年で も大きな被害が
発生した平成18 年10 月災害を
基準としました。

４３



第５工区
　　　540m

第４工区
　　　530m

第３工区
　　　280m

第２工区
　　　380m

第１工区
　　　370m

岩沼市道

共立衛生処理組合
名亘浄化センター

寺島橋

蒲崎橋

18.海岸堤防 緊急復旧工事状況（蒲崎海岸）

洗掘箇所埋戻し作業状況（蒲崎第１工区） 法枠工撤去作業状況（蒲崎第２工区）

４４



山下第２小学校

笠野第２工区
L=780m

笠野第１工区
L=920m

県道３８号

9号突堤

11号突堤

養護老人ホーム
梅香園

県道３８号

中浜小学校

S2号

7号突堤

5号突堤

3号突堤

1号突堤

中浜第1工区
L=1,790m

中浜第2工区
L=1,770m

中浜第3工区
L=1,730m

中浜第4工区
L=1,210m

S5号

S4号

18.海岸堤防 緊急復旧工事状況（山元海岸）

中浜海岸 笠野海岸

洗掘箇所埋戻し作業状況（笠野第１工区）

４２

暫定堤防設置状況（中浜第２工区）

４５



19.余震被害拡大防止のための応急復旧活動

点検開始
情報
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地震直後の仙台河川国道事務所状況

地震直後の職場環境 地震直後の緊急避難と安否確認状況

阿武隈大堰　津波到達状況
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堰下流水位

16:12状況写真 16:20状況写真

20.３月１１日（地震発生日）阿武隈大堰 津波到達状況

※本内容は速報であり、今後、数値情報等が変更する可能性があります

T.P.+
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国土交通省管理

昭和45年完成年度

F,N,W,I,P目的

洪：18,300千m3
非：36,400千m3

利水容量

21,000千m3洪水調節容量

39,300千m3有効貯水容量

45,300千m3総貯水容量

3.9 km2湛水面積

195.25 km2流域面積

45.5m堤高

重力式
コンクリートダム

型式

碁石川河川名

釜 房 ダ ム

21.釜房ダムの地震による対応状況

≪地震発生後の主な点検の経緯≫
３月 ４日～土砂撤去工事のため発電取水の規模縮小
３月１１日14:46 東北地方太平洋沖地震発生

水道配管被災、水力発電緊急停止
一次点検開始

３月１１日15:00 災害対策支部設置（非常体制）
３月１１日16:00 一次点検終了 → 異常なし
３月１２日 6:00 二次点検開始
３月１２日 9:50 二次点検終了 → 異常なし
３月１２日17:00 災害対策支部緩和（注意体制へ）
３月２５日10:00 災害対策支部解除

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴い、宮城
県仙南千塩広域水道事務所施設である水道配管が破裂に
より仙台市への送水が受水停止状態となりました。

この対策として仙台市内中心エリア（太白区、若林区、
宮城野区）に茂庭浄水場にて代替した配水を、現在実施
しており、被災地である東北地方にとっては大変貴重な
資源となっております。

また、釜房ダムの機能を維持するため貯水池内土砂撤
去工事を行う必要があり、水力発電所(釜房発電所)取水
量を縮小して発電所を運転しておりましたが、電力不足
が深刻化してきている現状を鑑み、東北電力点検終了後、
ダムの貯水を活用した水力発電を、３月１６日より再開
しております。

この再開時の取水量は縮小はせず 大取水量まで取水
可能とし、被災地である東北地方にとっては大変貴重な
エネルギー源となっております。

≪地震発生後の水道に関する主な経緯≫
３月１５日 (PM) 南部山浄水場配水が困難との情報が

仙台市水道局より釜房ダムに連絡有
３月１６日 (AM) 利水調整会議メンバー等、協議調整
３月１６日 (AM) 茂庭浄水場にて代替配水を決定
３月１６日 8:20～茂庭浄水場の配水量増量
３月１７日11:38 茂庭浄水場の更なる増量要請あり
３月１７日11:40 関係機関への調整を行い増量を許可
～ 現在、茂庭浄水場と配水量を適宜調整中 ～

３月１９日19:07 茂庭浄水場 通常取水開始

≪地震発生後の発電に関する主な経緯≫
３月１５日 (AM) 東北電力よりダムの貯水により発電

を行いたい旨の連絡が釜房ダムに有
３月１５日 (PM) 河川管理者、ダム管理者と東北電力

が発電に向けて協議・調整
３月１６日 (AM) 発電出力・取水量等、 終調整
３月１６日12:45 緊急でダムの貯水による発電を開始釜房ダム利水供給エリア
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22.阿武隈川･名取川周辺の津波遡上高
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測線No.6

7.1

3.6
2.6 2.3 2.4

1.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

岸沖距離（ｍ）

標
高
（
T
.P
.m
）

測線No.5

7.4

4.0

2.1 1.9 2.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

岸沖距離（ｍ）

標
高

（
T
.P
.m
）

22.阿武隈川･名取川周辺の津波遡上高
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･河川緊急復旧工事状況追加

･海岸緊急復旧工事状況追加

５月１７日
14:00【第１１報】

･北上川等堤防復旧技術検討会追加

･海岸堤防緊急工事状況追加

４月２８日
17:30【第１０報】

･余震情報の修正

･余震の応急復旧活動追加

４月 ９日
13:00【第９報】

･余震・復旧状況情報の追加

･仙台南部海岸区間情報追加

４月 ８日
13:40【第８報】

･山元海岸の被災状況追加

･坂津田地区等復旧状況追加

４月 １日
19:00【第７報】

･阿武隈川･海岸航空写真追加

･学識者の現地調査状況追加

３月２９日
9:00【第６報】

･名取川航空斜め写真を追加

･阿武隈川緊急復旧活動追加

３月２２日
13:30【第５報】

･南部海岸の被災箇所を追加

･釜房ダムの地震対応を追加

３月１８日
20:00【第４報】

･河川緊急復旧工事完成状況追加

･野田・荒浜地区工事状況追加

･応急、緊急復旧活動を追加

･災害対策機械の支援を追加

･名取川の被災箇所を追加

･TEC-FORCE活動状況を追加

－

前報からの主な変更点

５月２７日
17:00【第１２報】

３月１７日
10:30【第３報】

３月１５日
18:50【第２報】

地震発生時から３日
以内に得られた情報
を掲載

３月１４日
13:55【第１報】

備 考公表日時

≪速報の主な経緯≫

地震発生時から国土交通省が管理する阿武隈川下流、名取川・広瀬川、仙台湾南部海岸におけ
る地震・津波による被害情報や復旧作業の現状について逐次、公表していく目的で作成しており
ます。

しかしながら、余震または余震に伴う津波の被害を警戒しながら現地調査等を行っているため、
迅速な対応が困難になっております。

今後も、より早く現地状況を伝えるよう引き続き努めてまいりますが、迅速性を重視し正確性
を欠いている可能性があることを申し添えます。

本内容に関するお問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所

ＴＥＬ ０２２（２４８）４１３１
調査第一課長 齊藤正道（内線３５１）

［追加情報］


