
報 道 発 表 資 料 

平成 23 年 4 月８日 11 時 00 分 

気 象 庁 

 

 

４月７日 23 時 32 分頃に発生した宮城県沖の地震による 

地震・津波・火山観測機器の状況について 

 

 ４月７日 23 時 32 分頃に発生した宮城県沖の地震による地震・火山観測機器

の状況を別紙の通りお知らせします。 

 

１．地震観測点（別紙１） 

 モニター可能な観測点のデータにより、震源・マグニチュード計算を行い、

津波警報等を発表します。 

 東北地方北部を中心とした地域で発生する地震については、緊急地震速報

（予報及び警報）を適切に発表できない状態となっています。 

 

２．震度観測点（別紙２） 

 入手可能な震度データにより地震情報を発表します。震度が入手できない

観測点であっても、震度５弱以上と推定される場合には、地震情報で発表し

ます。 

 

３．津波観測点（別紙３） 

  モニター可能な観測点のデータにより津波状況を把握します。 

 

４．火山観測点（別紙４） 

 全点障害中の火山については、気象衛星の画像データや気象レーダーによ

り噴煙の状況を監視します。また、発見者通報情報の収集に努めます。 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先：気象庁地震火山部管理課 03-3211-8684 

 



 

 

気象庁地震観測点 地震によるデータ断・停電状況（東北地方） 
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平成 23年 4月 8日 10時 00分現在 

別紙１
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東北地方 26 地点中 データ断：12地点 
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別紙２-１

都道府県名 震度観測点名称 地域名称 障害内容
青森県 青森市花園 青森県津軽北部
青森県 五所川原市栄町 青森県津軽北部 バッテリ運用
青森県 平内町小湊 青森県津軽北部 バッテリ運用
青森県 五所川原市太田 青森県津軽北部 停電
青森県 弘前市和田町 青森県津軽南部 バッテリ運用
青森県 鰺ヶ沢町本町 青森県津軽南部 バッテリ運用
青森県 深浦町深浦 青森県津軽南部 バッテリ運用
青森県 深浦町長慶平 青森県津軽南部 停電
青森県 八戸市湊町 青森県三八上北
青森県 七戸町天間舘 青森県三八上北 停電
青森県 六ヶ所村尾駮 青森県三八上北 バッテリ運用
青森県 五戸町古舘 青森県三八上北 バッテリ運用
青森県 八戸市島守 青森県三八上北 停電
青森県 むつ市金曲 青森県下北 ※復旧
青森県 むつ市大畑町 青森県下北 ※復旧
岩手県 宮古市鍬ヶ崎 岩手県沿岸北部
岩手県 宮古市長沢 岩手県沿岸北部 停電
岩手県 久慈市川崎町 岩手県沿岸北部 バッテリ運用
岩手県 山田町八幡町 岩手県沿岸北部 停電、×
岩手県 田野畑村田野畑 岩手県沿岸北部 停電
岩手県 岩手洋野町種市 岩手県沿岸北部
岩手県 岩手洋野町大野 岩手県沿岸北部 停電
岩手県 大船渡市大船渡町 岩手県沿岸南部
岩手県 大船渡市猪川町 岩手県沿岸南部 停電
岩手県 釜石市只越町 岩手県沿岸南部 ×
岩手県 盛岡市山王町 岩手県内陸北部
岩手県 二戸市福岡 岩手県内陸北部 バッテリ運用
岩手県 雫石町千刈田 岩手県内陸北部 バッテリ運用
岩手県 葛巻町葛巻元木 岩手県内陸北部 停電
岩手県 八幡平市大更 岩手県内陸北部 バッテリ運用
岩手県 奥州市水沢区大鐘町 岩手県内陸南部 バッテリ運用
岩手県 北上市柳原町 岩手県内陸南部 バッテリ運用
岩手県 花巻市大迫町 岩手県内陸南部 バッテリ運用
岩手県 一関市大東町 岩手県内陸南部 バッテリ運用
宮城県 大崎市古川三日町 宮城県北部 バッテリ運用
宮城県 気仙沼市赤岩 宮城県北部
宮城県 涌谷町新町 宮城県北部 バッテリ運用
宮城県 栗原市栗駒 宮城県北部 バッテリ運用
宮城県 登米市中田町 宮城県北部 バッテリ運用
宮城県 南三陸町志津川 宮城県北部
宮城県 仙台空港 宮城県南部 ×
宮城県 柴田町船岡 宮城県南部
宮城県 丸森町上滝 宮城県南部
宮城県 仙台青葉区大倉 宮城県中部
宮城県 仙台宮城野区五輪 宮城県中部
宮城県 石巻市泉町 宮城県中部 ×
宮城県 石巻市大瓜 宮城県中部 ×
宮城県 松島町高城 宮城県中部 バッテリ運用

気象庁震度観測点の障害状況（東北地方）
88点中18点データ断（平成23年4月8日10時00分現在）

※4月8日08時00分からの変化状況



別紙２-２

都道府県名 震度観測点名称 地域名称 障害内容
秋田県 能代市緑町 秋田県沿岸北部 ※復旧
秋田県 男鹿市男鹿中 秋田県沿岸北部 ※復旧
秋田県 五城目町西磯ノ目 秋田県沿岸北部 バッテリ運用
秋田県 秋田市山王 秋田県沿岸南部
秋田県 由利本荘市石脇 秋田県沿岸南部 バッテリ運用
秋田県 秋田市雄和女米木 秋田県沿岸南部 停電
秋田県 北秋田市花園町 秋田県内陸北部 バッテリ運用
秋田県 大館市比内町味噌内 秋田県内陸北部 停電
秋田県 湯沢市沖鶴 秋田県内陸南部 バッテリ運用
秋田県 仙北市角館町東勝楽丁 秋田県内陸南部 バッテリ運用
秋田県 秋田美郷町六郷東根 秋田県内陸南部 停電
秋田県 横手市雄物川町今宿 秋田県内陸南部 バッテリ運用
山形県 鶴岡市馬場町 山形県庄内
山形県 酒田市亀ヶ崎 山形県庄内
山形県 酒田市飛島 山形県庄内
山形県 鶴岡市温海川 山形県庄内
山形県 遊佐町遊佐 山形県庄内
山形県 新庄市東谷地田町 山形県最上
山形県 山形金山町中田 山形県最上 ※復旧
山形県 山形市緑町 山形県村山
山形県 河北町谷地 山形県村山 ※復旧
山形県 米沢市駅前 山形県置賜
山形県 山形小国町岩井沢 山形県置賜
山形県 白鷹町黒鴨 山形県置賜 ※復旧
福島県 福島市松木町 福島県中通り
福島県 郡山市朝日 福島県中通り
福島県 白河市郭内 福島県中通り
福島県 大玉村曲藤 福島県中通り
福島県 棚倉町棚倉中居野 福島県中通り
福島県 田村市船引町 福島県中通り
福島県 いわき市小名浜 福島県浜通り
福島県 いわき市三和町 福島県浜通り
福島県 南相馬市原町区三島町 福島県浜通り
福島県 川内村下川内 福島県浜通り
福島県 浪江町幾世橋 福島県浜通り 停電、×
福島県 会津若松市材木町 福島県会津
福島県 南会津町田島 福島県会津
福島県 西会津町野沢 福島県会津
福島県 猪苗代町城南 福島県会津
福島県 柳津町大成沢 福島県会津

気象庁震度観測点の障害状況（東北地方）
88点中18点データ断（平成23年4月8日10時00分現在）

※4月8日08時00分からの変化状況



別紙３
津波観測地点稼働状況一覧　　　　　　　　　　　　　4月08日10時00分現在

津波観測地点名称 所属 稼働状況 津波観測地点名称 所属 稼働状況

網走 気象庁 久慈港 港湾局 ×

枝幸港 港湾局 宮古 気象庁 ×

釧路 気象庁 石巻市鮎川 気象庁 ×

根室港 港湾局 気仙沼広田湾沖 港湾局 ×

根室市花咲 気象庁 仙台港 気象庁

浜中町霧多布港 港湾局 宮城金華山沖 港湾局 ×

浦河 気象庁 いわき市小名浜 気象庁

えりも町庶野 気象庁 相馬 気象庁 ×

十勝港 港湾局 × 福島小名浜沖 港湾局 ×

渡島森港 港湾局 秋田 気象庁 ×

白老港 港湾局 酒田 気象庁

苫小牧西港 港湾局 鶴岡市鼠ヶ関 国土地理院

苫小牧東港 港湾局 飛島 国土地理院

函館 気象庁 大洗 気象庁

室蘭港 港湾局 神栖市鹿島港 港湾局 ×

石狩湾新港 港湾局 銚子 気象庁

小樽 気象庁 館山市布良 気象庁

小樽市忍路 国土地理院 千葉 海上保安庁

利尻島沓形港 港湾局 東京晴海 気象庁

留萌 気象庁 横須賀 海上保安庁

稚内 気象庁 横浜 海上保安庁

岩内港 港湾局 伊豆大島岡田 気象庁

江差 気象庁 神津島神津島港 海上保安庁

奥尻島奥尻港 港湾局 八丈島神湊 海上保安庁

奥尻島松江 国土地理院 八丈島八重根 気象庁

瀬棚港 気象庁 三宅島阿古 海上保安庁

青森 港湾局 × 三宅島坪田 気象庁

竜飛 海上保安庁 × 父島二見 気象庁

深浦 気象庁 南鳥島 気象庁

青森八戸沖 港湾局 × 小田原 気象庁

八戸 気象庁 × 三浦市油壺 国土地理院

むつ小川原港 港湾局 × 伊東 国土地理院

むつ市関根浜 気象庁 静岡御前崎沖 港湾局

岩手釜石沖 港湾局 × 下田港 港湾局

岩手久慈沖 港湾局 × 西伊豆町田子 国土地理院

岩手宮古沖 港湾局 × 沼津市内浦 気象庁

大船渡 気象庁 南伊豆町石廊崎 気象庁

釜石 海上保安庁 ×

（北・東日本）

無印：正常     ×：データ断（19点）



別紙４
2011/4/8 10:00現在

東北地方の火山観測点の稼働状況

火山名 稼働状況
岩木山 障害中
秋田焼山 障害中
岩手山 一部障害中
秋田駒ケ岳 障害中
鳥海山 一部障害中
栗駒山 一部障害中
蔵王山 一部障害中
吾妻山 一部障害中
安達太良山 正常
磐梯山 一部障害中

東北地方以外の火山観測点はほぼ正常
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