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青森県の過去の災害等 

資料３ 



 地勢・気象等 
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 青森県は、本州の最北端に位置し、東西約155km、南北約140kmの範囲で、東は太平洋、西は日
本海、北は津軽海峡と三方海に囲まれている。 

 寒候期には、津軽地方、下北地方、上北地
方では日本海側の天気特性となって風雪の日
が多くなる。一方、三八地方は、太平洋側の
天気特性を表し、乾燥した晴天の日が多い。 
 暖候期には梅雨期間を中心として千島海域
からの冷湿な北東気流（ヤマセ）の流入する
ことが多く、下北、上北、三八地方では低
温・多湿の日が多くなる。 

位  置 

気  候 

 近年の本県における台風の被害は、 
暴風：平成３年９月の台風第１９号 
   （風水害では最大の被害額） 
大雨：平成２５年９月の台風第１８号 
   （直近の一級河川の氾濫） 
 などがあげられる。 

風 水 害 

気象庁 天気予報発表区域図 
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発生年月日 死傷者 被害額 特徴 

S50.8.5～7（大雨） 死者22名、負傷者46名 121億円 
大雨による旧岩木町百沢地区の崖崩れ（死者22
名）等の被害 

S50.8.20（大雨） 死者1名、負傷者25名 531億円 大雨による洪水、崖崩れ等の被害 

S52.8.5（大雨） 死者11名、負傷者30名 518億円 
津軽地方を中心に大雨による洪水、崖崩れ等の
被害 

S56.8.21～23（大雨・暴風） 死者2名、負傷者8名 492億円 
大雨・暴風により全県的に強風、洪水、崖崩れ
などの被害 

S57.5.20～21（大雨） 165億円 
大雨による三八地方における小河川の氾濫、崖
崩れ、冠水等の被害 

S57.9.10～13（台風第18号） 死者1名 277億円 
台風通過に伴う暴風、大雨による三八地方中心
とした被害 

S60.9.1（台風第13号） 202億円 降水量はほとんどなく、強風による被害 

H2.9.17～20（台風第19号） 154億円 大雨、暴風により洪水、崖崩れ等による被害 

H2.10.26～27（大雨・暴風） 200億円 大雨、暴風により崖崩れ等による被害 

H3.9.28（台風第19号） 死者9名、負傷者255名 1,129億円 
津軽を中心に急激に風が強まり、人的被害をは
じめ、りんごの落果等の甚大な被害 

H11.10.27～27（大雨・暴風） 
死者1名、行方不明者1名、
負傷者2名 

342億円 
三八地方を中心とした大雨・暴風による崖崩れ
等による被害 

H16.9.8（台風第18号） 負傷者7名 170億円 暴風による人的被害や住家被害 

H18.10.6～8（大雨・暴風） 負傷者1名 178億円 大雨・暴風による河川の氾濫等の被害 

H25.9.28（台風第18号） 負傷者1名 115億円 
大雨による岩木川や馬淵川等の河川の氾濫等の
被害 

 最近の主な風水害（大雨・暴風） 

※ 被害額１００億円以上のもの 
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【平成３年台風第１９号（平成３年９月）】 

・台風により、死者９名をはじめとした人的被害、建物倒壊、道路寸断、停電、 
 りんご落果などの被害が発生 
・死者９名、負傷者２５５名 
・住家全壊１２２棟、半壊１，７７２棟、一部破損１２，７８５棟 
・被害額１，１２９億円（うち農林被害約８８１億円） 
・住家、農林水産関係、河川・道路等の公共土木施設を中心に被害が発生 

 最近の主な風水害（暴風） 

屋根トタン飛散による電柱倒壊（平川市 旧平賀町） りんご樹体ごと全滅の園地（弘前市） 



5 

【平成２５年台風第１８号（平成２５年９月）】 

・台風による雨により、岩木川及び馬淵川等が氾濫 
・負傷者１名 
・住家半壊７９棟、一部破損３棟、床上浸水２３３棟、床下浸水５９９棟 
・被害額１１５億円 
・農林水産関係、河川・道路等の公共土木施設を中心に被害が発生 

一級河川岩木川（つがる市付近） 一級河川馬淵川（南部町付近） 

 最近の主な風水害（大雨） 
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発生年月 死傷者 被害額 

S60.1～3 死者8名、負傷者61名 89億円 

S61.1～3 死者5名、負傷者81名 101億円 

H13.1～3 死者10名、負傷者55名 137億円 

H17.1～3 死者12名、負傷者173名 129億円 

H18.1～3 死者6名、負傷者138名 32億円 

 最近の主な雪害 

【平成２４年２月１日】 
 国道２７９号（横浜町有畑）におい
て大型トラックとバスがスリップして
道路を塞いだこと、大雪による吹きだ
まりにより移動不能となった自動車が
多数発生したことにより、約４００台
を巻き込んだ交通渋滞が発生 
 人命救助及び状況確認のために災害
派遣要請を実施 

【平成１７年】 
 県内各地で記録的な豪雪に見舞
われ、主要幹線道路、列車等の公
共交通機関のダイヤが大幅に乱れ、
県民生活各般にわたり大きく混乱 
 緊急に屋根雪を排除するために
災害派遣要請 
  

横浜町 青森市 
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災害名（発生年月日） 震度等 死傷者 被害額 

十勝沖地震 
（S43.5.16） 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.9 
県内最大震度5 

死者46名、行方不明者2名 
負傷者671名 

470億円 

日本海中部地震 
（S58.5.26） 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.7 
県内最大震度5 

死者17名 
負傷者25名 

518億円 

三陸はるか沖地震 
（H6.12.28） 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.5 
県内最大震度6 

死者3名 
負傷者783名 

755億円 

東日本大震災 
（H23.3.11） 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ9.0 
県内最大震度5強 

死者3名、行方不明者1名 
負傷者95名 

1,344億円 

 最近の主な地震災害 
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【東日本大震災】 
発生時刻 平成２３年３月１１日１４：４６ 
震  源 北緯38°06.2’ 東経142°51.6’ 
     深さ24km 
規  模 Ｍ９．０ 

１５：２１ 八戸 第一波０．７ｍ（引き） 
１６：５７ 八戸 最大４．２ｍ 
(気象庁現地調査で八戸で６．２ｍの津波痕跡) 

地震の概要 

県内の震度 

死者    ３名（津波） 
行方不明者 １名（津波） 
重傷者   １８名（※） 
軽傷者   ７７名（※） 
※ 地震による転倒や津波に流されたこと 
 により負傷したもの など 

人的被害 

住家被害  全壊３０８棟、半壊７０１棟 
      一部損壊１，００５棟 
非住家被害 １，４０２棟 
※ 地震に伴い発生した津波による被害が大 
 きく、太平洋沿岸の被害が大部分を占めた。 

建物被害 

開設避難所 ３０６箇所 
避難所ごとの最大避難者数の合計２４，１３２人 

避難の状況 

県内の津波 

 最近の主な地震災害 

県内震度 震度5強 1市、4町、１村 
     震度5弱 1市、5町 

八戸市 
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【東日本大震災】（平成２３年３月１１日） 
交通インフラ 

太平洋沿岸部の6路線11区間が津波による冠水及び津波への警戒のため通行止めとなった。
津波により浸水した区間では、がれき等が散乱し、撤去に時間を要したが、3月15日まで
には通行可能となった。 

物流網 

 八戸市の油槽所が津波により被災し、一部で出荷が再開されたのは3月20日で、3月23日には海上
ルートからの燃料輸送も再開された。その後、タンクローリーの追加投入、西日本の製油所から東北
地方への石油製品の大量転送の実施、太平洋側の拠点が順次出荷を再開したことにより、4月に入る
と徐々に状況は改善した。 
 さらに、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどにおいても東北管内の配送センターが被
災し、物流が停止したことから、他地域から代替の供給体制が整うまでの間、商品不足が生じること
となった。 

JR、青い森鉄道の在来線が3月14日以降順次運行を再開したが、JR八戸線は津波により被
害により長期にわたり不通となり、種市駅まで8月8日、全線を翌3月17日に運転再開した。 

八戸港フェリーターミナルが津波により使用不能となったことなどから、八戸～苫小牧航
路は運休し、3月22日から青森港を代替港として運行された。八戸～苫小牧航路は7月11
日に運行が再開された。 

道路 

鉄道 

航路 

 最近の主な地震災害 
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【日本海中部地震】 
発生時刻 昭和５８年５月２６日１２：００ 
震  源 北緯40.4 東経139.1  
     深さ１４ｋｍ 
規  模 Ｍ７．７ 

１２：０７ 深浦 第一波（引き） 
１３：３６ 深浦 最大潮位６５ｃｍ 
（現地調査による津波最高水位は約6m） 

地震の概要 

県内の震度 

死者    １７名（津波） 
重傷者    ７名 
軽傷者   １８名 

人的被害 

住家被害  全壊４４７棟、半壊８６５棟 
      一部損壊３，０１８棟 
非住家被害 ２，５８２棟 

建物被害 

避難命令（２町、２村） 
対象戸数 ５，２５８戸 
対象人員 １８，７２６名 

避難の状況 

県内の津波 

県内震度 震度5（深浦・むつ） 

現地調査による 
津波最高水位 

6.0m 

0m 

 最近の主な地震災害 

今別町 

深浦町 



 
 
【観測体制】 
 平成２６年１１月 常時観測火山への追加を決定 
（平成２８年度中に移行予定） 
【火山活動】 
 十和田湖の中湖付近、深さ5kmを震源とする火山
性地震が本年7月22日に5回、23日に16回と一時的
に増加したが、現在は火山性微動は観測されておら
ず、噴火の兆候は認められない。 
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 青森県には、恐山、八甲田山、岩木山及び
十和田の４つの活火山があり、これらのうち
噴火の文献記録があるのは、岩木山と十和田 

青森県の火山 

八甲田山 
岩木山 

十和田 

恐山 

 
【観測体制】 
 平成２６年１１月 常時観測火山への追加を決定 
（平成２８年度中に移行予定） 
【火山活動】 
 ２０１３年２月以降、大岳山頂直下付近が震源と
推定される火山性地震が発生し、同年４月下旬から
７月中旬にかけて増加したが、７月下旬以降は減少
傾向となり、現在も火山性地震は少ない状態で推移 
 

八甲田山 

 
【観測体制】 
 平成２１年６月 常時観測火山に選定 
【火山活動】 
 火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過してお
り、噴火の兆候は認められない。  
 平成28年7月26日の噴火警戒レベルの運用開始に
併せて噴火予報発表（噴火警戒レベル１、活火山で
あることに留意） 

岩木山 

十和田 

恐山 

【火山】 

 活火山 


