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資料５ 

青森県の防災対策等 
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内陸直下型地震

太平洋側海溝型地震
日本海側海溝型地震

内陸直下型地震

名称 太平洋側海溝型地震 日本海側海溝型地震 内陸直下型地震 

ﾓｰﾒﾝﾄ 
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ
（Mw） 

９．０ ７．９ ６．７ 

考え方 

 1968年十勝沖地震及び2011年
東北地方太平洋沖地震の震源域を
考慮し、青森県に最も大きな地
震・津波の被害をもたらす震源モ
デルを設定 

 1983年日本海中部地震の震源モデ
ル（Sato,1985)、及びその最大余震
の震源モデル(阿部,1987)を考慮して
震源モデルを設定 
 

 「青森湾西岸断層帯の活動性及び
活動履歴調査(産業総合研究所
[2009])」により入内断層北に海底
活断層が推定されたことから、震源
モデルを設定 

【青森県地震・津波被害想定調査（Ｈ２４・Ｈ２５）】 

 地震・津波被害想定 
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区分 
最大 
震度 

人的被害 建物被害 ライフライン被害 
避難者数 
（直後） 死者数 負傷者数 全壊棟数 半壊棟数 上水道 

断水人口 

下水道 
機能支障人口 

電力 
停電軒数 

津軽地方 

東青地域 ６強 960  2,000  3,000  22,000  127,000 34,000 155,000 36,000  

中南地域 ６弱 60  2,300  2,900  18,000  83,000 7,300 117,000 7,600  

西北地域 ６弱 30  1,000  1,200  9,000  56,000 2,300 62,000 4,400  

南部地方 

下北地域 ６強 1,300  610  3,600  8,700  21,000 3,000 32,000 17,000  

上北地域 ７ 4,200  5,700  18,000  27,000  138,000 12,000 137,000 31,000  

三八地域 ６強 19,000  10,000  42,000  45,000  206,000 61,000 193,000 86,000  

県合計   25,000  22,000  71,000  130,000  631,000  119,000  696,000  182,000  

太平洋側海溝型地震 

震度 

※ 数値は, それぞれ四捨五入しているため, 合計欄の数値と内訳を足し上げたものとが一致しない場合がある。 

 地震・津波被害想定 

津波浸水想定 液状化危険度(PL値：液状化可能性指数) 
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日本海側海溝型地震 

震度 

区分 
最大 
震度 

人的被害 建物被害 ライフライン被害 

避難者数 
（直後） 死者数 負傷者数 全壊棟数 半壊棟数 上水道 

断水人口 

下水道 
機能支障人口 

電力 
停電軒数 

津軽地方 

東青地域 ５強 330  110  470  3,400  1,600 9,900 180 16,000  

中南地域 ５強 * 280  1,200  4,500  12,000 3,800 11,000 2,600  

西北地域 ６弱 2,900  230  3,100  4,700  16,000 1,700 8,600 8,700  

南部地方 

下北地域 ５弱 - - - - － 10 － - 

上北地域 ５弱 - - - - － 10 － - 

三八地域 ４ - - - - － － － - 

県合計   3,300  620  4,700  13,000  29,000  15,000  19,000  28,000  

※ 「－」は０を、「＊」はわずかな被害（５未満）を示す。 
※ 数値は、 それぞれ四捨五入しているため, 合計欄の数値と内訳を足し上げたものとが一致しない場合がある。 
※ 日本海側海溝型地震については、現在見直し中。 

 地震・津波被害想定 

津波浸水想定 液状化危険度(PL値：液状化可能性指数) 
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内陸直下型地震 

区分 
最大 
震度 

人的被害 建物被害 ライフライン被害 
避難者数 
（直後） 死者数 負傷者数 全壊棟数 半壊棟数 上水道 

断水人口 

下水道 
機能支障人口 

電力 
停電軒数 

津軽地方 

東青地域 ７ 2,900  10,000  22,000  40,000  240,000 38,000 191,000 61,000  

中南地域 ５強 * 30  130  480  1,800 2,300 － 250  

西北地域 ６弱 * 70  * 360  2,400 600 1,400 60  

南部地方 

下北地域 ６弱 20  40  50  890  1,300 200 2,600 5,400  

上北地域 ６弱 * 90  30  590  7,900 1,000 5,200 980  

三八地域 ５弱 - - - - － 50 － - 

県合計   2,900  10,000  22,000  42,000  254,000  42,000  200,000  68,000  

震度 

 地震・津波被害想定 

津波浸水想定 

※ 「－」は０を、「＊」はわずかな被害（５未満）を示す。 
※ 数値は、 それぞれ四捨五入しているため, 合計欄の数値と内訳を足し上げたものとが一致しない場合がある。 

液状化危険度(PL値：液状化可能性指数) 
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 青森県において認められている主な活断層は次の
とおり。 
１ 津軽山地西縁断層帯 
 五所川原市飯詰から青森市浪岡銀にかけて約16km
にわたって分布している津軽山地西縁断層帯北部と
青森市西部から平川市にかけて約23kmにわたって分
布している津軽山地西縁断層帯南部からなっている
ことが認められる。 
 
２ 折爪断層 
 五戸町倉石中市から名久井岳東麓を経て岩手県葛
巻町にかけて最大47kmにわたって分布していること
が認められている。 
 
３ 青森湾西岸断層帯 
  青森市入内付近から青森市沖館の海岸線付近にか
けて約15kmにわたって分布している入内断層と青森
市新城天田内から蓬田村南西部にかけて約16kmにわ
たって分布している青森湾西断層等からなっている
ことが認められている。 

主な活断層 

 【参考】青森県の断層 
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 洪水浸水想定 

 国土交通省及び県は洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定し、
指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表している。 
 河川整備の計画降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域としている。 
（想定しうる最大規模の降雨により浸水が想定される区域を検討中） 

洪水浸水想定区域の指定 

一級河川馬淵川 

一級河川岩木川 

洪水浸水想定区域の
指定状況 
・国管理 ７河川 
・県管理３５河川 
  合計４２河川 
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 土砂災害警戒区域等 

 土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、特定開発行為の制限、住宅等の新規立地
抑制などを目的として、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定。 
 土砂災害警戒区域等に指定している土地を土砂災害警戒区域等マップを公表。 
 平成28年3月31日現在では、4,032箇所の区域を指定。 

土砂災害警戒区域の指定 
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 岩木山の噴火時の総合的な避難対策等に関する検討や防災体制の構築の推進等を目的に平成26年11月14日に岩木山火
山防災協議会を設置。 
 平成２８年３月に活火山法に基づく、火山防災協議会に改組。 
 平成２８年７月26日から岩木山の噴火警戒レベルの運用が開始。 

岩木山噴火警戒レベル 

 火山防災対策 
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 八甲田山の噴火時の総合的な避難対策等に関する検討や防災体制の構築の推進等を目的に平成25年9月6日に八甲田山
火山防災協議会を設置。  
 平成２８年３月に活火山法に基づく、火山防災協議会に改組。 
 下図は、①大岳火口の大規模噴火及び②地獄沼火口の中規模噴火のシミュレーション結果 

八甲田山 

 火山防災対策 



 災害対策本部の体制 
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災害対策本部 

【臨時体制】 
（地震・津波）① 県内で震度６弱以上の地震が観測されたとき 
       ② 本県沿岸に津波警報が発表されたとき 
（原子力）  ③ 原子力災害対策特別措置法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言が発 
        出されたとき 
（全般）   ④ 知事が必要と認めるとき 

【通常体制】 
（風水害等） ① 甚大な被害が発生するおそれがあるとき 
（地震・津波）② 震度５弱、５強の地震が観測されたとき 
       ③ 震度４が観測され、大規模な被害の発生又は発生するおそれがあるとき 
       ④ 津波警報が発表されたとき 
       ⑤ 津波注意報が発表され、大規模な被害が発生又は発生するおそれがある 
        とき 

 災害が発生し、または発生する恐れがあるため、応急措置を円滑かつ的確に講
ずる必要があると認めるときに設置 

合同指揮本部の設置 
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 災害対策本部の体制 

県災害対策本部 

支 
   
部 

西北地方支部 

中南地方支部 

上北地方支部 

下北地方支部 

三戸地方支部 

各部局等 

本部員会議 

対策連絡部 

各   班 

各   部 

本部長 
（知事） 

副本部長 
（副知事） 

本部員 

現地対策本部 

災害情報連絡員 

【通常体制】 

県災害対策本部 

合同指揮本部 

本部長（知事） 

本部員会議 

副本部長 
（副知事） 

本部員 

現地対策本部 

災害情報連絡員 

連絡調整部 各対策部 

各班 各班 

【臨時体制】 

支 
   
部 

西北地方支部 

中南地方支部 

上北地方支部 

下北地方支部 

三戸地方支部 

各部局等 



 合同指揮本部の体制 
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本部長 
（知事） 

副本部長
（副知事） 

連絡調整部 

食料等確保対策部 

輸送対策部 

医療対策部 

ライフライン対策部 

緊急対策支援部 

避難対策部 

防災関係機関 
自衛隊、海保、消防、 
ＮＴＴ、ﾄﾞｺﾓ、日赤、 
電力等 

健康福祉部、警察本部 

環境生活部、健康福祉部、農林水産部 
県土整備部、危機管理局、教育庁 

健康福祉部、農林水産部 

危機管理局、総務部、 
企画政策部、警察本部 

企画政策部、農林水産部、 
県土整備部、警察本部 

企画政策部、商工労働部 

エネルギー総合対策局、出納局 

• 構成員は、災害対策本部室に常駐して緊急的応急対策を実施。 



 通信 
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【防災情報ネットワーク】 
 県独自の通信網により、県、市町村、防災関係機関を接続した防災情報ネットワーク
（メイン回線：光イーサ回線、バックアップ回線：衛星）を活用。 



 通信 
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【総合防災情報システム】 
 防災情報の「統合化」、「高度化」、「共有化」を基本方針として整備。 
＜主な機能＞ 
1. 各種気象・地震・津波情報の受信 
2. 河川砂防情報・雪情報・環境テレメータ情報等の閲覧 
3. 市町村等への各種通知 
4. 市町村等からの災害情報の収集・集約、応援要請 

 
〔市町村等への通知の主なもの〕 
 ・各種気象・地震・津波情報 
〔市町村等からの要請の主なもの〕 
 ・被害・避難状況報告 
 ・防災ヘリ要請 



 救出・救助 
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 １１消防本部（消防署３８、出張所等５１、消防吏員２,６３３人）H27.4.1現在 

 ４１消防団（分団数７８３、団員数１９，２４８人）H27.4.1現在 
 青森県防災ヘリコプター「しらかみ」 

消防 

自衛隊 

 陸上自衛隊第９師団（青森市、弘前市、八戸市） 
 海上自衛隊大湊地方隊（むつ市）、海上自衛隊第２航空群（八戸市） 
 航空自衛隊北部航空方面隊（三沢市） 

医療 

 災害拠点病院 ９病院（基幹災害拠点病院２病院、地域災害拠点病院７病院） 
 ＤＭＡＴ １０病院１８チーム 
 ドクターヘリ２機（青森県立中央病院（青森市）、八戸市立市民病院（八戸市）） 
 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の資機材整備予定（Ｈ２８事業） 

 １８警察署（警察官 約2,700人） 
 青森県警察ヘリコプター「はくちょう」 

警察 



 消防の広域応援 
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【青森県消防相互応援協定】 
 県内の消防機関は、１１消防本部 

青森地区 

弘前地区 

八戸地区 

 大規模災害に対応するため、
県内全市町村及び消防本部で
消防相互応援協定を締結。 
 

  県内を３つのブロックに分
け応援体制を確立。 

 （平成２８年３月１日改正）  

【その他】 
 隣接消防本部の消防相互応援

協定等、県内８８件の消防相
互応援協定を締結 



 広域連携 
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大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定 

県 

大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定 
（応援内容） 

市町村 

1.  応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 
2.  物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

① 食料、飲料水、生活必需品、医薬品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 
② 被災者等の救出、医療、防疫、施設の応急措置等に必要な資機材，物資の提供及びあっせん 
③ 避難、救援及び救出活動に必要な車両、ヘリコプター等の派遣及びあっせん 
④ 避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣 

3.  被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん 
4.  前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（全国知事会） 
                              など 

水道災害相互応援協定 
                                 など 

1. 応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 
2. 食料、飲料水応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 
3. 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあっせん 
4. 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 
5. 災害応急活動に必要な職員の派遣 
6. 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 
7. 前各号に定めるもののほか、大規模災害時の応急措置活動で特に必要な事項 



 緊急消防援助隊 
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  平成１６年１２月 「青森県緊急消防援助隊受援計画」を策定。 
  平成２８年４月現在の緊急消防援助隊登録隊数 １０５隊。 
  平成２８年４月現在の緊急消防援助隊活動拠点 １５５箇所。 
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 自衛隊活動拠点 

  自衛隊活動拠点候補地 ４４箇所 
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 県内の備蓄の状況 

 県及び市町村は、住民が各家庭や職場で、平常時から３日分の食料を備蓄するよう、各種広報媒体や自主防
災組織、自治会等を通じて啓発する。 

 市町村は、住民の備蓄を補完するため、コミュニティ等を考慮しながら現物備蓄または流通在庫備蓄に努め
る。特に粉ミルクや柔らかい食品など特別な食料を必要とする者に対する当該食料の確保について配慮する。 

 県は、広域的な立場から市町村の備蓄を補完するため、現物備蓄または流通在庫備蓄に努める。 

地域防災計画 

市町村の現物備蓄状況 

乾パン 
（食） 

インスタント 
麺類 
（個） 

米 
（㎏） 

缶詰 
主食 
（缶） 

缶詰 
副食 
（缶） 

飲料水 
（リットル） 

懐中電灯 
（個） 

毛布 
（枚） 

被服 
（個） 

トイレット 
ペーパー 

26,329 800 7,657 3,442 4,287 113,212 3,691 61,290 26,478 10,004 

※ 参考 地震・津波被害想定調査想定避難者（冬深夜・発災直後） 
 太平洋側182,000人、日本海側28,000人、内陸直下68,000人 

県の現物備蓄状況 

県 
飲料水（リットル） 111 
毛布（枚） 13,600 

県の流通備蓄状況 
（事業者との協定の締結状況） 

H27.4現在 

H27.4現在 
H28.4現在 

食料・飲料水及び日用品等の物資供給 １８件 
ガソリン等燃料供給          ４件 
輸送・保管等の物流関係        ４件 



 防災訓練 
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 県総合防災訓練（８／２５ むつ市） 
  災害時に防災活動を迅速かつ的確に実施できる体制を確立するとともに、地域住民の防災 
 意識の高揚を図るため、毎年実施。 

                              など 
 

 
※ この他に原子力災害が発生した場合に備え、防災体制の確立、防災関係機関相互の連携及び防災業務 
 関係者の緊急時対応能力の向上を図るため、原子力防災訓練を毎年実施（１０／２５）。 

実動訓練 

 地震関連防災訓練（５／２６） 
 

 合同指揮本部図上訓練（２月上旬） 
  大規模地震災害等発生時における合同指揮本部の業務遂行能力の向上を図る。 

                              など 

図上訓練 

※ （ ）は、今年度の実施日又は実施予定時期 

 災害時における応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、防災関係機関と住民間にお
ける連絡協力体制を確立するとともに、防災体制の強化と住民の防災意識の高揚を図る
ことを目的として、計画的、継続的な防災訓練を実施。 


