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3-1 東日本大震災からの主な経過
八戸市の動き 青森県・全国の動き

3/11 14:46 東北地方太平洋沖地震発生
南郷区：震度5強、内丸：震度5弱

14:46 東北地方太平洋沖地震発生（M9.0�最大震度7）

市内全域停電、電話がつながりにくい状態となる 14:46 青森県災害対策本部設置
14:49 【気象庁】津波警報発表　青森県太平洋沿岸1ｍ　 14:49 気象庁が岩手県、宮城県、福島県などの太平洋沿岸

に大津波警報発表
15:00 ◎八戸市災害対策本部設置、第1回本部員会議開催 15:00 第1回青森県災害対策本部会議開催
15:05 ●避難指示発令、避難所開設指示、防災無線放送指示 15:44 東北6県で約466万戸停電
15:14 【気象庁】津波警報を大津波警報へ切り替え　青森県太平

洋沿岸3ｍ
16:00 気象庁が地震を「平成23年（2011年）東北地方太平洋

沖地震」と命名
15:22 津波第1波　-0.7m 16:12 全閣僚出席の緊急災害対策本部会議
15:30 【気象庁】大津波警報　青森県太平洋沿岸8ｍへ切替え 16:30 第2回青森県災害対策本部会議開催
15:35 青森県に対し災害派遣準備を要請 16:54 青森県知事が自衛隊に災害派遣要請
15:38 陸自八戸駐屯地に災害派遣準備を要請 18:00 第3回青森県災害対策本部会議開催
16:08 【気象庁】大津波警報　青森県太平洋沿岸10ｍ以上へ切替え 18:00 三八地域県民局現地災害対策本部設置
16:57 津波最大波　4.2m以上（平成23年5月27日気象庁発表観

測値）　
19:03 原子力災害対策特別措置法に基づく初の「原子力緊

急事態宣言」発令（福島第一原発）
17:40 各避難所へ保健師派遣 21:00 第4回青森県災害対策本部会議開催
18:30 地球深部探査船「ちきゅう」乗船見学中に被災した中居林

小児童50名船内に宿泊決定
21:23 首相により、福島第一原発から3㎞圏内の住民に避

難指示、10㎞圏内の住民に屋内退避指示が出される
20:00 馬淵川流域下水道八戸汚水中継ポンプ停止。広報車4台で

節水呼び掛け（多賀地区、多賀台地区）
3/12 0:00 69か所の避難所に9,257名が避難【最大】 3:59 長野県北部で地震発生（最大震度6強）

5:44 首相により、福島第一原発周辺の避難指示区域を半
径3㎞圏内から10㎞圏内に拡大

8:00 ◎第2回八戸市災害対策本部員会議開催 7:45 原子力緊急事態宣言発令（福島第二原発）
10:00 八戸ガス　大口需要家で供給停止 10:00 第5回青森県災害対策本部会議開催
10:05
12:15

ホームページ運用停止
◎第3回八戸市災害対策本部員会議開催

13:50 気象庁が各地に発表していた大津波警報を東北太平
洋沿岸部を除き津波警報に切替え

14:30 第6回青森県災害対策本部会議開催
15:30 地球深部探査船「ちきゅう」の中居林小児童を救助　海上

自衛隊ヘリで八戸航空基地へ
15:36 福島第一原発1号機で水素爆発が発生

17:00 第7回青森県災害対策本部会議開催
18:25 首相により、福島第一原発周辺の避難指示区域を半

径20㎞圏内に拡大
20:15 吹上公民館付近電気回復 20:20 福島第一原発1号機の圧力容器へ海水注入
20:20 【気象庁】大津波警報から津波警報　高いところで2mへ

切替え
20:20 気象庁が東北太平洋沿岸部に最後まで発表していた

大津波警報を津波警報に切替え
20:30
22:15

JR八戸駅・ユートリー・周辺ホテル電気回復
市庁舎電気復旧

閣議により「東北地方太平洋沖地震による災害」に
ついて全国を対象とする激甚災害に指定

3/13 八戸市が災害救助法の適用となる（適用期間3／11～8／10） 青森県が八戸市とおいらせ町に災害救助法の適用を決定
青森県が県内全域に被災者生活再建支援法を適用

（3/16から順次窓口を開設）
在日米軍による支援活動「トモダチ作戦」開始

7:30
8:00

【気象庁】津波警報から津波注意報へ切替え
◎第4回八戸市災害対策本部員会議開催

7:30 気象庁が東北太平洋側の津波警報を注意報に切替
え。津波警報の発表地域なくなる

9:00 陸海空統合部隊設置、自衛隊派遣10万人体制
11:00 第8回青森県災害対策本部会議開催

15:00 ◎第5回八戸市災害対策本部員会議開催
12:55 気象庁が東日本大震災のマグニチュードを当初の8.8

から9.0に修正
17:58 【気象庁】津波注意報解除 17:58 気象庁が北海道から九州にかけての太平洋沿岸に出

していた津波注意報を全面解除
18:02 ●避難指示解除 18:00 青森県知事記者会見
23:57 八戸ガス製造再開 18:30 第9回青森県災害対策本部会議開催

菅首相が翌朝からの計画停電を発表

震災からの主な経過第 3 章



154 155

第
３
章

第3章　震災からの主な経過／1　東日本大震災からの主な経過

八戸市の動き 青森県・全国の動き
3/14

8:45
10:15
10:39
10:46
11:15
11:16
11:20
12:30
15:00
15:00

市内小中学校全校臨時休校（～3／16）
り災証明書発行申請受付
被災者の公営住宅一時入居申請受付開始
市内多くの店舗でガソリン売り切れ　以後3月末ごろまで
品薄となる

暴風警報発表
火災注意報（広域圏内）
岩手県山田町、野田村で2ｍの引き潮確認（海上保安部）
●避難勧告
久慈港潮位－50㎝　（海上保安部）
●避難勧告を避難指示に切替え
海自P3C　大船渡港内海面変色なし、津波兆候確認できず
●避難指示解除
◎第6回八戸市災害対策本部員会議開催
八戸市災害ボランティアセンター開設（～5／31）

17:00

東京電力が計画停電を開始。首都圏の交通が大混乱
福島第一原発3号機で水素爆発
福島第一原発2号機への海水注入開始
東証日経平均株価の終値が1万円割れ
青森県議会が「東北地方太平洋沖地震災害対策特別
委員会」を設置
青森県が東日本大震災への緊急対応を目的とする補正
予算を措置（以降必要に応じ専決処分等により措置）
知事から県民の皆様へメッセージを発表
青森県防災ボランティアセンターを設置
第9回青森県災害対策本部会議開催（以降12/21まで
定例開催）

3/15 青山副知事が八戸港など視察
義援金受入口座開設（青森銀行）

東北電力が計画停電の実施を発表
青森県が県内の被災者への義援金等の受付窓口設置
青山副知事港湾施設視察
特別災害による県税の減免に関する特別措置を発表
青森県が平成23年東北地方太平洋沖地震中小企業災
害復旧枠を創設
知事から県民の皆様へメッセージ～節電のお願い～
を発表

8:00 火災注意報解除 9:38 福島第一原発4号機火災発生
13:00 床上浸水地域を保健師等が戸別訪問し、感染予防等の衛生

指導を開始
11:00
22:31

福島第一原発20～30㎞圏内の住民へ屋内退避指示
静岡県東部で地震発生（最大震度6強）

14:00 ◎第7回八戸市災害対策本部員会議開催
3/16 青い森鉄道　八戸－青森間運転再開（通常の8割程度に減便）

被災者生活再建再建支援金申請受付開始
天皇陛下が被災者と全国民に向けてビデオメッセー
ジを発表される

燃料不足により災害ゴミ収集中止（～3／18）、家庭ごみ収
集中止（～3／23）

知事、県議会議長が経済産業省に対し、燃料の安定供
給を要請。また、青森港を活用した輸送体制を提案。

第2魚市場臨時開場
八戸港再開へ海底調査開始（海上保安庁、自衛隊、青森県）
市川など被災地区で空き巣、灯油盗難多発
陸上自衛隊八戸駐屯地の協力で釜石市へ救援物資輸送

3/17 被災者総合相談窓口開設（はっち）
八戸市議会が東北地方太平洋沖地震対策特別委員会設置

厚生労働省が食品に含まれる放射性物質の暫定基準
発表
経済産業大臣が節電の緊急呼び掛け
被災者への県営住宅の提供の受付開始
青森県が「生活再建・産業復興局」を新設
県議会特別委員会現地調査

3/18 八太郎1号埠頭に貨物船入港　震災後初
雇用促進住宅入居受付開始

岩手県・宮城県・福島県・茨城県について統一地方
選挙の期日を9月22日まで延長する法律が成立

JR八戸線　八戸－鮫間で運転再開　上下3本運転 原子力安全・保安院が福島第一原発事故の国際評価
尺度（INES）を米スリーマイル島事故と同じ「レベル
5」（広範囲な影響を伴う事故）とする暫定評価を発表
秋田新幹線全線運転再開
県議会特別委員会開催

3/19 災害ごみ収集再開 18:56 茨城県北部で地震発生（最大震度5強）
八戸港八太郎航路暫定復旧

3/20 八戸火力発電所運転再開
八戸油槽所一部出荷再開

3/21 基準値を超える放射性物質が検出された農産物の出
荷制限指示

3/22 学校給食中止（～4／14）
避難所巡回相談（～3／24）
高速道路　八戸自動車道南郷IC ～安代JCT、東北自動車道
一関IC ～碇ヶ関IC　全線・全車通行可能
東北新幹線　新青森－盛岡間　運転再開

青森県が経営・金融及び雇用支援に関する相談窓口
を開設
青森県が被災農林水産事業者のための相談窓口を開設

3/23 16:00 ◎第8回八戸市災害対策本部員会議開催 7:12 福島県浜通りで地震発生（最大震度5強）
水産庁漁業取締船「東光丸」が寄港し軽油45kL荷揚げ⇒24
日、25日の家庭ごみの収集が可能に

7:34
18:55

福島県浜通りで地震発生（最大震度5強）
福島県浜通りで地震発生（最大震度5強）
内閣府が建物などの直接的な被害額が阪神・淡路大
震災の約10兆円を大幅に上回る16兆～25兆円に上る
との試算を公表
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八戸市の動き 青森県・全国の動き
3/23 県議会特別委員会開催

地震災害復興支援相談窓口（農林水産関係）を設置
青森県が避難所生活を余儀なくされている県内被災
者の一時的な避難支援を開始

3/24 JR八戸線　鮫－階上間で運転再開 東北自動車道全線の交通規制全面解除
知事、県議会議長が国に対して支援を要望

3/25 第83回選抜高校野球大会　光星学院1回戦突破　センバツ
初勝利
米海軍サルベージ船・救難艦「セーフガード」が八戸港の
障害物撤去作業実施

東日本大震災による死者が1万人を超える
原子力安全・保安院が福島第一原発事故の国際評価
尺度（INES）を「レベル6」に引上げ

3/26 田名部匡代農林水産大臣政務官八戸港など視察 青森県が県外からの一時避難者の受入を開始
飲料水や食品に含まれる放射性物質について、国が
暫定基準値を緩和

3/27 日本経団連「救援物資ホットライン便」として日本郵船
「邪馬台」八戸港に入港
民主党岡田克也幹事長が八戸港など視察

3/28 家庭ごみ通常収集再開
公営住宅一時入居第1次配分決定
義援金受入口座開設（ゆうちょ銀行）
青い森鉄道通常ダイヤで運行

3/29 避難世帯応援チーム結成
3/30 公明党山口那津男代表が八戸港など視察 天皇・皇后両陛下が都内の避難所を御訪問
4/1 市営バス通常運行

市体育館などの体育施設11か所再開
被災家屋解体運搬支援事業受付開始
公営住宅一時入居開始
住宅応急修理制度申請受付開始

閣議により、東北地方太平洋沖地震による災害及び
これに伴う原子力発電所事故による災害を「東日本
大震災」とすると決定
青森県復興対策本部設置、第1回復興対策本部会議
開催（以降随時開催）

4/2 自民党石破政調会長視察　漁業者や農業者の代表と意見交換 蝦名副知事被災地視察
4/5 15:00 ◎第9回八戸市災害対策本部員会議開催 経済産業大臣が電力使用制限令発動を正式表明
4/7 23:32 最大余震発生　　南郷区：震度5強　　内丸・湊：震度4 23:32 宮城県沖を震源とする地震発生（M7.1�最大震度6強）

市内全域停電 余震により東北電力管内407万戸停電
23:34 【気象庁】津波注意報発表（青森県太平洋沿岸0.5ｍ）
23:52 ●避難勧告（対象世帯 12,859世帯　対象人数 29,857人）

避難所開設
4/8 0:55

1:50

11:32
13:00

【気象庁】津波注意報解除
●避難勧告解除
◎第10回八戸市災害対策本部員会議開催
東北新幹線、JR八戸線、青い森鉄道運休
市民病院停電復旧⇒以後市内順次復旧
◎第11回八戸市災害対策本部員会議開催

天皇・皇后両陛下が、埼玉県内の原発周辺住民の避
難先を御訪問

4/10 青森県議会議員選挙投票日
4/11 17:16 福島県浜通りで地震発生（最大震度6弱）
4/12 三村知事八戸港の復旧状況視察 14:07 福島県浜通りで地震発生（最大震度6弱）

災害見舞金及び生活必需品給付の申請受付開始 東北新幹線　那須塩原～福島間運転再開
原子力安全・保安院が福島第一原発事故の国際評価
尺度（INES）を「レベル7」（チェルノブイリ原子力発
電所事故と同レベル）に引上げ

4/13 八戸港北防波堤早期復旧について国等に要望
4/14 国の第1回東日本大震災復興構想会議開催

青森県手数料不徴収等特例条例制定
4/15 小中学校給食再開
4/18 海上自衛隊八戸航空基地体育館避難所閉所式
4/19 米などの食料品給付の申請受付開始
4/22 福島第一原発20㎞圏内を警戒区域に指定
4/23 八戸港コンテナ貨物定期航路（内航フィーダー航路）再開 青森デスティネーションキャンペーン「がんばろう

日本！がんばろう東北！」が開幕（7/22まで）
4/24 八戸市議会議員選挙
4/25 館鼻岸壁に打ち上げられた漁船の解体作業開始 東北新幹線　仙台～福島間で運転再開。46日ぶりに

仙台～東京間が直通運行
4/27 天皇・皇后両陛下が南三陸町と仙台市を御訪問
4/29 東北新幹線全線運転再開
4/30 市内全避難所閉鎖 東京電力計画停電終了
5/2 国の第1次補正予算成立（復興経費4兆153億円）
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八戸市の動き 青森県・全国の動き
5/9 「青森県復興プラン～東北の元気、日本の元気を青

森から～」取りまとめ
5/10 秋篠宮両殿下八戸市御訪問（橋向生活館、館鼻漁港）
5/11 13:30 ◎第12回八戸市災害対策本部員会議第1回八戸市震災復興

本部会議開催
5/12 青森県議会が「東日本大震災対策特別委員会」を設置
5/14 国土交通省林田博港湾局長　八戸港北防波堤視察
5/16 知事が首相官邸と総務省に対し「青森県復興プラ

ン」に係る説明・要望
5/18 環境省が「三陸復興国立公園」（仮称）構想を発表
5/19 八戸港コンテナ貨物定期航路（中国・韓国航路）再開
6/1 青森県が県外からの避難者へ民間賃貸住宅の無償提

供を開始
6/2 八戸臨海鉄道運行再開
6/8 津波で被災した沿岸部の信号完全復旧
6/10 13:30 ◎第13回災害対策本部員会議
6/13 青森県が第1回青森県復興ビジョン策定懇話会開催

（以降12/12まで全6回開催）
6/15 常陸宮両殿下八戸市ご訪問（海岸防災林植樹）
6/17 東レ女子バレーボール部「がんばろう！東北　ふれあいバ

レーボールのつどい」
6/19 八戸港に水揚げされたマダラから基準値を超える放射性セ

シウム検出
6/20 被災者を対象とした高速道路無料化開始 東日本大震災復興基本法成立
6/23 高速道路無料措置に伴う被災証明書の発行開始
6/28 国の第1回東日本大震災復興対策本部開催
6/30 青森県に寄せられた寄附金をもとに東日本大震災復

興基金を創設
7/3 館鼻岸壁の日曜朝市再開
7/11 八戸－苫小牧間を結ぶフェリー運航再開 県議会特別委員会開催

青森県が平成24年度重点施策提案として「創造的復
興」を実現するための財政支援について民主党、自
民党、各省庁へ提出

7/21 県議会特別委員会開催
7/22 白浜海水浴場、蕪島海水浴場海開き
7/25 国の第2次補正予算成立（復興経費1兆9106億円）
7/27 新井田インドアリンクで「ザ・アイス2011�東北チャリ

ティー公演」開催
7/28 がんばろう東北！2011全国高校総体（～8／20）
7/29 国の「東日本大震災からの復興の基本方針」決定
8/1 NTTドコモの緊急速報「エリアメール」運用開始
8/8 JR八戸線　階上－種市間で運転再開
8/9 FCバルセロナチャリティキャンプ八戸2011
8/10 高円宮妃久子さま八戸市ご訪問（蕪島訪問、全国高校総体

アーチェリー競技観戦）
8/10 青森県石油商業組合八戸支部と「災害時における石油燃料

の優先供給に関する協定」締結
8/13 近藤昭一環境副大臣�三陸復興国立公園（仮称）整備に向け

種差・蕪島など視察
8/22 個人版私的整理ガイドライン運営委員会青森支部設置
8/25 10:00 ◎第14回八戸市災害対策本部員会議

八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会と「災害時における
災害ごみの収集運搬に関する協定」締結

9/23 東北新幹線�徐行区間解消、通常ダイヤに
9/25 高円宮妃殿下、典子女王殿下青森県御訪問

（復興祈念植樹）
9/26 八戸市復興計画策定
10/13 「東北人」を名乗る手紙とともに八戸市庁舎で現金4,000万

円発見される
10/22 環境省自然環境局渡辺綱男局長�三陸復興国立公園（仮称）

整備に向け種差・蕪島など視察
10/30 平野復興担当大臣八戸港視察
11/17 中小企業基盤整備機構の復興支援施設引渡し
11/21 国の第3次補正予算成立（復興経費9兆2438億円）
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八戸市の動き 青森県・全国の動き
11/23 第1魚市場�上屋撤去工事開始
11/24 県外災害廃棄物の受入方針決定 県議会特別委員会開催
11/29 県議会特別委員会開催
11/30 復興財源確保法成立
12/7 復興特別区域法、津波防災地域づくり法成立
12/9 復興庁設置法成立
12/13 県議会特別委員会が国に対して要望
12/19 青森県産業復興相談センター設置
12/21 青森県復興ビジョン決定

青森県災害対策本部会議廃止
12/22 社会福祉事業者57団体と「福祉避難所の確保に関する協

定」締結
12/26 総務省からの特別交付税をもとに東日本大震災復興

推進基金を創設
12/27 知事が平野復興大臣に復興ビジョンを説明
平成24年
1/10

蕪島の公衆トイレ撤去作業開始

1/13 東日本大震災復興推進交付金を交付
1/17 10:00 ◎ 第15回八戸市災害対策本部員会議　八戸市災害対策本

部廃止
1/18 株式会社ビーエフエムと「災害時における災害情報等の放

送に関する協定」を締結
1/31 県、八戸市、三沢市、階上町、おいらせ町が復興推進計画

「あおもり生業づくり復興特区」を国に申請
復興交付金事業計画を国に提出 第1回復興交付金事業計画を国に提出

2/1 市庁に住宅移転再建相談窓口設置
被災者住宅再建支援事業受付開始

2/2 復興庁�津川岩手現地対策本部長が被災状況視察
（～3日）

2/10 復興庁発足　八戸市に青森事務所開設
2/12 県外避難者おしゃべり交流会開催
2/16 末松副大臣が被災状況視察（～17日）
2/20 蕪島の公衆トイレ完成　八戸南ロータリークラブが市へ寄附

HACCP対応型荷捌き施設A棟　復旧工事開始
3/2 県、八戸市、三沢市、階上町、おいらせ町が申請していた

復興推進計画「あおもり生業づくり復興特区」が認定
県、八戸市、三沢市、階上町、おいらせ町が申請し
ていた復興推進計画「あおもり生業づくり復興特
区」が認定
復興庁から復興交付金の配分可能額通知

3/10 「氷の力」～ドリームパーティ2012～
3/11 震災から1年　式典、訓練など各地で様々な催しが行われた 「青森県東日本大震災追悼式・復興祈念式典～あの

時の思い、これからの想い～」を開催
3/13 町内会や自主防災組織などと「災害時要援護者の支援に関

する協定」締結
3/14 18:09 三陸沖を震源とする地震発生　南郷区：震度4

内丸・湊：震度3　　島守：震度2
18:12 【気象庁】津波注意報発表（青森県太平洋沿岸）

自主避難者　17名（20時までに全員帰宅）
19:16 八戸港津波第1波　－0.1m
19:19 八戸港津波最大波　 0.2m
19:40 【気象庁】津波注意報解除

3/17 JR八戸線　全線運転再開
3/26 県議会特別委員会が国に対して要望


