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平成 23 年東北地方太平洋沖地震の被害による 

第４回災害対策本部会議 資料 

 

 平成 23 年３月 12 日 12 時 30 分現在 

県民生活部消防防災課 

 

１  地震の概要及び被害の状況 

(1) 地震の概要 

・発生日時    平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分頃 

・震央地名    三陸沖（北緯 38.0 度、東経 142.9 度、牡鹿半島の東南東 130 ㎞付近） 

・震源の深さ   約 24ｋｍ 

・規模   マグニチュード 8.8 

  ・各地の震度（県内震度３以上） 

震度６強（４市町） 宇都宮市、真岡市、大田原市、高根沢町 

震度６弱（４市町） 塩原市、那須町、芳賀町、那珂川町 

震度５強（18 市町） 足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、矢板市 

          さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、益子町 

          茂木町、壬生町、野木町、岩舟町、塩谷町 

(2)被害の状況 

① 人的被害 

・死者      3 名 （芳賀町１名（男性 43 歳）、那須烏山市 2 名（うち男性１名

79 歳、女性１名 78 歳）） 

・行方不明    0 名 

 

・負傷者    68 名 （宇都宮市６名、栃木市１名、鹿沼市４名、日光市５名、小

山市４名、真岡市５名、大田原市８名、那須烏山市３名、下

野市 20 名、さくら市２名、西方町１名、那須町２名、益子町

５名、市貝町２名） 

  うち重傷  ５名 （日光市１名、真岡市１名、大田原市３名） 

※死者 

建物倒壊に巻き込まれ１名死亡（芳賀町） 

土砂崩れに巻き込まれた家屋にいた２名死亡（那須烏山市） 

  ② 住家被害 

・全壊      14 棟（矢板市８棟、那須塩原市３棟、那須町３棟） 

・半壊      11 棟（那須塩原市 10 棟、益子町１棟） 

・一部損壊  1,540 棟（栃木市 77 棟、鹿沼市 23 棟、小山市 426 棟、大田原市 104 

棟、さくら市 19 棟、下野市 293 棟、上三川町 175 棟、西方町 

39 棟、益子町 259 棟、野木町 65 棟、岩舟町 60 棟）  

   ③ ライフライン 

  ・県内全域 約 96,800 軒停電（12 時 54 分） 

  ・ＪＲ全線、新幹線、野岩鉄道、真岡鉄道、わたらせ渓谷鉄道 全線不通   

  ・高速道路、日光宇都宮有料道路 全県通行止め 

  ・バス   関東自動車：一般道路線通常運行・高速バス運休、東野交通：通常運 

行、ＪＲバス関東：一般道路線通常運行・高速バス運休、日光交通： 

通常運行、東武バス日光：通常運行 

  ・東京ガス 通常どおり 
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  ・水道断水 54,205 戸 （足利市 300 戸、真岡市 20,000 戸、大田原市 300 戸、矢

板市 10，000 戸、さくら市 410 戸、那須烏山市 500 戸、那須町 4，000

戸、那珂川町 3，295 戸、市貝町 4,000 戸、芳賀町 4，200 戸、高根沢

町 8，300 戸、益子町 4,200 戸） 

④ 道路状況 

  ・那須烏山市烏山茂木線  境橋付近道路隆起により全面通行止め 

  ・矢板那珂川線 那珂川町新那珂川橋 全面通行止め 

  ・大田原市中田原地内 道路陥没 

  ・日光宇都宮道路 全面通行止め 

  ・那須高原線 那須町第一丸山陸橋 全面通行止め 

  ・小口黒羽線 那珂川町大田原市境 全面通行止め 

  ・国道 408 号線 真岡市鬼怒テクノ通り 全面通行止め 

  ・国道 408 号線 宇都宮市板戸 全面通行止め 

  ・中塩原・板室・那須線 那須塩原市板室洞門 全面通行止め 

  ・福原小川線 那珂川町浄法寺橋付近 全面通行止め 

  ・つくば真岡線 真岡市水戸部橋 全面通行止め 

  ・益子公園線 益子町西明寺 全面通行止め 

  ・塩原矢板線 矢板市平野ステーション北 全面通行止め 

  ・宇都宮向田線 芳賀町給部 全面通行止め 

  ・国道 123 号線 茂木町塩田～飯野 全面通行止め 

⑤ その他 

  ・足利市新中河原橋（袋川）にて油流出 

 

２ 避難状況 

  ・益子町に簡易式トイレ(100 個)を消防学校から搬送 

 ・塩谷中学校に乾パン(970 食)を塩谷庁舎から送付 

  ・ＪＲ新幹線から塩谷中学校へ避難していた乗客 970 名のうち、820 名がＪＲバスでＪＲ 

小金井駅に到着した。この後ＪＲ（電車）で東京方面に向かう予定。 

  ・市貝町にクラッカー(1，000 個)を消防学校から送付 

    ・芳賀日赤病院に簡易式トイレ(100 個)を消防学校から搬送 

   

３ 県の対応状況 

 3/11 

14 時 46 分 災害対策本部設置 

   16 時 00 分 第１回災害対策本部会議 

   18 時 15 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（真岡市への給水支援） 

  18 時 30 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（那珂川町への給水支援） 

  19 時 20 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（那須町への給水支援） 

  20 時 00 分 第 2 回災害対策本部会議 

3/12  

   0 時 50 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（矢板市への給水支援） 

県から自衛隊に対し、災害派遣要請（高根沢町への給水支援） 

5 時 55 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（市貝町への給水支援） 

5 時 59 分 消防防災ヘリ「おおるり」が被災地上空を偵察 

10 時 25 分 県から自衛隊に対し、災害派遣要請（益子町への給水支援） 
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４ 他県への応援状況 

  ９時 58 分 消防防災ヘリ「おおるり」要請 

  10 時 41 分  〃          離陸 

  11 時 40 分 緊急消防援助隊 那須ＩＣ出発 33 隊 127 人 

  12 時 25 分 消防防災ヘリ「おおるり」牡鹿半島の情報偵察開始 

   

５ その他 

 3/11 

  17 時 28 分 ドクターヘリで獨協医科大学病院医療スタッフ（医師３名）が大田原市（大 

田原赤十字病院集合）へ出動 

  17 時 35 分 上都賀総合病院の医療スタッフ（医師２名、看護師４名、事務２名）が大田 

原市（大田原赤十字病院集合）へ出動 

  3/12 

  12 時 25 分 芳賀赤十字病院 電気復旧 

  12 時 28 分 自治医科大学附属病院 電気復旧 

  12 時 34 分 済生会宇都宮病院 電気復旧 

 ・自治医大において、重油５万リットル確保 


