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【11月の地震概況】 

この期間、青森県とその周辺を震源とする地震の回数は618回、県内の震度観測点で震度１以

上を観測した地震は６回であった。 

14日17時08分に三重県南東沖（図の範囲外）の深さ362kmでM6.4の地震が発生し、福島県、茨

城県で震度４を観測したほか、北海道から中部地方にかけてと香川県と島根県で震度３～１を観

測した。県内では階上町で震度２を観測したほか、三八上北及び津軽北部の一部で震度１を観測

した。この地震は太平洋プレート内部の深いところで発生した。この地震では震央に近い場所よ

りも震央から離れた地域で揺れが大きくなった。この現象は「異常震域」と呼ばれる。 

17日09時28分に青森県東方沖の深さ64kmでM5.0の地震が発生し、青森県、岩手県で震度３を観

測したほか、北海道と青森県などで震度２～１を観測した。県内では八戸市、野辺地町、六戸町

などで震度３を観測したほか、県内の広い範囲で震度２～１を観測した。この地震は太平洋プ

レート内部で発生した。 

 23日03時09分に青森県津軽北部の深さ５kmでM3.3の地震が発生し、青森県内では、青森市で震

度１を観測するなど、津軽北部、津軽南部、そして三八上北の一部で震度１を観測した。この地

震は地殻内で発生した。 

 

各地の震度の詳細については「青森県で震度１以上を観測した地震の表」を参照。 

地震の震源要素及び震度データは、再調査により変更することがある。 

震央：震源（地下の岩盤破壊が最初に始まった点）の真上に向かって地表に投影した点 
Ｍ（マグニチュード）：地震の規模 
 
吹き出しをつけた地震は概況で取り上げたもの。 



断面図（震央分布図内の破線領域内のＡ点からＢ点の断面における震源の深さ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※太平洋プレート及び陸のプレートの位置は、地震発生状況を考慮して描いた大まかなも

のである。 

 ※       は陸地の大まかな位置を示している。 

 ※陸地から離れた海域（概ね陸地から 200km 以遠）ほど、震源の深さに関する精度は良く

ない。なお、沖合の地震の震源は、実際はより浅いところのものが多いと考えられる。 

 

 

陸のプレートの 

大まかな位置 

太平洋プレートの大まかな位置 
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青森県で震度１以上を観測した地震の表 
※今後の精査により、震源や震度のデータが追加されることがある。 

期間 2022年11月１日～2022年11月30日 
発  震  時   震 央 地 名      北 緯    東 経   深さ  規模 

          各地の震度 

2022年11月14日17時08分 三重県南東沖             33ﾟ 50.4' N  137ﾟ 25.4' E 362km   M6.4 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：鶴田町鶴田＊ 外ヶ浜町蟹田＊ 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 六戸町犬落瀬＊ 

                    東北町上北南＊ 五戸町古舘 青森南部町平＊ おいらせ町中下田＊ 

                    おいらせ町上明堂＊ 

 

2022年11月17日09時28分 青森県東方沖             40ﾟ 43.8' N  142ﾟ 25.2' E  64km   M5.0 

青森県    震度３ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 野辺地町田狭沢＊ 野辺地町野辺地＊ 

                    六戸町犬落瀬＊ 五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 青森南部町平＊ 階上町道仏＊ 

          震度２ ：五所川原市栄町 平内町小湊 平内町東田沢＊ 外ヶ浜町蟹田＊ 八戸市島守 

                    十和田市奥瀬＊ 三沢市桜町＊ 七戸町七戸＊ 七戸町森ノ上＊ 横浜町林ノ脇＊ 

                    東北町上北南＊ 東北町塔ノ沢山＊ 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町＊ 

                    五戸町倉石中市＊ 青森南部町沖田面＊ おいらせ町中下田＊ おいらせ町上明堂＊ 

                    むつ市金曲 むつ市金谷＊ むつ市大畑町中島＊ 東通村砂子又沢内＊ 

          震度１ ：青森市花園 青森市中央＊ 五所川原市敷島町＊ 五所川原市相内＊ 

                    五所川原市金木町＊ 今別町今別＊ 蓬田村蓬田＊ つがる市木造＊ つがる市柏＊ 

                    つがる市車力町＊ つがる市森田町＊ つがる市稲垣町＊ 中泊町中里＊ 

                    鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 十和田市西二番町＊ 十和田市西十二番町＊ 横浜町寺下＊ 

                    六ヶ所村出戸 田子町田子＊ 新郷村戸来＊ むつ市大畑町奥薬研 むつ市川内町＊ 

                    むつ市脇野沢＊ 東通村砂子又蒲谷地 東通村尻屋＊ 東通村白糠＊ 佐井村長後＊ 

 

2022年11月23日03時09分 青森県津軽北部           40ﾟ 43.2' N  140ﾟ 49.2' E   5km   M3.3 

青森県    震度１ ：青森市花園 青森市中央＊ 平内町小湊 黒石市市ノ町＊ 十和田市奥瀬＊ 

                    野辺地町田狭沢＊ 野辺地町野辺地＊ 

 

2022年11月24日01時26分 北海道西方沖             44ﾟ 12.7' N  140ﾟ 09.9' E 258km   M4.7 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 階上町道仏＊ 

 

2022年11月28日06時40分 青森県東方沖             41ﾟ 09.9' N  142ﾟ 54.1' E  34km   M4.6 

青森県    震度１ ：野辺地町野辺地＊ 五戸町古舘 

 

2022年11月28日16時25分 岩手県沖                 40ﾟ 20.6' N  142ﾟ 02.6' E  52km   M3.6 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 青森南部町苫米地＊ 

 

 

（注）地震の震源要素等は、再調査により変更することがある。 

   各地の震度は青森県のみを示し、＊は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点である。 

 

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、

高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機

構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用い

て作成している。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島に

おける合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合

（IRIS） の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成している。 



冬  の 大地震 に対する備え   

 青森もいよいよ本格的な冬の時期となりました。雪や寒さなどが厳しく、暖房を活用する冬、そして感染症が

流行しやすい冬は、災害への備えも変わってきます。地震はいつ、どこで発生するかわかりません。そして冬の地

震は特に危険といわれています。そこで今回は冬に大地震が発生した時に備えてどのような対応をとればよいか

説明します。 

⛄ 雪の対策 

 積雪があると避難に時間がかかります。事前に避難経路を確認し、積雪時に

障害物となるものがないか確認しましょう。なお、津波からの避難は徒歩が原則です。

渋滞に巻き込まれる懸念があります。また、屋根に積雪があると地震による家屋倒

壊の危険性が高まります。普段から屋根の雪下ろしをしておきましょう。 

チェック項目 地震時のリスク やっておきたい防災対策 

避難経路 道路に積雪があると避

難に時間がかかる。 

雪が積もっているときに避難経路を実際に歩いてみて、避

難経路と避難場所を改めて確認する。 

屋根の積雪 屋根からの落雪。 

地震の揺れと雪の重さに

よる家屋の倒壊。 

屋根の雪下ろ

しをしておく。 

避難口の確保 家が雪で覆われていると

避難に時間がかかる 

玄関だけでなく、窓の周りもこまめに除雪をしておく。 

斜面の積雪 なだれの発生。 

なだれにより道路が通行

できなくなる。 

なだれ発生の兆候が見られたら、速やかにその場から離れ

る。 

冬の避難ルートを確認しておく。 

❅ 寒さの対策 

 冬に屋外や寒い屋内に避難する場合には低体温症に注意が必要です。防寒グッズをまとめておき、いつでも

持ち出せるようにしておきましょう。特に津波から避難した場合には、だんだんと寒くなってきても取りに戻れません。

防寒着や雨合羽、濡れた場合に備えて着替えなども忘れずに入れておきましょう。 

チェック項目 地震時のリスク やっておきたい防災対策 

避難時の 

持ち出し品 

地震によりライフラインが

断となり、電気、ガスが

使用できなくなる。 

下のような防寒グッズを用意しておく。 

・防寒着 

・手袋 

・帽子 

・毛布 

・保温性の優れた下着 

このほか、ポータブルストーブや使い捨てカイロなど、電気が

なくても使える暖房器具を準備しておくと安心。 

防災メモ 

毛布 



🔥 火災対策 

 冬は暖房器具の利用が欠かせないですが、地震発生時には火災の原因となる恐れがあります。火災が起きな

いようにする、火災が起きてもすぐ消火できるようにすることが大切です。 

チェック項目 地震時のリスク やっておきたい防災対策 

火災の予防 

 

暖房器具の転倒や倒れ

た家具等などへの引火。 

家庭用灯油タンクの転

倒。 

消火器の設置、使用方法を確認する。 

暖房器具の周辺は整理整頓し、燃えるものを置かない。 

灯油タンクをしっかり固定する。 

地震発生時の

対応 

停電が復旧した際の電

気ヒータなどからの出火。 

身の安全を守ることが基本。暖房、調理器具は地震の揺

れがおさまってから状況を確認する。 

避難する時は、ブレーカを落とし、ガスの元栓を閉める。 

✚ 感染症対策 

冬は風邪やインフルエンザなどが流行する時期です。また避難所など人が密集するような場所では新型コロナウ

イルスの感染が心配されますが、災害時には、危険な場所にいる人は避難をすることが原則です。避難の際に

は感染症対策に万全を期すことが感染防止や避難者同士のトラブルを防ぐためにも重要です。 

チェック項目 地震時のリスク やっておきたい防災対策 

避難時の 

持ち出し品 

感染症のまん延により避

難所の生活環境が悪化

する恐れがある。 

マスク、体温計、手指の消毒液などの感

染症対策用品を準備し、すぐ持ち出せる

ようにしておく。 

衛生管理のため、上履き（スリッパ、靴下など）、ゴミ袋、

石鹸、ウェットティッシュも持参する。 

避難所での

行動 

感染症まん延のほか、他

の人との距離やスペース

などでトラブルが発生する

恐れがある。 

3 つの「密」を避ける。隣の人とは 2m 以上離れる。パーティ

ション(段ボールなどの仕切り板)を活用する。 

 
(新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP より) 

もちろん、冬に限らず普段からの備えと訓練が大切です。日頃から家具などの固定、

家族が連絡をとるための方法や連絡先、避難場所と避難ルートの確認をしておきましょ

う。そして大きな揺れを感じた時、その状況に応じた対応がとれるように訓練をしておきま

しょう。防災の知識や避難所での感染症対策については、青森県防災ハンドブック「あお

もりおまもり手帳」に詳しく掲載されていますので、ぜひとも一度ご確認ください。 

「あおもりおまもり手帳」Web ページ 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bosaikikikanri/bosai_handbook.html 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bosaikikikanri/bosai_handbook.html

