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福島県沖を震源とする地震に係る被害状況について 

（2/14 13：00まとめ） 
 

※下線部は前回（2/14 08:30まとめ）報告からの変更 

Ⅰ 地震の概要 

（１）発 生 日 時：令和３年２月１３日（土）２３時０７分 

（２）震 源 地：福島県沖（北緯３７．７度、東経１４１．８度） 

（３）震源の深さ：５５ｋｍ 

（４）規   模：マグニチュード７．３ 

（５）各地の震度の状況 

  山形県 

  ・震度５弱 米沢市 上山市 中山町 白鷹町 

  ・震度４  山形市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 村山市 長井市 

        天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 

        山辺町 河北町 西川町 朝日町 大江町 大石田町 

        最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 高畠町 

        川西町 小国町 飯豊町 三川町 庄内町 遊佐町 

  ・震度３  金山町 

  宮城県 最大震度６強 

  福島県 最大震度６強 

  岩手県 最大震度５弱 

  青森県・秋田県 最大震度４  

 

Ⅱ 被害状況 

１ 人的被害  

軽傷者 １名 

・80代女性（新庄市） 外に出ようとしたところ右足首をひねり受傷 

 

２ 建物被害 

 ◇住 家 

  寒河江市 一部破損 １棟（カーポート倒壊による外内壁破損） 

   

 ◇非住家 

山辺町  小屋１棟（全壊） 

中山町  車庫 12棟（全壊） 

寒河江市 車庫１棟（全壊） 

河北町  車庫１棟（全壊）、小屋１棟 ※被害程度確認中 

村山市  車庫６棟（全壊） 

東根市  車庫２棟（全壊） 

米沢市  車庫１棟（全壊） 

 

令和３年２月１４日 

防災くらし安心部 
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 ３ 避難所開設状況   

市町村 避難所開設数 避難者数 開設日時 閉鎖日時 

山形市 92箇所 0人 2/13 23:08 2/14 1:30 

 

４ ライフライン施設状況 

   ○電気  異常なし 

○電話  異常なし 

○ガス  異常なし 

○上水道 

     最上町の赤倉地区等３世帯で、水道水の濁りが発生したが、濁り解消対策を 

     実施し、ほぼ解消。 

○下水道 異常なし 

 

５ 道  路 

【交通規制状況】 

＜県道・県管理国道＞  

№ 路線名 場所 
規制 

理由 
規制内容 

備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 一般県道 

楢下高畠線 

上山市楢下 

(柏木トンネル付近) 

落石の

恐れ 

2/14 00:00片側交互通行 

   03:30全面通行止め 

     （迂回路あり） 

     09:50 規制解除 

2/14 08:00 

落石撤去開始 

2/14 09:50 

落石等撤去完了 

 

＜国管理道路・高速道路＞  

№ 路線名 場所 
規制 

理由 
規制内容 

備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 山形自動車道 村田 JCT～寒河江 IC 地震 2/13 23:08全面通行止め 

（迂回路あり） 

2/14 03:30規制解除 

 

2 東北中央自動

車道 

米沢北 IC～東根 IC 地震 2/13 23:08全面通行止め 

（迂回路あり） 

2/14 03:30規制解除 

 

3 東北中央自動

車道 

福島 JCT～米沢北 IC 地震 2/13 23:08全面通行止め 

（迂回路あり） 

2/14 08:30規制解除 

 

 

＜市町村道＞  

№ 路線名 場所 
規制 

理由 
規制内容 

備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 唐戸屋沢線 米沢市簗沢地内 雪崩 2/14 01:30全面通行止め 

 10:30規制解除 

孤立なし 

(雪崩の先に集落なし) 
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６ 鉄  道 

  ○山形新幹線 

＜2/14(日)＞ 

地震の影響により全区間で終日運転見合わせ 

＜2/15(月)＞ 

福島～新庄間のみ本数を減らして運転予定 

※東京～福島間は終日運転見合わせ（那須塩原～盛岡駅間が終日運転見合わせのため） 

 

  〇在来線 

地震の影響により以下の路線について運転見合わせ 

   ・羽越本線（あつみ温泉～羽後本荘駅） 

昼過ぎの運転再開見込み 

（酒田～羽後本荘駅間は上り 12:56 羽後本荘駅発、下り 12:29 酒田駅発から運転再

開見込み） 

・奥羽本線 

    新庄～院内駅間は 12時頃を目途に運転再開予定 

福島～新庄駅間は 15時頃を目途に運転再開予定 

・仙山線 

    13時頃を目途に運転再開予定 

   ・左沢線 

    12時頃を目途に運転再開予定 

   ・陸羽西線 

    13時頃を目途に運転再開予定 

   ・陸羽東線 

    13時頃を目途に運転再開予定 

   ・米坂線（米沢～小国駅） 

    米沢～今泉駅間は 12時頃を目途に運転再開予定 

 

  ＜2/13(土)の運転見合わせによる影響＞ 

   ・山形新幹線 区間運休１本 

   ・奥羽本線  区間運休３本 

   ・仙山線   遅れ１本 

   ・左沢線   区間運休１本 

   ・羽越本線  遅れ２本（特急いなほ含む） 

 

＜2/14(日)の運転見合わせによる影響＞ 

・山形新幹線 運休 33本 

※その他路線は取りまとめ中 

 

○山形鉄道 

始発から上下各４本運休（安全点検のため） 

※安全確認終了後、上り 10:24発、下り 12:25発より運転再開 

 

 



4 

 

７ 航空機 

○山形空港：平常運航（山形～伊丹便×２往復、山形～名古屋便×１往復） 

  ○庄内空港：平常運航（庄内～羽田便×１往復） 

 

８ バ  ス 

○山交バス：高速バス「米沢～仙台線」 一部迂回運行その後、平常運行 

  ○庄内交通：平常運行 

  

９ 農林水産被害 調査中 

○漁港関係     県管理の６漁港について被害なし 

○農作物等     被害報告なし 

○農業用ダム    ７施設のうち７施設全て点検済（異常なし） 

○ため池      57箇所のうち 52箇所について点検済（異常なし） 

○地すべり防止施設 41箇所のうち 40箇所について点検済（異常なし） 

 ○農業集落排水施設 131施設のうち 131施設全て点検済（異常なし） 

 

10 教育関係 

○施設被害 

・学校施設    

高等学校  ４校  渡り廊下ガラスブロック壁にひび等（米沢興譲館高校） 

               実習船「鳥海丸」（宮城県内ドックで整備中）機器破損 

（加茂水産高校） 

窓ガラス破損（寒河江高校、山形市立商業高校） 

・社会体育施設 １施設 窓ガラス破損・合宿棟壁にひび（米沢市営体育館・武道館） 

 

11 児童関係施設  被害報告なし 

 

12 医療福祉施設等 

  ○病院、診療所 

・米沢市立病院（米沢市）…薬局の水道管破裂（応急措置済み） 

・佐藤病院（南陽市）…６，７病棟の暖房故障（復旧済み） 

  ○障がい者支援施設 

・梓園（米沢市）…壁一部剥離 

   ○高齢者施設 

    ・特別養護老人ホーム新寿荘（新庄市）…ボイラー故障 

    ・特別養護老人ホームみすぎ荘（金山町）…ボイラー配管からの水漏れあり 

（応急処置により水漏れ止め処置済み） 

 

13 商工業関係施設 

  ○山形県産業科学館（山形市） スプリンクラーの樹脂製カバーの落下（１カ所） 

                     （機器本体の損傷・水漏れ等はなし） 

  ○休廃止鉱山 点検済み異常なし（積雪期間に点検不可能な２鉱山を除く） 

○小売店等  ４店舗 商品の破損等 

○宿泊施設  １施設 土壁一部剥がれ（山形市） 
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14 港湾施設   異常なし 

 

15 河川施設   異常なし 

 

16 砂防施設   点検中 

 

Ⅳ 県及び市町村等の対応状況 

１ 県及び市町村の対策連絡会議等 

 【県】災害対策本部設置       （R3.2.13 23:08） 

    災害ボランティア支援本部設置 （R3.2.13 23:08） 

     

【市町村】 

(1)対策本部設置状況（２市町村） 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

置賜地域 （１市１町/８市町） 

米沢市 2/13 23:08  白鷹町 2/13 23:45  

 

(2)対策連絡会議等 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

山形市 2/13 23:08  中山町 2/13 23:08 2/14 11:34 

高畠町 2/13 23:30  川西町 2/13 23:41 2/14 01:50 

山辺町 2/13 23:50 2/14 07:32 上山市 2/14 00:00  

東根市 2/14 00:00 2/14 12:25    

 

 (3)災害ボランティアセンター設置状況 

設置情報なし 

 

２ その他 

   2/13 23:08頃 ＤＭＡＴ出動待機 

2/13 23:45  酒田市に対しリエゾン職員（１名）派遣 

2/14  0:20  鶴岡市に対しリエゾン職員（１名）派遣 

   2/14  0:30  宮城県に対しリエゾン職員（２名）派遣 

   2/14  2:24  ＤＭＡＴ待機解除 

   2/14 3:00  米沢市に対しリエゾン職員（１名）派遣 

 

以上 

 


