
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について  

国土交通本省　 　2月13日 23:08　非常体制 東北運輸局　　 　2月13日　 23:08  非常体制

東北地方整備局　 2月13日 23:08  非常体制 関東運輸局　 　　2月13日   23:08　警戒体制

関東地方整備局　 2月13日 23:08　警戒体制 北陸信越運輸局　 2月13日   23:30　注意体制

北陸地方整備局　 2月14日 14:30　注意体制 中部運輸局　 　　2月13日 　23:08  注意体制

国土地理院　 　　2月13日 23:08　非常体制 気象庁　　　　　 2月13日   23:08　非常体制

国土技術政策総合研究所      2月13日 23:08  非常体制

２．地震の概要
○発生日時　令和3年2月13日23時07分

○震源地　　福島県沖（北緯37度43.7分、東経141度41.9分）

○震源の深さ：55ｋｍ（暫定値）、地震の規模(マグニチュード)：7.3（暫定値）

○各地の震度（震度５弱以上）

宮城県 震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

福島県 震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

栃木県 震度５強

震度５弱

岩手県 震度５弱

山形県 震度５弱

茨城県 震度５弱

埼玉県 震度５弱

この地震による津波被害の心配は無し。

〇地震活動の状況

２月１４日１４時００分現在、震度１以上を観測した地震が３０回発生

（震度６強：１回、震度３：２回、震度２：６回、震度１：２１回）

○今後の気象の見通し（2月14日14時現在）

３．国土交通省の対応

○　2/13　23:09　大臣指示

一関市　矢巾町

災　害　情　報
令和3年2月14日17:00現在

国土交通省

福島県沖を震源とする地震について（第５報）

１．被災状況の早期把握に全力を挙げること。

米沢市　上山市　中山町　白鷹町

日立市　土浦市　常陸太田市　笠間市　常陸大宮市　那珂市　筑西市　鉾田市　城里町

東海村

加須市

○津波

蔵王町

石巻市　岩沼市　登米市　川崎町　亘理町　山元町

仙台市青葉区　仙台市宮城野区　仙台市若林区　塩竈市　白石市　名取市　角田市　栗原市

東松島市　大崎市　大河原町　村田町　柴田町　丸森町　松島町　七ヶ浜町　利府町

大郷町　大衡村　涌谷町　美里町

仙台市太白区　仙台市泉区　多賀城市　富谷市　大和町　色麻町　加美町

相馬市　国見町　新地町

福島市　郡山市　須賀川市　南相馬市　伊達市　本宮市　桑折町　川俣町　天栄村

広野町　楢葉町　川内村　大熊町　双葉町　浪江町

いわき市　白河市　二本松市　田村市　大玉村　鏡石町　猪苗代町　泉崎村　中島村

矢吹町　玉川村　浅川町　小野町　富岡町　葛尾村　飯舘村

湯川村　会津美里町　西郷村　棚倉町　矢祭町　石川町　平田村　古殿町　三春町

高根沢町　那須町

大田原市　那須烏山市　那珂川町

・宮城県や福島県では、15日は、低気圧が発達しながら東日本の南海上から三陸沖を北上し、また別の低気圧が日本
海を北東に進み、夜には北海道の西海上に達する影響で、曇りや雨となり、沿岸部では1時間に30ミリを超える強い雨
が降って雨量が多くなるおそれ。
・今回の地震で揺れの大きかったところでは地盤が緩んでいる可能性があるため、土砂災害に注意が必要。
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2/14　1:30 　第1回災害対策本部会議

2/14　10:00　第2回災害対策本部会議

○防災ヘリ3機（ほっかい号、ほくりく号、まんなか号）により、調査を実施

○ホットライン　岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県の震度5弱以上の96市町村において

ホットライン完了

○リエゾン　 4県22市町村へ56名

山形県、宮城県、福島県、千葉県

宮城県仙台市・石巻市・蔵王町・岩沼市・登米市・亘理町・山元町

福島県鏡石町・国見町・相馬市・新地町・福島市・南相馬市・伊達市

・本宮市・桑折町・川俣町・広野町・楢葉町・川内村・浪江町・二本松市

○ＪＥＴＴ　宮城県、福島県

○ヘリ調査・先遣調査 等　27名（岩手県・宮城県・福島県）

○災害対策機械の派遣　5台

・衛星通信車2台派遣（NEXCO東日本（仙台支社））

・照明車3台（NEXCO東日本（仙台支社）・国見町）

４．気象庁の対応

○記者会見（2月14日01:10）

○気象庁災害対策本部会議開催　（2月14日02:00、12:30）

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）を2月14日より以下の2県の地方公共団体に派遣

○宮城県・福島県・栃木県に対する土砂災害警戒情報、大雨警報・注意報（土砂災害）の暫定基準の適用 （2月14日）

５．海上保安庁の対応

６．国土地理院の対応

○国土地理院災害対策本部会議（2/14　0:30、10:30）

○地殻変動情報及び地盤災害（推計）情報を国土地理院ホームページから公開

７．国土技術政策総合研究所等の対応

○国土技術政策総合研究所災害対策本部会議(2/14 01:30、10:00)

８．所管施設等の状況

○河川（2月14日16:00現在）

○宮城県、福島県、栃木県において、震度観測点の観測環境及び地震動による被害状況について現地調査を実施（2月14日
～）。

○会議開催状況

２．人命救助を最優先に、関係機関と連携して、被災者の救出・救助の支援に全力で当たるとともに、
　被災自治体からの要請に対しては、迅速かつ全面的に支援すること。

３．海上保安庁およびTEC-FORCEは即応体制を取るとともに、被害が確認された場合には、
　その総力を挙げて迅速に対応すること。

４．国民に対して、被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと。

５．なお、新型コロナウィルス感染対策に留意しながら対応すること。
以上

  （派遣先：宮城県、福島県）

体制等　2月13日23時09分　海上保安庁地震災害対策本部設置

　　　　　　　　　　　　 第二管区海上保安本部地震災害対策本部設置

　　　　　　　　　　　　 海上保安庁長官指示事項発出

投入勢力等　①巡視船艇　　対応中：１隻、待機中：９隻

　　　　　　②航空機　　　待機中：２機（固定翼１機、回転翼１機）

人員　　機動救難士　待機中：２名（仙台基地）

航行警報等の発出状況　2月13日23時12分　海の安全情報（地震）発出

                                 15分　地域航行警報（地震）、AISメッセージ（地震）発出

　　　　　　　　　　　　　　　　 17分　航行警報（本庁）発出
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■点検状況

＜国管理河川＞

2/14 06:00 2/14 08:05

東北 鳴瀬川 鳴瀬川

東北 鳴瀬川 吉田川

東北 鳴瀬川 竹林川

東北 鳴瀬川 多田川

東北 鳴瀬川 鞍坪川

2/14
00:04

2/14
2:46

東北 鳴瀬川 善川

東北 阿武隈川

白石川

東北 阿武隈川 雉子尾川

東北

2/14 06:30 2/14 08:05

笹原川

東北 阿武隈川 釈迦堂川

東北 阿武隈川
あ ぶ く ま が わ

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

東北 阿武隈川 杉田川

東北 名取川 名取川

東北 名取川 広瀬川

2/14
0:20

2/14
0:40

2/14
2:12

利根
とね

川
がわ

2/14 0:00 2/14 5:45

2/14
4:17

2/14 06:00 調査中

2/14 06:00 2/14 10:35

東北 阿武隈川 荒川

東北 阿武隈川 五百川

東北 阿武隈川

東北 名取川 笊川

東北 最上川 最上川

阿武隈川

東北 阿武隈川

2/14 5:45 2/14 7:00

阿武隈川 摺上川

東北 阿武隈川 松川

関東 利根
とね

川
がわ

渡良瀬
わたらせ

川
がわ

2/14 0:00 2/14 0:45 2/14 0:45 2/14 2:45

2/13
23:50

2/14
2:05

2/14 07:30 2/14 10:35

関東 利根
とね

川
がわ

北浦
きたうら

2/14 0:00 2/14 1:20 2/14 1:20 2/14 3:00

東北 最上川 須川

東北 最上川 貴船川

東北 最上川 馬見ヶ崎川

東北 最上川 天王川

関東 利根
とね

川
がわ

関東 利根
とね

川
がわ

鰐川
わにがわ

2/14 0:14 2/14 1:20 2/14 1:20 2/14 3:00

関東 利根
とね

川
がわ

鬼怒川
きぬがわ

2/14 0:52 2/14 3:00 2/14 3:00 2/14 5:07

関東 利根
とね

川
がわ

田川
たがわ

2/14 0:54 2/14 2:00 2/14 2:00 2/14 3:41

関東 久慈川
くじがわ

久慈川
くじがわ

2/14 0:00 2/14 1:00 2/14 1:00 2/14 5:55

関東 久慈川
くじがわ

里川
さとがわ

2/13 23:30 2/14 0:40 2/14 0:40 2/14 1:45

関東 久慈川
くじがわ

山田
やまだ

川
がわ

2/14 0:00 2/14 2:25 2/14 2:25 2/14 4:35

関東 那珂川
なかがわ

那珂川
なかがわ

2/13 23:30 2/14 3:30 2/14 3:30 2/14 5:30

関東 那珂川
なかがわ

藤井
ふじい

川
がわ

2/14 0:17 2/14 0:43 2/14 0:51 2/14 2:45

北陸 阿賀野川
あがのがわ

阿賀川
あががわ

2/14 00:40 2/14 02:55 2/14 7:10 2/14 9:30

北陸 阿賀野川
あがのがわ

日
にっつ

橋
ぱし

川
かわ

2/14 01:10 2/14 02:55 2/14 7:35 2/14 9:30

北陸 阿賀野川
あがのがわ

湯川
ゆかわ

2/14 01:10 2/14 02:55 2/14 7:10 2/14 8:50

整備局 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

東北 北上川 北上川

2/13
23:24

2/14
2:30

2/14 06:00 2/14 08:20

東北 北上川 旧北上川

東北 北上川 二股川

東北 北上川 江合川

東北 北上川 新江合川
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＜都道府県管理河川＞

■被害状況（河川管理施設等）

＜国管理河川＞

＜県管理河川＞

○管理ダム（2月14日16:00現在）

■点検状況

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

点検対象なし

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

青森県

都道府県 水系 河川
一次点検

福島 40水系 335河川 2/14 6:30より順次

茨城 1水系 2河川 2/14 6:00 2/14 7:30

栃木 2水系 7河川 2/14 0:30 2/14 8:50

開始時間 終了時間

岩手 1水系 10河川 2/14 7:00 2/14 10:00

宮城 11水系 207河川 2/14 6:30

山形 1水系 15河川 2/14 6:30 2/14 9:00

対　　策　　状　　況
（状態で「その他」を選択した場合は

内容を記入すること）

東北 阿武隈川
あ ぶ く ま が わ

雉子尾川
き じ お が わ

丸森町 左岸 確認中 その他
堤防天端横断クラック（約3～5ｍ 3箇所）、天端
盛上がり（１箇所）
※既ににブルーシートで応急復旧完了

東北 阿武隈川
あ ぶ く ま が わ

阿武隈
あ ぶ く ま

川
がわ

左右岸 KP 状　態 数　量

東北 阿武隈川
あ ぶ く ま が わ

阿武隈川
あ ぶ く ま が わ

角田市 右岸 32.55k その他
堤防天端縦断クラック（約10m、幅3cm）
※既ににブルーシートで応急復旧完了

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

左右岸 KP 状　態 数　量
都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況 対　　策　　状　　況
（状態で「その他」を選択した場合は

内容を記入すること）

対象ダム
一　次　点　検 二　次　点　検

点検中 点検完了

埼玉 1水系 8河川 2/14 7:00 2/14 9:25

宮城県 名取
な と り

川
がわ

名取
な と り

川
がわ

仙台市 右岸 確認中 その他 右岸側の河道側面から岩石が崩落。

確認中 その他
阿武隈大堰のゲート１門で水密部損傷。今後、
復旧予定。

点検状況 対象数 点検中 点検完了 点検状況

１８ダム 0 18 異常なし 15 0 15 異常なし

対象ダム 一　次　点　検 二　次　点　検

道府県名 対象ダム 点検中 点検完了 点検状況 対象数 点検中 点検完了 点検状況

1 異常なし

岩手県 9 0 9 異常なし 1 0 1 異常なし

宮城県 14 0 14 異常なし 13 4 9 点検完了ダム異常なし

1 0 1 異常なし 1 0

山形県 11 0 11 異常なし 11 0 11 異常なし

秋田県 3 0 3 異常なし 0 0 0

福島県 10 0 10 異常なし 8 1 7 点検完了ダム異常なし

茨城県 7 0 7 異常なし 2 0 2 異常なし
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４）利水ダム

○土砂災害

■土砂災害発生状況 1件（雪崩1件)

・雪崩

■施設点検

　・震度5弱を観測した範囲において実施

（直轄）

東北地整：２１箇所（2月14日9時00分　点検完了　異状なし）

（補助）

宮城県：２０６箇所（2月14日6時00分　点検開始）

福島県：　８０箇所（2月14日6時00分　点検開始）

栃木県：　１０箇所（2月14日8時50分　点検完了　異状なし）

岩手県：　　５箇所（2月14日10時05分　点検完了　異常なし）

山形県：　６８箇所（2月14日6時00分　点検開始）

茨城県：　１８箇所（2月14日7時30分　点検完了　異状なし）

埼玉県：　対象なし

■震度5強以上を観測した宮城県、福島県、栃木県において土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による

　運用を開始（2月14日04:30）

通常の7割：

［宮城県］蔵王町、石巻市、岩沼市、登米市、川崎町、亘理町、山元町

［福島県］相馬市、新地町、国見町、福島市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、

川俣町、天栄村、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町

通常の8割：

［宮城県］仙台市西部、仙台市東部、塩竈市、白石市、名取市、角田市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、

大河原町、村田町、柴田町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村、涌谷町、美里町

［福島県］飯舘村、葛尾村、富岡町、いわき市、二本松市、大玉村、田村市、小野町、鏡石町、玉川村、矢吹町、

泉崎村、中島村、浅川町、白河市、猪苗代町

［栃木県］高根沢町、那須町

■Twitterによる注意喚起

　・今後の雨による土砂災害に対する注意喚起を実施（2月14日12:18）

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

■海岸保全施設の被害状況等

戸 戸

合計 66 0 66 42 5

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

秋田県 1件 由利本荘市 1件 鳥海 - - - - - -

合計 1件 名 戸名 名

栃木県 5 0 5 異常なし 0 0 0

埼玉県 1 0 1 異常なし 1 0 1 異常なし

千葉県 1 0 1 異常なし 1 0 1 異常なし

新潟県 4 0 4 異常なし 4 0 4 異常なし

37

対象ダム
一　次　点　検 二　次　点　検

点検中 点検完了 点検状況 対象数 点検中 点検完了 点検状況

１１５ダム 0 115 点検完了ダム異常なし 105 0 105 点検完了ダム異常なし
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１）直轄海岸

２）都道府県管理海岸

○道路（2月14日15:30現在）

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

１）高速道路等

・被災による通行止め　1路線1区間

・点検のため通行止めなし

２）公社有料

・被災による通行止め　1路線1区間

・点検のため通行止めなし

３）直轄国道

・被災による通行止めなし

■その他の道路の通行止め及び被災状況
＜都道府県管理道路＞

１）補助国道

・被災による通行止め情報なし

２）都道府県・政令市道

・

○鉄道関係（2月14日16:30現在）

■主な施設被害の状況

路線名 区間名 被災状況 備考

E6常磐道 相馬IC～亘理IC
法面崩落・
路面亀裂等

事業者名 線　名 施設被害区間 被害状況 備　考

JR東日本 東北新幹線 電化柱の損傷等
※東北新幹線の復旧ま
で10日程度要する見込

み。

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

東北 宮城県 仙台湾南部 山元地区
堤防天端ブロックのズレ

（7箇所、延長230m）
－

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

被災状況 備考

福島空港道路 矢吹IC～玉川IC 路面亀裂等

2月14日15:30 被災 ：計 4 区間

東北 福島県
相馬海岸等

１３海岸
一次点検完了、被害なし

二次点検中

東北 宮城県
石巻海岸等

１２海岸
11海岸の点検完了、被害なし

残り1海岸の点検中

関東 茨城県
日立海岸等

２海岸
被害なし

福島県 4 区間 （路面陥没2、路面変状1、落下物・飛来物1）

路線名 区間名

JR東日本 福島駅 東口１階改札口前付近天井より雨漏り
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■運転見合わせ状況

　・新幹線 1事業者3路線

　・在来線・民鉄 3事業者15路線

　・合計 3事業者18路線（前回の報告時点：　3事業者24路線）

■運行状況

JR東日本 いわき駅 喫煙室の天井落下

阿武隈急行 阿武隈急行線 向
むかいせのうえ

瀬上～瀬上
せのうえ

道床流出

仙台空港鉄道 仙台空港線 架線ハンガー外れ

事業者名 線　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 備考

JR東日本

東北新幹線 那須塩原駅～盛岡駅 13日 23:08

秋田新幹線 盛岡駅～秋田駅 14日 始発

山形新幹線 福島駅～新庄駅 13日 23:08

常磐線

高萩駅～いわき駅 13日 23:08 14日 6:50

いわき駅～原ノ町駅 13日 23:08 14日 12:02

原ノ町駅～岩沼駅 13日 23:08

羽越線
羽後本荘駅～酒田駅 14日 始発 14日 12:29

酒田駅～あつみ温泉駅 13日 23:08 14日 12:48

東北線
黒磯駅～一ノ関駅 13日 23:08

一ノ関駅～盛岡駅 13日 23:08 14日 11:20

水郡線 常陸大子駅～安積永盛駅 13日 23:08

奥羽線

新庄駅～院内駅 13日 23:08 14日 12:11

福島駅～山形駅 13日 23:08

山形駅～新庄駅 14日 始発

仙山線 仙台駅～羽前千歳駅 13日 23:08 14日 12:56

仙石線 あおば通駅～石巻駅 13日 23:08

磐越西線
郡山駅～喜多方駅 13日 23:08

喜多方駅～野沢駅 14日 始発

磐越東線 いわき駅～郡山駅 13日 23:08

左沢線 北山形駅～左沢駅 13日 23:08

陸羽東線 小牛田駅～新庄駅 13日 23:08

只見線 会津若松駅～会津川口駅 13日 23:08

気仙沼線
前谷地駅～柳津駅 13日 23:08

柳津駅～気仙沼駅 13日 23:08 14日 6:30

釜石線 花巻駅～釜石駅 13日 23:08 14日 12:12

北上線 北上駅～横手駅 13日 23:08

石巻線 小牛田駅～女川駅 13日 23:08

大船渡線 一ノ関駅～盛駅 13日 23:08 14日 12:22

陸羽西線 新庄駅～余目駅 14日 始発 14日 13:10

米坂線
米沢駅～今泉駅 14日 始発 14日 12:16

今泉駅～小国駅 14日 6:30 14日 12:16

仙台空港鉄道 仙台空港線 名取駅～仙台空港駅 13日 23:08

阿武隈急行 阿武隈急行線 福島駅～槻木駅 13日 23:08

福島交通 飯坂線 福島駅～飯坂温泉駅 13日 23:08 14日 始発

会津鉄道 会津線 西若松駅～会津高原尾瀬口駅 13日 23:08 14日 9:03

仙台市交通局
東西線 八木山動物公園駅～荒井駅 13日 23:08 14日 始発

南北線 富沢駅～泉中央駅 13日 23:08 14日 始発

7/10ページ



（計画運休による運転休止であることが明らかな場合は、備考欄に「計画運休」と記載）

（運転休止、運転再開の時刻等については、随時確認でき次第記載）

○海事関係（2月14日15:00現在）

■施設等の被害状況

１）ボートレース場等

・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり

○港湾関係（海岸保全施設を含む）（2月14日15:00現在）

■施設等の点検状況（震度5弱以上）

■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

○航空関係（2月14日15:00現在）

■人的被害の状況

・各空港被害なし。

■空港基本施設の被害状況等

・各空港被害なし。

■その他の施設の被害状況等

・各空港被害なし。

■空港の運用状況

・各空港通常通り運用中。

■運航状況

・現時点で欠航便なし。

所在地 事業者名 被害状況

福島県 福島市
ボートレースチケット
ショップ福島

施設内部損壊（16日まで営業中止）

地区

―

三陸鉄道 リアス線
盛駅～宮古駅 13日 23:08 14日 9:04

宮古駅～久慈駅 14日 始発 14日 9:00

山形鉄道 フラワー長井線 赤湯駅～荒砥駅 14日 始発 14日 10:24

都道府県名 港名 港格 状況

宮城県 仙台塩釜港（仙台港区） 国際拠点港湾 施設点検中

宮城県 仙台塩釜港（塩釜港区） 国際拠点港湾 施設点検中

宮城県 仙台塩釜港（石巻港区） 国際拠点港湾 施設点検中

宮城県 仙台塩釜港（松島港区） 国際拠点港湾 施設点検中

福島県 小名浜港 重要港湾 施設点検終了

福島県 相馬港 重要港湾 施設点検終了

茨城県 茨城港（日立港区） 重要港湾 陸上点検終了

茨城県 茨城港（常陸那珂港区） 重要港湾 陸上点検終了

都道府県名 管理者名 港名 港格 被災状況 復旧状況・復旧見通し 利用可否

福島県 福島県 相馬港 重要
・岸壁とエプロンの段差
・エプロンのクラック
・臨港道路の液状化

未定 ―
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・東北新幹線の運転見合わせに伴い、各航空会社において臨時増便や大型化等について検討（一部決定済み）。

■ターミナルビルの状況

・仙台空港

　ターミナルビル３階の床材及び壁仕上げ材の剥離（運航に影響なし）※安全確認のため３階フロア（飲食店）、屋上展望デッキは

当面の間、営業停止及び閉鎖

・その他の空港は被害なし

■空港アクセスの状況

・仙台空港

　仙台空港アクセス鉄道は施設点検のため16時00分頃まで運転見合わせ。

　リムジンバスは通常運行（鉄道の運行見合わせのため、臨時バスを増発して対応）

・その他の空港は影響なし

○自動車関係（2月14日15:00現在）

・高速バス関係

2 事業者で 2 路線運休 5 事業者で 6 路線一部運休

・路線バス関係

1 事業者で 2 路線運休 1 事業者で 2 路線一部運休

・施設等の被害状況

　　・バス　１社　本社ビルで水道管破裂、壁のひび割れ

　　・トラック　１社　営業所４か所で外壁割れ、窓ガラス破損　等

　　・NASVA　１療護センター　貯湯槽タンクからの漏水、エレベーター停止　等

○物流関係（2月14日15:20現在）
■営業倉庫の被害状況

福島交通（株） 須賀川・郡山～仙台 一部運休
2月14日
郡山駅前発　6:35（※）、7:20、7:50、

会津乗合自動車（株） 会津若松～仙台 一部運休
2月14日
鶴ヶ城・合同庁舎前発　6:30、14:00

新常磐交通（株） いわき～仙台 一部運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

ジェイアールバス東北（株） 仙台～会津 一部運休
2月14日
・仙台駅東口　7:05発

ジェイアールバス東北（株） 仙台～いわき 運休
2月14日
・仙台駅東口　8:00、10:30発

いわき～郡山～会津若松 一部運休

東北アクセス（株） 南相馬～相馬～仙台 一部運休
2月14日
原ノ町駅前6:10発

東北アクセス（株） 南相馬～福島 運休 2月14日

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

福島交通（株） 医大経由二本松線 一部運休 丸石（停）～浅目（停）間

新常磐交通（株）

福島交通（株） JICA・NTC線 一部運休 岳温泉（停）にて折り返し運行

福島交通（株） 玉野学校線 運休

福島交通（株） あだたらスキーバス 運休

都道府県 被　害　内　容
宮城県 荷くずれ２棟
福島県 荷くずれ２棟
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■公共トラックターミナルの被害状況
現時点で被害情報なし。

■支援物資輸送に関する状況
なし

○住宅・建築物等（2月14日16:00現在）

■エレベーター

日本エレベーター協会会員社が保守を行っているエレベーターのうち、12台で閉じ込め発生。

14日10：00時点で全て救出済み。

○下水道（2月14日16:00現在）

■下水処理場・ポンプ場

■管渠・マンホール

岩手県、福島県、山形県、栃木県、茨城県、埼玉県、仙台市で点検完了、被害なし。

宮城県では点検実施中。現時点で被害なし。

○官庁施設、観光は現時点で被害なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　小林
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

福島県 広野町 広野浄化センター 場内配管破損 処理機能に影響なし

南蒲生浄化センター 場内上水管破断 処理機能に影響なし

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名 被害状況等 対応状況等

宮城県 流域 仙塩浄化センター 焼却施設の煙道が破損 処理機能に影響なし

宮城県 仙台市

福島県 流域 県北浄化センター 施設内で一部水漏れ 処理機能に影響なし
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