令和３年２月 13 日（土）の地震（震度５弱）に伴う対応状況（続報）
令和３年２月 16 日（火）８時 00 分現在
岩手県総務部総合防災室 防災危機管理担当
電話 019(629)5155
令和３年２月 13 日（土）
、本県で最大震度５弱の地震が発生したことに伴い、23 時 08 分に岩手県災害警戒
本部を設置し対応し、14 日（日）14 時 25 分に岩手県災害警戒本部から 24 時間危機管理体制に移行したところ
ですが、16 日（火）８時現在の地震に係る対応状況については、次のとおりです。
（下線部は、前回（14 日（日）14 時 25 分）からの変更点）
１ 地震の状況

(1)
(2)
(3)
(4)

発 生 時 間
震 源 地
地震の規模
県内の震度

(5) 津

波

令和３年２月 13（土）23 時 07 分
福島県沖（北緯 37 度 43.7 分、東経 141 度 41.9 分）
、深さ約 55km
マグニチュード 7.3
震度５弱：一関市、矢巾町
震度４：盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手町、紫波町、花巻市、北上市、
遠野市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、大船渡市、陸前高田市、
住田町、釜石市、宮古市、山田町、久慈市、普代村、野田村
なし

２ 被害状況（２月 15 日（月）からの暴風・暴風雪に伴う被害を除く）
(1) 人的被害（軽傷１件）
・奥州市水沢の 60 代女性 就寝時の地震発生により起き上がった際、転倒して右手首を負傷
(2) 物的被害
ア 住家（２件）
・奥州市江刺銭町 隣家からの落雪で、住家の窓ガラスが破損
・奥州市水沢 住宅屋根の損傷（屋根瓦の落下、屋根の損傷、雨漏り）
イ 非住家（34 件）
(ｱ) 公共施設（８件）
・盛岡市立図書館（高松）建物内外壁の割れ（亀裂発生箇所：１階ポプラの部屋外壁、２階防火扉付近、
２階集会室扉、３階防火シャッター付近）
・サンライフ盛岡（仙北）壁面クロスの亀裂（オープンスペース、スポーツ室、事務室、多目的室、第
１集会室）
・盛岡市 みちのくあかね会施設（名須川町）外壁にひびが入り、一部剥落
・盛岡市有太田倉庫（現在未使用） 軒下のひび（周辺への立ち入り禁止ロープ設置済み）
・盛岡体育館（上田３丁目）アリーナ天井石膏ボードのつなぎ目に隙間発生（体育館西側半面について
安全が確保されるまで当面利用禁止）
・盛岡市立武道館（住吉町）２階内側窓枠表面の剥落
・奥州市藤里地区センター（江刺藤里） 照明落下及び亀裂、風除室の照明落下及びボード破損、体育
館ロビーの内壁亀裂（３カ所） 屋根軒下の亀裂（２カ所）
・奥州市胆沢総合支所 屋外給水管破損（水漏れ）
(ｲ) 学校施設（23 件）
・遠野市立綾織小学校の暖房設備の配管から漏水
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・一関市立藤沢小学校 ２階校舎連結部分の天井からコンクリート片が落下、その周辺の壁に複数の亀
裂、３階水洗トイレの蓋が落下し破損
・一関市立黄海小学校 西階段２階で壁から小さなコンクリート片等落下、亀裂あり
・一関市立老松小学校 受水槽の外部管のつなぎ目から水漏れ、壁のひび(西階段 1 階、保健室）
・一関市立永井小学校 体育館の天井材の一部落下、各教室・特別教室の天井材のうきやずれ、電灯器
具のずれ、蛍光灯カバーの外れ、火災報知機の外れ、天井暖房の金網はずれが数カ所あり
・一関市立一関中学校 体育館ギャラリー下天井板はがれ、体育館南側外壁モルタル剥離、体育館床下
コンクリートひび、ピロティ天井板一部はがれ、教室天井破損、体育館ギャラリー入口床亀裂破損、
南校舎２階ベランダ塗装剥離、体育館軒天 天井板２枚脱落
・一関市立新沼小学校 多目的ホールのガラス 1 枚破損、玄関前タイルにヒビあり
・一関市立萩荘小学校 天井梁部分と壁の設置部分破損（２カ所）
、天井板のたわみ 壁の亀裂（複数個
所
・一関市立桜町中学校 職員室 天井ボード落下、破損、剥がれ複数個所あり、職員室前廊下、天井点
検口がひび割れ、１Ｂ教室スクリーンの天井との吊り下げ部分の石膏ボード破損
・一関市立磐井中学校 北校舎３階と南校舎４階をつなぐ部分のアルミのカバー変形、南校舎３階の煙
センサー破損
・一関市立花泉中学校 体育館暖房機設備の断熱シートの剥がれ
・一関市立千厩中学校 １階２階にあるエキスパンションジョイントと壁とが１～２ｃｍ剥離
・一関市立東山中学校 ２階美術室の壁（表、裏）に亀裂・１階倉庫２の入口上の壁にひび
・一関市 県立一関工業高校 廊下壁材の落下・亀裂、廊下エクスパンションに段差、物理室外壁材落
下、機械科棟トイレ外壁亀裂、３階防火扉開閉不可
・一関市 県立一関第一高校 校舎壁クラック数カ所、エキスパンション落下、体育館の雨樋が外れる
・盛岡市 県立盛岡第二高校 外壁一部剥がれ
・紫波町 県立紫波総合高校 校舎内廊下の防火戸接触による煙感知器の破損、国旗等掲揚ポールモル
タル破損、弓道場天井材落下の恐れ
・矢巾町 県立不来方高校 エキスパンション付近の壁・天井のひび割れ、廊下のひび割れ
・花巻市 県立花巻南高校 ボイラー煙突陣笠煙板の外れ
・北上市 黒沢尻北高校 廊下ひび割れ、第一体育館屋根庇のコンクリート落下
・北上市 黒沢尻工業高校 製図室天井ボード 1 枚落下、体育館天井ボードのずれ
・大船渡市 県立大船渡東高校 大講義室天井材落下、石膏像２体倒壊
・山田町 県立山田高校 校舎床面ひび割れ、太陽光発電が計測しない状況
(ｳ) 商工業・観光施設（２件）
・一関市 部品製造工場 工場内配管破損し水漏れ（復旧済み）
・奥州市（江刺）製造工場 天井から落下物、建屋・設備一部要修繕箇所あり
(ｴ) 農林水産業施設（１件）
・大船渡市魚市場 配管部品損傷
(ｵ) 道路・港湾等施設
現時点で被害確認なし
(ｶ) その他空家等（２件）
・一関市（三関） 物置（２間×２間）が倒壊（人命への危険なし）
・一関市（中里） 空家の倒壊（道路利用者が残骸を撤去、人命への危険(被害)及び第３者物件への被
害はなし）
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ウ その他（３件）
・遠野市（上郷町） 非住家（空家）の外壁落下により乗用車ボンネット破損
・遠野第２ダム南西側の道路下、法面２カ所の崩落（幅 10m と５m）
・一関市立東中学校 家庭科室 皿数枚破損、掃除用具入れ扉破損
エ 物的被害集計
所在
市町村

住家

盛岡市
矢巾町
紫波町
花巻市
北上市
奥州市
遠野市
一関市
大船渡市
山田町
計

２
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１
１
１
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２

２
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道路・港
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１
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(3) 道路関係（県管理道路以上）
ア 13 日（土）
・東北自動車道 栃木西那須野塩原～平泉前沢 IC 間通行止め
イ 14 日）
（日）
・東北自動車道 岩手県内は通行止め解消
(4) 鉄道関係
ア 13 日（土）
・東北新幹線 大宮駅～盛岡駅間運転見合わせ
・JR 東北本線 一ノ関駅～盛岡駅間運転見合わせ
・IGR いわて銀河鉄道 一部遅延
イ 14 日（日）
・東北新幹線 那須塩原駅～盛岡駅間運転見合わせ、盛岡駅～新函館北斗駅間上下線 11 本運休
・JR 東北本線 一ノ関駅～盛岡駅間 11 時 20 分頃運転再開（運転再開後も一部運休あり）
・JR 釜石線 12 時 10 分頃運転再開（運転再開後も一部運休あり）
・JR 北上線 16 時頃まで運転見合わせ
・JR 大船渡線 12 時 20 分頃運転再開（運転再開後も一部運休あり）
・JR 花輪線 上下線２本運休、一部列車で遅れ発生（解消済）
・IGR いわて銀河鉄道 上下線６本運休（運転再開済み）
・三陸鉄道 盛駅～宮古駅間 上下線 16 本運休（運転再開済み）
宮古～久慈間

上下線２本運休（運転再開済み）

ウ 15 日（月）
・東北新幹線 那須塩原駅～盛岡駅間運転見合わせ、盛岡駅～新青森駅間上下線９本運休
・秋田新幹線 那須塩原駅～盛岡駅間運転見合わせ
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エ 16 日（火）
・東北新幹線 当面の間、那須塩原駅～一ノ関駅間運転見合わせ
一ノ関駅～盛岡駅間、臨時ダイヤで運転
・秋田新幹線 盛岡～秋田駅間で本数を減らして臨時列車を運転
(5) 花巻空港関係
被害なし
なお、東北新幹線が終日運休していることに伴い、航空会社が臨時便の運航等を決定。
ア 14 日（日）
・日本航空㈱：大阪（伊丹）線の機材を大型化（76 席→95 席）
・㈱フジドリームエアラインズ：名古屋（小牧）線の臨時便を１日２往復運航
イ 15 日（月）
・日本航空㈱：羽田線の臨時便を１日２往復運航
・㈱フジドリームエアラインズ：名古屋（小牧）線の臨時便を 1 日２往復運航
(6) ライフライン
13 日（土）
一関市停電 21,200 戸（14 日（日）０時過ぎ復旧）
(7) その他
なし
３ 消防の対応
(1) 消防庁から緊急消防援助隊出動準備依頼（14 日（日）０時 00 分）を受け対象部隊待機
(2) 出動準備態勢の解除（14 日（日）９時 30 分）
４ 県、市町村の対応（災害警戒本部の設置、廃止状況）
13 日（土）の地震発生と同時に県(本部・８支部)、13 市８町２村で災害警戒本部を設置、概ね被害状況を
確認した 14 日（日）14 時 25 分までに廃止した。
５ 北海道・東北８道県広域相互応援協定に基づく活動
(1) 幹事県（青森県）広域応援本部設置 ２月 13 日（土）23 時 08 分
(2) リエゾン派遣
ア 14 日（日）
、宮城県へはカバー県である山形県、福島県へは同様に新潟県がリエゾンを派遣
イ 当面、応援の必要はないことから 15 日（月）リエゾンを撤収
(3) 広域応援の要請
現時点では宮城県、福島県ともに要請の段階ではない。
(4) 岩手県の対応
宮城県、福島県に対する広域応援が要請された場合に備えて準備するとともに、引き続き情報収

集する。要請があった場合、応援本部を設置し、支援を検討する。
【参考】大規模災害における相互応援に関する協定でのカバー（支援）県
被災県
第１順位
第２順位
第３順位
宮城県
山形県
福島県
北海道
福島県
新潟県
宮城県
山形県
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