
１．東北運輸局の体制  

2月13日 23:08 非常体制【地震】

2月14日 0:15 第１回災害対策本部会議

2月14日 01:20 第２回災害対策本部会議

2月14日 09:00 第３回災害対策本部会議

２．所管施設等の状況

○鉄道関係（2月15日　14:00現在）

■施設の被害等

・

・

・

・

■運行状況

【新幹線】

・

・

【在来線】

【東北新幹線運休中の対応】※末尾資料参照

ＪＲ東 東北新幹線の一部設備の被害あり　（詳細調査中）

ＪＲ東 仙台駅１番線ホーム壁上部のモルタルの剥がれ

ＪＲ東 福島駅東口１階改札口前付近の水浸し、蛍光灯、案内板の落下　（詳細調査中）

その他貨物事業者を含めて現時点では施設被害はなし

JR東日本 東北新幹線 那須塩原～盛岡間 2月13日 23:08
2月15日は終日運転見合わ
せ（再開目途未定）

【駅間停車】

東北新幹線 水沢江刺～北上間　（0：25運転再開し駅間停車解消済み）

23:08 2月15日

JR東日本

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

災　害　情　報
令和3年2月15日14:00現在

東北運輸局

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による被害状況等について【第７報】

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

JR東日本 秋田新幹線 盛岡～秋田間 2月13日

JR東日本 山形新幹線 福島～新庄間 2月13日 23:08 2月15日 始発
2月15日は始発から本数を
減らして運転再開

7:16
2月15日は本数を減らして
臨時運転

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

仙台方面、秋田方面⇔首都圏について、臨時列車での運行を実施中

JR常磐線において、「ひたち」の一部をいわき駅から仙台駅まで延長運行

JR羽越本線において、「いなほ」の一部を酒田駅から秋田駅まで延長運行

JR東日本 常磐線 原ノ町～岩沼 2月13日 23:08 2月14日 18:22

JR東日本 常磐線 いわき～原ノ町 2月13日 23:08 2月14日 12:02

23:08 2月14日 23:35

JR東日本 東北線 福島～名取 2月13日 23:08 2月14日 18:30

新白河～福島 2月13日東北線

JR東日本 東北線 名取～小牛田 2月13日 23:08 2月14日 17:00

JR東日本 東北線 小牛田～一ノ関 2月13日 23:08 2月14日 16:50

JR東日本 東北線 一ノ関～盛岡 2月13日 23:08 2月14日 11:20

JR東日本 奥羽線 福島～庭坂 2月13日 23:08 2月15日 始発

JR東日本 奥羽線 庭坂～米沢 2月13日 23:08 15日は終日運転見合わせ

JR東日本 奥羽線 米沢～新庄 2月13日 23:08 2月14日 16:00
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・

・

・

・

○自動車関係（2月15日 14:00現在）

■バス関係

【高速バス関係】

2 事業者で 1 路線運休 0 事業者で 1 路線一部運休

1

1

【東北新幹線運休中の対応】※末尾資料参照

仙台、福島、郡山、盛岡、青森、弘前⇔首都圏について、増便・続行便等による運行を実施中。

ＪＲ東 常磐線 逢隈～岩沼間　（乗客49名はバス手配により救済済み）

ＪＲ東 東北本線 仙北町～岩手飯岡間　（乗客はタクシー手配により救済済み）

ＪＲ東 東北本線 石鳥谷～花巻空港間　（乗客はタクシー手配により救済済み）

ＪＲ東 羽越本線 幕内～藤島間、藤島～西袋間　（乗客はタクシー手配により救済済み）

【駅間停車】

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～いわき 運休

2月14日
・仙台駅東口　8:00、10:30、12:30発
・いわき上荒川　14:05、16:05、18:20発

2月15日　運休

JR東日本 奥羽線 新庄～院内 2月13日 23:08 2月14日 12:11

JR東日本 仙山線 全線 2月13日 23:08 2月14日 12:56

JR東日本 仙石線 全線 2月13日 23:08 2月14日 15:30

JR東日本 石巻線 全線 2月13日 23:08 2月14日 17:00

JR東日本 左沢線 全線 2月13日 23:08 2月14日 12:00

JR東日本 米坂線 米沢～小国 2月13日 23:08 2月14日 12:16

JR東日本 羽越線 あつみ温泉～羽後本荘 2月13日 23:08 2月14日 12:29

JR東日本 磐越西線 郡山～山都 2月13日 23:08 2月14日 18:20

JR東日本 磐越西線 山都～野沢 2月13日 23:08 2月14日 22:39

JR東日本 磐越東線 全線 2月13日 23:08 2月14日 22:00

JR東日本 陸羽西線 全線 2月13日 23:08 2月14日 13:10

JR東日本 陸羽東線 全線 2月13日 23:08 2月14日 15:00

JR東日本 気仙沼線 全線 2月13日 23:08 2月14日 17:00

JR東日本 水郡線 常陸大子～安積永盛 2月13日 23:08 2月14日 22:10

JR東日本 水郡線 安積永盛～郡山 2月13日 23:08 2月15日 始発

JR東日本 大船渡線 全線 2月13日 23:08 2月14日 12:22

JR東日本 釜石線 全線 2月13日 23:08 2月14日 12:12

JR東日本 北上線 全線 2月13日 23:08 2月14日 17:10

JR東日本 只見線 会津若松～会津川口 2月13日 23:08 2月14日 16:30

2月13日 23:08 2月14日 始発

仙台空港鉄道 仙台空港鉄道線 全線 2月13日 23:08 2月14日 16:15

山形鉄道 フラワー長井線 全線 2月13日 23:08 2月14日 10:24

阿武隈急行 阿武隈急行線 全線 2月13日 23:08 2月15日 始発

東北アクセス（株） 南相馬～相馬～仙台 一部運休
2月15日
原ノ町駅前15:50発
仙台駅東口19:50発

福島交通 飯坂線 全線 2月13日 23:08 2月14日 始発

会津鉄道 会津線 全線 2月13日 23:08 2月14日 9:03

仙台市営地下鉄 南北線・東西線 全線

三陸鉄道 リアス線 盛～宮古 2月13日 23:08 2月14日 9:04

IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 盛岡～厨川 2月13日 23:08 2月14日 始発
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【路線バス関係】

0 事業者で 0 路線運休 1 事業者で 1 路線一部運休

・

・

【施設被害】

■バス関係

・ 福島県内1事業者　本社ビルで水道管破裂、壁のひび割れ（運行に影響なし）

・ 宮城県内1事業者　営業所窓ガラス破損等、待合所天井一部落下（運行に影響なし）

■タクシー関係

・ 宮城県内５事業者　社屋壁にひび、ボイラー破損等（運行に影響なし）

■トラック関係

（１）被害状況

・

（２）支援物資輸送

・

■自動車検査場

・

■自動車整備関係

・

・

○海事関係（2月15日 14:00現在）

■運航状況

都道府県 運輸支局・事務所

福島県トラック協会において、県災害対策本部からの緊急物資輸送の要請により、備蓄倉庫からブルーシート
１００枚を相馬市へ輸送。（トラック１台）

被害なし

いわき自動車検査登録事務所 被害なし

調査中

宮城運輸支局

山形運輸支局 被害なし

岩手運輸支局 被害なし

被害状況

福島運輸支局 被害なし

運航状況 被害状況

川崎近海汽船(株) 八戸～苫小牧 通常運航中

事業者名 航路名

事業者名

福島交通（株）

網地島ライン(株) 石巻～田代島～網地島 通常運航中

中央発着場、門脇発着場の岸壁
に数センチの段差が発生、注意
喚起の表示を実施。運航、乗降に
支障なし

塩竈市 塩釜～朴島 通常運航中

塩釜港及び寒風沢島の岸壁に数
cmの段差、隙間が発生するも、運
航、乗降に支障なし。注意喚起の
表示を実施

酒田市 酒田～勝浦 通常運航中

宮城県内60整備工場、一部損壊等。（稼働停止工場無し）

福島県内整備工場、調査中

路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

JICA・NTC線 一部運休 岳温泉（停）にて折り返し運行
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■港湾運送関係

・ 宮城県・福島県内　10事業者　すべて人的被害なし、施設被害なし

■造船所関係

・ 宮城県・福島県内　24事業者中3事業者　事務所ガラス破損等

■ボートレース場等

・ 宮城県・福島県内　4事業者中1事業者　施設被害により2/14～16休館

■廃油処理施設

・ 宮城県・福島県内　7事業者　すべて人的被害なし、施設被害なし

■水先人関係

・ 宮城県・福島県　2事業者　すべて人的被害なし、施設被害なし

■小型船舶操縦免許更新等講習機関

・ 宮城県内　2事業者　すべて人的被害なし、施設被害なし

■船舶関係

・ 被害情報なし

○物流関係（2月15日 14:00現在）

■営業倉庫の被害状況

・ 宮城県・福島県内営業倉庫　荷崩れ4件

■公共トラックターミナルの被害状況

・ 宮城県・福島県内　2事業者　荷捌・荷扱場被害あり　

○観光関係（2月15日 14:00現在）

・

・

（断水については、主に福島県内で発生）

・ 福島県内の宿泊施設４軒が断水等のため休業中

日本ホテル協会東北支部会員の一部ホテルについて、壁のひび割れ、断水等が発生。人的被害なし。

日本旅館協会東北支部連合会会員の一部旅館（宮城・福島）について、壁のひび割れ、断水等が発生。人的被害なし。

シードリーム金華山汽船（株） 鮎川～金華山
通常運航中

（不定期航路）

鮎川港岸壁に数cm程度の段差が
数カ所発生、利用者には、アナウ
ンスによる注意喚起及び係員によ
る誘導を実施

シーパル女川汽船(株) 女川～江島 通常運航中

陸上施設に地盤沈下(約10cm)が
発生。役場へ通報済み。第１便は
通常運航の予定。注意喚起の表
示を実施

シィライン(株) 青森～佐井 通常運航中
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３．東北運輸局の対応状況

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況

13 14 15 16 17 18

0 4 0

0 6 3

0 2 0

0 12 3 0 0 0

・ TEC-FORCE（リエゾン・JETT以外）の派遣状況

13 14 15 16 17 18

2 0

4 0

1 0

0 7 0 0 0 0

派遣先

都道府県 市町村等

宮城県 宮城県庁

15

2月

4

9

2

合計

合計

2

福島県

山形県

福島県庁

山形県庁

合計

2月

合計 7

派遣内容

駅構内被災確認

滞留者確認

駅構内被災確認福島県 福島駅

宮城県 仙台駅

派遣先

都道府県 市町村等

宮城県 仙台駅

1

4
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《発表記者会：東北電力記者会、宮城県政記者会》 

《発表記者会：東北電力記者会、青森県政記者会、宮城県政記者会》 
 
 

令和 3 年 2 月 15 日 
東 北 運 輸 局 

東北新幹線運休中の代替交通について 
  

○ 2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により、現在、東北新幹線は、一部区間が不通と

なっており、全線運転再開までには概ね10日前後要する見込みです。このため、交通事業者が増

便・続行便、臨時便を増発するなどの取組を実施しており、東北地域・首都圏間の代替移動手段

として、鉄道・高速バス・航空路が利用可能です。 

○ 詳細な運行ダイヤについては、天候等の状況により随時変更する可能性がありますので、事業者

ＨＰや窓口への問い合わせにより確認をお願いします。 

○ 国土交通省ＨＰ「福島県沖を震源とする地震について」のページ中、「○代替輸送の確保に向けた対応状 

況」 において、随時情報を更新しております。 

https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_210213.html 
 

１．鉄道（ＪＲ東日本） 

 ○仙台方面、秋田方面⇔首都圏について、臨時列車での運行を実施中 

  ・JR常磐線において、「ひたち」の一部をいわき駅から仙台駅まで延長運行 

  ・JR羽越本線において、「いなほ」の一部を酒田駅から秋田駅まで延長運行 
 

ＪＲ東日本 https://www.jreast.co.jp/ 

 

２．高速バス 

○仙台、福島、郡山、盛岡、青森、弘前等⇔首都圏について、増便・続行便等による運行を実施中。 

弘南バス http://www.konanbus.com/ 

南部バス http://www.nanbubus.co.jp/ 

十和田観光電鉄  http://www.toutetsu.co.jp/ 

岩手県交通 http://www.iwatekenkotsu.co.jp/ 

岩手県北自動車 http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/ 

JRバス東北  https://www.jrbustohoku.co.jp/ 

東北急行バス https://www.tohoku-express.co.jp/ 

宮城交通  http://www.miyakou.co.jp/top.php 

秋田中央交通 https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/ 

秋北バス    https://shuhokubus-gr.co.jp/ 

山交バス    http://www.yamakobus.co.jp/ 

福島交通     https://www.fukushima-koutu.co.jp/ 

会津乗合自動車 https://www.aizubus.com/ 

WILLER EXPRESS http://travel.willer.co.jp 

 



《発表記者会：東北電力記者会、宮城県政記者会》 

 

３．航空路 

○仙台⇔羽田の臨時便に加え、東北地域の空港（青森・三沢・山形・秋田・いわて花巻・福島）⇔首都圏に

おいても、増便・機材の大型化等による運航を実施中。 

日本航空（ＪＡＬ）   https://www.jal.co.jp/jp/ja/ 

全日本空輸(ＡＮＡ)  https://www.ana.co.jp/ 

 

（参考）空港へのアクセスについて 

・青森空港 

https://www.aomori-airport.co.jp/access/map 

・三沢空港 

https://misawa-airport.co.jp/access/ 

・山形空港 

https://www.yamagata-airport.co.jp/access/ 

・秋田空港 

https://www.akita-airport.com/pages/access 

・いわて花巻空港 

https://www.hna-terminal.co.jp/access/ 

・仙台空港 
https://www.sendai-airport.co.jp/access/ 

 
  ・福島空港 

https://www.fks-ab.co.jp/access/limousine.php 
 

                     

【問い合わせ先】 

東北運輸局  

交通政策部交通企画課  坂崎、黒田 

TEL：０２２－７９１－７５０７ 

（鉄道の運行に関すること） 

鉄道部計画課 岩淵・小林・佐藤 

TEL：０２２－７９１―７５２６ 

（高速バスの運行に関すること） 

自動車交通部旅客第一課 及川 

TEL：０２２－７９１－７５２９ 



東北地域・首都圏の移動について～鉄道・高速バス～

※ＪＲ東日本ＨＰの路線図をもとに東北運輸局にて加工

青森空港

福島空港

三沢空港

大館能代空港

羽越本線

成田国際空港

羽田空港

仙台空港

山形空港

いわて花巻空港

秋田空港

青森空港

福島空港

三沢空港

大館能代空港

成田国際空港

羽田空港

仙台空港

山形空港

いわて花巻空港

秋田空港

・青森・弘前⇔首都圏
（弘南バス）

・三沢・八戸・盛岡⇔首都圏
（岩手県北バス（南部バス））

・七戸十和田駅⇔首都圏
（十和田観光電鉄）

・盛岡⇔首都圏
（岩手県交通、ＪＲバス東北、国際興業）

・（古川／石巻・）仙台⇔首都圏
（ＪＲバス東北／宮城交通、京王

／東北急行バス）

・能代・大館⇔首都圏
（秋北バス）

・新庄・山形⇔首都圏
（山交バス）

・福島・郡山⇔首都圏
（ＪＲバス関東、福島交通）

・会津若松⇔首都圏
（会津乗合自動車）

・仙台・福島⇔首都圏
（WILLER EXPRESS）

他

鉄道（ＪＲ東日本）

・常磐線
・羽越本線

高速バス

常磐線

いわき

酒田

庄内空港庄内空港 東北本線

会津若松
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東北地域・首都圏の移動について～航空路～

青森空港

福島空港

三沢空港

大館能代空港

成田国際空港

羽田空港

仙台空港

山形空港

いわて花巻空港秋田空港

航空路（ＪＡＬ、ＡＮＡ）

②三沢空港⇔三沢駅 :連絡バス（十和田観光電鉄株式会社：約15分）
八戸駅 :連絡バス（十和田観光電鉄株式会社：約55分）

③いわて花巻空港⇔盛岡駅:連絡バス（岩手県交通：約45分）
花巻空港駅:連絡バス（岩手県交通：約７分）
北上駅:連絡バス（東日本交通株式会社：約35分）

④仙台国際空港⇔仙台駅：鉄道（仙台空港アクセス線：約25分）
連絡バス（タケヤ交通：約45分）

⑤福島空港⇔ 郡山駅：連絡バス（福島交通：約40分）
福島駅：タクシー（約70分）

⑥山形空港⇔ 山形駅 ：連絡バス（山交ハイヤー株式会社：約35分）
さくらんぼ東根駅：タクシー（約10分）

①青森空港⇔ 青森駅 :連絡バス（JRバス東北：約35分）
弘前駅 :連絡バス（弘南バス ：約55分）

空港からのアクセス例

⑧秋田空港⇔秋田駅：連絡バス（秋田中央交通：約40分）

庄内空港

⑦庄内空港⇔ 酒田駅：連絡バス（庄内交通株式会社：約35～40分）
鶴岡駅：連絡バス（庄内交通株式会社：約30分）

⑨大館能代空港⇔大館駅：連絡バス（秋北タクシー株式会社：約60分）

国土交通省ＨＰ「福島県沖を震源とする地震について」
「○ 代替輸送の確保に向けた対応状況」において、随時情報を更新しております。
https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_210213.html

東北運輸局

臨時便
定期便


