
地震データ	 
（2016年 1月1日	 ~	 2016年 12月 31日）	 

米沢で震度を観測した地震を中心に掲載しています	 

	 

この地震データは原則、気象庁発表の地震情報（速報値）を基にしています	 

	 

	 

2016年 1月1日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：00時47分頃	 	 	 	 ◆震源地：岡山県北部	 	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 	 	 ◆最大震度：３（岡山県鏡野町・西粟倉村）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月2日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月3日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月4日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月5日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月6日（水曜日）	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月7日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月8日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月9日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：23時12分頃	 	 	 	 ◆震源地：奄美大島近海	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：４（鹿児島県瀬戸内町請島・瀬戸内町与路島・奄美市名瀬港町・奄美市笠利町里・天城町平土野）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、奄美大島近海を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 1月10日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、奄美大島近海を震源とする地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2016年 1月11日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：15時26分頃	 	 	 	 ◆震源地：青森県三八上北地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：５弱（青森県南部町平）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、青森県三八上北地方を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 1月12日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時08分頃	 	 	 	 ◆震源地：北海道北西沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約260km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 	 	 	 ◆最大震度：３（青森県階上町）	 

◆山形県の震度：１（酒田市・中山町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、青森県三八上北地方を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 1月13日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月14日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：12時25分頃	 	 	 	 ◆震源地：浦河沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.7	 

◆最大震度：５弱（北海道函館市泊町・函館市新浜町・新冠町北星町・浦河町潮見・浦河町築地・様似

町栄町・青森県東通村砂子又沢内）	 

◆山形県の最大震度：３（中山町長崎）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月15日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：04時29分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：３（福島県白河市・泉崎村・棚倉町・矢祭町・玉川村・浅川町、茨城県水戸市・日立市・

常陸太田市・笠間市・ひたちなか市・東海村・常陸大宮市・那珂市・城里町・小美玉市・土浦市・石岡

市・取手市・つくば市・筑西市・かすみがうら市・桜川市、栃木県大田原市・真岡市・益子町・茂木町・

市貝町・芳賀町・那須烏山市・那珂川町	 

◇山形県では震度１以上を観測した地点はありませんが、米沢では僅かな揺れを感じました。	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月16日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月17日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月18日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月19日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月20日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月21日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月22日（金曜日）	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月23日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月24日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月25日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月26日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：20時37分頃	 	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約50km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 	 ◆最大震度：３（宮城県女川町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月27日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月28日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月29日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月30日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 1月31日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月1日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月2日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：14時32分頃	 	 	 	 ◆震源地：岩手県沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.7	 	 	 	 ◆最大震度：４（岩手県滝沢市）	 

◆山形県の最大震度：２（酒田市・遊佐町・村山市・中山町・河北町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月3日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 



	 この内、トカラ列島近海を震源する地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 2月4日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月5日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：07時41分頃	 	 	 	 ◆震源地：神奈川県東部	 	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 	 ◆最大震度：４（東京都町田市・川崎市川崎区）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月6日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月7日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時09分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 	 ◆最大震度：茨城県高萩市	 

◆山形県の震度：１（山辺町・中山町）	 

	 

◆発生時刻：19時27分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：４（茨城県水戸市・笠間市・小美玉市・坂東市・筑西市、栃木県下野市、埼玉県久喜市・

春日部市・さいたま市浦和区）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月8日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 



	 
	 

	 

2016年 2月9日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月10日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月11日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、トカラ列島近海を震源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 2月12日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月13日（土曜日）	 

	 

	 震度１以上の揺れを観測した地震はありませんでした。	 

	 
	 

	 

2016年 2月14日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月15日（月曜日）	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月16日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月17日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月18日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月19日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：22時14分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：２（宮城県涌谷町・登米市・白石市・名取市・角田市・岩沼市・蔵王町・大河原町・川崎

町・亘理町・山元町・石巻市・塩竈市・利府町、福島県福島市・郡山市・白河市・須賀川市・二本松市・

桑折町・国見町・川俣町・鏡石町・天栄村・玉川村・平田村・古殿町・田村市・伊達市・本宮市・いわ

き市・相馬市・楢葉町・川内村・大熊町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村・南相馬市・会津美里町、

茨城県常陸太田市・笠間市・茨城町、栃木県大田原市・那須町	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月20日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 



	 

2016年 2月21日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月22日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時03分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：２（宮城県仙台市青葉区作並、福島県田村市）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺） 
	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月23日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月24日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月25日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時10分頃	 	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約50km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 	 	 ◆最大震度：３（岩手県一関市、宮城県石巻市・女川町）	 

◆山形県の震度：１（中山町・河北町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月26日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 



	 
	 

	 

2016年 2月27日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月28日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 2月29日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月1日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月2日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月3日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：16時11分頃	 	 	 	 ◆震源地：宮崎県南部平野部	 	 	 	 ◆震源の深さ：約50km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 	 	 	 ◆最大震度：４（宮崎県日南市）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 



	 

2016年 3月4日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月5日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月6日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月7日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月8日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月9日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月10日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 



	 
	 

	 

2016年 3月11日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月12日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月13日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月14日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月15日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月16日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月17日（木曜日）	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月18日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月19日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月20日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月21日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月22日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：	 14時 34分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 	 ◆最大震度：４（茨城県常陸太田市）	 

◆米沢の震度：ー（14時35分05秒から10秒間ほどごく僅かな揺れを感じました）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月23日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月24日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月25日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月26日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月27日（日曜日）	 

	 

	 震度１以上の揺れを観測した地震はありませんでした。	 

	 
	 

	 

2016年 3月28日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が１回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月29日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月30日（水曜日）	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 3月31日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月1日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時39分頃	 	 	 	 ◆震源地：三重県南東沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.1	 	 	 	 ◆最大震度：４（和歌山県古座川町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、トカラ列島近海を震源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月2日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月3日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月4日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月5日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月6日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月7日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月8日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月9日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月10日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月11日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月12日（火曜日）	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月13日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 4月14日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：	 21時 26分 34.4秒	 

◆震源地：熊本県熊本地方（北緯32度44.5分	 東経130度 48.5分・・・御船町：九州自動車道・小池

高山インターチェンジの東南東約800メートル））	 

◆震源の深さ：11km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.5	 

◆最大震度：７（熊本県益城町宮園）	 

◇震度６弱：熊本県玉名市天水町・西原村小森・宇城市松橋町・宇城市不知火町・宇城市小川町・宇城

市豊野町・熊本東区佐土原・熊本西区春日・熊本南区城南町・熊本南区富合町	 

◇震度５強：熊本県玉名市横島町・菊池市旭志・宇土市浦田町・大津町大津・菊陽町久保田・御船町御

船・熊本美里町永富・熊本美里町馬場・山都町下馬尾・氷川町島地・合志市竹迫・熊本中央区大江・熊

本北区植木町	 

◇震度５弱：熊本県高森町高森・阿蘇市内牧・南阿蘇村吉田・南阿蘇村河陽・八代市平山新町・八代市

松江城町・八代市千丁町・八代市鏡町・菊池市泗水町・長洲町長洲・大津町引水・甲佐町豊内・氷川町

宮原・合志市御代志・和水町江田・上天草市大矢野町・上天草市松島町・天草市五和町、宮崎県椎葉村

下福良	 

	 

◆発生時刻：21時37分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード	 	 ◆最大震度：４（熊本県益城町宮園）	 

	 

◆発生時刻：21時42分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：４（熊本県宇土市浦田町・益城町宮園・熊本美里町永富・熊本美里町馬場・宇城市松橋町・

宇城市不知火町・宇城市小川町・宇城市豊野町・山都町下馬尾・氷川町島地・熊本東区佐土原・熊本西

区春日・熊本南区城南町・熊本南区富合町）	 

	 

◆発生時刻：21時53分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県益城町宮園）	 

	 

◆発生時刻：22時07分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.7	 

◆最大震度：６弱（熊本県益城町宮園）	 

◇震度５強：熊本県西原村小森・熊本東区佐土原	 

◇震度５弱：玉名市天水町・菊池市旭志・大津町大津・陽町久保田・熊本美里町永富・合志市竹迫・熊



本中央区大江・熊本西区春日・熊本南区富合町	 

	 

◆発生時刻：22時09分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：４（熊本県大津町引水・大津町大津・菊陽町久保田・西原村小森・御船町御船・益城町宮

園・山都町下馬尾・合志市竹迫）	 

	 

◆発生時刻：22時16分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（熊本県西原村小森・益城町宮園）	 

	 

◆発生時刻：22時22分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：４（熊本県玉名市天水町・益城町宮園・熊本西区春日・熊本南区富合町）	 

	 

◆発生時刻：22時38分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：５弱（熊本県宇城市小川町）	 

	 

◆発生時刻：22時43分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：４（熊本県西原村小森・島町上島・益城町宮園・甲佐町豊内・熊本美里町馬場・宇城市松

橋町・宇城市小川町・宇城市豊野町・熊本南区城南町・熊本南区富合町）	 

	 

◆発生時刻：23時28分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：４（熊本県玉名市天水町・菊池市旭志・大津町大津・菊陽町久保田・西原村小森・御船町

御船・山都町下馬尾・合志市竹迫・熊本東区佐土原）	 

	 

◆発生時刻：23時43分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（熊本県八代市坂本町・玉名市横島町・玉名市天水町・菊池市旭志・大津町大津・菊陽

町久保田・西原村小森・御船町御船・嘉島町上島・甲佐町豊内・熊本美里町永富・熊本美里町馬場・宇

城市松橋町・宇城市豊野町・山都町下馬尾・合志市竹迫・熊本中央区大江・熊本東区佐土原・熊本西区

春日・熊本南区城南町・熊本南区富合町・熊本北区植木町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４３回発生しています。	 

	 熊本県熊本地方を震源とする地震について	 

	 	 総回数：４０回	 	 	 	 震度７：１回	 	 	 	 震度６強：０回	 	 	 	 震度６弱：１回	 

	 	 震度５強：０回	 	 	 	 震度５弱：１回	 	 	 震度４：９回	 	 	 	 	 震度３：６回	 

	 	 震度２：１０回	 	 	 	 震度１：１２回	 

	 
	 

	 

2016年 4月15日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時03分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 



◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.4	 

◆最大震度：６強（熊本県宇城市豊野町）	 

◇震度６弱：宇城市松橋町・宇城市小川町・氷川町島地・熊本南区城南町	 

◇震度５強：八代市千丁町・八代市鏡町・宇土市浦田町・西原村小森・御船町御船・嘉島町上島・熊本

美里町永富・熊本美里町馬場・宇城市不知火町・氷川町宮原・熊本西区春日・熊本南区富合町	 

◇震度５弱：八代市平山新町・八代市松江城町・玉名市天水町・甲佐町豊内・山都町下馬尾・熊本東区

佐土原	 

	 

◆発生時刻：00時34分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：４（熊本県大津町大津・西原村小森・御船町御船・嘉島町上島・宇城市松橋町・宇城市小

川町・宇城市豊野町・山都町下馬尾・氷川町島地・熊本西区春日・熊本南区城南町・熊本南区富合町）	 

	 

◆発生時刻：00時50分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日）	 

	 

◆発生時刻：00時53分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本東区佐土原）	 

	 

◆発生時刻：01時53分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 	 ◆最大震度：５弱（熊本県山都町下馬尾）	 

	 

◆発生時刻：03時37分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：05時10分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：４（熊本県山都町下馬尾・熊本東区佐土原）	 

 
◆発生時刻：07時30分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県合志市竹迫）	 

	 

◆発生時刻：07時46分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：４（熊本県西原村小森・嘉島町上島・熊本東区佐土原・熊本南区城南町）	 

	 

◆発生時刻：15時27分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 	 ◆最大震度：４（大津町大津）	 

	 

◆発生時刻：20時15分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日）	 

	 

◆発生時刻：23時17分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.6	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県大津町引水）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が115回発生しています。	 



	 この内、熊本県熊本地方を震源とする地震は112回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月16日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：01時25分5.4秒	 

◆震源地：熊本県熊本地方	 

	 	 	 	 	 北緯32度45.2分（32.75333度）	 東経130度 45.7分（130.76166）	 

	 	 	 	 	 住所：熊本県上益城郡嘉島町下六嘉	 

	 	 	 �	 	 場所：嘉島町役場の北北東約1.5km、九州自動車道・嘉島ジャンクションの西約1.4km�	 

	 	 	 	 	 場所の概要：住宅街から外れた水田が広がる地域の一角、熊本市中心部から南東へ約５km	 

◆震源の深さ：12km	 

◆地震の規模	 マグニチュード7.3	 

◆最大震度：７（熊本県益城町宮園・西原村小森）	 

◇震度６強：熊本県南阿蘇村河陽・菊池市旭志・宇土市浦田町・大津町大津・嘉島町上島・宇城市松橋

町・宇城市小川町・宇城市豊野町・合志市竹迫・熊本中央区大江・熊本東区佐土原・熊本西区春日	 

◇震度６弱：阿蘇市一の宮町・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松・南阿蘇村河陰・八代市鏡町・玉名市横島町・

玉名市天水町・菊池市隈府・菊池市泗水町・大津町引水・菊陽町久保田・御船町御船・熊本美里町永富・

熊本美里町馬場・宇城市不知火町・山都町下馬尾・氷川町島地・合志市御代志・和水町江田・熊本南区

城南町・熊本南区富合町・熊本北区植木町・上天草市大矢野町・天草市五和町、大分県別府市鶴見・由

布市湯布院町川上	 

◇震度５強：南小国町赤馬場・熊本小国町宮原・産山村山鹿・熊本高森町高森・南阿蘇村吉田・八代市

平山新町・八代市松江城町・八代市千丁町・玉名市中尾・山鹿市菊鹿町・山鹿市鹿本町・山鹿市鹿央町・

菊池市七城町・玉東町木葉・長洲町長洲・甲佐町豊内・氷川町宮原・芦北町芦北・芦北町田浦町・上天

草市松島町、大分県別府市天間・豊後大野市清川町・日田市前津江町・竹田市直入町・竹田市荻町・九

重町後野上、福岡県久留米市津福本町	 柳川市三橋町・大川市酒見・みやま市高田町、佐賀県佐賀市久

保田・上峰町坊所・神埼市千代田、長崎県南島原市北有馬町、宮崎県椎葉村下福良・高千穂町三田井・

宮崎美郷町田代	 

◇震度５弱：阿蘇市波野・八代市東陽町・八代市泉支所・八代市坂本町・荒尾市宮内出目・玉名市岱明

町・山鹿市老人福祉センター・山鹿市山鹿・南関町関町・宇城市三角町・山都町大平・山都町今・和水

町板楠・人吉市西間下町・あさぎり町須惠・山江村山田・水俣市牧ノ内・津奈木町小津奈木・上天草市

姫戸町、大分県大分市長浜・別府市上野口町・臼杵市臼杵・津久見市宮本町・佐伯市蒲江蒲江浦・佐伯

市春日町・佐伯市鶴見・佐伯市上浦・日田市田島・日田市中津江村栃野・竹田市久住町・竹田市会々・

玖珠町帆足、福岡県福岡南区塩原・遠賀町今古賀・久留米市小森野町・久留米市城島町・久留米市三潴

町・久留米市北野町・柳川市大和町・柳川市本町・八女市吉田・八女市黒木町今・八女市矢部村・八女

市本町・筑後市山ノ井・小郡市小郡・大木町八町牟田・福岡広川町新代・筑前町篠隈・みやま市瀬高町、

佐賀県佐賀市駅前中央	 佐賀市栄町＊	 佐賀市諸富＊佐賀市東与賀・白石町福田・白石町福富・白石町

有明・みやき町北茂安・みやき町三根・小城市芦刈・神埼市神埼、長崎県諫早市多良見町・島原市有明

町・雲仙市国見町・雲仙市小浜町雲仙・南島原市口之津町・南島原市西有家町・南島原市深江町・南島

原市加津佐町、宮崎県延岡市北川町川内名白石・椎葉村総合運動公園・高千穂町寺迫、愛媛県八幡浜市

保内町、鹿児島県長島町獅子島・長島町伊唐島	 

◆山形県の震度：１（中山町長崎）	 

 
◆発生時刻：01時30分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 	 	 ◆最大震度：４（福岡県、熊本県）	 

 



◆発生時刻：01時44分頃	 

◆震源地：熊本県熊本地方（長崎の東90km付近）	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：５弱（熊本県玉名市天水町・大津町大津・熊本西区春日・熊本北区植木町）	 

	 

◆発生時刻：01時46分頃地震	 

◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 

◆最大震度：６強（熊本県菊陽町久保田・合志市竹迫・熊本東区佐土原）	 

◇震度６弱：玉名市天水町・菊池市旭志・大津町引水・大津町大津・嘉島町上島・和水町江田	 

◇震度５強：南阿蘇村河陽・玉名市岱明町・玉名市横島町・菊池市泗水町・長洲町長洲・宇城市松橋町・

合志市御代志・熊本中央区大江・熊本西区春日・熊本南区城南町・熊本南区富合町・熊本北区植木町・

上天草市大矢野町、長崎県南島原市加津佐町	 

	 

◆発生時刻：01時56分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県）	 

	 

◆発生時刻：02時04分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方（長崎の東90km付近）	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：４（熊本県）	 

	 

◆発生時刻：02時18分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県）	 

	 

◆発生時刻：02時49分頃	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（大分県別府市鶴見）	 

	 

◆発生時刻：02時57分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 ◆最大震度：４（熊本県南阿蘇村中松）	 

	 

◆発生時刻：03時03分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：約20km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 

◆最大震度：５強（熊本県阿蘇市一の宮町・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松）	 

◇震度５弱：熊本県阿蘇市波野	 

	 

◆発生時刻：03時10分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（阿蘇市・南阿蘇村）	 

	 

◆発生時刻：03時16分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（南阿蘇村）	 

	 

◆発生時刻：03時26分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県阿蘇市）	 

	 

◆発生時刻：03時55分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 



◆最大震度：６強（熊本県産山村山鹿）	 

◇震度５強：熊本県阿蘇市波野・南阿蘇村中松	 

◇震度５弱：熊本県南小国町赤馬場・熊本高森町高森・阿蘇市一の宮町・阿蘇市内牧、大分県竹田市荻

町	 

	 

◆発生時刻：04時05分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県菊陽町久保田）	 

	 

◆発生時刻：04時18分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿・阿蘇市波野）	 

	 

◆発生時刻：04時23分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿＊	 南阿蘇村中松）	 

	 

◆発生時刻：04時24分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：４（熊本県阿蘇市一の宮町・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松）	 

	 

◆発生時刻：04時51分	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：４（熊本中央区大江・熊本東区佐土原・熊本西区春日）	 

	 

◆発生時刻：05時20分頃	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.1	 	 ◆最大震度：４（大分県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：05時34分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 

◆最大震度：４（熊本県八代市東陽町・八代市泉支所・宇城市小川町）	 

	 

◆発生時刻：06時11分頃	 	 ◆震源地：大分県西部	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

◆発生時刻：07時11分頃	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 	 ◆最大震度：５弱（大分県由布市湯布院町川上）	 

	 

◆発生時刻：07時23分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 	 ◆最大震度：５弱（熊本県熊本東区佐土原）	 

	 

◆発生時刻：07時42分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（熊本県嘉島町上島）	 

	 

◆発生時刻：07時57分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：08時02分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 



◆発生時刻：08時08分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 ◆最大震度：４（熊本県菊池市・大津町・菊陽町・合志市）	 

	 

◆発生時刻：08時20分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：４（熊本県嘉島町・宇城市・山都町・熊本東区・熊本西区・熊本南区）	 

	 

◆発生時刻：08時27分頃	 	 	 ◆震源地：大分県西部	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 	 ◆最大震度：４（大分県由布市湯布院町川上）	 

	 

◆発生時刻：09時16分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 ◆最大震度：４（熊本県南阿蘇村・八代市・宇城市）	 

	 

◆発生時刻：09時48分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 

◆最大震度：６弱（熊本県菊池市旭志）	 

◇震度５弱：熊本県玉名市天水町・大津町引水・大津町大津・菊陽町久保田・熊本美里町永富・合志市

竹迫	 

	 

◆発生時刻：09時56分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.4	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：10時38分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：４（熊本県甲佐町・熊本美里町・宇城市・熊本南区）	 

	 

◆発生時刻：11時02分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：４（熊本県大津町・西原村・合志市・熊本中央区・熊本東区・熊本西区。熊本南区・熊本

北区）	 

	 

◆発生時刻：13時15分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本中央区大江）	 

	 

◆発生時刻：14時03分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

◆発生時刻：14時27分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：４（熊本県甲佐町・熊本美里町・宇城市・氷川町・熊本南区）	 

	 

◆発生時刻：16時02分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：５弱（熊本県嘉島町上島・宇城市不知火町・宇城市豊野町・熊本西区春日）	 

	 

◆発生時刻：17時17分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県菊池市・大津町）	 



	 

	 

◆発生時刻：17時40分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：熊本県熊本地方	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 ◆最大震度：４（熊本県嘉島町・宇城市・熊本西区・熊本南区）	 

	 

◆発生時刻：18時25分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本美里町・宇城市）	 

	 

◆発生時刻：21時05分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市・熊本東区・熊本西区）	 

	 

◆発生時刻：22時06分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県菊池市旭志）	 

	 

◆発生時刻：23時54分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が205回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は202回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月17日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時14分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：４（熊本県阿蘇市一の宮町・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松・菊池市旭志・菊陽町久保田・西

原村小森・合志市竹迫	 

	 

◆発生時刻：00時23分頃	 	 ◆震源地：00時23分頃	 	 ◆震源の深さ：00時23分頃	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：00時59分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

◆発生時刻：03時30分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

◆発生時刻：04時46分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：４（熊本県御船町御船・嘉島町上島・宇城市松橋町・宇城市豊野町・山都町下馬尾・熊本

東区佐土原・熊本南区城南町・熊本南区富合町	 

	 

◆発生時刻：09時40分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：09時58分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 



◆地震の規模	 マグニチュード3.7	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：11時51分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：13時14分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿・阿蘇市波野）	 

	 

◆発生時刻：19時23分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町・宇城市不知火町・宇城市豊野町・熊本南区富合町）	 

	 

◆発生時刻：22時56分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：熊本県熊本地方	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.7	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が142回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は138回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月18日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：04時44分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：熊本県熊本地方	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町）	 

	 

◆発生時刻：05時39分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：08時35分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県菊池市旭志・大津町引水・大津町大津）	 

	 

◆発生時刻：20時42分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：９km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 

◆最大震度：５強（熊本県産山村山鹿・阿蘇市波野、大分県竹田市荻町）	 

◇震度５弱：熊本県熊本高森町高森・南阿蘇村中松	 

	 

◆発生時刻：21時18分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が84回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は79回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月19日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

◆発生時刻：06時20分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿）	 

	 

◆発生時刻：17時52分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：５強（熊本県八代市平山新町・八代市松江城町）	 

◇震度５弱：熊本県八代市千丁町・八代市坂本町・氷川町島地・芦北町田浦町	 

	 

◆発生時刻：20時47分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：11km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：５弱（熊本県八代市千丁町・八代市鏡町・宇城市小川町・氷川町島地）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が88回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は81回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月20日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：14時27分頃	 	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 	 ◆最大震度：４（大分県別府市鶴見）	 

	 

◆発生時刻：21時19分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.6	 

◆最大震度：３（岩手県盛岡市、宮城県涌谷町・栗原市・登米市・美里町・大崎市・仙台空港・名取市・

角田市・岩沼市・川崎町・丸森町・亘理町・山元町・石巻市・塩竈市・東松島市・松島町・利府町利府・

女川町、福島県二本松市・国見町・川俣町・天栄村・玉川村・田村市・伊達市・相馬市・広野町・楢葉

町・富岡町・川内村・双葉町・浪江町・新地町・飯舘村・南相馬市原町区三島町・南相馬市原町区高見

町・南相馬市鹿島区西町・南相馬市小高区）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が78回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は74回です。 
	 

	 

	 

2016年 4月21日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：05時16分頃	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 ◆最大震度：４（大分県別府市鶴見）	 

	 

◆発生時刻：18時43分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 



◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿・熊本高森町高森・阿蘇市一の宮町・阿蘇市波野、大分県竹田市荻

町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が51回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は48回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月22日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：18時28分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.7	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が43回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は41回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月23日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が28回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は28回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月24日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：22時27分頃	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（鹿児島県十島村諏訪之瀬島）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が37回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は30回です。また、トカラ列島近海を震源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月25日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時44分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市不知火町＊	 熊本西区春日）	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が31回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は24回です。また、トカラ列島近海を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月26日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が36回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は30回です。また、トカラ列島近海を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月27日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時01分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：３（宮城県涌谷町・登米市・大崎市・石巻市・塩竈市・松島町・女川町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が56回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源と

する地震は48回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月28日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：02時38分	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市不知火町）	 

	 

◆発生時刻：12時56分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.6	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町）	 

	 

◆発生時刻：15時30分頃	 	 ◆震源地：有明海	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が56回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は52

回です。	 

	 
	 



	 

2016年 4月29日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：15時09分頃	 	 ◆震源地：大分県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 ◆最大震度：５強（大分県由布市湯布院町川上）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が33回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は33回です。	 

	 
	 

	 

2016年 4月30日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が36回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は32回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月1日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が37回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・天草芦北地方・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は34回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月2日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が37回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は33回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月3日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が35回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は25回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月4日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



◆発生時刻：07時52分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

◆発生時刻：19時20分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 ◆最大震度：４（熊本県大津町大津）	 

	 

◆発生時刻：22時24分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市豊野町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が30回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は29回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月5日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：01時10分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 

◆最大震度：３（岩手県大船渡市・住田町・一関市、宮城県南三陸町・石巻市・女川町）	 

◆山形県の震度：１（中山町）	 

	 

◆発生時刻：10時31分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿・阿蘇市一の宮町・阿蘇市波野・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松・菊池市旭志）	 

	 

◆発生時刻：10時40分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：４（熊本県産山村山鹿・阿蘇市一の宮町・阿蘇市波野・阿蘇市内牧・南阿蘇村中松）	 

	 

◆発生時刻：19時46分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 ◆最大震度：４（熊本県南阿蘇村中松）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が45回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は39回です。 
	 

	 

	 

2016年 5月6日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が28回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・天草芦北・有明海・大分県西部・大分県中部を震源とす

る地震は25回です。	 

	 
	 



	 

2016年 5月7日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が28回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は21回です。	 

	 また、薩摩半島西方沖を震源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月8日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が36回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は32回です。	 

	 また、薩摩半島西方沖を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月9日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が28回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・大分県西部・大分県中部を震源とする地震は26

回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月10日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が19回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

地震は15回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月11日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が18回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は16回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月12日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

◆発生時刻：17時04分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町・宇城市不知火町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が22回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は16回です。	 

	 また、薩摩半島西方沖を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月13日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：01時03分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 

◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町・宇城市不知火町・熊本西区春日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が28回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は18回です。	 

	 また、薩摩半島西方沖を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月14日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が25回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は22回です。	 

	 また、薩摩半島西方沖を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月15日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が22回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は15回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月16日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



◆発生時刻：21時23分頃	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約40km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.6	 

◆最大震度：５弱（茨城県小美玉市上玉里）	 

◇震度４：茨城県水戸市・笠間市・ひたちなか市・茨城町・東海村・那珂市・城里町・小美玉市・土浦

市・古河市・石岡市・龍ケ崎市・下妻市・取手市・牛久市・つくば市・鹿嶋市・潮来市・美浦村・阿見

町・守谷市・坂東市・稲敷市・稲敷市・筑西市・かすみがうら市・神栖市・行方市・桜川市・鉾田市・

常総市・つくばみらい市、栃木県栃木市・真岡市・下野市、埼玉県さいたま北区・さいたま見沼区・さ

いたま浦和区・川口市・加須市・春日部市・草加市・戸田市・久喜市・八潮市・三郷市・幸手市・吉川

市・白岡市・宮代町、千葉県松戸市・野田市・成田市・柏市・流山市・鎌ケ谷市・香取市・栄町、神奈

川県横浜緑区	 

◆山形県の震度：１（上山市・中山町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は12回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月17日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 また、茨城県南部を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月18日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は13回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月19日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月20日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は13回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月21日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は14回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月22日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は12回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月23日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月24日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：18時48分頃	 	 	 ◆震源地：岩手県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約50km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：４（青森県階上町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 



2016年 5月25日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は９回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月26日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月27日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が15回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月28日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が15回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月29日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月30日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 5月31日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月1日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月2日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が19回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は16回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月3日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月4日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 



	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月5日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が11回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月6日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は11回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月7日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が18回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は12回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月8日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は14回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月9日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 



	 
	 

	 

2016年 6月10日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月11日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月12日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：07時54分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（茨城県水戸市内原町・行方市玉造・鉾田市汲上）	 

	 

◆発生時刻：22時08分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：５弱（熊本県八代市坂本町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は11回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月13日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：15時54分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県八代市坂本町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は11回です。	 

	 



	 

	 

2016年 6月14日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月15日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が11回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月16日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：14時21分頃	 

◆震源地：内浦湾（41度56.9分、140度 59.2分）	 

◆震源の深さ：11km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：６弱（北海道函館市川汲町）	 

◇震度５弱：北海道函館市泊町	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が23回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は、09時05分頃、09時13分頃、14時21分頃、14時42分頃、15時

13分頃、15時34分頃、17時07分、17時36分、19時47分、19時58分、20時52分の11回発生して

います。	 

	 
	 

	 

2016年 6月17日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は１回です。	 

	 



	 

	 

2016年 6月18日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：20時46分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：４（熊本県宇土市浦田町・嘉島町上島・熊本美里町永富・熊本美里町馬場・宇城市松橋町・

宇城市不知火町・宇城市豊野町・熊本南区城南町・熊本南区富合町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月19日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月20日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 17時現在	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月21日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時10分頃	 	 	 ◆震源地：内浦湾	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 	 ◆最大震度：４（北海道函館市川汲町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が19回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は９回です。	 



	 また、内浦湾を震源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月22日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：05時38分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月23日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月24日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月25日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：13時51分頃	 	 	 ◆震源地：新潟県上越地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：４（小谷村中小谷・小川村高府）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月26日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月27日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：07時57分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 

◆最大震度：３（宮城県岩沼市・丸森町・石巻市、福島県郡山市・白河市・玉川村・双葉町、茨城県常

陸太田市・高萩市、栃木県大田原市・高根沢町	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：07時58分05秒~15秒頃、建物がきしむ音で地震発生を感じました。揺れ方はそんなに小刻

みではない横揺れです。	 

	 

◆発生時刻：13時35分20.7秒	 

◆震源地：新潟県上中越沖（北緯37度34.0分、東経138度 5.9分）	 

◆震源の深さ：27km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：３（新潟県上越市名立区名立大町、石川県能登町宇出津・能登町松波）	 

◆山形県の最大震度：２（飯豊町上原）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

◇揺れ方：13時36分15秒頃、ドンと一瞬だけ揺れました。	 

	 

◆発生時刻：13時36分20.6秒	 

◆震源地：新潟県上中越沖（北緯37度34.0分、東経138度 6.3分）	 

◆震源の深さ：26km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◇揺れ方：午後１時37分15秒頃、震度１程度の揺れを感じ、収まったかと思ったら、再び震度２程度

の大きな揺れを感じました。この間、約３秒です。	 

◇揺れ方の推定：新潟県から北陸地方の広い範囲で震度３程度の揺れがあったものと推定します。この

地震については、気象庁発表の地震情報には掲載されませんでした。	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月28日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 



	 
	 

	 

2016年 6月29日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：23時14分頃	 	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 

◆最大震度：４（熊本県菊陽町久保田・西原村小森）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 6月30日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月1日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月2日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月3日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月4日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が33回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は８回です。	 

	 また、トカラ列島近海を震源とする地震は13回です。	 

	 さらに、内浦湾を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月5日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月6日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月7日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 



2016年 7月8日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月9日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：09時54分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：３（福島県福島広野町下北迫大谷地原・楢葉町北田・富岡町本岡）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：建物がガタガタと音を立てた小刻みな揺れを２回感じました。	 

	 

◆発生時刻：18時05分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日・熊本南区富合町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が18回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月10日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月11日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月12日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 また、内浦湾を震源とする地震は１回、八丈島近海を震源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月13日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月14日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月15日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月16日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月17日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



◆発生時刻：13時24分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（茨城県笠間市・古河市・下妻市・坂東市馬立＊	 坂東市・筑西市・常総市、栃木県栃

木市・真岡市・下野市、加須市・久喜市・川口市・春日部市・戸田市。宮代町・さいたま北区・さいた

ま大宮区・さいたま見沼区・さいたま中央区・さいたま桜区・さいたま浦和区・さいたま南区・さいた

ま緑区、千葉県野田市、神奈川県横浜市神奈川区）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月18日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月19日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：12時57分頃	 	 	 	 ◆震源地：千葉県東方沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 

◆最大震度：４（千葉県一宮町・長南町・いすみ市）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月20日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：07時25分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（茨城県水戸市・笠間市・土浦市・古河市・下妻市・境町・坂東市・筑西市・桜川市・

常総市、栃木県栃木市・野木町・下野市、埼玉県加須市・久喜市・宮代町・さいたま中央区・さいたま

浦和区・さいたま南区）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震



源とする地震は２回です。また、茨城県南部を震源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月21日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。また、茨城県南部を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月22日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月23日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月24日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：11時51分頃	 	 	 ◆震源地：十勝地方中部	 	 	 ◆震源の深さ：約100km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：４（北海道浦幌町桜町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が20回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 また、伊豆大島近海・伊豆半島東方沖を震源とする地震は15回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月25日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。また、伊豆大島近海・伊豆半島東方沖を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月26日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月27日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：23時47分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：５弱（茨城県日立市役所＊	 常陸太田市金井町）	 

◆山形県の最大震度：２（上山市・中山町・小国町・白鷹町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：23時48分05秒頃から僅かに揺れ始め、23時48分10秒頃から身体で揺れを感じるようにな

り、23 時 48 分 15 秒頃には建物がきしむ音がするほどのゆったりした大きな揺れを感じました。23 時

48分30秒頃に揺れは収まりました。	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月28日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月29日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 



	 
	 

	 

2016年 7月30日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：06時20分頃	 	 	 	 ◆震源地：マリアナ諸島	 

◆震源の深さ：約260km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード7.6	 

◆最大震度：２（宮城県丸森町、福島県猪苗代町、千葉県館山市・鋸南町、東京都小笠原村母島、神奈

川県川崎市川崎区・二宮町、静岡県伊豆の国市	 

◆山形県の震度：１（酒田市・最上町・中山町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 7月31日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月1日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月2日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月3日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月4日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：05時02分18.5秒	 

◆震源地：福島県会津（北緯：37°43.6'	 東経：139°57.8'E）	 

◆震源の深さ：６km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード2.8	 

◆最大震度：ー	 	 	 	 ◆米沢の震度：ー	 

◇揺れ方：05時 02 分 30 秒、ドン！という衝撃のあと、05時 02 分 31 秒~34秒頃まで振動音を伴う揺

れを感じました。	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月5日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月6日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月7日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 



	 

	 

2016年 8月8日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月9日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：22時49分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 ◆最大震度：４（熊本県嘉島町上島）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月10日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月11日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月12日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 



	 
	 

	 

2016年 8月13日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月14日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月15日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：16時04分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：４（宮城県角田市・松島町、福島県田村市・楢葉町・川内村・双葉町・浪江町・飯舘村）	 

◆米沢の震度：３（林泉寺）２（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月16日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月17日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が11回発生しています。	 



	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月18日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月19日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：11時05分頃	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 ◆最大震度：４（熊本県南阿蘇村中松）	 

	 

◆発生時刻：21時07分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 

◆最大震度：４（茨城県水戸市内原町・笠間市石井・笠間市中央・笠間市笠間・東海村東海、栃木県益

子町益子・市貝町市塙）	 

◆山形県の震度：２（上山市・白鷹町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：21時08分25秒頃~35秒頃、僅かにゆったりとした揺れを感じました。	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が10回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月20日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：14時15分頃	 	 	 	 ◆震源地：三陸沖	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：２（青森県七戸町・東北町、岩手県宮古市・普代村・盛岡市・矢巾町・滝沢市、宮城県登

米市、秋田県秋田市）	 

◆山形県の震度：１（酒田市・中山町）	 

	 

◆発生時刻：18時01分頃	 	 	 ◆震源地：三陸沖	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 	 	 ◆最大震度：３（岩手県盛岡市薮川）	 

◆山形県の震度：２（中山町）	 	 	 ◆置賜地方の震度：１（白鷹町荒砥）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震



源とする地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月21日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：00時58分頃	 	 	 ◆震源地：三陸沖	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.9	 	 	 ◆最大震度：３（宮城県涌谷町）	 

◆山形県の震度：２（酒田市・中山町）	 	 	 ◆置賜地方の震度：１（白鷹町荒砥）	 

	 

◆発生時刻：01時10分頃	 	 	 ◆震源地：三陸沖	 

◆震源の深さ：約10km	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：２（青森県八戸市・六戸町・五戸町・南部町、岩手県普代村・野田村・盛岡市・矢巾町、

宮城県登米市）	 

◆山形県の震度：１（中山町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。また、三陸沖を震源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月22日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：08時13分頃	 	 	 ◆震源地：三陸沖	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 	 ◆最大震度：２（岩手県盛岡市薮川）	 

◆山形県の震度：１（中山町）	 

	 

◆発生時刻：15時11分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 

◆最大震度：３（岩手県釜石市・盛岡市・一関市、宮城県気仙沼市・石巻市・女川町）	 

◆山形県の震度：２（村山市・中山町）	 	 	 ◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月23日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は６回です。	 

	 
	 



	 

2016年 8月24日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月25日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月26日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月27日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月28日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月29日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 8月30日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 8月31日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：05時05分頃	 	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：２（福島県郡山市・白河市・天栄村・西郷村・泉崎村・玉川村・古殿町・双葉町、茨城県

水戸市・日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・東海村・小美玉市、栃木県大田原市・真岡

市・市貝町市・高根沢町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：19時46分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：13km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 	 	 ◆最大震度：５弱（熊本県宇城市松橋町	 熊本西区春日）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が15回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月1日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：06時33分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 

◆最大震度：４（熊本県宇城市松橋町・熊本西区・熊本南区富合町・上天草市大矢野町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月2日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月3日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：21時34分28.8秒	 	 	 	 ◆震源地：福島県会津（37°29.5'N	 139°56.0'E）	 

◆震源の深さ：13km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード2.7	 

◆最大震度：２（福島県湯川村清水田）	 

◇米沢でも揺れた可能性があります。	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が14回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月4日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月5日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月6日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 



	 

	 

2016年 9月7日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：01時56分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本西区春日）	 

	 

◆発生時刻：13時28分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：４（茨城県水戸市・笠間市・石岡市・境町・坂東市・筑西市、栃木県小山市・真岡市、埼

玉県春日部市、千葉県野田市）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月8日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月9日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：20時53分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 

◆最大震度：３（水戸市・日立市・高萩市・北茨城市・笠間市・ひたちなか市・茨城町・東海村・大子

町・土浦市・鹿嶋市。鉾田市、栃木県真岡市、千葉県香取市）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：20時54分12秒頃、グラッとした揺れを２秒ほど感じました。	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月10日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 



	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月11日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月12日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月13日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月14日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月15日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 



	 
	 

	 

2016年 9月16日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月17日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：22時39分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約40km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：３（岩手県住田町・一関市、宮城県気仙沼市）	 

◆山形県の震度：１（尾花沢市）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月18日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月19日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月20日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震



源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月21日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月22日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月23日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月24日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 9月25日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 



2016年 9月26日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：14時13分頃	 	 	 	 ◆震源地：浦河沖	 	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 	 	 	 ◆最大震度：４（北海道函館市泊町）	 

	 

◆発生時刻：14時20分頃	 	 	 ◆震源地：沖縄本島近海	 	 	 ◆震源の深さ：44km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.6	 	 	 ◆最大震度：５弱（鹿児島県知名町瀬利覚）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月27日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月28日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月29日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：20時57分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：２（福島県田村市）	 

◆山形県の震度：１（上山市）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 9月30日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 1日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 2日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 3日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 4日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 5日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 



	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 6日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 7日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 8日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：01時46分頃	 	 	 ◆震源地：熊本県阿蘇地方	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード0.9	 	 	 ◆最大震度：２（熊本県南阿蘇村中松）	 

※阿蘇山噴火時の地震	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は上記の１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 9日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 10日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 11日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 12日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 13日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 14日（金曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：19時21分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 	 ◆最大震度：２（福島県田村市都路町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 15日（土曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震



源とする地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 16日（日曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：16時37分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：４（宮城県涌谷町・登米市・石巻市・女川町）	 

◆山形県の震度：３（三川町横山）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

◇揺れ方：16時37分42秒頃、衝撃波のような大きな揺れがあり、一瞬間があり、横揺れが16時37分

50秒頃まで続きました。	 

	 

◆発生時刻：16時58分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 	 ◆最大震度：３（宮城県女川町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：16時 59 分 22 秒頃、衝撃波のような揺れがあり、一瞬間があり、横揺れが16時 59 分 28 秒

頃まで続きました。	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が12回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 17日（月曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 18日（火曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 19日（水曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 20日（木曜日）	 ※熊本地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：11時50分頃	 	 	 	 ◆震源地：千葉県北東部	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：４（茨城県鹿嶋市・潮来市・稲敷市・かすみがうら市・神栖市・行方市・鉾田市、千葉県

旭市・香取市・成田市・栄町）	 

◆山形県の震度：１（山辺町・中山町・白鷹町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 21日（金曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：12時12分頃	 	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 	 ◆最大震度：４（鳥取県北栄町）	 

	 

◆発生時刻：14時07分頃	 	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 

◆震源の深さ：11km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.6	 

◆最大震度：６弱（鳥取県倉吉市葵町・湯梨浜町龍島・北栄町土下）	 

◇震度５強：鳥取県鳥取市鹿野町鹿野小学校・鳥取市鹿野町鹿野・鳥取市青谷町青谷・三朝町大瀬・湯

梨浜町久留・北栄町由良宿、岡山県鏡野町上齋原・真庭市蒜山下福田	 

◇震度５弱：鳥取県鳥取市吉方・鳥取市気高町浜村・倉吉市岩倉長峯・倉吉市関金町大鳥居・琴浦町赤

碕中学校・琴浦町赤碕・琴浦町徳万・日吉津村日吉津、岡山県真庭市禾津・真庭市蒜山下和・真庭市蒜

山上福田、島根県隠岐の島町城北町）	 

 
◆発生時刻：14時33分頃	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 ◆最大震度：４（鳥取県倉吉市葵町・北栄町土下）	 

	 

◆発生時刻：14時46分頃	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：４（鳥取県北栄町土下）	 

 
◆発生時刻：14時53分頃	 	 	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（鳥取県鳥取市鹿野町鹿野・湯梨浜町龍島・北栄町土下、岡山県鏡野町上齋原）	 

	 

◆発生時刻：16時52分頃	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 ◆震源の深さ：ごく浅い	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（鳥取県倉吉市葵町）	 

	 

◆発生時刻：17時59分頃	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 ◆最大震度：４（鳥取県湯梨浜町龍島＊	 北栄町土下）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 



	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が90回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は87回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 22日（土曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：03時33分頃	 	 ◆震源地：日向灘	 	 ◆震源の深さ：約60km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 ◆最大震度：４（大分県佐伯市上浦）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が70回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部・鳥取県沖を震源とする地震は61回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 23日（日曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が30回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は23回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 24日（月曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が34回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は28回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 25日（火曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が17回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は11回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は３回です。	 



	 
	 

	 

2016年 10月 26日（水曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が25回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は13回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 27日（木曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は７回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 28日（金曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は４回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 29日（土曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：13時43分頃	 	 	 ◆震源地：鳥取県中部	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 	 ◆最大震度：４（鳥取県湯梨浜町龍島）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が16回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は12回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 30日（日曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 10月 31日（月曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 1日（火曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が13回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は６回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 2日（水曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：07時37分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 	 	 ◆最大震度：３（宮城県仙台市青葉区作並・石巻市）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は２回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 3日（木曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は２回です。	 

	 
	 



	 

2016年 11月 4日（金曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は３回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 5日（土曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 6日（日曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が３回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 7日（月曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は２回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 8日（火曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 



	 

2016年 11月 9日（水曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が７回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は０回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 10日（木曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：07時20分頃	 	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：２（青森県八戸市・六戸町・南部町・階上町・おいらせ町、岩手県宮古市・山田町・普代

村・大船渡市・釜石市・住田町・盛岡市・八幡平市・矢巾町・滝沢市・花巻市・北上市・遠野市・一関

市・金ケ崎町・平泉町・奥州市、宮城県気仙沼市・色麻町・涌谷町・栗原市・登米市・南三陸町・美里

町・大崎市・名取市・岩沼市・大河原町・仙台宮城野区・石巻市・塩竈市・利府町・大衡村・女川町、	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 11日（金曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：10時12分頃	 	 ◆震源地：熊本県熊本地方	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 ◆最大震度：４（熊本県宇城市・熊本市西区）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が６回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 12日（土曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：06時43分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 

◆最大震度：４（岩手県大船渡市・住田町・一関市・奥州市、宮城県気仙沼市・涌谷町・栗原市・登米

市・南三陸町・美里町・大崎市・名取市・岩沼市・仙台市宮城野区・石巻市・塩竈市・東松島市・松島

町・女川町	 



◆山形県の最大震度：３（中山町長崎）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：午前６時43分30秒頃、ドン！という縦揺れを感じます。午前６時43分40秒頃に再び衝撃

的な揺れを感じます。午前６時43分45秒頃から連続した揺れです、横揺れですが、小刻みで大きな揺

れでしたので、身構えました。建物はガタガタと音を立てました。やがて、大きな揺れと小さな揺れを

繰り返しながら、午前６時44分20秒頃、揺れは収まりました。	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 13日（日曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 14日（月曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が２回発生しています。	 

	 この内、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震

源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 15日（火曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が11回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 16日（水曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は４回です。	 

	 



	 

	 

2016年 11月 17日（木曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 18日（金曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が５回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 19日（土曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

◆発生時刻：11時48分頃	 	 	 ◆震源地：和歌山県南部	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 

◆最大震度：４（三重県尾鷲市、大阪府千早赤阪村、奈良県大和郡山市・五條市・高取町・広陵町・下

北山村、和歌山県海南市・有田市・かつらぎ町・湯浅町・広川町・由良町・印南町・みなべ町・日高川

町・有田川町・田辺市・新宮市・白浜町・上富田町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が８回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 20日（日曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が４回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は０回です。	 

	 また、熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源

とする地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 21日（月曜日）	 ※熊本地震、鳥取県中部の地震は震度４以上の地震を記載	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測する地震はありませんでした。	 

	 ただし、全国では震度１以上の揺れを観測した地震が９回発生しています。	 

	 この内、鳥取県中部を震源とする地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 22日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時25分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：２（宮城県岩沼市、福島県田村市・双葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：05時59分頃	 

◆震源地：福島県沖（いわきの東北東60km付近）	 

◆震源の深さ：25km	 

◆地震の規模	 マグニチュード7.4	 

◆最大震度：５弱（福島県白河市新白河・白河市東・須賀川市岩瀬支所・国見町藤田・鏡石町不時沼・

天栄村下松本・泉崎村泉崎・中島村滑津・浅川町浅川・いわき市小名浜・いわき市錦町・いわき市平梅

本・広野町下北迫大谷地原・楢葉町北田・双葉町両竹・浪江町幾世橋・南相馬市鹿島区西町、茨城県高

萩市下手綱、栃木県大田原市湯津上）	 

◆米沢の震度：４（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◆山形県の震度：４（上山市・村山市・天童市・東根市・山辺町・中山町・河北町・西川町・南陽市・

高畠町・川西町・白鷹町）	 

◇揺れ方：06時00分15秒頃から揺れを感じます。揺れは次第に大きくなり、06時00分30秒頃には激

しい揺れとなります。建物はガタガタと大きな音を立て、細かい激しい揺れが続きます。その後次第に

揺れは小さくなり、06時01分45秒頃揺れは収まりました。	 

	 

◆発生時刻：06時10分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖（いわきの東北東50km付近）	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 

◆最大震度：３（宮城県岩沼市・蔵王町・石巻市、福島県白河市・須賀川市・玉川村・田村市・相馬市・

楢葉町・富岡町・双葉町・新地町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

◇揺れ方：06時11分10秒頃揺れを感じました。	 

	 

◆発生時刻：06時39分頃	 	 	 ◆震源地：福島県浜通り	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：３（宮城県大崎市・石巻市、福島県いわき市・広野町・楢葉町・富岡町・双葉町・南相馬

市小高区）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：06時40分22秒頃、衝撃波のような揺れを瞬間的に感じました。	 

	 

◆発生時刻：06時51分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：３（福島県福島広野町・楢葉町・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 	 ◇揺れ方：06時51分45秒頃揺れを感じました。	 



	 

◆発生時刻：08時23分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 ◆最大震度：２（福島県国見町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：08時40分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：３（玉川村・田村市・楢葉町・双葉町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：08時40分35秒~45秒揺れを感じました。	 

	 

◆発生時刻：09時03分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約40km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 ◆最大震度：２（福島県須賀川市・双葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：09時08分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 

◆最大震度：２（福島県白河市・玉川村・田村市・楢葉町・川内村・双葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

◇揺れ方：09時08分50秒頃~09時09分 00頃揺れを感じました。	 

	 

◆発生時刻：10時09分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.9	 	 	 ◆最大震度：３（福島県楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：10時31分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：２（宮城県角田市・岩沼市・石巻市・女川町、福島県郡山市・白河市・白河市・須賀川市・

国見町・川俣町・鏡石町・天栄村・泉崎村・中島村・玉川村・古殿町・田村市・伊達市・いわき市・相

馬市・広野町・楢葉町・川内村・熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村・南相馬市鹿島区・南相馬市

小高区・会津坂下町、茨城県日立市・高萩市、栃木県大田原市、山形県白鷹町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

◆発生時刻：10時38分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：３（宮城県石巻市、福島県楢葉町・双葉町	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

◇揺れ方：10時38分48秒頃から５秒ほど揺れを感じました	 

	 

◆発生時刻：12時06分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：２（宮城県石巻市、福島県楢葉町・双葉町・浪江町・新地町）	 

◆山形県の震度：１（天童市）	 

	 

◆発生時刻：13時26分頃	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 ◆最大震度：２（福島県鏡石町・天栄村・玉川村・古殿町・田村市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 



	 

◆発生時刻：14時17分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 	 ◆最大震度：２（福島県楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：23時04分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.7	 

◆最大震度：４（福島県・白河市・須賀川市・鏡石町・天栄村・泉崎村・中島村・玉川村・浅川町・古

殿町・いわき市平）	 

◆米沢の震度：３（林泉寺）２（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が60回発生しています。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は54回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 23日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時41分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：２（福島県須賀川市・鏡石町・泉崎村・玉川村・古殿町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：06時06分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 

◆最大震度：２（福島県白河市・須賀川市・鏡石町・天栄村・泉崎村・玉川村・浅川町・古殿町・田村

市・楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：08時22分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.1	 	 	 ◆最大震度：２（福島県相馬市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：11時33分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：２（福島県天栄村・小野町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：19時56分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 	 	 ◆最大震度：２（福島県須賀川市・川内村）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：20時02分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.2	 

◆最大震度：２（福島県白河市・棚倉町・玉川村・浅川町・古殿町・田村市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 



	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が36回発生しています。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は28回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 24日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時13分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 	 ◆最大震度：２（福島県双葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：06時23分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.1	 

◆最大震度：４（福島県天栄村・泉崎村泉崎＊・玉川村・いわき市小名浜：いわき市錦町・いわき市平・

双葉町、茨城県高萩市）	 

◆米沢の震度：３（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◆山形県の震度：３（上山市・中山町・西川町・南陽市・高畠町・川西町・白鷹町）	 

	 

◆発生時刻：06時26分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：２（茨城県河内町、埼玉県加須市・久喜市・幸手市・宮代町、神奈川県川崎市川崎区）	 

◆山形県の震度：１（酒田市亀ケ崎・酒田市飛鳥・酒田市本町・三川町・村山市・中山町・河北町）	 

	 

◆発生時刻：06時42分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：２（福島県天栄村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：13時48分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：２（福島県郡山市開成・栄村・泉崎村・古殿町・いわき市小名浜・いわき市錦町・いわき

市平・相馬市・双葉町、茨城県日立市・高萩市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が26回発生しています。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は19回です。	 

	 鳥取県中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 25日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：09時20分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 



◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：２（宮城県岩沼市、福島県郡山市朝日・郡山市湖南町・白河市・須賀川市・川俣町・鏡石

町・天栄村・中島村・玉川村・田村市・本宮市・いわき市平・広野町・楢葉町・双葉町・浪江町・南相

馬市鹿島区）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 	 	 ◆山形県の震度：１（天童市・南陽市・高畠町・白鷹町）	 

	 

◆発生時刻：17時22分頃	 	 	 ◆震源地：留萌地方中北部	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 ◆最大震度：４（北海道遠別町・天塩町）	 

	 

	 全国では震度１以上の揺れを観測した地震が19回発生しています。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は13回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 26日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 鳥取県中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 27日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：19時18分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 	 ◆最大震度：２（福島県川俣町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：21時50分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 	 ◆最大震度：３（福島県双葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 鳥取県中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 28日（月曜日）	 

	 



◆発生時刻：07時17分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 	 	 ◆最大震度：３（福島県楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：17時46分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.3	 

◆最大震度：２（福島県白河市・白河市・天栄村・玉川村・田村市、茨城県笠間市、栃木県大田原市・

那須町・那珂川町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 29日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 鳥取県中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 11月 30日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 1日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 



2016年 12月 2日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時03分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 ◆最大震度：２（福島県天栄村・田村市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 	 	 ◆山形県の震度：１（庄内町）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 3日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 4日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時34分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 

◆最大震度：２（福島県須賀川市・鏡石町・天栄村・泉崎村・玉川村・古殿町・田村市・本宮市・いわ

き市小名浜・双葉町・南相馬市鹿島区	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：14時33分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：ごく浅い	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 

◆最大震度：２（福島県鏡石町・天栄村・玉川村・田村市・相馬市・南相馬市鹿島区）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：14時36分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 

◆最大震度：３（福島県須賀川市・鏡石町・天栄村・玉川村）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

◆山形県の震度：２（高畠町・白鷹町）	 

	 

◆発生時刻：20時42分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.5	 	 	 ◆最大震度：３（楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 5日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 6日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は15回です。	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・

熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 岐阜県飛騨地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 7日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は14回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 トカラ列島付近を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 8日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時08分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：１（宮城県加美町・大崎市・岩沼市、福島県郡山市湖南町・白河市・天栄村・棚倉町・浅

川町・いわき市小名浜・いわき市錦町・相馬市・広野町・楢葉町・南相馬市鹿島区・西会津町・会津坂

下町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 



◆発生時刻：17時15分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 	 	 ◆最大震度：３（福島県田村市）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は27回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 トカラ列島付近を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は18回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 9日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は13回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 トカラ列島付近を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 10日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 11日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 12日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする



震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 13日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 14日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 15日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 16日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 17日（土曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする



震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 18日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 19日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 20日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時41分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.5	 

◆最大震度：３（宮城県丸森町、福島県大熊町・双葉町・浪江町・南相馬市鹿島区・南相馬市小高区）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺・金池）１（駅前）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 21日（水曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 トカラ列島近海を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 22日（木曜日）	 



	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 23日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時27分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 	 	 ◆最大震度：３（福島県双葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 24日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時25分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 	 	 ◆最大震度：３（福島県郡山市湖南町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

◆発生時刻：08時16分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.6	 	 	 ◆最大震度：４（鹿児島県十島村小宝島）	 

	 

◆発生時刻：08時17分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約10km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 	 ◆最大震度：４（鹿児島県十島村小宝島）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は19回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 トカラ列島近海震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 25日（日曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 



	 
	 

	 

2016年 12月 26日（月曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 27日（火曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 28日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：21時38分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 

◆震源の深さ：11km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.3	 

◆最大震度：６弱（茨城県高萩市下手綱）	 

◇震度５強：茨城県日立市十王町友部	 

◇震度５弱：日立市助川小学校・日立市役所・常陸太田市大中町・常陸太田市金井町・高萩市安良川	 

◆山形県の震度：３（上山市・村山市・山辺町・中山町・西川町・南陽市・高畠町・白鷹町）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

◆発生時刻：21時53分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県北部	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 

◆最大震度：４（茨城県日立市役所・日立市十王町友部・高萩市安良川・高萩市下手綱）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は21回です。	 

	 茨城県北部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 
	 

	 



2016年 12月 29日（木曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 茨城県北部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 30日（金曜日）	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 茨城県北部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2016年 12月 31日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時08分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約20km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.6	 

◆最大震度：４（福島県いわき市三和町）	 

◆山形県の震度：３（天童市・東根市・中山町・河北町・白鷹町）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：５秒ほどガタガタと大きな音を立てながら小刻みな揺れが続きました。	 

	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 茨城県北部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 福島県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 鳥取県中部・東部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・有明海・熊本県天草芦北・大分県西部・大分県中部を震源とする

震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 


