
地震データ	 
（2021年 1月1日	 ~	 2021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	 

	 

	 

2021年 1月1日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時57分頃	 	 	 ◆震源地：新島・神津島近海	 	 	 ◆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（東京都利島村東山）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０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０回です。	 

	 新島・神津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５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０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月2日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月3日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月4日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月5日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 



	 
	 

	 

2021年 1月6日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月7日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月8日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月9日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月10日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月11日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月12日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 



	 

2021年 1月13日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月14日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月15日（金曜日）	 

	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月16日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月17日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月18日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月19日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月20日（水曜日）	 

	 



	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月21日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月22日（金曜日）	 

	 	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月23日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：01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4.6	 	 	 ◆最大震度：３（福島県楢葉町・双葉町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月24日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月25日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 石垣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３回です。	 

	 
	 



	 

2021年 1月26日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月27日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：14時07分頃	 	 	 ◆震源地：胆振地方中東部	 	 	 ◆震源の深さ：約130km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 	 	 ◆最大震度：北海道新冠町	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月28日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月29日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 1月30日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 1月31日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月1日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月	 2日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時01分頃	 	 	 ◆震源地：栃木県北部	 	 	 ◆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（栃木県日光市足尾町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月	 3日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月	 4日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月	 5日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月	 6日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宗谷地方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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月7日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４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。	 



	 
	 

	 

2021年 2月8日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月9日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月10日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月11日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月12日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月13日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：23時07分50.5秒	 	 	 ◆震源地：福島県沖（北緯37度43.7分、東経141度 41.9分）	 

◆震源の深さ：55km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード7.3	 

◆最大震度：６強（宮城県蔵王町円田、福島県相馬市中村・国見町藤田・新地町谷地小屋）	 

◇震度６弱：宮城県石巻市桃生町・岩沼市桜・登米市迫町・川崎町前川・亘理町悠里・山元町浅生原、

福島県福島市五老内町・郡山市朝日・郡山市開成・郡山市湖南町・須賀川市八幡山・須賀川市八幡町・

南相馬市小高区・伊達市前川原・伊達市梁川町・本宮市白岩・桑折町東大隅・川俣町五百田・天栄村下

松本・広野町下北迫大谷地原・楢葉町北田・川内村上川内早渡・大熊町大川原・双葉町両竹・浪江町幾

世橋	 

◇震度５強：宮城県美里町・塩釜市・大衡村・利府町・仙台市宮城野区・大郷町・白石市・松島町・涌

谷町・七ヶ浜町・仙台市若林区・大崎市東部・名取市・村田町・角田市・柴田町・丸森町・仙台市青葉

区西部・栗原市東部・大河原町・東松島市、福島県浅川町・二本松市・いわき市・田村市・小野町・鏡

石町・白河市・矢吹町・葛尾村・大玉村・富岡町・泉崎村・玉川村・飯舘村・中島村・猪苗代町、栃木



県高根沢町・那須町	 

◇震度５弱：宮城県色麻町・栗原市西部・仙台市青葉区東部・大和町西部・加美町・富谷市・仙台市太

白区東部・仙台市泉区・多賀城市、福島県会津美里町・西郷村・湯川村・三春町・棚倉町・古殿町・平

田村・矢祭町・石川町、栃木県大田原市・那須烏山市・那珂川町、岩手県一関市・矢巾町、茨城県常陸

太田市・笠間市・城里町・筑西市・那珂市・土浦市・鉾田市・日立市・常陸大宮市・東海村、	 

埼玉県加須市	 

◆山形県の最大震度：５弱（上山市河崎・中山町長崎・白鷹町荒砥）	 

◆米沢の震度：５弱（アルカディア・林泉寺）４（駅前・金池）	 

	 

◆発生時刻：23時36分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 

◆最大震度：３（福島県相馬市・二本松市・田村市・南相馬市原町区・南相馬市鹿島区・南相馬市原町

区・伊達市・国見町・楢葉町・双葉町・浪江町・新地町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

◆発生時刻：23時51分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：３（宮城県石巻市・名取市・亘理町・角田市・丸森町・岩沼市・大河原町・石巻市・山元

町、福島県川内村・本宮市・二本松市・いわき市・相馬市・田村市・鏡石町・棚倉町・楢葉町・古殿町・

天栄村・浪江町・双葉町・広野町・郡山市湖南・白河市・葛尾村・福島市・郡山市・国見町・大玉村・

須賀川市・富岡町・泉崎村・南相馬市・玉川村・新地町・大熊町・伊達市）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 山形県で震度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７回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月14日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時25分頃	 	 	 ◆震源地：岩手県沖	 

◆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：３（岩手県宮古市・大船渡市・遠野市・一関市・釜石市・矢巾町・住田町・大槌町・山田

町、宮城県石巻市・気仙沼市・登米市・栗原市・大崎市・南三陸町）	 

◆山形県の最大震度：１（村山市・天童市・東根市・中山町・河北町）	 

	 

◆発生時刻：16時31分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：４（福島県相馬市・南相馬市原町区・大熊町・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺・アルカディア）１（駅前・金池）	 

◇揺れ方：16時32分 15秒頃に一瞬揺れたあと、16時32分 25秒頃から35秒頃まで大きく揺れ、揺れ

が収まったのは16時32分50秒頃です。	 

	 

◆発生時刻：16時59分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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：２（福島県田村市）	 

◆米沢の震度：ー（17時00分00秒頃から３秒ほど揺れを感じました）	 



	 

◆発生時刻：18時27分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：２（宮城県仙台市・石巻市・名取市・角田市・岩沼市・丸森町・亘理町・山元町、福島県

いわき市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市・川俣町・広野町・楢葉町・川内村・

大熊町・双葉町・浪江町・新地町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は39回です。	 

	 山形県で震度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37回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月15日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：13時28分頃	 	 	 ◆震源地：和歌山県北部	 	 	 ◆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（和歌山県和歌山市男野芝丁・和歌山市一番丁）	 

	 

◆発生時刻：20時27分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：２（宮城県石巻市・亘理町、福島県相馬市・伊達市・楢葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：ー（20時28分00秒頃から20時28分 05秒頃まで揺れました）	 

	 

◆発生時刻：21時00分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.4	 

◆最大震度：２（宮城県石巻市・山元町、福島県相馬市・二本松市・田村市・伊達市・本宮市）	 

◆米沢の震度：ー（21時00分30秒頃に揺れ始め、21時00分32秒頃には一瞬ですが震度２程度に大き

く揺れ、21時00分35秒頃収まりました）	 

	 

◆発生時刻：21時26分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：３（宮城県石巻市・角田市・丸森町・山元町・松島町、福島県いわき市・相馬市・田村市・

南相馬市原町区・南相馬市小高区・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は28回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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11回です。	 

	 和歌山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12回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月16日（火曜日）	 

	 

	 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５回です。	 



	 和歌山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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月17日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：23時06分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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（宮城県石巻市、福島県双葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 	 	 ◇揺れ方：瞬間的に揺れを感じました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 和歌山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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月18日（木曜日）	 

	 

	 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５回です。	 

	 和歌山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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月19日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時07分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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（福島県相馬市・田村市・大熊村）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：10時07分46秒頃から48秒頃まで揺れ、10時07分53秒頃にも揺れました。	 

	 

◆発生時刻：18時11分頃	 	 	 ◆震源地：岩手県内陸北部	 	 	 ◆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：４（岩手県二戸市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月20日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時53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（福島県田村市・大熊町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月21日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月22日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 和歌山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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月23日（火曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月24日（水曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月25日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５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。	 

	 
	 

	 

2021年 2月26日（金曜日）	 

	 



◆発生時刻：13時04分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：２（宮城県石巻市・名取市・角田市・岩沼市・川崎町・山元町、福島県相馬市・二本松市・

田村市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・鏡石町・天栄村・玉川村・楢葉町・川内村・大熊

町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：13時05分00秒頃、震度２ほどの大きな揺れを感じましたが、ひと揺れの一瞬でした。	 

	 

	 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４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月27日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：00時33分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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：３（福島県田村市・楢葉町・浪江町・葛尾村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア）	 

	 

◆発生時刻：02時04分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 

◆最大震度：３（宮城県角田市、福島県田村市・伊達市・新地町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 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３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 2月28日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月1日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月2日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月3日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月4日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月5日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月6日（土曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月7日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：21時44分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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：２（福島県相馬市・田村市・伊達市）	 

◆米沢の震度：ー（21時45分07秒~08秒頃、ひと揺れを感じました）	 

	 

	 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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月8日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：23時36分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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：２（宮城県岩沼市・亘理町・山元町、福島県相馬市・二本松市・田村市・南相馬市鹿島区・



伊達市・国見町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・新地町・飯舘村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月9日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時30分頃	 	 	 ◆震源地：宮城県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約80km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 	 	 ◆最大震度：４（宮城県石巻市・涌谷町）	 

◆山形県の最大震度：２（天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・大蔵村）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月10日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月11日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 長野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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月12日（金曜日）	 

	 

	 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２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月13日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 



	 
	 

	 

2021年 3月14日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：09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4.4	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本市南区・宇土市・宇城市・美里町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月15日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：00時26分頃	 	 	 ◆震源地：和歌山県北部	 	 	 ◆震源の深さ：４km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：５弱（和歌山県湯浅町青木）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 和歌山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８回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月16日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：04時56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4.8	 	 	 ◆最大震度：４（茨城県土浦市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 和歌山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２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月17日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時29分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.3	 

◆最大震度：４（宮城県石巻市・角田市・岩沼市・亘理町、福島県相馬市・新地町）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 



2021年 3月18日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月19日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月20日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：18時09分44.8秒	 

◆震源地：宮城県沖（北緯38度28.8秒	 東経141度 37.6秒）	 

◆震源の深さ：59km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.9	 

◆最大震度：５強（宮城県仙台宮城野区苦竹・石巻市大街道南・石巻市桃生町・岩沼市桜・登米市米山

町・登米市南方町・東松島市矢本・大崎市松山・大崎市田尻・蔵王町円田・松島町高城・涌谷町新町裏・

宮城美里町木間塚	 

◇震度５弱：宮城県仙台青葉区作並・仙台宮城野区五輪・仙台若林区遠見塚・仙台泉区将監・石巻市泉

町・石巻市鮎川浜・石巻市北上町・石巻市相野谷・石巻市前谷地・気仙沼市赤岩・気仙沼市笹が陣・仙

台空港・名取市増田・角田市角田・登米市中田町・登米市東和町・登米市豊里町・登米市登米町・登米

市迫町・栗原市志波姫・栗原市高清水・栗原市若柳・東松島市小野・大崎市古川三日町・大崎市古川旭・

大崎市鹿島台・大河原町新南・柴田町船岡・宮城川崎町前川・丸森町鳥屋・亘理町悠里・山元町浅生原・

利府町利府・大郷町粕川・大衡村大衡・宮城美里町北浦・南三陸町志津川、岩手県大船渡市大船渡町・

一関市花泉町・一関市千厩町・一関市室根町・住田町世田米、福島県相馬市中村・田村市滝根町・南相

馬市鹿島区西町・南相馬市小高区・国見町藤田・大熊町大川原・双葉町両竹・浪江町幾世橋・新地町谷

地小屋・飯舘村伊丹沢	 

◆米沢の震度：４（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は18回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は14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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月21日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は14回です。	 

	 宮城県沖を震源とする震度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１回です。	 

	 
	 

	 



2021年 3月22日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月23日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月24日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月25日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月26日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 3月27日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月28日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 



	 

2021年 3月29日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月30日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 3月31日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 

	 長野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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月1日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月2日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月3日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：21時58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（岩手県大船渡市・花巻市・一関市、宮城県石巻市	 ・気仙沼市・栗原市・大崎市・南三陸町）	 

◆山形県の最大震度：１（河北町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 



	 

2021年 4月4日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月5日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 網走地方と釧路地方中南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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月6日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月7日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月8日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月9日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月10日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：07時07分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 	 	 ◆最大震度：４（鹿児島十島村悪石島）	 



	 

◆発生時刻：16時36分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：４（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は103回です。	 

	 宮城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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は97回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月11日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時40分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：21時00分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：４（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は86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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は82回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月12日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：23時01分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 	 	 ◆最大震度：４（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は36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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は32回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月13日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月14日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 宮城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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 



	 
	 

	 

2021年 4月15日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月16日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は14回です。	 

	 宮城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。	 

	 長野県北部と中部を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月17日（土曜日）	 

	 

	 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。	 

	 長野県北部と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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月18日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時14分頃	 	 	 ◆震源地：広島県北部	 	 	 ◆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：４（広島県庄原市）	 

	 

◆発生時刻：09時29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5.8	 	 	 ◆最大震度：４（岩手県一関市、宮城県石巻市・名取市）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

◇揺れ方：09時29分40秒頃から揺れを感じ、09時29分55秒頃から大きな揺れとなり、揺れが収まっ

たのは09時30分20秒頃です。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 長野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２回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 



2021年 4月19日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：13時06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4.7	 	 ◆最大震度：３（宮城県石巻市・登米市・涌谷町・美里町）	 

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

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 長野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１回です。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月20日（火曜日）	 

	 

	 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。	 

	 長野県北部・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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月21日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：07時45分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：４（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 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２回です。	 

	 伊豆大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９回です。	 

	 長野県北部・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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月22日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 伊豆大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３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月23日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 



	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月24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。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 長野県北部・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。	 

	 トカラ列島近海とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月25日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月26日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月27日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 4月28日（水曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 4月29日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 



	 

	 

2021年 4月30日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月1日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時27分頃	 

◆震源地：宮城県沖	 

◆震源の深さ：51km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.8	 

◆最大震度：５強（宮城県石巻市桃生町・大崎市田尻・涌谷町新町裏）	 

◇震度５弱：宮城県仙台宮城野区苦竹・仙台泉区将監・石巻市鮎川浜・石巻市大街道南・石巻市北上町・

石巻市前谷地・気仙沼市赤岩・気仙沼市笹が陣・岩沼市桜・登米市東和町・登米市豊里町・登米市登米

町・登米市南方町・登米市迫町・栗原市栗駒・東松島市矢本・大崎市松山・大崎市鹿島台・蔵王町円田・

川崎町前川・美里町北浦・美里町木間塚・女川町女川浜・南三陸町志津川、青森県階上町道仏、岩手県

一関市大東町・一関市花泉町。一関市千厩町・一関市室根町・一関市藤沢町・釜石市中妻町、福島県相

馬市中村・南相馬市鹿島区西町・国見町藤田	 

◆山形県の最大震度：４（中山町）	 

◆米沢の震度：３（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月2日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月3日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月4日（火曜日）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月5日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：03時10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5.3	 

◆最大震度：３（宮城県仙台市青葉区・石巻市・岩沼市・大崎市、福島県相馬市・国見町・玉川村・川

内村・双葉町）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月6日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：09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4.0	 	 	 ◆最大震度：４（熊本県熊本市西区、宇城市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月7日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月8日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時24分頃	 	 	 ◆震源地：福島県中通り	 

◆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：１（宮城県岩沼市・七ヶ宿町、福島県伊達市・桑折町・国見町、山形県白鷹町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：08時24分30秒頃、いきなり大きな揺れを感じ、いったん少し弱まり、08時24分35秒頃再

び大きくなり、08時24分50秒頃収まりました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月9日（日曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月10日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 新島・神津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５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月11日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月12日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月13日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月14日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時58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6.0	 

◆最大震度：４（岩手県矢巾町、宮城県石巻市・名取市・登米市・栗原市・大崎市・松島町・利府町・

涌谷町・美里町、福島県相馬市・南相馬市・伊達市・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：３（林泉寺）２（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 



◆発生時刻：20時46分頃	 	 	 ◆震源地：日高地方中部	 	 	 ◆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：４（北海道新冠町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月15日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 千葉県南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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月16日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：15時41分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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（宮城県石巻市）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：一瞬（１~２秒ほど揺れを感じました）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月17日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月18日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月19日（水曜日）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月20日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月21日（金曜日）	 

	 

	 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１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３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月22日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月23日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月24日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 八丈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３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月25日（火曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月26日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月27日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月28日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月29日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：08時21分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆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：２（宮城県石巻市・岩沼市・大河原町、福島県郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・田

村市・国見町・大玉村・天栄村・猪苗代町・会津美里町・西郷村・泉崎村・玉川村・浅川町・古殿町・

双葉町、茨城県水戸市・日立市・常総市・常陸太田市・北茨城市・笠間市・神栖市・小美玉市・茨城町・

東海村、栃木県市貝町市・高根沢町、千葉県香取市）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：09時05分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：２（福島県郡山市・天栄村・西郷村・玉川村・古殿町・双葉町、茨城県水戸市・日立市・

常陸太田市・笠間市・小美玉市・東海村、栃木県市貝町市・高根沢町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：10時03分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆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：２（宮城県石巻市・名取市・角田市・岩沼市・登米市・大崎市・蔵王町・大河原町・川崎

町・丸森町・松島町・色麻町・加美町・美里町、山形県上山市・中山町、福島県福島市・郡山市・いわ

き市・白河市・須賀川市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市原町区・南相馬市鹿島区・南相馬市小

高区・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・大玉村・鏡石町・天栄村・会津坂下町・湯川村・会津美里町・

西郷村・泉崎村・矢吹町・玉川村・浅川町・古殿町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町、茨城県水戸市・

日立市・土浦市・古河市・石岡市・下妻市・常総市・常陸太田市・北茨城市・笠間市・取手市・つくば



市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神

栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・東海村・美浦村・阿見町・河内町、栃木

県真岡市・益子町・市貝町・芳賀町・高根沢町・那須町・那珂川町、埼玉県春日部市・宮代町、千葉県

千葉市美浜区・銚子市・松戸市・野田市・成田国際空港・旭市・印西市・匝瑳市・香取市・山武市・多

古町・横芝光町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 茨城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。	 

	 
	 

	 

2021年 5月30日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 5月31日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月1日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月2日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月3日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月4日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 



	 

	 

2021年 6月5日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月6日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月7日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月8日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時19分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約80km	 	 	 ◆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・登米市・松島町、福島県田村市・大熊町）	 

◆山形県の最大震度：２（中山町・川西町・白鷹町）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：17時00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）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月9日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：13時36分頃	 	 	 ◆震源地：福島県会津（喜多方市岩月町大都付近）	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード2.7	 

◆最大震度：１（山形県飯豊町上原）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 



	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 岩手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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月10日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月11日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月12日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月13日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：04時12分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約60km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.8	 	 	 ◆最大震度：２（福島県楢葉町・川内村）	 

◆米沢の震度：ー（３秒ほど揺れを感じました）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月14日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月15日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 



	 

2021年 6月16日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月17日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月18日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月19日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：07時39分頃	 	 	 ◆震源地：愛媛県南予	 	 	 ◆震源の深さ：約40km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.7	 	 	 ◆最大震度：愛媛県宇和島市	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月20日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月21日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月22日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 



2021年 6月23日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月24日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月25日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6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４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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月27日（日曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 6月28日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 6月29日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 



2021年 6月30日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月1日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月2日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月3日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月4日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月5日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月6日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 

	 



2021年 7月7日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月8日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月9日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月10日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月11日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：09時16分頃	 	 	 ◆震源地：石川県能登地方	 	 	 ◆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（石川県珠洲市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月12日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月13日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７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。	 



	 
	 

	 

2021年 7月14日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月15日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月16日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：13時20分頃	 	 	 ◆震源地：八丈島近海	 	 	 ◆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：４（東京都八丈町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 八丈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10回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月17日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：20時50分頃	 	 	 ◆震源地：伊予灘	 

◆震源の深さ：約80km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：４（山口県防府市・平生町、愛媛県八幡浜市・西予市、大分県八幡浜市・西予市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 宮城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。	 

	 八丈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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月18日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時21分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 	 ◆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・名取市・岩沼市・山元町、福島県いわき市・相馬市・二本松市・南相

馬市鹿島区・伊達市・国見町・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・新地町・

飯舘村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 



	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は13回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 福島県会津（南西部）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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月19日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 福島県会津（南西部）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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月20日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月21日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月22日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月23日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月24日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 



	 

2021年 7月25日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月26日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時16分頃	 	 	 ◆震源地：青森県東方沖	 	 	 ◆震源の深さ：約70km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 	 	 ◆最大震度：４（青森県むつ市・東通村）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月27日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時19分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約80km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.6	 	 	 ◆最大震度：４（福島県田村市）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月28日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 7月29日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2021年 7月30日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 岩手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。	 

	 宮城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。	 



	 
	 

	 

2021年 7月31日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月1日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月2日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：09時37分頃	 	 	 ◆震源地：島根県東部	 	 	 ◆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（広島県庄原市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月3日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：19時29分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：２（福島県郡山市・白河市・須賀川市・天栄村・玉川村、茨城県水戸市・石岡市・常総市・

常陸太田市・笠間市・取手市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・筑西市・稲敷市・神栖市・鉾田市・小

美玉市・東海村、栃木県市貝町、千葉県旭市・香取市・香取市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：22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4.4	 	 	 ◆最大震度：２（宮城県利府町）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 茨城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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月4日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時33分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 



◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 

◆最大震度：３（宮城県丸森町、福島県福島市・郡山市・国見町・天栄村・猪苗代町・古殿町・双葉町、

茨城県水戸市・常陸太田市・笠間市・小美玉市・茨城町・東海村、栃木県市貝町・高根沢町）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア・林泉寺）１（駅前・金池）	 

	 

◆発生時刻：05時43分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約30km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.6	 

◆最大震度：２（宮城県角田市など、福島県福島市など、茨城県水戸市など、栃木県益子町など、埼玉

県春日部市など、千葉県銚子市など）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：11時56分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 	 	 ◆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：２（福島県猪苗代町など、茨城県常陸太田市など）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：13時40分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 	 	 ◆震源の深さ：約30km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 

◆最大震度：２（宮城県岩沼市・大河原町・丸森町、山形県中山町）	 

◆米沢の震度：１（金池・アルカディア・林泉寺）	 

	 

◆発生時刻：15時08分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆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：１（宮城県岩沼市、山形県村山市、福島県福島市など、茨城県水戸市など、栃木県那須塩

原市など、群馬県沼田市など、千葉県香取市など	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 茨城県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月5日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月6日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月7日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 



	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月8日（日曜日）	 

	 

	 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。	 

	 鹿児島湾を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月9日（月曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月10日（火曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月11日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月12日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月13日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 石川県能登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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月14日（土曜日）	 



	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月15日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月16日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時03分頃	 	 	 ◆震源地：滋賀県北部	 	 	 ◆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（岐阜県揖斐川町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 滋賀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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月17日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月18日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時31分頃	 	 	 ◆震源地：島根県東部	 	 	 ◆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：広島県庄原市	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月19日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 



2021年 8月20日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月21日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 石川県能登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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月22日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時24分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.2	 

◆最大震度：４（宮城県山元町、福島県相馬市・南相馬市・川俣町・浪江町）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月23日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月24日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月25日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月26日（木曜日）	 



	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月27日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時49分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県沖	 

◆震源の深さ：約40km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.9	 

◆最大震度：３（茨城県水戸市・日立市・高萩市・北茨城市・笠間市・ひたちなか市・常陸大宮市・鉾

田市・茨城町・城里町・東海村）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 茨城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。	 

	 
	 

	 

2021年 8月28日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月29日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月30日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 8月31日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月1日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 



	 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。	 

	 和歌山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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月2日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：04時17分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 

◆最大震度：３（福島県相馬市・田村市・大熊町・浪江町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月3日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月4日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月5日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月6日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月7日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 



	 
	 

	 

2021年 9月8日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月9日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月10日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月11日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月12日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月13日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 宮城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。	 

	 和歌山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。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月14日（火曜日）	 

	 



◆発生時刻：07時46分頃	 	 	 ◆震源地：東海道南方沖	 

◆震源の深さ：約450km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.2	 

◆最大震度：３（茨城県笠間市・取手市、栃木県鹿沼市・高根沢町、東京都千代田区）	 

◆山形県の最大震度：１（上山市・中山町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月15日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月16日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：18時42分頃	 	 ◆震源地：石川県能登地方（北緯37度30.3分	 東経137度 18.0分）	 

◆震源の深さ：13km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.1	 

◆最大震度：震度５弱（石川県珠洲市正院町）	 	 	 ◆山形県の最大震度：１（飯豊町上原）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 石川県能登地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月17日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 石川県能登地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月18日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月19日（日曜日）	 



	 

◆発生時刻：17時18分頃	 	 	 ◆震源地：岐阜県飛騨地方	 	 	 ◆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（岐阜県高山市上宝町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は14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12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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月20日（月曜日）	 

	 

	 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１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４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月21日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月22日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月23日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月24日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 9月25日（土曜日）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月26日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月27日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：20時26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4.7	 

◆最大震度：３（茨城県水戸市・日立市・高萩市・ひたちなか市・東海村）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は13回です。	 

	 宮城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。	 

	 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８回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月28日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月29日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時37分頃	 	 	 ◆震源地：日本海中部	 

◆震源の深さ：約400km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード6.1	 

◆最大震度：３（北海道幕別町・浦幌町、青森県階上町、岩手県普代村、福島県いわき市・広野町、茨

城県日立市、埼玉県宮代町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 9月30日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時45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4.6	 	 ◆最大震度：３（宮城県仙台市宮城野区・気仙沼市）	 

◆米沢の震度：１（林泉寺）	 



	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 1日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 2日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 3日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 石川県能登地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 4日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 5日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 6日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時46分頃	 

◆震源地：岩手県沖（北緯40度00.4分	 東経142度 15.2分）	 

◆震源の深さ：56km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.9	 

◆最大震度：５強（青森県階上町道仏）	 

◇震度５弱：青森県八戸市内丸・八戸市南郷・青森南部町苫米地、岩手県盛岡市渋民）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 



	 

◆発生時刻：17時13分頃	 	 	 ◆震源地：大隅半島東方沖	 

◆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（宮崎県日南市・串間市、鹿児島県曽於市・霧島市・志布志市・大崎町・錦江町・南大

隅町・肝付町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は10回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 岩手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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 7日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：22時41分頃	 

◆震源地：千葉県北西部	 

◆震源の深さ：75km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.9	 

◆最大震度：５強（埼玉県川口市三ツ和・宮代町笠原、東京都足立区伊興）	 

◇震度５弱：埼玉県さいたま緑区中尾・川口市中青木分室・川口市安行領家・加須市大利根・鴻巣市中

央・草加市中央・蕨市中央・久喜市青葉・久喜市鷲宮・八潮市中央・三郷市中央・幸手市東・吉川市き

よみ野、東京都東京国際空港・大田区本羽田・大田区多摩川・足立区神明南・町田市本町田、千葉県千

葉市中央区中央港・千葉市中央区千葉市役所・船橋市湊町・松戸市西馬橋・流山市平和台、神奈川県横

浜市鶴見区馬場・横浜市神奈川区広台太田町・横浜市中区山手町・横浜市港北区日吉本町・横浜市緑区

鴨居・川崎市川崎区宮前町・川崎市川崎区中島）	 

◆山形県の最大震度：２（上山市河崎・村山市中央・南陽市三間通・山辺町緑ケ丘・中山町長崎・高畠

町高畠・川西町上小松・白鷹町荒砥）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・米沢市金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 宮城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。	 

	 千葉県北西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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 8日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 千葉県北西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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 9日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 



	 

	 

2021年 10月 10日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 11日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 12日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 13日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 14日（木曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 15日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：07時57分頃	 	 	 ◆震源地：和歌山県北部	 	 	 ◆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（和歌山県湯浅町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 16日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度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１回です。	 



	 
	 

	 

2021年 10月 17日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 18日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 19日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 20日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 21日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時37分頃	 	 	 ◆震源地：東海道南方沖	 	 	 ◆震源の深さ：約380km	 

◆地震の規模	 マグニチュード5.8	 	 	 ◆最大震度：３（栃木県宇都宮市）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 22日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 23日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 



	 
	 

	 

2021年 10月 24日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 25日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 26日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 27日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時28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5.2	 	 	 ◆最大震度：３（福島県玉川村・大熊町）	 

◆米沢の震度：２（林泉寺）１（駅前・アルカディア・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 28日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：09時55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（茨城県坂東市）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 29日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 



	 

	 

2021年 10月 30日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 10月 31日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 1日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：06時14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5.2	 

◆最大震度：４（福島県白河市・玉川村、茨城県水戸市・土浦市・常陸太田市・笠間市・ひたちなか市・

常陸大宮市・那珂市）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 2日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 石川県能登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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 3日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時36分頃	 	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆震源の深さ：約50km	 	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 

◆最大震度：３（宮城県岩沼市、福島県いわき市・白河市・田村市・伊達市・国見町・矢祭町・玉川村・

広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・新地町・飯舘村）	 

◆米沢の震度：１（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 



2021年 11月 4日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 石川県能登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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 5日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 石川県能登地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 6日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 7日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 8日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 9日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時14分頃	 	 	 ◆震源地：福島県中通り	 	 	 ◆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：４（福島県古殿町）	 

◆山形県の最大震度：２（山辺町・中山町・白鷹町）	 	 	 ◆米沢の震度：１（林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 福島県中通りを震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 10日（水曜日）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 11日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 12日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 13日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 14日（日曜日）	 

	 

	 22時 00分現在	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 宮城県沖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 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０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 15日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 16日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 17日（水曜日）	 



	 

◆発生時刻：15時24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（福島県いわき市三和町・白河市・白河市・須賀川市・天栄村・泉崎村・中島村・棚倉

町・玉川村・浅川町・広野町・楢葉町・川内村・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア）	 

◇揺れ方：15時25分18秒頃~22秒頃に小さく小刻みな揺れを感じました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 18日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 19日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 20日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 21日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は０回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 22日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 23日（火曜日）	 

	 



	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 24日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時06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4.7	 

◆最大震度：３（岩手県大船渡市・北上市・遠野市・一関市・釜石市・奥州市・住田町）	 

◆山形県の最大震度：１（河北町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 25日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 26日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 27日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 28日（日曜日）	 

	 

	 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。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 29日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は12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。	 



	 鹿児島県薩摩地方を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 
	 

	 

2021年 11月 30日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 1日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時50分頃	 

◆震源地：山形県置賜地方（米沢市関：白布温泉の北西約３km）	 

◆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：３（山形県米沢市林泉寺）	 

◆そのほかの米沢の震度：２（駅前・アルカディア・金池）	 

◇揺れ方：05時50分15秒頃、ドン！という衝撃音があり、その約0.2秒後、轟音とともに激しい縦揺

れに見舞われました。激しい揺れは３秒ほど続き、揺れは次第に小さくなりましたが、05時50分45秒

頃まで続きました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 2日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：01時58分頃	 	 	 ◆震源地：茨城県南部	 

◆震源の深さ：約60km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.0	 

◆最大震度：４（茨城県筑西市、栃木県鹿沼市・下野市・高根沢町）	 

◆山形県の最大震度：１（中山町・白鷹町）	 

	 

◆発生時刻：17時25分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 	 ◆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（福島県楢葉町）	 

◆米沢の震度：１（アルカディア・林泉寺）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 3日（金曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時18分頃	 	 	 ◆震源地：山梨県東部・富士五湖	 

◆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：４（山梨県大月市）	 



	 

◆発生時刻：06時37分頃	 	 	 ◆震源地：山梨県東部・富士五湖	 

◆震源の深さ：19km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード4.8	 

◆最大震度：５弱（山梨県大月市御太刀）	 

	 

◆発生時刻：09時28分頃	 	 	 ◆震源地：紀伊水道	 

◆震源の深さ：18km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード5.4	 

◆最大震度：５弱（和歌山県御坊市薗）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山梨県東部・富士五湖を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 4日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：19時48分ごろ	 	 	 ◆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4.0	 	 	 ◆最大震度：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：23時25分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード4.0	 	 	 ◆最大震度：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は54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49回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 5日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：00時08分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：00時26分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：04時05分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.5	 	 	 ◆最大震度：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：05時14分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：11時00分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：11時14分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：４（鹿児島十島村悪石島）	 

	 



◆発生時刻：13時06分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：22時34分ごろ	 	 	 ◆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3.3	 	 	 ◆最大震度：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は85回です。	 

	 伊豆大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３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80回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 6日（月曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時59分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：17時09分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 	 ◆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：３（福島県相馬市・田村市・楢葉町・大熊町）	 

◆米沢の震度：１（ありかディア・林泉寺）	 

◇揺れ方：17 時 10 分 09 秒頃、衝撃のような揺れを感じました。大きな揺れは２秒ほどで収まり、17

時10分20秒頃にほぼ収まりました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は61回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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。	 

	 伊豆大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18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。	 

	 トカラ列島近海を震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は38回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 7日（火曜日）	 

	 

◆発生時刻：05時04分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード3.7	 	 	 ◆最大震度：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：11時13分ごろ	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は35回です。	 

	 伊豆大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１回です。	 

	 石川県能登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。	 

	 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。	 

	 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27回です。	 



	 
	 

	 

2021年 12月 8日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：02時39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（宮城県大崎市、福島県いわき市・白河市・須賀川市・相馬市・南相馬市・鏡石町・天

栄村・泉崎村・中島村・棚倉町・玉川村・浅川町・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町）	 

◆米沢の震度：２（駅前・アルカディア・林泉寺・金池）	 

	 

◆発生時刻：16時22分頃	 	 	 ◆震源地：福島県沖	 

◆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（宮城県石巻市・角田市・岩沼市・登米市・蔵王町・大河原町・川崎町・亘理町・山元

町、福島県相馬市・田村市・南相馬市・伊達市・国見町・大熊町・双葉町・浪江町・新地町・飯舘村）	 

◆米沢の震度：２（アルカディア）１（駅前・林泉寺・金池）	 

◇揺れ方：16時22分55秒頃、轟音とともに大きな横揺れを感じました。揺れは次第に小さくなり、16

時23分20秒頃にほぼ収まりました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は２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。	 

	 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５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 9日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：11時05分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆震源の深さ：20km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 	 	 ◆最大震度：５強（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

◆発生時刻：11時09分頃	 	 	 ◆震源地：トカラ列島近海	 	 	 ◆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：３（鹿児島十島村悪石島）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は39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。	 

	 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35回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 10日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は11回です。	 

	 宮城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２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６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 11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。	 

	 宮城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。	 

	 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６回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 12日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：12時31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（茨城県結城市・笠間市・筑西市・坂東市・城里町、栃木県足利市・栃木市・佐野市・

鹿沼市・下野市、群馬県桐生市・太田市・館林市・板倉町・千代田町・大泉町、埼玉県さいたま氏岩槻

区・加須市・春日部市・久喜市・美里町・宮代町）	 

◆山形県の最大震度：１（中山町）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８回です。	 

	 宮城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。	 

	 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２回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 13日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７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。	 

	 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５回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 14日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７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。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 15日（水曜日）	 



	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 宮城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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 16日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 宮城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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 17日（金曜日）	 

	 

	 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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 18日（土曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 19日（日曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 宮城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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 20日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 21日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 



	 
	 

	 

2021年 12月 22日（水曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時42分頃	 	 	 ◆震源地：山形県置賜地方（米沢市関）	 

◆震源の深さ：約10km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード2.9	 

◆最大震度：１（山形県米沢市林泉寺）	 

◇揺れ方：17時42分19秒頃、ドンという衝撃音があり、17時42分21秒頃、轟音とともに震度３程度

の激しい揺れに見舞われました。激しい揺れは１秒あまりで収まり、17時42分30秒頃には小さな揺れ

も収まりました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は７回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１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３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 23日（木曜日）	 

	 

◆発生時刻：10時32分57.4秒	 

◆震源地：福島県会津（北緯37度46.3秒、東経140度 3.8秒）	 

◆震源の深さ：７km	 	 	 ◆地震の規模	 マグニチュード2.9	 	 	 ◆最大震度：１未満	 

◇揺れ方：10時33分01秒頃、ドンという衝撃音があり、10時33分04秒頃、轟音とともに大きな揺れ

を感じました。大きな揺れは２秒ほどで収まり、10時33分20秒頃に揺れは収まりました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は３回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 24日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は１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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 25日（土曜日）	 

	 

◆発生時刻：09時31分頃	 	 	 ◆震源地：栃木県北部	 	 	 ◆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：３（福島県下郷町）	 

◆山形県の最大震度：１（飯豊町上原）	 

◇米沢は震度１未満でしたが、建物のきしみ音とともに２秒ほど揺れを感じました。	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 山形県で震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 



	 

	 

2021年 12月 26日（日曜日）	 

	 

◆発生時刻：17時26分頃	 	 	 ◆震源地：宮古島近海	 	 	 ◆震源の深さ：約40km	 

◆地震の規模	 マグニチュード6.0	 	 	 ◆最大震度：４（沖縄県宮古島市平良池間）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は９回です。	 

	 宮城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。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 27日（月曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 熊本県熊本地方などを震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 28日（火曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は５回です。	 

	 熊本県熊本地方などを震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 29日（水曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は８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１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 30日（木曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は６回です。	 

	 熊本県熊本地方などを震源とする震度１以上の揺れを観測した地震は１回です。	 

	 
	 

	 

2021年 12月 31日（金曜日）	 

	 

	 全国で震度１以上の揺れを観測した地震は４回です。	 

	 


