
令和３年３月２９日現在 

 

「令和 3年 2月 13日福島県沖地震による被害状況と本市の対応」 
 

１ 震度等の情報                               

 （１）発生時刻     令和３年２月１３日 午後２３時０８分 

 （２）マグニチュード  ７．３ 

 （３）震源地      福島県沖 深さ５５ｋｍ 

 （４）最大震度     ６強（福島市６弱） 

 

２ 避難情報                                 

  ２月１４日  ２：００ 自主避難所１７カ所開設  避難者数２８人 

         ３：００ 避難者数３２人（最大値） 

        １２：３０ 自主避難所１４カ所閉鎖（３カ所継続開設） 

        １５：００ 自主避難所 ２カ所閉鎖（１カ所継続開設） 

        １９：００ 自主避難所 ４カ所追加開設 

        ２２：００ 避難者数２２人 

  ２月１５日 １６：００ 自主避難所４カ所追加開設 

        ２０：００ 避難者数２２人 

  ２月１６日 １０：００ 自主避難所 ８カ所閉鎖（１カ所継続開設） 

        ２０：００ 避難者数１６人 

  ２月１７日 １０：００ 避難者数１９人 

  ２月１８日 １０：００ 避難者数１７人 

  ２月２０日 １４：００ 自主避難所 １カ所閉鎖 

  ２月２４日 １０：００ 避難者数２２人 

  ２月２６日  ６：００ 避難者数２３人 

  ２月２７日 ２０：００ 避難者数１３人 

  ３月 １日  ６：００ 避難者数 ９人 

  ３月 ２日  ６：００ 避難者数 ４人 

  ３月 ８日 １９：００ １カ所閉鎖 避難者  ０人（退所） 

 

３ 現在の開設避難所（０カ所）                        

    なし（３/８閉鎖） 

 

４ 被害状況                                 

 （１）人的被害 

    死 者     １名 

    負傷者    １５名うち重傷者２名 

 （２）住家等被害 

    全 壊         ３３棟 

    大規模半壊       ３０棟 

    中規模半壊       ５５棟 

    半 壊        ２１６棟 



    一部損壊（準半壊） ５４１棟 

    一部損壊      ７３６棟 

       計    １，６１１棟 3/29現在 家屋調査結果 

     ブロック塀倒壊５５カ所 

 （３）市施設被害：別添のとおり 3/23 13時現在 

 （４）ライフライン被害等：水道 断水なし、漏水なし 

     発生数： 断 水 ２４６戸 漏 水  ９５カ所 

 （５）その他の被害 

治山施設 法面一部崩落 大波字萩久保地内 

道  路  規制なし 

鉄  道 

    ・ＪＲ東北本線  平常運転 

    ・東北新幹線   東京～新青森間本数を減らして運転 

    ・山形新幹線   東京～新庄間本数を減らして運転 

    ・奥羽本線    平常運転 

    ・阿武隈急行   平常運転 

    ・福島交通飯坂線 平常運転 

高速道路 規制なし 

民営水道施設（専用水道及び給水施設のうち居住があるもの）断水なし 

発生数：断水１施設 

 

５ 被災者等への対応状況  

（１）総合相談窓口（本庁１F）開設 

（２）罹災証明申請数  ７,３７２件  （3/29日現在） 

   ・交付済数    ４,４０１件 

   ・交付率   ５９,７％ 

   ※うち家屋調査分（住家のみ）申請件数：４,８９２件 交付件数：１，６５７件 

    交付率  ３３,９％ 

（３）災害ごみへの対応              

   ・あぶくまクリーンセンター、あらかわクリーンセンターで受入れ 

   ・受入品目：家具、家電、食器類 

   ・受入量 ：計５８,３８トン（3/12で終了） 

   ・受入方法：自己搬入 

   災害廃棄物一時保管場所の設置について 

   ①開設日  令和３年２月２２日（月）～３月１２日（金）で終了 

     ※日曜日、祝日、第２土曜日除く 

   ②開設時間 午前８時３０分～正午、午後１時～午後４時３０分 

   ③受入品目 ブロック、大谷石等の塀・瓦・壁材 

   ④場  所 十六沼公園西側（福島市大笹生字俎板山地内） 

（４）市営住宅への仮入居    ８世帯入居 

（５）被災建築物の応急危険度判定  受付：１６８件 判定 １６６件（3/23現在） 

（６）住宅の応急修理               (２月２７日～) 



   ・申請件数  ４２件 

（７）災害支援物資の受入れ １３件        （２月１８日～） 

・㈱かわかみ          手指消毒液（200ｍｌボトルポンプ×40箱） 

・富士紡ホールディングス㈱   下着（男 100、女 100） 

・熊本県果実農業協同組合連合会 デコポン 

・福島県瓦工事組合連合会    ブルーシート 

・㈱中日物産          アルコールジェル 2,000本 

・コアレックス信栄株式会社   アルコールペーパー5,280ロール 

・ヨークベニマル        お菓子、果物 

・㈱いちい           みそ汁 

・ⅿeiji            野菜ジュース 

・緑牧場            乳製品（ヨーグルト・野菜ジュース） 

・株式会社 ナレッジ      除菌装置 

・NPO法人 チームふくしま  

・福島ひまわり里親プロジェクト おかし・マスク・お風呂券 

・公益社団法人日本食品衛生協会 

 手洗い石鹸（シャボネット 500ｍｌポンプ付）36本 

   アルコール製剤（アルペット手指消毒用１ℓポンプ）20本 

   次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックス 600ｍｌ）24本 

   マスク（不織布マスク 50枚入り）20箱 

 

（８）義援金等の受入れ     

  ・市災害義援金(３月１日～)    ３件 ２２,３７５円 

 

（９）寄付の受入れ    （２月２４日～） 

   ・ふるさと寄付金 ２８７件 ２,６５８,７３５円（３月２３日現在） 

（10）見舞金の受入れ 

（11）保健師等の健康支援活動 

    ・電話確認、相談 

    ・医療的ケア児の安否確認  １０人 

    ・難病患者の安否確認  

    ・電話連絡   延べ３００件 

    ・訪問     ７件 

    ・避難所巡回  

     健康相談   延べ２４世帯３７人 

     感染対策指導 延べ１１カ所 

(12)災害見舞金件数及び支給件数 

  ・受付件数     ２４７件 

内訳：全壊２３件、大規模半壊１００件、中規模半壊２８件、半壊９６件 

   ・支給済件数    ５６件  ３,６５０,０００円 

     内訳：全壊１７件 1,700,000、大規模半壊 4件 200,000円 



       中規模半壊 ５件 250,000円、半壊 ３０件 1,500,000円 

（13）被災者生活再建支援制度申請件数（２月２２日～） 

   ・申請受付件数     １１７件 

    内訳：全壊２２件、大規模半壊９４件、中規模半壊１件 

 

（14）災害援護資金貸付申請件数及び貸付金額 

・申請  ０件（３月１６日現在） 

（15）災害弔慰金 

   ・申請  ０件（３月１６日現在） 

（16） その他ボランティア受け入れについて 

    ・福島市社会福祉協議会内のボランティアセンターでの受入れは２月２６日で終了 

    ・ 受入期間：２月１６日（火）～２６日（金） １１日間 

    ・受入実績  派遣済        ２件 

           今後派遣予定     ３件 

           キャンセル、対象外  ５件 

           派遣要望件数   計１０件 

    ・ボランティア派遣先は限定：独居高齢者・独居障がい者・高齢者のみの世帯 

    ・作業内容：倒れた家具の移動、破損した食器類等の片付け、復旧作業（専門的 

     技術を要する作業を除く） 

 

６ 市有施設の点検に伴う閉館等                          

（１）閉館中の施設 

・福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）メインアリーナ・サブアリーナ、西部

体育館、湯野地区体育館（グラウンドは除く）は点検等を行い、施設の安全が確保でき

るまで当面の間臨時休館 

・飯野ＵＦＯふれあい館 ２階施設（和室）損傷のため当面の間利用停止 

※１階展示スペース、２階（浴室、湯沸室、男女トイレ）は通常営業 

（２）再開した施設 

 ・敬老センター2/22より再開 

・まちなか交流館 ２階街なか交流スペース 2/17から再開 

・中央学習センター2/25より再開 

・こむこむ館（開館、点検に伴い一部閉鎖エリアあり） 

・宮畑遺跡史跡公園体験学習施設 じょいもん 3/3より再開 

 （自動ドア破損による正面入口を閉鎖し、臨時入口を設置） 

・市民会館、さんどパーク 3/22より再開 

 

７ 災害対策本部 

（１）災害対策本部 ２月１４日 ０時１０分設置 現在設置中 

  

 



８ 応援受け入れ 

  ・令和３年３月１８日～３１日 福島県から職員派遣 

罹災証明に必要な被災家屋調査業務に、１日あたり最大１０名の応援 


