
令和３年３月２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 現在の開設避難所（１カ所）                        

    福島市働く婦人の家 

    避難者数  1世帯 ４人 

 

４ 被害状況                                 

 （１）人的被害 

    死 者     １名 

    負傷者    １３名うち重傷者２名 

 （２）住家等被害 

    全 壊        ５棟 

    大規模半壊      ３棟 

    中規模半壊     １０棟 

    半 壊       ２６棟 



    一部損壊（準半壊） ５７棟 

    一部損壊     １０６棟 

       計     ２０７棟 3/1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 3/2 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  ９０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 

  

５ 被災者等への対応状況  

（１）総合相談窓口（本庁１F）開設        （19日～） 

（２）罹災証明申請数  ４,３６７件  （3/2日現在） 

   ・交付済数    １,４４２件 

   ・交付率   ３３％ 

（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３８．２１トン（3/2日現在） 

   ・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）まで 

     ※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    ７世帯入居 

（５）被災建築物の応急危険度判定  受付：１２０件 判定 １０９件（3/3現在） 

（６）住宅の応急修理               (２月２７日～) 

   ・申請件数  ０件 

（７）災害支援物資の受入れ １２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 

 

（８）義援金等の受入れ     

  ・市災害義援金(３月１日～)    １件 １０,３７５円    

 

（９）寄付の受入れ    （２月２４日～） 

   ・ふるさと寄付金 １０２件 １,２８８,６４５円（３月２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      ９件 

内訳：全壊７件、大規模半壊０件、半壊２件 

    

（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      ６件 

    内訳：全壊６件、大規模半壊０件 

 

（14）災害援護資金貸付申請件数及び貸付金額 

・申請  ０件 

（15）災害弔慰金 

   ・申請  ０件  

（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 

・市民会館、さんどパーク、宮畑遺跡史跡公園体験学習施設″じょいもん”は当面の間、

休館 

・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） 

 

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 

 

  

  

 



【別紙】市施設の被害状況

1 男女共同参画センター
・建物に小さなひび（数か所）
・屋上のエアコン室外機のカバー損傷（１か所）

男女共同参画セン
ター

2 信陵支所
施設基礎部分、窓枠付近、屋外機械室に複数のク
ラック

管財課

3 西支所 内壁及び屋外倉庫外壁に複数のクラック 管財課
4 北信支所 階段・床コンクリートにクラック 管財課

5 吉井田支所
雨どい接合部、支所屋根、ﾎｰﾙ接合部破損
花壇・外周のレンガ・コンクリート欠損、亀裂

管財課

6 立子山支所 建物西側基礎化粧モルタル剥離 管財課
7 清水支所 外壁・内壁に複数のクラック 管財課

8 信夫支所
建物基礎部分・窓枠付近・内壁などに複数のク
ラック

管財課

9 杉妻支所 建物内壁に複数のクラック 管財課

10 キョウワグループ・テルサホール
内壁・窓・照明破損、サウナ天板落下、女子浴槽配管破損、油圧式
エレベーター故障 産業雇用政策課

11 産業交流プラザ（企画展示室）
スライディングウォール庫の扉が破損。開閉及び
施錠不能。

商工業振興課

12 産業交流プラザ（企画展示室）
バックヤードに入る扉が歪みにより閉められな
い。

商工業振興課

13 産業交流プラザ（レンタルオフィス）
上階のスプリンクラーが破損、漏水した水が下階
に浸水。天井材と床材に染み込んだことによる破
損

商工業振興課

14 産業交流プラザ（レンタルオフィス） 室内窓ガラスが破損 商工業振興課

15 アクティブシニアセンター・アオウゼ
各部屋の天井に穴、スライディングウォールが変
形し移動不可、ゴムパッキンの落下、至る所の壁
にヒビ等

商工業振興課

16 街なか交流館 天井パネルの落下 商工業振興課

17 パルセいいざか ホール天井の亀裂
観光コンベンショ

ン推進室

18 パルセいいざか ホール天井壁の一部剥離
観光コンベンショ

ン推進室

19 パルセいいざか 照明器具ボルト落下
観光コンベンショ

ン推進室

20 飯野UFOふれあい館 １F展示室天井、壁一部破損
観光コンベンショ

ン推進室

21 飯野UFOふれあい館 ボイラー室コンクリート壁一部破損
観光コンベンショ

ン推進室

22 飯野UFOふれあい館 階段部分壁一部亀裂
観光コンベンショ

ン推進室

23 飯野UFOふれあい館 ２F壁亀裂
観光コンベンショ

ン推進室

24 飯野UFOふれあい館
２F浴室、脱衣所、トイレ壁亀裂、ガラス戸のガラ
ス破損

観光コンベンショ
ン推進室

25 飯野UFOふれあい館 ２F浴室タイル破損
観光コンベンショ

ン推進室

26 飯野UFOふれあい館
２F和室空調機（天井埋込型）落下、天井ファン破
損

観光コンベンショ
ン推進室

27 飯野UFO物産館 駐車場一部亀裂
観光コンベンショ

ン推進室

28
旧堀切邸
(文化財のため文化振興課にも報告済)

新蔵建具落下
観光コンベンショ

ン推進室

29
旧堀切邸
(文化財のため文化振興課にも報告済)

施設内外壁クラック多数（程度も様々）
観光コンベンショ

ン推進室

30 土湯温泉まちおこしセンター
壁面塗装一部脱落、
壁面一部亀裂有・モルタル落下（親指程度）

観光コンベンショ
ン推進室

31 土湯温泉観光交流センター 駐車場クラック（大小多数）
観光コンベンショ

ン推進室

NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

32 土湯温泉観光交流センター 外階段クラック
観光コンベンショ

ン推進室

33 土湯温泉観光交流センター 天井一部歪み（2箇所）
観光コンベンショ

ン推進室
34 ふくしまスカイパーク 滑走路の亀裂 農業企画課

35 水原生活改善センター
・壁にひび数か所
・トイレのタイル剥がれ　1か所

農業企画課

36 茂庭多目的集会所
・天井板のずれ
・壁のひび

農業企画課

37 立子山多目的集会所 ・食器棚のガラス戸1枚破損 農業企画課

38 治山施設
法面一部崩落（小規模）
大波字荻久保入向　地内

農林整備課

39 福島市公設地方卸売市場

（青果棟ほか・建築）
軒下ボード落下７箇所、エキスパンションカバー
脱落１箇所、排気口キャップ脱落１箇所、壁亀裂
４箇所

市場管理課

40 福島市公設地方卸売市場
（青果棟ほか・電気設備）
照明器具脱落・破損９箇所

市場管理課

41 福島市公設地方卸売市場
（青果棟・建築）
排煙設備用ダクト落下３箇所

市場管理課

42 福島市公設地方卸売市場
（青果棟・機械設備）
給気用送風機ダクト支持金物落下１４箇所・外れ
４箇所

市場管理課

43 福島市公設地方卸売市場
（管理棟）
窓ガラス破損２枚

市場管理課

44 福島市公設地方卸売市場
（西関連店舗棟）
屋外地中給水管漏水１箇所

市場管理課

45 福島市公設地方卸売市場
（冷蔵庫棟）
冷凍機用冷却塔破損１基

市場管理課

46 市民会館
壁タイルの剥離、ガラスのひび割れ、天井ダクト
のずれ等

生活課

47 西口行政サービスコーナー
隣のパスポートセンターとの間にある柱を覆って
いる壁面ボードの破損。

市民課

48 旧佐久間邸 外壁及び内壁のひび割れ等 定住交流課
49 ふくしん夢の音楽堂 内壁の一部剥離、壁のひび割れ 文化振興課

50 古関裕而記念館
外壁・内壁・天井の一部ひび割れ、
入口付近タイル剥離等

文化振興課

51 宮畑遺跡史跡公園
体験学習施設の自動ドア破損（作動不能）、外構
部分の地盤沈下・歪み

文化振興課

52 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】天井板１枚　落下の恐れ
・【サブアリーナ】天井板２枚　落下
・【天井裏】吊り棒（全ねじ棒）　破損

文化スポーツ

53
ＮＣＶふくしまアリーナ
（福島市体育館・武道場）

・【弓道場】天井板ズレ、床の軋み、倉庫扉開きづらい、壁隙間
・【外構】インターロッキング破損、雨水管（縦）のズレ 文化スポーツ

54 信夫ケ丘競技場
・【屋内走路】天井モルタル破片落下
・【スタンド】階段タイル破損、給排水管配管ズレ
・【倉庫】シャッター破損

文化スポーツ

55 信夫ケ丘球場 ・【スコアボード】国旗掲揚用の天板破損 文化スポーツ

56 中央市民プール
・【女子更衣室】洗面台本体および配管破損（ロッ
カー転倒により）

文化スポーツ

57 森合市民プール
・【管理棟周辺】インターロッキング破損
・【プールサイド】クラック
・【管理棟】正面入口左側壁面クラック、女子更衣室および洗面所の照明器具　各１基
落下

文化スポーツ

58 庭球場（森合）
・【管理棟】基礎部クラック、天井つなぎ目の金属板歪み
・【コートサイド】つなぎ目クラック
・【防球ネット】基礎コンクリート破損
・【駐車場】クラック

文化スポーツ



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

59 十六沼公園サッカー場
・【コート外南側通路】アスファルトクラック
・【天然芝コート防球ネット】支柱基礎部

文化スポーツ

60 飯坂野球場 ・【スタンド】クラック 文化スポーツ

61 西部体育館 ・【アリーナ】天井ボード（ケイカル板）破片落下 文化スポーツ

62 湯野地区体育館
・【２Ｆ】筋交い断絶
・【２Ｆ】内壁落下

文化スポーツ

63 飯野地区体育館 ・【ロビー】ガラスひび割れ 文化スポーツ

64 焼却工場 空気配管破損
あぶくまクリーン

センター

65 資源化工場 天井・壁ボート破損
あぶくまクリーン

センター

66
福島市飯野地域福祉センター
福島市飯野デイサービスセンター（合
築）

建物全体、廊下、各部屋の天井や壁との結合箇所に亀裂、壁紙がはがれる。
時計、石膏ボードの破片、断熱材のようなものがあちこちに落下。
ボイラー室の温水ポンプが水漏れ。

長寿福祉課

67 福島中央デイサービスセンター
小浴室壁に亀裂、一部タイルが剥がれ落ちている。ひび割れしたタ
イルはシリコンで補修。
・デイ入口浸水（保健所スプリンクラー作動によるもの）

長寿福祉課

68 福島市春日町デイサービスセンター
浴室のタイル壁にせり出し。
・デイ入口手摺　アスファルトひび。

長寿福祉課

69 福島わたりふれあいセンター
・視聴覚室、集会室・・・天井材一部剥離　・階
段室・・・壁タイル一部剥離

長寿福祉課

70 福島市老人福祉センター トイレ配管水漏れ 長寿福祉課

71 福島市保健福祉センター
６階スプリンクラー設備配管破損により
各階浸水被害

保健所総務課

72 （建　築）
天井崩落、躯体割れ、壁塗装、外構インターロッ
キング沈下、

保健所総務課

73 エレベータ ２基 浸水により使用不可 保健所総務課
74 （機　械） ６階スプリンクラー系統配管断裂 保健所総務課
75 （電　気） 6階　浸水・天井崩落により照明設備使用不可 保健所総務課
76 各フロア 照明設備一部浸水 保健所総務課
77 床面誘導灯 10個　浸水により使用不可 保健所総務課

78
５階大会議室調光機盤 浸水により使用不可（付随
する設備も一部使用不可）

保健所総務課

79 検査棟 自動細菌同定検査装置（1台） 衛生課
80 検査棟 液体クロマトグラフ（1台） 衛生課
81 検査棟 超音波ピペット洗浄機（1台） 衛生課
82 検査棟 その他器具 衛生課
83 犬猫保護施設 キャリー 衛生課
84 渡利保育所 西側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
85 渡利保育所 北側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
86 笹谷保育所 調理室　壁・天井破損 幼稚園・保育課
87 笹谷保育所 ３歳児保育室　床隆起 幼稚園・保育課
88 笹谷保育所 所庭　亀裂 幼稚園・保育課
89 杉妻保育所 北側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
90 杉妻保育所 調理室　壁・天井破損 幼稚園・保育課
91 余目保育所 玄関　壁破損 幼稚園・保育課
92 平野保育所 ３歳児保育室　床へこみ 幼稚園・保育課
93 東浜保育所 職員用トイレ　壁破損 幼稚園・保育課
94 東浜保育所 玄関　掲示板落下 幼稚園・保育課
95 東浜保育所 一時預かり用保育室　壁破損 幼稚園・保育課
96 東浜保育所 南側壁面　亀裂 幼稚園・保育課
97 蓬莱第二保育所 駐車場　犬走と地面間の亀裂 幼稚園・保育課
98 御山保育所 事務室キャビネット　ガラス破損 幼稚園・保育課
99 飯野あおぞら保育所 ４歳児保育室エアコン　支柱ズレ 幼稚園・保育課

100 飯野あおぞら保育所 所庭フェンス　土台亀裂 幼稚園・保育課
101 飯野あおぞら保育所 花壇ブロック　亀裂 幼稚園・保育課
102 飯野あおぞら保育所 ソーラーシステム調節指示器　非表示 幼稚園・保育課
103 ふくしま中央認定こども園 炊飯器　落下による破損 幼稚園・保育課
104 ふくしま中央認定こども園 春日園舎０歳児保育室　床へこみ 幼稚園・保育課



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

105 ふくしま中央認定こども園 春日園舎外壁　亀裂 幼稚園・保育課
106 ふくしま中央認定こども園 春日園舎壁　破損 幼稚園・保育課
107 ふくしま中央認定こども園 春日園舎職員用トイレ　壁破損 幼稚園・保育課
108 ひらの認定こども園 幼児用トイレ入り口　壁亀裂あり 幼稚園・保育課
109 ひらの認定こども園 屋根瓦　１枚落下 幼稚園・保育課
110 いいの認定こども園 遊戯室非常灯　天井からの突出 幼稚園・保育課
111 いいの認定こども園 物置の扉　破損（３ヵ所） 幼稚園・保育課

112 渡利児童センター 天井、壁に一部損傷 こども政策課

113 本内西町排水路 ブロック塀倒壊　L=11.2m 河川課
114 準用河川境川 護岸ブロック損傷　L=10m 河川課

115
市道　野田・森合線
森合字中谷地地内

舗装亀裂　L=6.3m
側溝、集水桝破損　L=9m

道路保全課

116
市道　泉・前原線
南矢野目字中屋敷地内

舗装版破損　L=2m　W=3.5m 道路保全課

117
市道　庄司・三条院線
御山字庄司地内

舗装版破損　L=2.2m　W=3.5m 道路保全課

118
市道　福島北54号線
笹谷字谷地前地内

舗装版破損　L=9.7m　W=4.95m 道路保全課

119
市道　小松原・畑田線
森合字東上古屋地内

舗装破損　L=3.5m　W=3.6m
側溝破損　L=4m

道路保全課

120
市道　小松原・畑田線
森合字東上古屋地内

集水桝破損　N=1箇所 道路保全課

121
市道　小松原・畑田線
森合字小松原地内

集水桝破損　N=1箇所 道路保全課

122
市道　森合町・台線
森合字川前地内

舗装亀裂・段差　L=1.4m　W=4.1m 道路保全課

123
市道　樋口・御仮家線
鎌田字舟戸地内（橋本橋）

舗装亀裂1箇所　L=5m　W=0.1m
側溝破損　L=4m

道路保全課

124
市道　鎌田・笹谷線
鎌田字舟戸地内（鎌田大橋）

伸縮装置コンクリート破損3箇所
L1=0.85m　L2=0.75m　L3=0.30m

道路保全課

125
市道　八剣町・鳥谷下線
御倉町地内（天神橋）

伸縮装置破損（歩車道境界ブロック部）3箇所
舗装段差1箇所  L=1.3m　W=0.03m

道路保全課

126
市道　方木田・太田町線
方木田字葉ノ木立地内（あづま橋）

歩道タイル隆起1箇所
地覆部ひび割れ4箇所  Wmax=0.02m

道路保全課

127
市道　野田町・森下線
野田町四丁目地内（久保田跨線橋）

階段ブロック浮き上がり3箇所
階段基部コンクリート破損1箇所

道路保全課

128
市道　南町・浅川線
市道　西久保・清水内線
黒岩字清水内　外地内

舗装破損　L=45m 道路保全課

129
市道　蓬莱町74号線
蓬莱町4丁目地内

舗装版破損　L=100m
側溝破損　L=11.2m

道路保全課

130
市道　南福島弥生15号線
黒岩字弥生地内

舗装破損　L=45m 道路保全課

131
市道　沼ノ上6号線
伏拝字沼ノ上地内

舗装破損　L=2m  W=3.6m
舗装亀裂　L=3.6m

道路保全課

132
市道　南六角・沼ノ上線
伏拝字沼ノ上地内

舗装破損　L=30m  W=6m 道路保全課

133
市道　沼ノ上1号線
伏拝字沼ノ上地内

舗装破損　L=30m 道路保全課

134
市道　蓬莱町・杉ノ内線
市道　蓬莱町97号線
蓬莱町1丁目外地内

道路亀裂　L=2.5m　約30箇所
舗装破損　歩道部A=16㎡

道路保全課

135
市道　南町・浅川線
伏拝字沼ノ上地内

道路亀裂・一部沈下　L=40m 道路保全課

136
市道　南町・浅川線
蓬莱町1丁目地内

道路亀裂・段差
L=10m　L=7m　L=15m  L=7m

道路保全課

137
市道　蓬莱町41号線
蓬莱町5丁目地内

道路亀裂　L=4.2m
側溝段差　L=1.2m

道路保全課

138
市道　蓬莱町74号線
蓬莱町4丁目地内

道路破損　L=12.8m  W=5.4m 道路保全課
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139
市道　桜台14号線
田沢字桜台地内

道路破損　L=7.4m  W=5m 道路保全課

140
市道　小倉寺・大森線
黒岩字田部屋地内（田部屋橋）

歩道平板ブロック段差　3箇所
h=0.02m

道路保全課

141
市道　南町・浅川線
伏拝字台田地内（濁川橋歩道橋）

歩道舗装陥没　1箇所
W=2m　H=0.05m

道路保全課

142
市道　月夜田・上大久保線
飯野町大久保字仲窪地内

側溝破損　L=3m 道路保全課

143
市道　上箱屋・小武木線
飯野町青木字宮向地内

舗装破損　L=30m　W=1.8m～3.2m 道路保全課

144
市道　笠松・石高山線
立子山字内ノ馬場地内

道路陥没（片側通行止）
L=5m　W=1.55m

道路保全課

145
市道　若ノ内・雪舟田線
立子山字月山地内

舗装破損
L=22m　W=1m

道路保全課

146
市道　上池線
飯野町大久保字上小池地内

舗装破損
L=20.6m　W=1.4m～4.5m

道路保全課

147
市道　下染屋・大沢線
大波字相ノ塚地内

モルタル法面剥離　L=7m  L=2.5m 道路保全課

148
市道　佐原・微温湯線
佐原字竹ノ森地内

舗装亀裂  L=6m　W=4.8m　L=2.5m　W=4.9m
法面崩落　L=16.5m H=2.2m

道路保全課

149
市道　下染屋・大沢線
土湯温泉町字杉ノ下地内

舗装破損（側溝との隙間）、段差　L=15.6m 道路保全課

150
市道　佐原・微温湯線
土湯温泉町字油畑地内

落石による防護ネット破損  L=20m 道路保全課

151
市道　河原・大道線
飯坂町湯野字一口坂地内

舗装亀裂　L=24m　W=1.9m～2.3m
ひび割れ　W=0.02m　H=0.05m

飯坂支所

152
市道　西堀切・藤沢田線
飯坂町字笠松地内

法面崩壊　L=5m　H=5m 飯坂支所

153
市道　内畑・古河岩線
飯坂町字古河岩地内（1）

舗装版破損・段差  L=4.8m　W=1.5m
ひび割れ　W=0.02m  H=0.05m

飯坂支所

154
市道　内畑・古河岩線
飯坂町字古河岩地内（2）

舗装版破損・段差  L=18m　W=2m
ひび割れ　W=0.02m  H=0.05m

飯坂支所

155
市道　内畑・古河岩線
飯坂町字古河岩地内（3）

舗装版破損・段差  L=20m　W=1m
ひび割れ　W=0.02m  H=0.05m

飯坂支所

156
市道　内畑・古河岩線
飯坂町字古河岩地内（4）

舗装版破損・段差  L=18m　W=3m
ひび割れ　W=0.02m  H=0.05m

飯坂支所

157
市道　赤坂山・宮ノ前線
飯坂町茂庭字遠西地内

舗装亀裂　L=10m　W=5.4m
ひび割れ　W=0.03m　H=0.06m～0.2m

飯坂支所

158
市道　櫛ケ峯線
飯坂町湯野字櫛ケ峯地内

落石　L=15m　W=10m 飯坂支所

159
市道　橋本・町尻線
飯坂町湯野字寺町　外地内

舗装亀裂・破損  L=100m　W=3.7m 飯坂支所

160
市道　古舘・中赤舘線
飯坂町字一本松　外地内

歩道舗装の沈下（インターロッキング）
L=40m　W=2m

飯坂支所

161
市道　町裏・峯道線
松川町浅川字町裏地内

道路路肩・法面崩落　L=14m 松川支所

162
市道　坂上・竹柄窪線
松川町水原字上足坂地内

舗装亀裂  L=3.5m　W=3.2m 松川支所

163
市道　小谷地・右輪台線
松川町水原字上足坂地内

舗装亀裂  L=3m　W=4m　4箇所 松川支所

164
市道　南町・浅川線
松川町浅川字宝器松地内（医大大橋）

舗装破損（歩道部）  L=3.7m　W=3m
L=2.7m　W=3m

松川支所

165
市道　佐久間・西原山線
松川町下川崎字西原山地内（川原田跨線橋）

舗装破損（歩道部）  L=1.8m　W2.5m　2箇所 松川支所

166
市道　北谷地・経塚線
大森字経塚地内

舗装破損  L=5m　W3m
集水桝破損　N=1箇所

信夫支所

167
市道　永井川・大森線
大森字下原田地内

側溝隆起　L=8m 信夫支所

168
市道　永井川・大森線
大森字下原田地内

集水桝破損　N=2箇所 信夫支所
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169
市道　永井川・大森線
永井川字北谷地地内

舗装亀裂　L=3m 信夫支所

170
市道　日ノ下・北谷地線
永井川字北谷地地内

舗装亀裂　L=4m 信夫支所

171
市道　町田・杉ノ内線
小田字日請内前地内

舗装陥没　L=12m　W=6m
L=11m　W=6m

信夫支所

172
市道　松木下1号線
永井川字松木下地内

舗装亀裂　L=3m 信夫支所

173
市道　三斗内・街道北線
上鳥渡字街道南地内

舗装亀裂　W=2m～3m　3箇所 信夫支所

174
市道　新町1号線
下鳥渡字新町地内

舗装亀裂　W=3m　3箇所 信夫支所

175
市道　滝ノ前・家中内前線
大森字竹ノ内地内

側溝破損　L=10m 信夫支所

176
市道　沢田・雷線
永井川字沢田地内

舗装亀裂　W=5.5m 信夫支所

177
市道　久保内15号線
大森字久保内地内

舗装亀裂　W=4m 信夫支所

178
市道　上谷地・鍋谷地線
成川字上谷地地内

路面崩落　L=3m　H=1m 信夫支所

179 あさひ台公園
公園内地面にひび　L=13.0m
利用には支障ないが、民地に隣接しており、安全確認のため伸縮計
を設置（経過観察）

公園緑地課

180 御倉邸
石灯篭　１基倒壊　設置業者で無償復旧
邸内の土壁にひび数ヶ所（運営に問題なし） 公園緑地課

181 衛生処理場
処理水圧送ポンプ配管　漏水
運転に支障なし

下水道管理セン
ター

182 堀河終末処理場
雨水ポンプ場外部エキスパンションカバー外れ
運転に支障なし

下水道管理セン
ター

183 福島第三小学校外１６校 学校一般備品破損 教育総務課
184 福島第二小学校外１８校 学校教材備品破損 学校教育課

185
福島第三小学校外２６校園
（小学校１８校・中学校７校・幼稚園２
園）

エキスパンジョイント破損（改修）、建物周辺部
不陸発生調整等

教育施設管理課

186 東部学校給食センター外１センター 排水管漏水、内壁破損等 教育施設管理課

187 中央学習センター外８館（分館含） 壁・天井クラック、犬走部亀裂等補修 生涯学習課

188 こむこむ館 ＮＨＫとの境損傷、内壁亀裂 生涯学習課
189 福島市立図書館 窓ガラス、書架転倒防止用固定器具破損等 市立図書館
190 本部・福島消防署 外壁・内壁亀裂、西車庫壁面亀裂 消防総務課
191 飯坂消防署 外壁亀裂、油庫床面亀裂 消防総務課
192 飯坂消防署東出張所 玄関・車庫・風呂場に亀裂 消防総務課

193 福島南消防署
外壁亀裂、玄関前タイル破損
アスファルト舗装亀裂

消防総務課

194 福島南消防署信夫分署
コンクリート舗装、外壁亀裂、西車庫外壁亀裂、
シャッター一部破損

消防総務課

195 福島南消防署杉妻出張所 車庫シャッター破損 消防総務課

196 第２分団屯所車庫
外壁亀裂、屯所側シャッター開閉不能
基礎柱亀裂、建物全体的に歪み

消防総務課

197 第３分団２部八島町車庫 ＣＢ造外壁亀裂、シャッター開閉不能 消防総務課

198 第７分団（渡利）１部西ノ内屯所車庫 基礎部分亀裂 消防総務課

199 第７分団（渡利）４部車庫 車庫シャッター脇基礎亀裂 消防総務課
200 第８分団（杉妻）１部堰下屯所車庫 シャッター脇壁亀裂 消防総務課

201 第８分団（杉妻）４部町ノ内屯所車庫 基礎亀裂 消防総務課

202
第１１分団（鎌田）３部北街道下屯所
車庫

外壁亀裂、２階屯所建具ガラス破損
トイレベンチレーター及び配管破損

消防総務課

203 第１１分団（鎌田）４部芳堀屯所車庫 水道管破損、漏水 消防総務課

204
第１２分団（瀬上）３部向瀬上屯所車
庫

階段基礎部分亀裂 消防総務課



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

205 第１２分団（瀬上）４部幸町屯所置場 基礎剥離、車庫前亀裂 消防総務課

206
第１８分団（土湯）２部悪戸尻屯所車
庫

車庫前アスファルト舗装割れ 消防総務課

207 第２０分団（立子山）１部内蔵場置場 外壁亀裂、落下 消防総務課

208
第２０分団（立子山）１部宮畑屯所車
庫

外壁一部落下、屋根瓦ずれ 消防総務課

209
第２０分団（立子山）２部竹ノ下屯所
車庫

外壁亀裂 消防総務課

210
第２０分団（立子山）３部上舘屯所車
庫

外壁亀裂 消防総務課

211 第２２分団（野田町）屯所車庫 塗装剥離 消防総務課

212
第２３分団（飯坂）１部五倫田屯所車
庫

シャッター脇基礎破損 消防総務課

213 第２３分団（飯坂）４部小川屯所車庫 外壁亀裂剥離 消防総務課

214
第２７分団（東湯野）１部内畑屯所車
庫

外壁亀裂一部剥離、屋根瓦ずれ 消防総務課

215
第２９分団（松川）３部竹ノ内屯所車
庫

車庫前・玄関コンクリート基礎破損。 消防総務課

216 第２９分団（松川）３部金山屯所車庫 外壁亀裂 消防総務課

217
第３０分団（金谷川）１部幸道屯所車
庫

シャッター歪み 消防総務課

218 第３３分団（大森）１部高畑屯所車庫 シャッター歪み、水道管漏水 消防総務課

219
第３４分団（鳥川）１部五反田屯所車
庫

東側ＧＬ沈下、亀裂 消防総務課

220
第３６分団（野田）５部萱場東屯所置
場

外壁亀裂 消防総務課

221
第４３分団（明治）２部南小戸明利車
庫

基礎亀裂剥離 消防総務課

222
施設管理センター敷地内　給水課・経
理課倉庫

ガラス破損３枚 水道総務課

223 宮代水源ポンプ所 ガラスひび１枚 水道総務課


