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Ⅱ 本市の災害対応状況 
１ 経過(平成 23年 3月 11日から 5月 9日まで) 

 

平成２３年３月１１日（金）１４時４６分 

震度６弱（三陸沖の深さ２０km、マグニチュード９．０）の地震発生、以降、震源地を

変えながら余震が継続 

■３月１１日（金） 

 １４時５０分  災害対策本部設置 

  １５時頃    福島学院大学 2階倒壊で負傷者発生(軽傷) 

          森合、丸子で火災発生 

          天神橋、鎌田大橋の橋脚にひびが入る 

          森合ガード下が冠水 

          駅前歩道等通行止め 

          公共施設等に被害多数発生 

          （市民会館や各支所等でガラス破損及び壁のひび割れ等、国体記念体育館の

天井崩れ、その他） 

          けが人搬送１５名程度 

          JR新幹線が福島トンネル付近で停車、乗客約千名が取り残される 

  １６時頃    支所･学校等に避難が始まる 

          あさひ台団地（伏拝）で法面崩壊、国道４号に土砂が流出して自動車３台が

巻き込まれる 

  １５時４５分  第２回災害対策本部会議 

  １６時４０分  第３回災害対策本部会議 

  １６時４５分  あさひ台法面崩壊、家屋倒壊により自衛隊派遣要請、避難指示発令 

  １８時００分  第４回災害対策本部会議 

  １９時２０分  福島学院大学負傷者３名救助（軽傷） 

  １９時３０分  第５回災害対策本部会議 

          市内全域で断水発生、約１５万戸停電 

  ２１時００分  第６回災害対策本部会議 

  ２２時００分  第７回災害対策本部会議 

           避難者４，７３２名 

  ２３時００分  第８回災害対策本部会議 

  ２３時２５分  城山（大森）西側の地滑り 

により２３戸が自主避難 

■３月１２日（土） 

  ０時１５分  第９回災害対策本部会議 

  ６時頃    給水車による給水活動開始 

  ７時２０分  第１０回災害対策本部会議 

  ９時００分  第１１回災害対策本部会議 

  ９時４０分  災害ボランティアセンター開設（東庁舎１Ｆ） 

   １０時００分  第１２回災害対策本部会議 

   １２時００分  第１３回災害対策本部会議 

          パン等の供給物資が届き始める 

          市外からの避難者が到着始める 

          相互応援協定締結の荒川区からの救援物資が到着 

  １８時００分  第１４回災害対策本部会議 
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   ２１時００分  第１５回災害対策本部会議 

■３月１３日（日） 

  ７時００分  第１６回災害対策本部会議 

 １１時４５分  第１７回災害対策本部会議 

 １５時００分  第１８回災害対策本部会議 

 １８時００分  第１９回災害対策本部会議 

  ２２時１０分  相互応援協定締結のさいたま市から救援物資が到着 

■３月１４日（月） 

  ８時００分  第２０回災害対策本部会議 

  ９時００分  地震によるガレキや粗大ゴミなどの仮置き場を開設 

         （福島工業団地、松川工業団地、福島研究公園） 

          生活系ゴミは１４日から通常通り収集 

 １３時００分  第２１回災害対策本部会議（危険家屋の危険度判定等） 

 １７時００分  第２２回災害対策本部会議 

   １９時００分  第２３回災害対策本部会議 

■３月１５日（火） 

  ８時００分  第２４回災害対策本部会議 

 １１時３０分  第２５回災害対策本部会議 

 １５時００分  第２６回災害対策本部会議 

 １９時００分  第２７回災害対策本部会議 

■３月１６日（水） 

  ８時００分  第２８回災害対策本部会議 

 １１時３０分  第２９回災害対策本部会議 

 １５時００分  第３０回災害対策本部会議（義援金等の受付等） 

 １８時００分  第３１回災害対策本部会議 

■３月１７日（木） 

  ８時３０分  生活安定総合相談窓口を開設（１Ｆ） 

  ９時００分  第３２回災害対策本部会議 

 １１時３０分  第３３回災害対策本部会議 

 １５時００分  第３４回災害対策本部会議 

 １８時００分  第３５回災害対策本部会議 

■３月１８日（金） 

  ８時００分  飯坂温泉共同浴場を当面の間無料開放 

  ９時００分  第３６回災害対策本部会議 

 １１時３０分  第３７回災害対策本部会議 

 １５時００分  第３８回災害対策本部会議 

  １８時００分  第３９回災害対策本部会議 

  １８時００分  国道４号線片側１車線暫定開通 

■３月１９日（土） 

   ９時００分  第４０回災害対策本部会議 

  １５時００分  第４１回災害対策本部会議 

■３月２０日（日） 

  ９時００分  第４２回災害対策本部会議 

 １５時００分  第４３回災害対策本部会議 

■３月２１日（月） 

  ９時００分  第４４回災害対策本部会議 

 １４時００分  放射能に関する講演会 

           「福島原発事故の放射能健康リスクについて」 
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             会場：福島テルサ 

             講師：長崎大学大学院 

               山下 俊一教授、高村 昇 教授 

 １５時００分  第４５回災害対策本部会議 

■３月２２日（火） 

  ９時００分  第４６回災害対策本部会議 

  １５時００分  第４７回災害対策本部会議 

■３月２３日（水） 

  ９時００分  第４８回災害対策本部会議 

 １５時００分  第４９回災害対策本部会議 

■３月２４日（木） 

  ９時００分  第５０回災害対策本部会議 

 １５時００分  第５１回災害対策本部会議 

■３月２５日（金） 

  ８時４５分  第５２回災害対策本部会議 

 １５時２５分  第５３回災害対策本部会議 

■３月２７日（日） 

  ９時００分  第５４回災害対策本部会議 

■３月２８日（月） 

   ９時００分  第５５回災害対策本部会議 

  １５時００分  第５６回災害対策本部会議 

■３月２９日（火） 

  ９時００分  第５７回災害対策本部会議 

 １５時００分  第５８回災害対策本部会議 

■３月３０日（水） 

  ９時００分  第５９回災害対策本部会議 

 １５時００分  第６０回災害対策本部会議 

■３月３１日（木） 

  ９時００分  第６１回災害対策本部会議 

 １５時００分  第６２回災害対策本部会議 

■４月 １日（金） 

  ９時００分  第６３回災害対策本部会議 

 １５時００分  第６４回災害対策本部会議 

■４月 ２日（土） 

 １５時００分  第６５回災害対策本部会議 

■４月 ４日（月） 

 １５時００分  第６６回災害対策本部会議 

■４月 ５日（火） 

 １５時００分  第６７回災害対策本部会議 

■４月 ６日（水） 

 １５時００分  第６８回災害対策本部会議 

■４月 ７日（木） 

  １５時００分  第６９回災害対策本部会議 

 

平成２３年４月７日（木）２３時３２分 

震度５強（牡鹿半島の東４０km付近、深さ約４０ｋｍ付近、 

マグニチュード７．４）の余震発生 
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■４月 ８日（金） 

  ０時４０分  第７０回災害対策本部会議 

         市内中心部等で停電 

         本庁舎、学習センター等に市民の避難あり。 

         松川支所２階壁崩れ、信夫支所２階会議室壁崩れ等の報告あり。 

  １時２０分  第７１回災害対策本部会議 

         市民会館第２ホール天井に亀裂 

         飯坂温泉集会所男湯の壁落下等の報告あり。 

  １時５７分  東北電力福島営業所管内で４，０７７戸停電したが全面復旧 

  ８時３０分  第７２回災害対策本部会議 

         東北道、泉～水沢通行止（県内通行可） 

          山形新幹線、奥羽本線終日運転見合わせ 

          東北線黒磯～一ノ関終日運転見合わせ 

          福島交通バス通常運行 

          福島ガス被害なし 

          水道、蓬莱地区１箇所で漏水、直ちに処理。 

  １５時００分  第７３回災害対策本部会議 

          Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）、飯野ＵＦＯふれあい館、東部勤労者研修センター、

西部勤労者研修センター、コラッセふくしま、茂庭多目的集会所、北信中、

飯坂温泉で旅館３件、高湯温泉で複数の旅館に被害あり。 

■４月 ９日（土） 

   １５時００分  第７４回災害対策本部会議 

          国道４号、国道３９９号線、大仏橋 異常なし 

■４月１１日（月） 

  １５時００分  第７５回災害対策本部会議 

          高速道路  全線開通  

山形新幹線 福島～新庄間運転再開 

          奥羽本線  福島～米沢間運転再開 

平成２３年４月１１日（月）１７時１６分 

震度４（福島県浜通り深さ約６km、マグニチュード７．０）の余震発生 

■４月１２日（火） 

   １５時００分  第７６回災害対策本部会議 

          市内道路 異常なし 

           東北本線 福島～東京間臨時ダイヤ運行開始 

           あさひ台 避難者に対する説明会実施 

■４月１３日（水） 

   １５時００分  第７７回災害対策本部会議 

■４月１４日（木） 

   １５時００分  第７８回災害対策本部会議 

■４月１５日（金） 

   １５時００分  第７９回災害対策本部会議 

           あさひ台 臨時給水所２箇所増設（計３箇所） 

給水開始 

■４月１６日（土） 

  １５時００分  第８０回災害対策本部会議 

 

 



 

 

- 7 - 
 

■４月１８日（月） 

   １５時００分  第８１回災害対策本部会議 

           原乳にかかる出荷制限解除（４月１６日付） 

           露地栽培の原木シイタケにかかる出荷自粛 

■４月１９日（火） 

   １５時００分  第８２回災害対策本部会議 

           あさひ台 現場状況説明会実施 

■４月２０日（水） 

    ９時００分  南相馬市福島市出張所を福島市役所９階に開設 

１５時００分  第８３回災害対策本部会議 

■４月２１日（木） 

   １５時００分  第８４回災害対策本部会議 

■４月２２日（金） 

   １５時００分  第８５回災害対策本部会議 

■４月２３日（土） 

  １５時００分  第８６回災害対策本部会議 

■４月２５日（月） 

   １５時００分  第８７回災害対策本部会議 

           ＪＲ東日本 東京～仙台間４４往復運行開始 

■４月２６日（火） 

   １５時００分  第８８回災害対策本部会議 

■４月２７日（水） 

   １５時００分  第８９回災害対策本部会議 

■４月２８日（木） 

   １５時００分  第９０回災害対策本部会議 

           国道４号線（伏拝地区）４車線化 

           国道４号線（大仏橋）下り線通行規制解除 

           阿武隈急行 福島～瀬上間再開 

■４月３０日（土） 

   １５時００分  第９１回災害対策本部会議 

■５月 ２日（月） 

   １５時００分  第９２回災害対策本部会議 

■５月 ６日（金） 

   １５時００分  第９３回災害対策本部会議 

■５月 ９日（月） 

   １５時００分  第９４回災害対策本部会議 

※(以下省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


