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令和３年２月１３日 福島県沖地震 被害状況等⑨ 

福島市災害対策本部 

令和３年２月２５日（木）１０時現在 

 

１ 地震情報 

（１）発生時刻 ２月１３日 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 自主避難所開設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カ所開設 

15：00 自主避難所 ２カ所閉鎖 １カ所開設 

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 １カ所開設 

   ２月２４日 10：00 避難者数 22人 

 
 

３ 開設避難所（１カ所） 

   働く婦人の家（ふくしん夢の音楽堂併設） 

 

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 被 害： 全壊    ２棟（17世帯） 

大規模半壊 １棟 

中規模半壊 ３棟 

半壊   １３棟 

準半壊  １８棟 

一部損壊 ４８棟 

計８５棟 2/24現在 家屋調査結果 

ブロック塀倒壊５５カ所 
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（３）市施設被害： 別添のとおり 2/24 13時現在 

（４）停    電： なし（最大時 18,400世帯 2/14 0：00） 

（５）ライフライン切断等：水道 断水なし、漏水なし 

（発生数： 断水 243戸 漏水 89カ所） 

 

５ 被災された方への支援 

（１）被災建築物の応急危険度判定を実施します。（97件 受付、90 件 実施 2/24現在） 

  応急危険度判定は、地震により被害を受けた建物について、その後の余震等によ

る倒壊、転落、落下物の危険性を判定するものです。 

  判定を受けたい方は下記までご連絡ください。 

  【問】開発建築指導課 024-525-3764 

（２）倒壊したブロック塀等の処理について 

  令和 3年 2月 13日福島県沖地震により倒壊したブロック塀等の処理につきまして

は、ごみ減量推進課へご相談ください。 

なお、ごみ集積所へ出すこと、クリーンセンターへの自己搬入（持ち込み）はで

きません。 

道路等交通の安全確保を最優先していただきますようお願いいたします。 

  【問】ごみ減量推進課 024-525-3744 

（３）総合相談窓口の設置（罹災証明書の申請受付含む） 

  総合相談窓口を下記のとおり開設いたします。 

  罹災証明書の申請についても受付いたします。 

① 受付日時： 令和３年２月１６日から 受付時間 午前９時～午後４時３０分 

② 受付場所： 福島市役所１階市民情報室内 

③ 電    話:  ０２４－５７２－５８３５（専用回線） 

            対応日時は窓口開設時間と同様です。 

 

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 
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・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 交通規制等 

（１）道路 規制なし 

（２）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 

（３）高速道路 規制なし 

 

８ 被災者等への対応状況 

（１）罹災証明申請数  2,914件（24日現在） 

   ・交付済み数    891件 

   ・交付率      30.6% 

（２）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２８．０２トン（22日現在） 

    搬入方法：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月中旬予定 

    ※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） 

   【問】ごみ減量推進課  024-525-3744 

（３）災害支援物資の受入れ 

  ・受入件数 １件（ヨークベニマル：食料品）（24日現在） 

（４）寄付の受入れ 

  ・ふるさと寄付金 101件 1,231,645円 （24日現在） 

（５）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 
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   健康相談   延べ 22世帯 35人 

   感染対策指導 延べ 10カ所 

（６）被災者生活再建支援金の受付を開始 

   災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて

支援金が支給されます。 

  【対象となる方】 

居住する住宅が｢全壊｣、｢大規模半壊｣、｢中規模半壊｣のり災証明を受けた世帯

の世帯主 

    【問】地域福祉課 TEL 024-525-3760  

   

（７）災害見舞金の受付開始 

   住家が半壊以上の判定を受けた世帯の世帯主へ支給 

 

   【問】地域福祉課 TEL 024-525-3760 

 

 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にてマッチング（16日～） 

  ・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づけ、復旧作業（専門的

技術を要する作業を除く） 



【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 福島テルサ

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

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

NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課
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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 壁面の剥離、壁のひび割れ 文化振興課
50 古関裕而記念館 看板ひび割れ、２Ｆ天井ひび割れ 文化振興課
51 草心苑 隣接飲食店の塀が倒壊 文化振興課
52 宮畑遺跡史跡公園 歩道の歪み、自動ドア故障等 文化振興課

53 焼却工場 空気配管破損
あぶくまクリー
ンセンター

54 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

55
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

56 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

57 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

58 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

59 福島市老人福祉センター トイレ配管水漏れ 長寿福祉課

60 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

61 渡利保育所 西側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
62 渡利保育所 北側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
63 笹谷保育所 調理室　壁・天井破損 幼稚園・保育課
64 笹谷保育所 ３歳児保育室　床隆起 幼稚園・保育課
65 笹谷保育所 所庭　亀裂 幼稚園・保育課
66 杉妻保育所 北側ブロック塀　破損 幼稚園・保育課
67 杉妻保育所 調理室　壁・天井破損 幼稚園・保育課
68 余目保育所 玄関　壁破損 幼稚園・保育課
69 平野保育所 ３歳児保育室　床へこみ 幼稚園・保育課
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70 東浜保育所 職員用トイレ　壁破損 幼稚園・保育課
71 東浜保育所 玄関　掲示板落下 幼稚園・保育課
72 東浜保育所 一時預かり用保育室　壁破損 幼稚園・保育課
73 東浜保育所 南側壁面　亀裂 幼稚園・保育課
74 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
75 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
76 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
77 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
78 飯野あおぞら保育所 花壇ブロック　亀裂 幼稚園・保育課
79 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
80 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
81 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
82 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
83 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
84 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
85 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
86 ひらの認定こども園 屋根瓦　１枚落下 幼稚園・保育課
87 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
88 いいの認定こども園 物置の扉　破損（３ヵ所） 幼稚園・保育課
89 渡利児童センター 天井、壁に一部損傷 こども政策課
90 本内西町排水路 ブロック塀倒壊　L=11.2m 河川課
91 準用河川境川 護岸ブロック損傷　L=10m 河川課

92
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

93
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

94
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

95
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

96
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

97
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

98
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

99
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

100
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

101
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

102
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

103
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

104
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

105
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

106
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

107
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

108
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

109
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

110
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



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

111
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

112
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

113
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

114
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

115
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

116
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

117
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

118
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

119
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

120
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

121
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

122
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

123
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

124
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

125
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

126
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

127
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

128
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

129
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

130
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

131
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

132
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

133
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

134
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

135
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

136
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

137
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

138
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

139
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

140
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



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

141
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

142
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

143
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

144
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

145
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

146
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

147
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

148
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

149
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

150
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

151
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

152
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

153
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

154
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

155
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

156 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

157 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

158 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

159 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

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

162
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

163 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

164 中央学習センター外１５館（分館含） 壁・天井クラック、犬走部亀裂等補修 生涯学習課

165 こむこむ館 ＮＨＫとの境損傷、内壁亀裂 生涯学習課
166 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
167 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
168 飯坂消防署 外壁亀裂、油庫床面亀裂 消防総務課
169 飯坂消防署東出張所 玄関・車庫・風呂場に亀裂 消防総務課

170 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

171 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

172 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

173 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

174 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

175 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



NO 施設名称 被  害  状  況　等 担当課

176 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
177 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

178 第８分団（杉妻）４部町ノ内屯所車庫 基礎亀裂 消防総務課

179
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

180 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

181
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

182 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

183
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

184 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

185
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

186
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

187
第２０分団（立子山）３部上舘屯所車
庫

外壁亀裂 消防総務課

188 第２２分団（野田町）屯所車庫 塗装剥離 消防総務課

189
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

190 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

191
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

192
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

193 第２９分団（松川）３部金山屯所車庫 外壁亀裂 消防総務課

194
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

195 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

196
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

197
第３６分団（野田）５部萱場東屯所置
場

外壁亀裂 消防総務課

198
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

199
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

200 宮代水源ポンプ所 ガラスひび１枚 水道総務課


