
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3月 発行 仙台市危機管理室減災推進課 

Sendaishi chiiki Bousai Leader 仙台市地域防災リーダー 

第 5号

案 

福島県沖を震源とする地震の被害状況等について 

SBL活動紹介 

～各地域の取り組み～ 

 

各地域で、バックアップ講習会を踏まえた避難所におけるコロナ対策や防災意識

の普及啓発など様々な活動が行われていますのでご紹介します。ぜひ参考にし

ていただき、皆様の地域でも積極的に自主防災活動の輪を広げていきましょう。 

市内被害状況（3月 8日 17時時点） 
 

〇人的被害 軽傷者 3０人 

〇建物被害 一部破損 住家 3５3棟 学校（小・中・高）14校 

 文教施設（学校除く）81施設 福祉施設 175施設など 

〇道路被害 崖・法面崩れ４件 道路損壊５件 ブロック塀倒壊４件 

〇ライフラインへの影響  

・地下鉄 １１本運行停止 2/14始発から平常運行 

・JR新幹線 一部区間終日運転見合わせ 2/24全線復旧 

・JR在来線 ５路線運転見合わせ 2/15全線復旧 

・東北電力 太白区羽黒台 291戸停電 約１時間半後復旧 

・水道 12戸断水 17か所配水管漏水 復旧済み 

 

２月１３日（土）２３時過ぎに福島県沖を震源とする地震が発生し、仙台市内で最大震度 5 強を観測しました。この地震では、

負傷者や住家、道路等への被害が確認されたほか、新幹線や在来線の一部運休、太白区羽黒台での停電などライフラインへの

影響がありました。東日本大震災の余震と考えられていますので、今後の地震発生に備え、改めて避難場所や備蓄食料等の確

認をお願いします。なお、地震の概要や仙台市における避難所の開設基準は下記のとおりです。 

 

 

 
 

市有施設 

ライフライン関係 

（水道・交通等） 

 

約 5.6億円 

土木施設 

（道路橋梁・河川等） 

 

約 1.7億円 

庁舎等公共施設 約 9.9億円 

その他 約 1.7億円 

市有施設以外 農林水産関係 約 3.2億円 

合 計 約 22.2億円 

 

市内被害推計額一覧（３月 8日 17時時点） 

 

新型コロナウイルス感染症対策関連 

市名坂小学校区では、新型コロナウイルス感染症の

感染が拡大する中で、災害時の避難に役立ててもら

おうと、啓発チラシを作成し、地域に配布しました。感

染症対策を行った場合の体育館の収容人数等をレイ

アウトで示すとともに、安全が確認できる場合の避難

先として、在宅避難や親戚、知人宅に避難する分散避

難を呼びかけました。コロナ禍における地域の取り組

み事例としてバックアップ講習会でも紹介しました。 

 

【仙台市 HP掲載の被害報（第 13報）】から抜粋 

発生日時 令和 3年 2月 13日 23時 07分 

震央地名 福島県沖（北緯 37.7度、東経 141.7度） 

震源の深さ 55km（暫定値） 

規模 マグニチュード 7.3（暫定値） 

市内の震度 震度 5強 青葉区、宮城野区、若林区 

震度 5弱 太白区、泉区 

最大震度 震度 6強 宮城県蔵王町、福島県国見町など 

津波 仙台港最大波 10cm（2/14 1：21）速報値 

 

その他の取り組みは、 

仙台防災ナビをご覧ください 

町内会や SBLが企画し、地域の子供たちや

保護者、民間の事業者などで、地域に潜む災

害時の危険個所や避難経路の確認などを行い

ました。現地を歩いた後は、感想や気づきを参

加者同士で話し合い、地域の防災情報を共有

し防災マップを作成することで、楽しく地域の

防災・減災意識の向上を図りました。 

福住町町内会 

「防災まち歩き」 

避難経路の確認 

東文化会町内会 

「防災さんぽ」 

防災マップの作成 北仙台地区防災協議会では、「仙台市避難所運営マニュアル（別冊）新型コ

ロナウイルス感染症対策追加事項」に基づいた避難所運営訓練を、地域住民

や SBL、避難所運営委員会などが参加し実施しました。避難者への検温や手

指消毒の徹底、体調不良者等を速や 

かに専用スペースへ案内する訓練と 

併せ、体育館ではブルーシートとテー 

プを使うことで２メートルの間隔を確 

保し、避難者の密を避けるなど、様々 

な感染症対策の確認を行いました。 居住スペースの 
間隔の確保 受付での検温 

啓発チラシ 

仙台市の避難所開設基準（地震・津波災害時） 

★市内で震度６弱以上の地震が発生した時（全域で開設） 
 

★宮城県に津波警報・大津波警報が発表された時 

（津波避難エリア地域とその周辺の避難所等で開設） 
 

★避難勧告等発令時（居住者等の生命又は身体に危険が及 

ぶおそれがあると認められる事象が発生、または発生す 

ると予想される場合など） 
 

※その他、大規模停電の発生時や避難者の報告がある時な 

ど、必要に応じて避難者を受け入れます。 
 

詳しくは仙台市地域防災計画をご覧ください。 

「仙台市地域防災計画」より 



 

 
仙台市地域防災計画については、東日本大震災での課題等を踏まえ、平成２４年度以降、地震・津波災害対策、風水害対

策、原子力災害対策などに関する事項の見直しを継続的に行っています。令和元年東日本台風（台風第１９号）や、新型コロ

ナウイルス感染症への対応等を踏まえた、大雨対策や避難所対策等の修正案について、令和３年１月２２日から２月１９日ま

で市民の皆様のご意見を募集しました。意見募集における修正案の主な事項は次のとおりです。 

「避難所における障害のある方への 

配慮の手引き」が完成しました 
 

 

障害のある方が避難所において直面すると思

われる困りごとについて、「情報面」「心理面」「環

境面」から、支援のポイントをまとめたパンフレッ

トを作成しました。避難所の運営や 

避難所で支援に関わる方に見てい 

ただくことを目的に作成しましたの 

で、各地域の防災訓練の際や、避難 

所開設時にぜひ活用ください。 

詳しくは、仙台市 HPをご覧くださ 

い。【「仙台市 ひなんじょ はいりょ」で検索】 

〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 仙台市役所本庁舎 2階 仙台市危機管理室減災推進課 

TEL 022-214-3109(直通) FAX 022-214-8096  Eメールアドレス : kks000130@city.sendai.jp 

掲載してほしい情報や活動などがありましたら、是非ご連絡ください！ 活動報告やご意見・ご相談もお待ちしております!! 

 

東日本大震災から 10年 つなごう！学ぼう！ 
防災・減災パネル展 in科学館 

 ３月１１日に東日本大震災から１０年を迎えました。震災当時の市内

状況等を写真や資料で振り返り、その経験と教訓を次世代へと伝え、

新たな地震災害への備えをより充実させるため、パネル展を開催中

です。４月１１日（日）までの開催ですので、ぜひお越しください。 

会場：スリーエム仙台市科学館（９時～１６時・毎週月曜日休館） 

せんだい防災！SBLラジオ 

 SBL による防災情報番組『せんだい防災！SBL ラジオ』それぞれの地

域での取組みや、防災・減災への思いを発信しています！ぜひ、お聴きく

ださい！ 〇 ラジオ３[76.2MHz]第１土曜日 10:30～11:00 

〇 エフエムいずみ[79.7MHz]第２土曜日 12:00～12:30 

〇 エフエムたいはく[78.9MHz]第３月曜日 14:30～15:00 

〇 楽天.エフエム東北[89.1MHz]第 4土曜日 9:30～10:00 

仙台市では、災害時要援護者等を受け入れる

ための「福祉避難所」を指定しています。なお、

「福祉避難所」は必要に応じて開設される２次的

避難所であり、発災直後に必ず開設されるもの

ではありません。詳しくは、仙台市 HP をご覧く

ださい。【「仙台市 福祉避難所」で検索】 

開催中です‼ 

 

防災訓練お役立てシートを作成しました 
 「自主防災活動について何をすればいいのかわからな

い」といった地域の声にお応えし、各種防災訓練とその相

談先などをまとめた「防災訓練お役立てシート」を作成

し、同封しています。自主防災活動の際の参考としていた

だければと思います。 

「仙台市地域防災計画（修正案）」に関する意見募集（パブリックコメント）を行いました 

① 風水害時の避難行動の見直し 

令和元年東日本台風などの教訓から、避難先は避難所に行くことに限

らず、安全な地域の親戚・知人宅へ避難することや、自宅で安全を確保す

る方法等が示されています。ハザードマップを活用して、風水害時の適切

な避難行動を確認できる「避難行動判定フロー」や、一人ひとりの家族構

成や生活環境に合わせた避難計画を作成する、「マイ・タイムライン」を地

域防災計画に示し、取組を推進していく方針です。 

上記を含む計画の修正案については、仙台市防災会議での審議を経て、今後修正を行います。また、修正事項④につい

ては、災害対策基本法の改正等を踏まえて別途修正することとしています。地域防災計画の修正を行いましたら、仙台市

ホームページや市政だより、説明会などでお知らせします。 

② 避難所における感染症対策 

避難所において新型コロナウイルス感染症が拡大することを防ぐため、

令和２年６月に避難所運営マニュアルの別冊を作成し、避難所で実施する

各種の感染症対策を示しました。地域防災計画にも避難所の感染症対策

等を追加するとともに、感染症の動向も踏まえ避難所運営マニュアルの

見直しを行います。 

③ 土砂災害警戒区域等への避難勧告等の発令 
土砂災害防止法に基づく宮城県による土砂災害警戒区域等の調査が完

了し、市内すべての区域が指定されたことから、地域防災計画の修正後

は、避難勧告等の対象地域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域にするものです。 

④ 避難情報の変更 

避難のタイミング等をより明確にするため、避難勧告と避難指

示（緊急）を「避難指示」に一本化するなど、令和３年出水期まで

に新しい避難情報への変更が見込まれます。新たな避難情報の

運用に向けて早期に対応してまいります。 

台風予報・早期注意情報

大雨注意報、洪水注意報等

洪水・土砂災害発生のおそれ

「避難準備・高齢者等避難開始」発令

高齢者など避難に時間を

要する方、早期立退き避難

が必要な区域にいる方

高齢者など避難に時間を

要する方、早期立退き避難

が必要な区域にいる方以外

情報収集（気象・災害）
・テレビ、ラジオ

・インターネット

・市ホームページ 等

避難準備

災害発生のおそれの
高まり

「避難勧告」発令
「避難指示（緊急）」発令

避難開始

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況
に応じて適切な避難行動を選択

警戒レベル

２

警戒レベル

３

警戒レベル

４

自宅等にとどまり

安全確保

安全な場所の

親戚・知人宅に

避難

指定避難所等

に避難

避難完了

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保

浸 水⇒建物の２階以上へ

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ

建物内での

安全確保の目安

避難の準備・確認

●ハザードマップ 警戒レベル１で確認

●避難する場所 警戒レベル２で確認

●避難開始のタイミング 警戒レベル２で確認

●避難情報の収集手段 警戒レベル２で確認

自宅周辺の災害リスクを確認

浸水深

土砂災害

自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」のエリア内

にある

□ はい □ いいえ

事前に避難場所や避難方法を確認

避難場所①

避難場所②

避難方法

避難に要する時間

□自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」の
エリア内にある場合

□妊娠中の方や小さなお子様連れの方など、

避難に時間を要する場合

□上記以外で、自宅が洪水浸水想定区域、
又は土砂災害警戒区域等のエリア内

にある場合

□仙台市避難情報Webサイト

□ 杜の都防災メール

□

□

警戒レベル４
避難勧告

警戒レベル３
避難準備・高齢者等避難開始

気象情報 ・ 避難情報

現行

災害発生情報

避難指示（緊急）
避難勧告

避難準備・高齢者等避難開始

修正後

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

変更

変更

一本化

5

4

3

警戒
レベル

＜マイ・タイムラインの例＞ 


