
 

 

2022年３月 月例市長記者会見 

資料４-1総務部防災危機管理課 

令和４年３月 1６日   

福島県沖地震の被害状況 （３月 24日 15時現在） 

 

 １ 地震の概要 

 

発生日時 ３月 16日 23時 36分（検知時刻 23時 08分） 

震源及び深さ 福島県沖 深さ 57km（暫定値：速報値約 60kmから更新） 

地震の規模（マグニチュード） 7.4（暫定値：速報値 7.3から更新） 

最大震度 

（震度６強） 

【宮城県】登米市、蔵王町 

【福島県】相馬市、南相馬市、国見町 

○本市震度 【郡山市・郡山市湖南】震度５強 

 

 

 ２ 被害状況  

【人的被害】  

・負傷者  ６名 

【水道関係（漏水・断水）】 

・漏水   ２１件 

・断水合計  ３戸 ※復旧済  

・簡易水道  中田簡易水道配水池（機器停電）、湖南東部簡易水道配水池（濁り水） 

【市道等関連被害】   ３８件  

・道路亀裂等 １１件      ・道路落石   ３件 

・法面崩れ   １件      ・水路側溝破損 ２件 

・電線破断等  ４件      ・その他    １件（街路灯の破損） 

・ブロック塀等による交通障害 １６件 

【農林部関係】１５施設 主な被害：漏水、壁面の一部破損、菌床の床への落下 等 

・総合地方卸売市場 

・旧根木屋小学校        ・園芸振興センター（ガラスハウス扉破損） 

・ふくしま逢瀬ワイナリー    ・㈱福島県食肉流通センター 

・農家６件（菌床瓶落下） など 
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【産業観光部関係】１９４施設 主な被害：配管被害、漏水、外壁・設備の破損 等 

・郡山商工会議所会館１棟    ・郡山商工会議所会員企業６５社 

・市内地区商工会会員企業８６社 ・磐梯熱海温泉旅館組合１社  

・郡山ホテル協会１社      ・郡山酒造協同組合１社 

・西部第二工業団地１１社    ・郡山食品工業団地８件 

・郡山中央工業団地１１社    ・郡山トラックセンター９社 

  

 ３ 市公共施設の被害状況  

（１）庁舎 ３施設 主な被害：天井材一部落下、外壁剥離、配管破損、床タイル剥離 等 

・市役所（本庁舎・西庁舎） ・上下水道局庁舎  ・日和田行政センター 

           

（２）学校 ４２校 主な被害：壁の亀裂、校舎接合部ゆがみ、漏水、窓ガラス割れ 等 

・小学校    26校 

・中学校    16校 

（３）スポーツ施設等 ８施設 主な被害：天井石膏ボードのずれ、照明落下、外壁落下 等 

・開成山屋内水泳場  ・総合体育館  ・磐梯熱海アイスアリーナ 

・東部体育館     ・西部体育館  ・西部第二体育館 

・磐梯熱海スポーツパーク ・開成山野球場 

（４）公民館・文化施設等６３施設 主な被害：天井石膏ボード落下、外壁落下、鉄扉の倒れ等 

・安積総合学習センター ・富久山総合学習センター ・片平ふれあいセンター 

・喜久田ふれあいセンター ・三穂田ふれあいセンター ・河内ふれあいセンター 

・中央公民館 ・公民館、地域公民館（３２施設） ・図書館（１７施設） 

・郡山市美術館 ・歴史資料館 ・市民文化センター ・開成館 

・こおりやま文学の森資料館 ・大安場史跡公園 ・文化財調査研究センター 

（５）市営住宅 ４９棟 主な被害：外壁破損、天井崩落、室内破損（漏水、トイレ、風呂

等）、EV停止等 

・安積市営住宅   ・希望ヶ丘市営住宅   ・新池下市営住宅  

・中ノ平市営住宅  ・小山田市営住宅    ・小山田第二市営住宅 

・鶴見坦市営住宅  ・八山田四丁目市営住宅 ・大原ふれあい市営住宅 

・千杯田市営住宅  ・三本松市営住宅    ・緑ケ丘東市営住宅 

（６）衛生施設 ２施設 主な被害：配管の漏水 

・富久山クリーンセンター   ・河内クリーンセンター 
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（７）公園 ６施設 主な被害：モルタル剥落、トレーラーハウスデッキずれ等 

・開成山公園 ・阿良久公園 ・八山田西公園 ・２１世紀記念公園 ・麓山公園 

・待池公園 

（８）その他 主な被害：天井の破損、外壁剥落、泡消火剤漏洩、内壁ひび割れ 等 

〇８施設 

・郡山駅西口駐車場        ・郡山高等職業開発校 

・労働福祉会館          ・中学校給食センター 

・郡山駅前ペデストリアンデッキ  ・郡山富田駅自由通路 

・郡山駅西口第二自転車等駐車場  ・郡山ユラックス熱海 

 

 ４ 福祉施設の被害状況  

（１）子育て関係施設 ９施設 主な被害：天井破損（ひび、石膏ボード脱落等）、内外壁（亀

裂、崩落等）、エアコン破損、トイレ水漏れ 

 ・こども総合支援センター 

・北部地域子育てセンター    

・ペップキッズこおりやま 

・八山田こども公園 

・民間保育所 ３箇所 

・民間こども園 ２箇所 

（２）医療施設 ４施設 主な被害：院内の給水管破裂、壁にひび 

・桑野共立病院          ・佐藤胃腸科外科病院 

・奥羽大学歯学部附属病院     ・もみの木クリニック 

（３）福祉施設 ５３施設 主な被害：外壁・内壁の亀裂または損壊、給水配管の破損 等 

・総合福祉センター（中央老人福祉センター） ・逢瀬荘 

・田村地域交流センター ・シニアホーム、高齢者住宅等７施設 

・福祉施設１８施設（花かつみ豊心園、緑豊園等）  

・社会福祉施設２５施設 

（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、グループホーム等） 

 

 ５ 避難所開設情報   

 〇開設避難所  ３月１７日午後１時全閉鎖 

〇最大収容時の避難所状況 

  ・開設箇所 １６箇所 

・最大収容人数  ３箇所 １２世帯１９人（３月１７日３時時点） 
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  （総合福祉センター・富久山総合学習センター・大槻ふれあいセンター） 

 

 ６ 停電復旧の状況 

（東北電力ネットワーク株式会社郡山電力センター） 

発生日時 

復旧日時 
停電地域 停電戸数 

3月 16日 23:37 

3月 17 日 2:51 
田村町・中田町・西田町・熱海町の一部 約 2,600戸 

合 計 約 2,600戸 

 

 ７ り災証明書の申請状況について  

６１０件（３月２４日時点） 
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祉
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設

中央老人福祉センター 024-924-2966 一部休館 ５階集会室は天井破損のため、当面使用不可

こども総合支援センター(ニコニコこども館) 024-924-2525
通常通り
（一部使用不可）

3F世代間交流室の天井破損のため、当面使用不可
それ以外は、通常通り

元気な遊びの広場（ペップキッズこおりやま） 024-941-2711
3/26（土）より
通常通り
（一部使用不可）

当面屋外サーキット使用不可

開成館(4) 024-923-2157
躯体損傷のため(R3.2～)
開館日：未定

けんしん郡山文化センター 024-934-2288 舞台空調設備等被害のため、当面休館

片平ふれあいセンター・片平公民館・農村交流センター 024-951-5730
空調設備等破損のため、和室は3/31まで、和室以外は3/25まで使
用不可

逢瀬コミュニティセンター・逢瀬公民館 024-957-2417 安全確認のため、大ホールのみ3/24まで使用不可

赤木地域公民館 024-924-0293 壁等損壊のため、集会室が修繕完了まで使用不可

橘地域公民館 024-923-9930 壁等損壊のため、集会室・会議室が修繕完了まで使用不可

労働福祉会館 024-932-5279 ３階大ホール修繕完了まで使用不可

中央図書館 024-923-6601 当面臨時休館（3/14～被害状況詳細調査のため）

学校(社会開放)　 各施設の電話番号 コロナ対策のため、3/31まで休館中

日和田野球場 024-934-1500 3/31まで

運動広場（3） 024-934-1500

スポーツ広場(11) 024-934-1500

ふるさとの森スポーツパーク野球場 024-955-5229

ふるさとの森スポーツパークソフトボール場 024-955-5229

ふるさとの森スポーツパークスポーツ広場 024-955-5229

西部体育館 024-961-8282 天井等一部損傷のため、3/31まで休館

宝来屋 郡山総合体育館 024-934-1500 大体育館：壁面等一部損傷のため、当面休館

日和田地域体育館 024-958-2352 日和田：安全確認のため、全館3/24まで使用不可

大安場史跡公園 024-965-1088 一部休館 墳頂部亀裂のため、「1号墳」は当面休館

郡山カルチャーパーク（ドリームランド） 024-947-1600 安全点検のため、当面の間

高篠山森林公園 024-957-3748 3/31まで

猪苗代湖岸（秋山浜、青松浜、舟津浜、舟津公園、舘浜、横沢
浜）のキャンプ施設

024-924-2621 ４月下旬まで

石筵ふれあい牧場 024-984-1000 3/31まで（残雪がある場合、土日祝日のみ一部開園）
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令和４年３月16日福島県沖地震の影響による市有施設の休館状況
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　※　令和４年３月16日の福島県沖地震の影響による、市有施設の休館又は一部休館状況は、下表のとおりです。
　※　施設の利用にあたっては、「福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策」を踏まえ、マスクの着用、体温測定等の健康チェック、
　　身体的距離の確保等にご協力をお願いします。また、定員変更、入場制限、時間制限等を設けている施設がありますので、
　　ご利用の際は、各施設へお問い合わせください。
　※　今後の施設被害状況調査の結果や復旧状況により、開館・休館の対応を変更する場合があります。
　※　下表に記載のない施設については、通常通り開館しています。

市有施設の休館又は一部休館状況 　※ ()は施設数となります。

施設名称 　☎ 問い合わせ 開館状況 備考（被害状況、休館期間等）

令和４年３月24日（木）現在
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１　申請状況

ari

２　被害認定調査実施計画

３　申請窓口

り災証明書の申請状況について
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資料4-3 税務部資産税課

令和４年３月16日福島県沖地震被害に伴う、り災証明書の受付は、郵送・窓口・電子申請で行ってい

ます。

【郵送】資産税課 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番７号

【窓口】正庁（本庁舎２階、土・日・祝日を含む）８：30～17：15

各行政センター（富田、大槻を除く、平日のみ） ８：30～17：15

【電子申請による受付】

申請できる証明書

（１）り災証明書（居住者用：建物など不動産）

（２）り災証明書（所有者用：建物など不動産）

（３）被災届出受理証（動産：車や設備など動産のみ）

【調査班体制】
３月 ４月 ５月

税務部職員 税務部職員 税務部職員
建築士（市職員） 建築士（市職員） 建築士（市職員）

庁内応援職員 庁内応援職員
福島県建築士会郡山支部 福島県建築士会郡山支部

福島県応援職員

令和４年３月 ４月 ５月

予備調査 一次調査（外観目視調査）

3/24

二次調査
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令和４年３月16日発生福島県沖地震（①）と

令和３年２月13日発生福島県沖地震（②）との申請件数比較

① ② ①累計 ②累計


