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令和４年３月 16 日 23 時 36 分に発生した福島県沖地震の被害状況等について、別添のとおりお

知らせします。 

  

※お知らせする資料は、令和４年３月定例記者会見でお示しした資料を、５月 10 日現在で更新し

た資料となります。 

令和４年３月 16日の福島県沖地震の被害状況等について 

【令和４年５月 10日現在】 

ターゲット 13.1 

 

令和 4 年５月１２日 

郡山市総務部 

防災危機管理課 

課長 市川 修 

TEL：924-2161 

SDGｓ ターゲット 13.1「すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭化（レジリエンス）及びその適応の能力を強化する。」 

 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/
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令和４年３月 1６日   

福島県沖地震の被害状況等 （５月 10 日現在） 

  

 １ 地震の概要 

 

発生日時 令和４年３月 16日 23時 36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】１６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）  

・ため池法面崩れ（村池、楚立池） など 
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【産業観光部関係】４９３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２７４社 

・市内地区商工会会員企業１７６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）庁舎等 ６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、

内壁の亀裂、配管の破損 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  

・保健所          ・保健所検査棟   ・保健所食肉衛生検査所                

（２）学校 ４８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    32 校     ・中学校    16 校 

（３）スポーツ施設等１０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   ・開成山陸上競技場補助競技場 

・西部サッカー場 

（４）公民館・文化施設等６７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（４施設） 

・こおりやま文学の森資料館（２施設） ・大安場史跡公園 ・金透記念館 

（５）市営住宅６６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 

・小山田西市営住宅 ・熱海六丁目市営住宅  ・緑ケ丘市営住宅   

・仁池向市営住宅 



2022年５月 12日 郡山市災害対策本部 

 

（６）衛生施設 １施設 主な被害：配管の漏水 

・河内クリーンセンター 

（７）消防施設 １施設 主な被害：入口コンクリートの亀裂、シャッターゆがみ等 

・消防車庫詰所（喜久田地区隊 3-1（西原）） 

（８）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 

（９）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 １０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 

・公立保育所 １箇所 

（２）医療等施設 ５施設 主な被害：院内の給水管破裂、壁にひび、天井の一部落下 

・民間医療施設 ４箇所     ・民間調剤薬局 １箇所 

 

（３）福祉施設 ５４施設 主な被害：天井の部分剥離、照明設備破損、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 

・社会福祉施設４４施設（障害福祉サービス事業所、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） 
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 ５ 郡山地方広域消防組合の被害状況  

◆消防本部庁舎 ５施設   主な被害：内外壁の亀裂または損壊、空調設備配管の漏水等 

 ・消防本部・郡山消防署庁舎   ・日和田分署   ・田村分署 

 ・中田分署           ・富久山分署 

 

 

 ６ り災証明の状況  ※（５月 10 日現在） 

（１）り災証明書申請件数   ５，１６７件  

【内訳】 

・り災証明書（居住者用）３，７２５件 ・り災証明書（所有者用）１，４４２件      

（２）交付件数    ４，９４９件 

 

 

 

 

 

 

 ７ 災害ごみ搬入状況    

  〇件数 ３，９９７件     〇重量 ５２０．６２トン 

 

 ８ 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） 

  （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） 

 

 ９ 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 

 

区分 一部損壊 準半壊 半壊 中規模半壊 大規模半壊 全壊 計 

①居住者用（住家）  3,280 259 43 3 1 0 ３，５８６ 

②所有者用  1,124 142 53 16 10 18 １，３６３ 

り災証明計（①＋②） 4,404 401 96 19 11 18 ４，９４９ 

 


