
第５回南相馬市災害対策本部員会議 

（令和４年３月１６日 震度６強） 

 

■日 時 ： 令和４年３月１７日（木）１５：００ 

■場 所 ： 本庁舎３階 第一会議室 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 事務局報告 

 

 

 

３ 各部等からの報告事項 

   

   

   

４ 避難所の対応について 

 

 

 

５ 本部長指示 

 

 

 

６ その他 

 

 

 

７ 閉会 

 

※次回開催    月   日   時   分 

 

  



令和３年度南相馬市災害対策本部員会議名簿 

 

№ 所 属 等 氏  名 備 考 

１ 市 長 門 馬  和 夫 本 部 長 

２ 副市長 林  秀 之 副 本 部 長 

３ 副市長 常 木  孝 浩 副 本 部 長 

４ 教育長 大 和 田  博 行 副 本 部 長 

５ 小高区役所長 山 田  利 廣  

６ 鹿島区役所長 高 野  雅 伸  

７ 総務部長 新 田  正 英  

８ 復興企画部長兼原町区役所長 星  高 光  

９ 市民生活部長 佐 々 木  忠  

10 健康福祉部長兼福祉事務所長 岡 田  淳 一  

11 健康福祉部理事（新型コロナ対策担当） 鎌 田  由 光  

12 こども未来部長兼福祉事務所長 末 永  実  

13 経済部長 横 田  美 明  

14 経済部理事（農林水産担当） 森 明  修 由  

15 経済部理事（企業支援担当） 土 井  義 人  

16 建設部長 木 幡  藤 夫  

17 総合病院事務部長 小  佳 行  

18 議会事務局長 高 野  公 政  

19 教育委員会事務局長 牛 来  学  

20 南相馬市消防団長 山 見  重 信  本 部 長 付 

21 南相馬警察署長 松 本  圭 人 本 部 長 付 

22 南相馬消防署長 河 村  幸 一 郎 本 部 長 付 

23 東京電力ホールディングス㈱ 後 藤  司 オ ブ ザ ー バ ー 

 

○事務局 

№ 所 属 等 氏  名 備 考 

１ 危機管理課長（総括班） 鈴 木  隆 一  

２ 危機管理課災害対策担当課長（総括班） 矢 吹  喜 彦  

３ 危機管理課消防災害対策係長（総括班） 藤 田  剛  

４ 危機管理課防災係長（総括班） 井 堀  信 一  

５ 秘書課長（広報班） 丸 山  光 清  

６ コミュニティ推進課長（情報収集班） 庄 司  一 弘  

７ 企画課長（連絡調整班） 渡 辺  裕  

 

 

 



１ 被害状況 

 
・断水：鹿島区全域、原町区の一部）※順次通水中 

  

・停電：市内全域復旧 

 

・建物：屋根瓦落下、ブロック塀崩壊等報告あり 

 

 

２ ライフラインの状況（3月 17日 13:30現在） 

 
 ・鉄道 常磐線    広野～山下間   運転見合わせ（代行輸送なし） 

            いわき～広野間  16時頃運転再開 

            山下～仙台間   21時頃運転再開 

     東北新幹線  那須塩原～盛岡間 運転見合わせ（代行輸送なし） 

     東北本線   黒磯～松島間   運転見合わせ（代行輸送なし） 

 

 ・バス 東北アクセス 仙台 運休 

            福島 運休 

            市内 通常 

      

福島交通   福島 通常 

            市内    一部迂回運行（鹿島区内） 

            相馬～原町 一部迂回運行（相馬市内） 

 

 ・高速道路 常磐道・三陸道 常磐富岡 IC～山元 IC 上下線通行止め 

       東北中央道   霊山飯舘 IC～相馬 IC 上下線通行止め 

               伊達中央 IC～桑折 JCT 上下線通行止め 

 東北道     桑折 JCT～白河 IC   上り線通行止め 

       仙台南部道路  山田 IC～仙台南 IC  下り線通行止め 

 

 ・相馬ガス 障害なし 

 

 ・東北電力 復旧済み 

        

 

３ 地震発生状況等 
 

  ３月１６日 ２３時３６分 福島県沖 最大震度６強（Ｍ７．３） 

               （南相馬市で震度６強観測） 

２３時３９分 津波注意報 発令 

３月１７日  ０時５２分 福島県沖 最大震度４（Ｍ５．６） 

               （南相馬市で震度４観測） 

       ３時１５分 相馬港２０㎝の津波観測 

   ５時００分 津波注意報 解除  

 

 



４ 市民に対する呼びかけ 
 

   ３月１７日  ０時０４分 防災ＬＩＮＥ投稿依頼 

          ０時２０分 市内沿岸部に避難指示発令 

         ０時２３分 防災メール配信 

         ０時２５分 エリアメール配信 

０時３９分 防災ＬＩＮＥ配信 

１時００分 防災行政無線放送（避難指示発令） 

         ２時４５分 防災メール配信（断水について） 

４時３７分 防災メール配信（下水道施設の稼働停止について） 

        ４時４５分 防災メール配信（鹿島区の水道水について）※企業団 

４時４５分 防災メール配信（節水への協力について） 

５時００分 津波注意報解除 

６時００分 市内沿岸部の避難指示解除 

         ６時００分 防災メール配信  

６時０５分 防災行政無線放送 

６時２０分 防災メール配信（下水道施設の一部再開について） 

６時３１分 防災ＬＩＮＥ配信 

６時４０分 防災メール配信（飲料水の配布について） 

７時３０分 防災メール配信（鹿島区市民総合サービス課での各種手続 

き等の停止について） 

８時００分 防災メール配信（新型コロナワクチン接種延期） 

９時２５分 防災メール配信（断水について）※企業団 

        １０時３０分 防災メール配信（停電に伴う下水道施設再開について） 

        １１時００分 防災メール配信（新型コロナワクチン接種を延期）※再送 

        １１時３３分 防災メール配信（ブルーシート、土のうの配布について） 

        １１時５３分 防災無線配信（ブルーシート、土のう配布について） 

 

 

５ 避難所開設情報 
 ・避難所 鹿島生涯学習センター 

      原町第二中学校 

      大甕小学校 

       小高中学校 

      ひがし生涯学習センター 

      道の駅南相馬 

 

 

６ その他 

 ・給水車活動状況 

   南相馬市給水車  １台 

   いわき市給水車  ２台    

  郡山市給水車   １台 

   自衛隊給水車   ３台 



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

17 0:45 公有財産管理課 本庁舎 エレベーター 使用停止中 業者に復旧依頼中

17 6:00 公有財産管理課 本庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁にク
ラック発生多数

17 6:00 公有財産管理課 東庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁板の変
形・ずれ多数（主に２
階）

17 6:00 公有財産管理課 東庁舎 １階エアコン エアコン不調
ブルーヒターを設置
し対応

17 6:00 公有財産管理課 西庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁にク
ラック発生多数

17 6:00 公有財産管理課 北庁舎 エアコン室外機 室外機の取付金具外れ

17 6:00 公有財産管理課 旧原町老人福祉センター ガラス・天井
大広間のガラス・天井破
損

　【総務部】R4．3．16　震度5強に伴う被害状況
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　【総務部】R4．3．16　震度5強に伴う被害状況
日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

17 0:45 公有財産管理課 本庁舎 エレベーター 使用停止中 業者に復旧依頼中

17 6:00 公有財産管理課 本庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁にク
ラック発生多数

17 6:00 公有財産管理課 東庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁板の変
形・ずれ多数（主に２
階）

17 6:00 公有財産管理課 東庁舎 １階エアコン エアコン不調
ブルーヒターを設置
し対応

17 6:00 公有財産管理課 西庁舎 天井・壁
天井の破損及び壁にク
ラック発生多数

17 6:00 公有財産管理課 北庁舎 エアコン室外機 室外機の取付金具外れ

17 6:00 公有財産管理課 旧原町老人福祉センター ガラス・天井
大広間のガラス・天井破
損

17 9:30 公有財産管理課 西庁舎1階（被災者支援課長席上） 天井
エアコン周りの天井の一
部崩落

あり

17 10:00 公有財産管理課 高平幼稚園 忠魂碑の石灯籠
石灯籠の倒伏及びフェン
スの破損（歪み）

あり

17 10:00 公有財産管理課 北庁舎2階 北庁舎2階の天井
天井の破損（土地改良区
の西SDGスピーカー周り）

なし

17 10:00 公有財産管理課 北庁舎2階 給湯室の給湯器 給湯器の水圧が弱い なし

17 10:47 公有財産管理課 西庁舎1階（被災者支援課長席上）
北側入口の扉（外側
ではなく内側の扉）

歪みのため施錠できず なし

17 8:59 公有財産管理課 東庁舎2階 生涯学習課
扉上部のガラス破損、天
井にクラック、壁部分の
ずれ、歪み

なし

17 12:00 公有財産管理課 西庁舎3階会議室 東側窓
窓ガラスのゴム部分の剥
がれ

あり



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

16 AM 0:45 健康づくり課 原町区小川町322-1 原町保健センター 天井崩落、廊下ひび割れ 緊急性なしのため後日対応 あり

16 AM 1:15 健康づくり課 鹿島区西町3-2 鹿島保健センター 停電、断水、案内板落下 後日対応

17 6:50 長寿福祉課 原町区小川町 健康福祉センター 壁床ひび割れ、館内案内看板落下、基礎コンクリートひび割れ業者対応検討中 営業に支障なし

17 7:00 高松ホーム 原町区上北高平 高松ホーム
外壁一部崩落、地面一部隆
起

後日対応 あり

　【健康福祉部】R4．3．16　震度6強に伴う被害状況



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

17 AM0:30 こども家庭課 原町区3-7-8 原町子育て支援センター
一時保育室エアコン破損
壁のひび割れ

緊急性なしのため後
日対応

通常実施

17 AM5:56 こども家庭課 鹿島区鹿島字広町13 みんなの遊び場 エアコン室外機のずれ発生
緊急性なしのため後
日対応

あり

17 AM6:05 こども家庭課 鹿島区南屋形字北原8-1 八沢児童クラブ 建物外周異常なし
建物内は午前中に調
査する

なし

17 AM9:15 こども家庭課 小高区関場1-1
小高区子どもの遊び
場（NIKOパーク）

屋内壁と床の継目剥離、コ
ンクリートタイル外構沈
下、コンクリート花壇ひび
割れ、室内備品散乱

緊急性なしのため後
日対応

あり

17 AM5:00 こども育成課 かしま保育園
停電(午前９時開通）・保
育室は教材等散乱

教室片付けは職員対
応

家庭での保育をお願いし、どうし
ても預けなければならない子を預
かる。ただし、給食提供ができな
いため、弁当持参。

17 AM5:30 こども育成課 かみまの保育園
停電(午前９時開通）・保
育室は教材等散乱

教室片付けは職員対
応

家庭での保育をお願いし、どうし
ても預けなければならない子を預
かる。ただし、給食提供ができな
いため、弁当持参。保育室片付け
に時間を要することから、かしま
保育園に集約して保育を行う。

17 AM6:25 こども育成課 原町あずま保育園
保育室教材散乱・０歳児室
の棚転倒

片付け職員対応 通常保育実施

17 AM6:15 こども育成課 原町さくらい保育園 給食室の食器散乱
食器等片付けは職員
対応

通常保育実施

17 AM5:40 こども育成課 おだか認定こども園 園舎西側の水道管漏水
業者手配し、修繕を
行う。

園運営に支障ないことから、通常
保育

17 AM6:00 こども育成課 鹿島幼稚園
停電(午前９時開通）・教
室は教材散乱

教室片付けは職員対
応

停電ではあるが、通常保育（8時45
分～9時の登園、終業式のため11時
降園）、預かり保育実施

17 AM6:00 こども育成課 八沢幼稚園 停電(午前９時開通）・断水
鹿島幼稚園で水道が
出るので職員が給水
に向かう

停電ではあるが、通常保育（8時45
分～9時の登園、終業式のため11時
降園）、預かり保育実施

17 AM6:00 こども育成課 高平幼稚園

停電(午前９時開通）・断
水・園庭南側の石像（公有
財産課所管）が転倒し、園
南側フェンス損壊。教室は
教材等散乱

業者手配し、修繕を
行う。教室片付けは
職員対応。あずま保
育園に給水に向かう
職員対応。

停電ではあるが、通常保育（終業
式のため11時30分降園）、預かり
保育実施

　【こども未来部】R4．3．16　震度6強に伴う被害状況



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

　【こども未来部】R4．3．16　震度6強に伴う被害状況

17 AM6:00 こども育成課 大甕幼稚園

園舎南側の一部、地盤沈下
（１０㎝）・コンクリート
ひび割れ・教室は教材等散
乱

教室片付けは職員対
応

通常保育（終業式のため11時降
園）、今日は預かり希望者無し。

17 AM8:30 こども育成課 石神第一幼稚園 なし

17 AM8:30 こども育成課 石神第二幼稚園 なし

17 AM8:30 こども育成課 太田幼稚園 なし

17 AM8:30 こども家庭課 原町区下北高平字古舘36-5 高平児童館 断水・停電 復旧待ち 高平小と連携しながら通常受入れ

17 AM8:30 こども家庭課 鹿島区山下字中の内273-1

かしま子育て支援セ
ンター（上真野幼稚
園）

サロン開放の部屋の天井と
壁が一部剥がれ落ちた

緊急性なしのため後
日対応

あり
一時預かりは通常受入れとする
が、サロンは安全確認のため休止

17 AM8:30 こども家庭課 原町区上町2-33 上町児童センター
外壁ひび割れ、遊戯室天井
から破片が落ちた

緊急性なしのため後
日対応

原三小と連携しながら通常受入れ

17 AM8:30 こども家庭課 鹿島区南屋形字北原8-1 八沢児童クラブ
門扉破損、網戸外れた、柱
ひび割れ、断水

緊急性なしのため後
日対応

八沢小と連携しながら通常受入れ

17 AM8:30 こども家庭課
原町区益田字塩釜236
（太田小学校内）

太田児童クラブ 室内壁ひび割れ
緊急性なしのため後
日対応

通常受入れ

17 AM8:30 こども家庭課 原町区東町2-82 東町児童センター
非常誘導灯破損、監視モニ
ターの接続部分破損

緊急性なしのため後
日対応

あり 通常受入れ



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

17 0:58 観光交流課
原町区本町２丁目５
２

野馬追通り銘醸館

・陶器、ビン類散乱、損
傷
・二番蔵壁面クラック
（１ヶ所）
・二番蔵柱及び壁の一部
破損
・明治蔵、食彩庵の屋根
に歪みあり

後日対応 あり

17 6:00 農林整備課 鹿島区寺内字横峯 新横峯ため池 堤頂の縦割・L=50ｍ ブルーシート養生 あり

17 7:00 農政課 小高区岡田
小高カントリーエレ
ベーター

・外溝の被害甚大。
・外壁の一部歪み。
・シャッター破損。
・機械設備一部破損。

あり

17 7:00 農政課 小高区蛯沢 機械格納庫
・建物接地部分の地面に
ヒビあり
・シャッター一部開放

あり

17 7:00 農政課 小高区浦尻 機械格納庫 ・シャッター破損。 あり

17 7:00 農政課 原町区小木迫 機械格納庫
・建物接地部分の地面に
ヒビあり
・シャッター一部開放

あり

17 7:00 農政課 小高区飯崎 小高園芸団地

・屋内壁の崩壊
・シャッターの破損
・壁、床のひび割れ
・扉が外れる　等、

あり

17 8:25 観光交流課
鹿島区浮田字椴木沢
212-1

セデッテかしま

・陶器、ビン類散乱、損
傷
・レストラン天井部のエ
アコンはめ込みパネルの
落下
・レストラン天井破損
・厨房内天井換気ダクト
カバー崩落（換気機能喪
失）
・コミュニティー広場内

・厨房内天井換気ダ
クトカバーについて
は、早急に修繕対応
依頼
・その他損傷箇所修
繕は、後日対応

あり

・厨房内天井
換気ダクトに
ついては、レ
ストラン営業
再開に影響す
ることから、
早急に修繕実
施

17 9:00 農政課 鹿島区烏崎

南相馬市水産業共同
利用施設
（荷捌き施設・水産
物鮮度保持施設）

・施設周辺のアスファル
トの亀裂、沈下、液状
化。
・海水取水ポンプ配管破

・海水取水ポンプ配
管の元栓で止水

あり

　【経済部】R4．3．16　震度6強に伴う被害状況
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17 9:00 商工労政課
南相馬市原町区萱浜
巣掛場４５−２４５

南相馬市産業創造セ
ンター

A棟事務所区画及びトイレ
壁面の剥離、施設外部の
雨樋破損、男子トイレタ
ンク故障による止水不良

男子トイレの止水不
良については元栓を
閉めることで応急対
応済み

9:15

17 9:29 観光交流課
原町区高見町2丁目30
番地の１

道の駅南相馬

・陶器、ビン類散乱、損
傷
・物産販売所の天井エア
コンのはめ込みパネルの
落下（２箇所）
・観光交流施設棟（ギャ

・エアコンのはめ込
みパネルについて
は、修繕対応済み
・扉のずれは後日対
応

あり

17 10:15 農政課 鹿島区南海老 大型園芸施設
・トイレタンク蓋破損
・屋外電話ケーブル破損
　（管理事務所引き込

あり

17 11:00 農政課 鹿島区浮田 真野川鮭ふ化施設 ・ドア外れ あり

17 11:00 農林整備課
鹿島区御山字願阿弥
田

御山ため池 堤頂の縦割・L=40ｍ ブルーシート養生 あり

17 11:00 農林整備課 鹿島区横手字唐神 唐神ため池 堤頂の縦割・L=30ｍ ブルーシート養生

17 11:00 観光交流課 原町区牛来字出口 雲雀ヶ原祭場地
・特別観覧席手すりのず
れ

後日対応 あり



覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

6:00 建築住宅課 原町区大町二丁目 大町南災害公営住宅 エレベーター停止 業者連絡済 未定

6:00 建築住宅課 原町区栄町三丁目
栄町災害公営住宅
（1・2・3号棟）

エレベーター停止 業者連絡済 未定

7:00 建築住宅課 小高区西町 紅梅団地 瓦落下（複数棟） 業者連絡済 未定

7:00 建築住宅課 小高区岡田 万ケ迫団地 瓦落下（複数棟） 業者連絡済 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区鹿島 大河内第一団地
外壁及び内壁破損
瓦落下

未対応 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区鹿島 大河内第二団地 敷地内舗装地割れ 未対応 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区西町1丁目 西町団地 敷地内舗装地割れ 未対応 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区寺内 定住促進住宅 外灯割れ 未対応 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区寺内 大谷地団地 瓦落下（集会所） 未対応 未定

7:30 建築住宅課 鹿島区寺内 前田団地
3号棟と4号棟の間で
液状化現象

未対応 未定

7:45 建築住宅課 鹿島区寺内 西川原第二団地
舗装割れ、側溝割れ
フェンス一部倒れ
量水器割れ

未対応 未定

7:45 建築住宅課 鹿島区横手 榎内団地 グシ瓦の悪化 未対応 未定

7:45 建築住宅課 鹿島区横手 八郎内団地
58号室　外壁剥がれ
59号室　ガラス割れ

業者連絡済 未定

7:45 建築住宅課 鹿島区鹿島 北畑団地
外壁倒れ
32・35号室玄関ドア外れ

業者連絡済 未定

7:45 建築住宅課 鹿島区鹿島 下館団地

49号室　外壁剥がれ
55号室　内壁、瓦落下
48号室　瓦、壁剥がれ
53号室　瓦、内壁剥がれ

業者連絡済 未定

9:45 建築住宅課 小高区西町 移住促進住宅
瓦一部損壊
外壁一部クラック

業者連絡済 未定

　【建設部】R4．3．16　地震（震度6弱）に伴う被害状況



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

17 1:00
附属小高診療所

事務課
小高診療所

連絡通路（旧小高病
院外来棟側）

通路が落ちて扉から４ｃ
ｍの段差が発生

緊急性なしのため後
日対応

あり

17 1:00
附属小高診療所

事務課
小高診療所 駐車場

アスファルトに複数のク
ラック

緊急性なしのため後
日対応

あり

17 1:00
附属小高診療所

事務課
小高診療所 建物基礎周り

建物周りの地面にクラッ
ク

緊急性なしのため後
日対応

あり

17 1:00
附属小高診療所

事務課
小高診療所 サーモカメラ

倒れたことによりカメラ
の位置が変形

緊急性なしのため後
日対応

なし

16 23:45
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター 停電 なし 3：00復旧

16 23:45
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館 停電 なし 3：03復旧

17 23:45
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター

エレベーター４台
地震・停電により停止

業者対応済
3:30
4:00

なし

17 23:45
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館

エレベーター３台
地震・停電により停止

給食用は業者対応済
２台は復旧依頼中

3:30 なし

17 1:15
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館７階

スプリンクラー作動に伴
い水浸し

制御弁を閉めて止水 1:45

17 1:15
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館２～６階

７階の水浸しに伴い、階
段に水が流れ込む

毛布等で応急処置

17 1:15
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター４階

スプリンクラー作動に伴
い水浸し

制御弁を閉めて止水 1:45

17 1:30
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館

壁の亀裂や天井の破損多
数

緊急性なしのため後
日対応

17 1:30
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター

壁の亀裂や天井の破損多
数

緊急性なしのため後
日対応

17 3:15
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館屋上 高架水槽破損

バルブを閉めて止水
業者に依頼済み

この影響で市水
が使用できなく
なる。復旧には
業者対応が必要
となる。

17 10:00
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館６階、７階 高架水槽破損に伴い水漏れ床について対応中 14:00

６階廊下、Ｅ
Ｖ前など

17 10:00
総合病院事務部

事務課
総合病院 本館５階 高架水槽破損に伴い水漏れ床については対応済み 12:00

処置室、ＨＣＵ
ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ、
506、507、522、
523、廊下

　【総合病院】R4．3．16　震度6弱に伴う被害状況



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考
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17 10:00
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター４階

スプリンクラー作動及び
受水槽損傷に伴い水浸し

床については対応済み 10:00
805,806,807
ホール付近

17 10:00
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター３階

スプリンクラー作動及び
受水槽損傷に伴い水漏れ

床については対応済み 10:00

多目的トイレ
汚物室,お風呂
場、707トイレ、
705トイレ

17 11:50
総合病院事務部

事務課
総合病院 脳卒中センター３階

ドア（開閉しない）
エレベータ異常音

メディカルモール
ドア、メディカル
モール側ＥＶ



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考

16 23:45 教育総務課 鹿島中学校
停電・断水・トイレ使用
不可（下水道）

9：30復電するも断水中

16 23:45 教育総務課 鹿島小学校
停電・断水・トイレ使用
不可（浄化槽）

9：30復電するも断水中

16 23:45 教育総務課 八沢小学校
停電・断水・トイレ使用
不可（浄化槽）

9：30復電するも断水中

16 23:45 教育総務課 高平小学校
停電・断水・トイレ使用
不可（浄化槽）

復電、トイレ使用可 9:30

16 23:56 学校教育課 原町第二小学校
天井がぬけた箇所あり。
理科室水漏れ。

17 0:31 学校教育課 原町第一中学校

①南校舎屋上の貯水槽破
損の模様。屋上からの配
水管から水がどんどん流
れてくる。
②職員室後方のスチール
ロッカー転倒し、ガラス
破損。
③体育館、北入口・中央
入口ともにガラス扉転
倒。
④西校舎、音楽室の吊り
下げスクリーン片側破損
しぶら下がっている状
態。
⑤理科室、入口扉破損。

①南校舎高架槽へのポン
プアップ停止中。南校舎
水道使用不可
③④立入禁止措置中

17 0:50 学校教育課 上真野小学校
廊下のスピーカーが落下
停電・断水・トイレ使用
不可（下水道）

9：30復電するも断水中

17 0:50 教育総務課 鹿島中学校
校舎内配管から漏水。箇
所特定できず。

止水栓で止めて対応
水道・トイレ使用不可

17 0:51 学校教育課 原町第三中学校
廊下の天井カバーが落
下。
図書室の本棚が倒れた。

17 0:58 教育総務課 原町第二中学校 外の水道で水道管破裂
止水栓で止めて対応
外水飲み場使用不可

17 1:10 中央図書館
中央図書館
1階２階書架

本等の落下多数 参集職員で復旧中 あり
朝までかか
る見込み

　【教育委員会】R4．3．16　震度6地震に伴う被害状況



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考
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17 1:10 中央図書館
中央図書館
駅側入り口

壁に掛けてある安堵氏か
ら寄贈の大きな絵が傾い
て落下の危険あり

暫定的に付近に近づけな
いよう規制

あり
復旧には業
者委託必要

17 1:50 教育総務課 鹿島中学校
体育館ガラス３枚破損
柔剣道場扉外れ、ガラス
破損

17 1:50 文化財課 原町区牛来字出口 博物館
天井スポットライトの脱
落9か所

できるだけ早く復旧

17 1:16 学校教育課 大甕小学校
昇降口・入り口のドアが
外れ硝子が割れている。

17 2:16 学校教育課 小高中学校 地盤沈下箇所あり。

17 0:25 生涯学習課 原町生涯学習センター
集会室ステージに天井材
の落下

有

17 0:30 生涯学習課 原町生涯学習センター会議室東側壁面クラック 有

17 0:35 生涯学習課 原町生涯学習センター研修室東側壁面クラック 有

17 1:20 生涯学習課 原町生涯学習センター
集会室音響室通路天井ク
ラック

有

17 0:50 生涯学習課 労働福祉会館 会議室１入口扉の外れ
一時的に扉をどかしてあ
る

有

17 0:52 生涯学習課 労働福祉会館
会議室１北側天井クラッ
ク

有

17 0:52 生涯学習課 労働福祉会館
会議室１南側天井クラッ
ク

有

17 0:52 生涯学習課 労働福祉会館
会議室１北側壁面クラッ
ク

有

17 0:55 生涯学習課 労働福祉会館 湯沸室南側壁面クラック 有

17 0:55 生涯学習課 労働福祉会館 湯沸室北側壁面クラック 有

17 1:00 生涯学習課 労働福祉会館 和室入口壁面クラック 有

17 6:20 教育総務課 原町第一中学校 外壁一部剥離



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考
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17 6:20 教育総務課 原町第一中学校
機械警備異常。本校舎機
械警備セット不可

17 7:30 教育総務課 太田小学校
体育館停電。ステージ天
井材落下。エキスパン
ションジョイントカバー

17 7:30 教育総務課 八沢小学校 校庭に陥没２か所

17 10:30 学校教育課 石神第二小学校 消火栓設置天井に穴。

17 10:30 教育総務課 鹿島小学校
校舎側溝コンクリート複
数破損

17 10:30 教育総務課 鹿島小学校 水道管から漏水

17 10:30 教育総務課 鹿島中学校 水道管から漏水

17 10:30 教育総務課 鹿島中学校

①天井材多数落下
②外構コンクリート多数
沈下
③校舎棟エキスパンショ
ンジョイントカバー剥離
④エレベーター棟エキス
パンションジョイント損

17 8:30 中央図書館 マルチメディアホール 人形劇用ボードガイド損傷業者に修繕依頼 未定

17 10:00 中央図書館 子ども図書館 壁面にクラック発生 被害状況確認依頼予定

17 10:30 教育総務課 給食センター

①天井材多数落下
②調理機材動作確認でき
ず
③断水

17 6:00 生涯学習課 原町区益田字塩釜26 太田生涯学習センター 中庭に面したガラス破損
通行止め（カラーコー
ン）,ガムテープよる応急
処置

有

17 6:30 生涯学習課 小高区本町2-89 浮舟文化会館 断水（水道管破損）
3/17、業者（大福工業）
で現場確認済

　 有
量水器のバ
ルブ閉じる

17 6:30 生涯学習課 小高区本町2-89 浮舟文化会館
玄関前インターロッキン
グブロック沈下（3～5
㎝）・破損

コーン設置し、注意喚起 　 有 　

17 6:30 生涯学習課 小高区本町2-89 浮舟文化会館
全体的に建物回りの地盤
に陥没・ひび割れ



日 覚知時間 担当課 場　　所 施設名・路線名等 被災状況・規模 対応状況 完了時間 写真 備　考
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17 6:30 生涯学習課 原町区下高平字寺前155-1 高平生涯学習センター
大会議室天井蛍光灯の外
枠外れ

有

17 6:30 生涯学習課 鹿島区寺内字迎田22-1 鹿島生涯学習センター ホール客席天井崩落 有 詳細確認中

17 8:00 生涯学習課 原町区本陣前三丁目６０－２ ひばり生涯学習センター ホールの壁掛け時計が落下し破損 有

17 8:00 生涯学習課 原町区本陣前三丁目６０－２ ひばり生涯学習センター
多目的ホールの換気口のフチの剥が
れ 有

17 10:15 生涯学習課 原町区本町二丁目28－1 市民文化会館
天井、壁面クラック（複
数個所）

17 10:15 生涯学習課 原町区本町二丁目28－1 市民文化会館 舞台上手側に落下物あり

17 AM 1:50 文化財課 原町区本陣前1-70 文化財整理室 作業室の天井換気口の蓋が落下後日対応

17 AM 9：20 文化財課 小高区 同慶寺 墓石・石灯篭倒れた 所有者対応

17 AM 9：40 文化財課 原町区 桜井古墳公園 管理棟周りの地盤沈下 後日対応

17 AM 10：20 文化財課 小高区 鈴木家住宅

各部屋の照明器具が垂れ
下がっている。西隣の歯
科医院との間のブロック
塀が建物に寄りかかって

所有者対応



日 時刻 場　　所 施設名・路線名等 被災状況 対応状況 備　考

17 6:00 鹿島区西町一丁目一番地 鹿島区役所
庁舎一部破損、クラックあり
倉庫一部破損、グシ、瓦破損
書棚倒、書類飛散

17 9:00 鹿島区横手字川原186-1 かしま交流センター
地盤沈下10～15㎝
建物に目立ったクラックなし
建物内書棚倒、書類散乱

17 10:00 鹿島区小島田字原畑４ まの交流センター 建物周り地盤沈下数センチ

17 10:00 鹿島区鹿島字北千倉24-1 スキット千倉
建物周り地盤沈下・隆起数センチ
アスファルトクラック発生

17 9:00 鹿島区鹿島字町39 鹿島商工会館
建物周り地盤沈下・隆起数センチ、
建物内書棚倒、書類散乱、
アスファルトクラック発生

17 13:40 鹿島区南柚木字八久々沢42 サテライトかしま
当分の間営業が出来ないとの一報、
施設の破損、クラックなど

　【鹿島区地域振興課】R04.03.16震度６_警戒配備に伴う被害状況


