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記者発表資料 

                             令和４年３月18日（金） 

                             総務部危機管理課 
                             担当：防災情報係（内線261・262） 

 

「令和４年３月 16日 23時 36分頃の福島県沖の地震」について（第２報） 
（既報：「2022年３月16日_（震度５弱）」について（第１報）） 

※下線部分は前回からの追加・変更箇所                 （令和４年３月18日 12：00現在） 

種  別 項   目 

【地震情報等】 

発生日時  令和４年３月16日23：36 

震 源 地  福島県沖（北緯37.4度，東経141.4度） 

震源の深さ  約57km 

地震の規模  マグニチュード7.4 

観 測 震 度  最大５弱（赤岩，笹が陣）震度４（唐桑町，本吉町） 

 

潮 位 変 動  （市潮位・津波観測システムによる理論値と計測値との最大差） 

気仙沼漁港  01：13 ＋54cm 

杉ノ下漁港  01：13 ＋44cm 

御崎観光港  00：56 ＋41cm 

石浜漁港   01：13 ＋47cm 

蔵内漁港   01：25 ＋36cm 

※ 当日は気圧等の影響により，理論値と計測値の差が常に+30cm 前後ある

状態であり，潮位変動の実質の差は，約 10～20cm になると考えられる。 

 

GPS 波浪計による津波観測（閾値超過） 

      金華山沖   23：48 ＋35cm 

      岩手宮古沖  02：24 ＋34cm → 02：26 ＋79cm 

【本部体制】 
３月 16 日 23：36 災害対策本部（職員配備３号）設置 

３月 17 日 05：20 警戒配備（職員配備０号）移行 

【避難情報】 

３月 16 日 23：39 宮城県，福島県に津波注意報発表 

          避難指示発令（防潮堤より海側） 

３月 17 日 05：00 津波注意報解除 

      05：20  避難指示解除 

【広報対応】 
防災行政無線，市ホームページ，Twitter，被災者支援メール，Facebook， 

コミュニティＦＭ，ＬＩＮＥ，市防災ポータルサイト，Ｌアラート 

【人的被害】 

軽傷者 １人 

 頭部への落下物により５cm 程度の裂創 

  → 市立病院にて処置済み 
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【活動状況】 

３月17日 01：00 市職員配備状況：273人 （避難所配置職員を除く） 

      01：20 避難所配置職員等：118人  

05：00  消防団警戒活動：395人（車両 86台） ※最大時 

【避難所開設】 

津波注意報に伴う開設指定避難所 18箇所 → ３月17日 06：10閉鎖 

【避難者数：129世帯177人 車避難344台365人（３月17日 01：20）※最大時】 

①市民会館   ②九条小学校  ③気仙沼中学校 ④気仙沼高校  ⑤鹿折中学校 

 ⑥松岩公民館 ⑦市総合体育館 ⑧面瀬中学校   ⑨階上公民館   ⑩階上中学校  

⑪大島公民館 ⑫唐桑公民館   ⑬中井公民館   ⑭小原木公民館 ⑮本吉公民館  

⑯小泉公民館 ⑰大谷公民館  ⑱新月中学校（臨時） 外 

【交通機関】 
3月17日 JR大船渡線，BRT，路線バス，高速バス  運行見合わせ  

→ 3月17日 運行再開済み 

【備  考】 

【県防潮堤の閉鎖状況】 

 ・朝日町3号陸閘 ・亀山磯草1号陸閘 ・津谷川左岸樋管No.1，2 

・蕨野川樋門No.1，No.2 ・外尾川水門 

 

【馬籠町頭共同墓地】 

 墓石倒壊 10数件 

 

被害状況等 

所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 

危機管理課 

・東日本大震災遺構・伝承館 

 エレベーター停止（復旧済み） 

 西側昇降口舗装部分 亀裂発生（対応中） 

 遺構１F連絡通路のモルタル剝離（処理済み） 

遺構４F雨どい 歪み（対応中） 

 屋上エキスパンションジョイント破損（応急対策済み） 

・防災物資集積配送基地 

 エレベーター停止（復旧済み） 

－ 

財産管理課 
ワン・テン庁舎 エレベーター停止（復旧済み） 

魚市場前庁舎（教育委員会） エレベーター停止（復旧済み） 
－ 

税務課 
八日町二丁目  

非住家 一部破損 1棟 
－ 

震災復興・企画課 
大島開発総合センター 

 体育館上部梁型モルタル剥離 
調査中 

地域づくり推進課 

・八日町コミュニティセンター 

 クロス破損（亀裂幅約5mm） 2箇所 

・駅前住宅交流センター 

 クロス破損（亀裂幅約3mm） 1箇所 

 幅木剥離 1箇所 

60千円 
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健康増進課 市民健康管理センター エレベーター停止（復旧済み） - 

産業戦略課 

・浪板地区管理用道路（県立気仙沼高等技術専門校通用道路） 

 法面一部崩落，倒木（対応中）※道路通行に支障なし 

・ITベース小原木荘（旧小原木中学校2F） 

 蛍光灯1本落下破損（復旧済み） 

1千円 

農林課 

・本吉農村環境改善センター（本吉公民館） 

 視聴覚室 天井吊り下げ型放送スピーカー落下 １台 

・林業用施設 

 林道大萱線 落石（対応済み） 

 林道平山線 法面崩落 L＝４ｍ Ｈ＝４ｍ（通行可能） 

・農業用施設 

 農道直伝2号線 橋護岸決壊 L＝2.5ｍ Ｈ＝1.5ｍ 

70千円 

（調査中） 

観光課 漁火パーク 看板転倒 調査中 

住宅課 

市営住宅 ※地震感知による安全装置作動 

 断水（表松川，鹿折南，四反田，魚町入沢，幸町，気仙沼駅前，内の脇， 

舘山，赤岩五駄鱈）（復旧済み） 

 エレベーター停止（鹿折南，四反田，魚町入沢，幸町，魚町二丁目， 

南町二丁目，気仙沼駅前，南郷）（復旧済み） 

－ 

土木課 

・旧県道本吉室根２号線（本吉町中川内地内） 路肩決壊 A=10㎡ 

・主要地方道気仙沼本吉線（本吉町狼の巣地内） 落石（3/17 2:10撤去済み） 

・新浜町蔵底線（蔵底地内） 倒木 （3/17 10：10撤去済み） 

・中山新王平線（中山地内） 倒木（3/17 15:30撤去済み） 

1,100千円 

ガス水道部 

・水道施設 

 旧唐桑水道事務所 天井パネル一部破損 

 配水管破損による断水 

岩月箒沢地区 70戸（復旧済み） 

舘山二丁目地区 40戸（復旧済み） 

岩月宝ヶ沢地区 ６戸（復旧済み） 

長磯鳥子沢 1戸（復旧済み） 

・ガス施設 

 都市ガスメーター遮断 12戸（復旧済み） 

2,000千円 
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教育委員会 

＜小学校＞ 

・松岩小学校 体育館北側雨どい落下 

・面瀬小学校 音楽室壁破片落下 

・小泉小学校 校舎屋根瓦のずれ 途中まで落下 

・大谷小学校 体育館窓硝子割れ破片散乱 

＜中学校＞ 

・階上中学校 1階廊下壁剥落(一部)，3階水飲場 天井少し外れている 

・条南中学校 2，3階男女トイレ壁タイル剥がれ 

2階特別棟への通路つなぎ目破損 

4階復興教室蛍光灯2つ破損 

壁欠けている所多数 

＜社会教育施設＞ 

・鹿折公民館 体育館壁一部破損及び廊下壁紙亀裂 

・松岩公民館 体育館入口付近コンクリート破片落下 

体育館北側非常扉外れ開閉不可，外側外壁上部の留め金離脱 

・階上公民館 体育館ギャラリーコンクリート破片落下，建物内亀裂 

・大島公民館 建物内亀裂多数，男子洋式トイレタイル目地剥がれ 

天井損傷（穴あき） 

・唐桑公民館 第2研修室天井内壁1枚落下破損(東側) 

第2研修室天井隆起亀裂(西側) 

・小原木公民館 体育館壁面ボード木ネジ外れ及び破損 

体育館引き戸レールゆがみ 3箇所 

体育館前の浄化施設脇部土砂沈下 

・小泉公民館 建物内部の壁面クロス破れ 10箇所) 

・市総合体育館 休憩棟外側日差し除け 宙吊状態，落下の危険有 

休憩棟中男子トイレ側 天井脇コンクリート亀裂一部落下 

・本吉総合体育館 アリーナ照明上部ボード破損，アリーナ照明カバー外れ 

2階障害者観客席上部吸音ボード落下 

玄関自動ドア外れ，北側非常口ガラス割れ 

・気仙沼図書館 玄関前ｱﾌﾟﾛｰﾁ事務室前ﾋﾟﾛﾃｨｰｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ損壊ﾌﾞﾛｯｸ間ひび割れ 

ｴｽﾎﾟｱｰﾙ前ｻｸﾗﾃﾗｽﾌﾞﾛｯｸにひび割れ，ずれ(3箇所) 

駐車場車止めﾌﾞﾛｯｸ間にひび割れ，ずれ(12箇所) 

玄関前ﾋﾟﾛﾃｨｰと駐輪場の間の壁に亀裂(3箇所) 

1階事務室前壁 ひび(4箇所) 

2階エレベーター脇壁 ひび割れ 

2階新聞閲覧席 壁の角 ひび割れ 

2階トイレ前 防煙垂れ壁の左側のつぎ目が壊れすき間空く 

2階市民会館側閲覧席 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ脇の天井にひび割れ(2箇所) 

2階閉架書庫 書庫内西側壁天井付近に横約3ｍのひび割れ 

1 階ﾋﾟﾛﾃｨｰと駐輪場の間の壁 縦に亀裂(3 箇所)通り抜け箇所

のため通行禁止の表示とコーン設置 

エレベーターとエアコン停止（復旧済み） 

＜その他＞ 

・大島みどりのふれあい広場 トイレ水道管漏水 

 

36千円 

（調査中） 

市立本吉病院 小荷物専用昇降機 停止（対応中） - 

公的施設被害総額【合 計】 調査中 

 


