
公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

全館　ガス供給停止 復旧済み

本館２階（広報広聴課前トイレ）　入口上部すりガラスひび割れ 業者発注済み

本館２階（資産活用課　執務室）　窓ガラス破損 緊急修繕済

本館エントランスホール吹き抜け照明器具ズレ 業者発注済み

本館ピロティの自動ドア上部の雨樋破損 緊急修繕済

本館３階（まちづくり指導課　執務室）　窓ガラス破損 緊急修繕済

本館・議会棟エレベーター２箇所停止 6/18復旧済み

議会棟１階　保険事業室裏階段　壁に亀裂アリ 業者発注済み

議会棟２階　議場　傍聴席の天井に亀裂アリ 天井からの落下物（少量）掃除済

議会棟２～３階　階段（東側）　壁に亀裂アリ 業者発注済み

議会棟３～４階　階段（西側）　壁に亀裂アリ 業者発注済み

議会棟５階　第二委員会室（倉庫）　壁に亀裂アリ 業者発注済み

議会棟５階　図書室　本棚等のキャビネット類の倒壊、スイッチ類
故障

議会図書室　当分の間、閉室

議会棟屋上　屋上パラペット防水ブロックの破損 業者発注済み

市民会館
・大ホールホワイエ等のガラスひび割れ
・大ホール客席天井送風口カバーの一部ずれ　　等

調査を行い、安全確認完了。
応急処置済み。

ふらっとねやがわ 被害なし

各コミセン 被害なし 避難所として開設

ふれあいプラザ香里
配管破損による天井水漏れのため、6/23まで休館
6/24から通常通り開館

安全確認完了

市民活動センター 被害なし

消防団明和班屯所 被害なし

エレベーターが緊急停止中（乗員は無し） 4階まで復旧

5階のエレベーターホール付近の接続部分にずれが生じている
（1階から5階にズレが生じており、上層階につれて被害が大きい）
5階外壁部分の取付板の破損、浮き

業者による修繕中

4階壁にクラックが入っている 経過観察

外観の被害は無し（目視による確認）

室内の壁等の被害は無し（目視による確認）

各シティステーション 被害なし

公園墓地、斎場 被害なし

ごみ処理施設 ガスが供給停止　焼却炉　非常自動停止 14:05　焼却炉稼働再開

旧焼却施設 壁面剥落　２㎡

４市施設組合 管理棟とプラント棟をつなぐ接続部にズレが生じている。

緑風園 被害なし

健康部 保健福祉センター診療所 保健福祉センター１階天井一部ひび割れ 業者調整中

環境部

財務部 本庁舎

人・ふれあい
部

市民生活部

産業振興センター

消費生活センター
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

総合センター１階 床のひび割れ、壁クラック 業者発注済み

総合センター１階 壁金属製板の変形、一部剥がれ 業者発注済み

総合センター１階　連絡通路雨漏り 業者発注済み

総合センター２階 保育課横　ガラス窓割れ（７枚）

業者施工中
6/18　付近通行禁止
6/20　12:30ごろ　割れたガラス撤
去済み。板のはめ込みで応急処
置し、通行禁止解除。

総合センター２階 福祉総務課（指定・指導担当）執務室内　ガラス
ひび

業者発注済み

総合センター２階ハローワーク付近　壁クラック 業者発注済み

総合センター２階 講堂　一部部品天井より落下 6/20　17:00ごろ復旧

総合センター2階 福祉事務所前等 床ひび割れ 業者発注済み

総合センター３階 第1・第2幼児室、軽スポーツ室　ガラスひび 業者発注済み

総合センター３階 第１幼児室壁クラック 業者発注済み

総合センター４階 天井一部落下等（中央図書館・学習室・中央公
民館一部の部屋及び４階廊下内等）

付近立入禁止

総合センター４階 壁、柱クラック 付近立入禁止

総合センター４階 廊下 床ひび割れ 付近立入禁止

総合センター４階 講義室 床ひび割れ 付近立入禁止

中央図書館自動ドア機能せず 復旧済み

総合センター・保健福祉センター２階連絡通路　天井一部落下 復旧済み

総合センターガス使用不可 復旧済み

総合センターエレベーター　使用不可 復旧済み

アスベストに係る対応

４階天井の一部破損等につき、安
全確保のため、４階及び２階講堂
を立入禁止とした。
6/23、6/27において、１階～４階に
かけて、環境測定を実施したが、
いずれのポイントも基準以下で
あった。
今後、必要な措置等を講じる。

保健福祉センター各室　空調機使用不可 復旧済み

保健福祉センターエレベーター 使用不可 復旧済み

保健福祉センターエスカレーター　使用不可 復旧済み

保健福祉センター2階壁亀裂
1階に通行等がないよう花壇等を
配置

保健福祉センター5階歯科医師会・薬剤師会　換気扇口ズレ 6/20復旧

保健福祉センター5階薬剤師会　換気扇口ズレ 6/20復旧

保健福祉センター５階研修室４　扉開閉困難 業者発注済み

総合センター敷地 二中側　ブロック塀ひび割れ
業者施工中
付近の近寄り禁止し、6/23ブロック
塀撤去し、近寄り禁止解除

シャトルバス停留所　付近タイル　隆起 業者発注済み

福祉部
総合センター・保健福祉
センター
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

福祉部
総合センター・保健福祉
センター

保健福祉センター入り口前通路　タイルの隆起 業者発注済み

中央高齢者福祉センター ガラスひび 交換済

西高齢者福祉センター 内壁、タイルひび 業者発注済

太秦高齢者福祉センター 被害なし

浴場設備故障 復旧済み

空調設備故障 応急処置済み

東障害者福祉センター 被害なし

壁のひび割れ（５か所）

天井と壁の隙間ができた（３か所）

天井の板が落ちそうな板が４枚ある。

食堂ガスヒーポン破損

ドア枠のゆがみ

玄関雨漏り

天井一部落下 休所(6/18)⇒開所（6/19）

壁にクラック、タイル剥がれ

ガス停止 復旧済み

水道管水漏れ 修繕対応済

防火シャッター扉故障

蛍光灯蛇行

エアコン送風口ズレ、換気扇口ズレ

リラット 被害なし

あかつき・ひばり園 被害なし 休園(6/18)⇒開園（6/19）

こどもセンター
・エレベーター停止　⇒　6/18復旧済
・センター内３段ボックス転倒

開所

さくら保育所 保育室等の天井のずれ（保育室３室４か所、事務所1か所）
・開所
・緊急修繕対応済

たんぽぽ保育所

①給食棟
　・天井サッシのカバーが落下。
　・休憩室壁に隙間。
　・給食室と調理員休憩室の仕切り（壁）が全体的に下がり、天井
との間に隙間。
②遊戯室
　・天井エアコンの周りに隙間。
　・床板にずれ。
　・倉庫天井の板にずれ。
③支援センター
　・トイレタイルの接着部分にひび割れ、剥がれ。
④保育棟
　・２階トイレシャワーパンの排水管で少量の水漏れ。
　・１階事務所階段前　天井ガラス間仕切りに隙間。

・開所
・安全性について問題がないた
め、経過観察を行い、必要に応じ
て、修繕対応を検討

こども部

福祉部

東高齢者福祉センター

大谷の里

すばる・北斗福祉作業所
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

さざんか保育所

・ガス供給停止
・民家との隣接した高いブロック塀（高さ約2.4m）にひび割れ（4か
所）
・廊下にひび割れ（1か所）
・遊戯室入口横換気扇にひび割れ。
・遊戯室南側壁にひび割れ（２か所）。
・遊戯室西側壁にひび割れ。
・正門前コンクリートにひび割れ。
・北側フェンス下のコンクリートにひび割れ。

・開所
・ガス復旧作業完了
・ブロック塀は、鉄骨、ワイヤーに
よる臨時補強処置を実施済
・今後、ブロック塀を撤去予定
・その他の箇所については、安全
性について問題はないため、経過
観察を行い、必要に応じて、修繕
対応を検討

あざみ保育所

・遊戯室ベランダと非常階段の接続部分のブロックに亀裂。
・非常階段の柵の下のコンクリートのはがれ。
・２階廊下の壁に亀裂。
・乳児室前廊下に雨漏り。
・遊戯室天井に亀裂。
・外壁に浮き。

・開所
・コンクリートのはがれ、乳児室廊
下前の雨漏り、遊戯室天井の亀裂
及び外壁については、緊急修繕対
応済
・その他の箇所については、安全
性について問題はないため、経過
観察を行い、必要に応じて、修繕
対応を検討

コスモス保育所 被害なし ・開所

さつき保育所 ・外構フェンスの一部にぐらつき。
・開所
・緊急修繕対応中

市営住宅 被害なし

萱島まちづくりセンタ― 被害なし

明和温泉
ボイラー用高架水槽の本体結合部からの漏水
ボールタップ破損による漏水

・現在、業者と契約手続き中。
・ボールタップ取替済。

香里西公園 小さな亀裂あり

太秦中町第１ちびっこ老
人憩いの広場

広場周辺のブロックのひび割れ 業者による修繕工事

その他公園 場所不明　隣家の煉瓦が公園に散乱

自転車の駅 被害なし

地下道 ひび割れ

道路 亀裂３か所

上下水道局庁舎 被害なし

香里浄水場 被害なし

楠根配水場 口径700mm配水区切替弁動作不良発生
メーカー点検により仮復旧。作動
時異音が発生するため経過観察。

水管橋 6件漏水発生 補修弁閉止等により対応

高宮ポンプ場・古川雨水
幹線

被害なし

流域調節池 被害なし

その他の上下水道施設 被害なし

東館屋上高架水槽の亀裂。水が噴き出している 修繕中

給食室の裏、ガラス破損 手配済み

こども部

学校教育部

まち政策部

まち建設部

上下水道局

東小
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

西小 施設ひび割れ等なし（教頭）

南小 プールの水漏れ 処置済み

体育館の照明カバー外れ  学校で対処済み。

体育館の内壁割れ 処置済み

西館４階渡り廊下コンクリ割れ 業者発注済み

ガラス割れ　玄関、プール更衣室他３か所５枚 手配済み

第五小 特に問題なし。

連絡通路の外壁はがれ、金属部の破損 処置済み

プール連絡通路とエスポの接合部 処置済み

ガラス割れ　2か所 手配済み

本館・西館の間をつなぐ鉄板（２F・３F・４F）が、ゆがんで盛り上が
り、ひび割れしている

施設給食課職員と学校で除去済。

ランチルーム の天井材一部欠落 学校で対処済み。

ガラス割れ　西館教室他３枚 手配済み

ガラス割れ　追加３か所 手配済み

ガラス割れ　追加１枚 手配済み

池田小 ガラス割れ　7枚 手配済み

３Fの防火シャッターが下がっていた 対応済み

ガラス割れ　音楽室他４枚 手配済み

校舎裏、ブロック塀破損 7月発注予定

ガラス割れ　9枚 手配済み

体育館の照明カバー外れ 対応済み

ガラス割れ 手配済み

水道管漏れ
 学校から業者発注してもらうよう
連絡済。

ガス停止  復旧確認（PM4:20）。

校舎棟（2号館）の外壁から水漏れ 復旧済み

木田小 特に問題なし。

神田小 ガラス割れ　１２枚 手配済み

堀溝小 給食室・屋体・校舎の渡り廊下　圧密破壊 処置済み

学校教育部

北小

成美小

明和小

中央小

啓明小

三井小

木屋小

- 34 -



公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

１年２組梁のクラック 処置済み

南通用門　袖ブロック崩落寸前 処置済み

南側水路沿い擁壁のずれ 処置済み

体育館の照明カバー外れ・貯水槽ランプ確認中 学校で対処済み。

消火栓警報発砲 学校で対処済み。

給食調理場の水の濁り 復旧済み

ガラス割れ　西館　廊下・教室６２枚 手配済み

体育館の照明カバー外れ 学校で対処済み。

消火栓警報発砲 学校で対処済み。

ガラス割れ　下足室外5枚 手配済み

給食室水道管固定 対処済み

プールシャワーバルブ　漏水 復旧済み

ガラス割れ　３枚 手配済み

正門右側　ひび割れ 処置済み

和光小 特に問題なし。

プール機械室濾過ポンプの轟音 処置済み

プール機械室濾過ポンプ故障によるプール水の白濁 手配済み

施設等ひび割れなし（校長）

校舎棟 職員室出入口上部及び下足室の上部のガラス、支援教室
の窓ガラスのひび割れ

処置済み

職員室・下足室等ガラス割れ 手配済み

体育館の照明カバー外れ 学校で対処済み。

ガラス割れ　追加４枚 手配済み

玄関前・水道管破裂 復旧済み

玄関前ガラス６枚 手配済み

職員室上部、下足室の扉のガラス割れ 業者手配中

校舎３階防火扉ストッパー脱落 処置済み

プール濾過ポンプの漏水による床浸水 処置済み

プール給水バルブが全閉しない。 処置済み

校舎棟の本館、資料室のひび割れ 経過観察

体育館の照明カバー外れ 学校で対処済み。

校長室スチール棚ゆがみ 手配済み

空調設備の室外機配管ねじれ 経過観察

学校教育部

楠根小

梅が丘小

宇谷小

石津小

桜小

点野小

国松緑丘小

田井小
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

第二音楽室屋根棟カバー外れ 処置済み

体育館外壁・内壁クラック 処置済み

ガス供給停止 復旧済み

校舎棟窓ガラス破損（約10枚） 対応済み

ガラス割れ　追加大２枚 手配済み

ガス供給停止 復旧済み

1号館3階　廊下天井ひび割れ 処置済み

プール更衣室天井ひび割れ 処置済み

特別教室棟理科室床の亀裂  経過観察。今後、補修対応。

校舎棟のコンクリ－ひび割れ、クラック等 修繕中

渡り廊下が 歪んでいる（３年生と１年生の間） 修繕中

グランドに亀裂 現状、確認できず、影響なし。

ブロック塀亀裂 7月発注予定

ガラス割れ　特別教室・教室 手配済み

校舎棟ガラスの割れ・屋上パラペット落下 発注済み

ブロック塀亀裂 7月発注予定

体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等 処置済み

職員室梁クラック 処置済み

ガラス割れ　教室4枚 手配済み

校舎棟へのスロープ脇石積みのクラック 修繕中

フェンス(プール・南館東側)の空洞化 経過観察

北館４階廊下の雨漏り(照明器具へも) 復旧済み

ガラス割れ　下足室外7枚程度 手配済み

３年生校舎（南館）水タンク破損水漏れ
当面は、直圧で対応。今後、高架
水槽改修を検討する。

第七中 破損なし（校長確認）

第八中 ガラス割れ　廊下他３枚 手配済み

第九中 特に問題なし。

ブロック塀 亀裂 7月発注予定

ガラス割れ　５枚 手配済み

体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等 7月下旬契約予定

第一中

第二中

第三中

第四中

第五中

学校教育部

第六中

第十中
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

ブロック塀にひび割れ等 7月発注予定

体育館のタイルの割れ・廊下の継ぎ目の破損・水道管破損水漏れ 発注済み

水道管の水漏れ 復旧済み

屋内運動場　照明のカバー外れ 処置済み

体育館電球２個、ガラス割れ

体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等 処置済み

北幼稚園 塀、壁のひび割れ、トイレタイルの剥離 経過観察。今後、補修対応。

めろん組廊下側欄間ずれて隙間あり 経過観察。今後、補修対応。

いちご組廊下側ドアの彎曲 経過観察。今後、補修対応。

ブロックの傾き、ひび割れ ビス止めにより補強

南幼稚園 外壁のひび割れ 経過観察。今後、補修対応。

神田幼稚園 外壁等のひび割れ 経過観察。今後、補修対応。

啓明幼稚園 外壁等のひび割れ 経過観察。今後、補修対応。

ガス供給停止 復旧済み

水道管の破損　新館１Ｆと２Ｆの間 補修済。

新館1階・2階トイレ及び給湯室、タイル　亀裂 経過観察。

新館・本館　外壁クラック 経過観察。

本館外壁柱部分及び基礎ブロック　南面　クラック数か所 経過観察。

新館・本館　内装はがれ、及び、ひび 経過観察。

旧明徳小学校 特に問題なし。

旧明徳幼稚園 民家との間の傾斜に隆起している箇所あり 現場確認済み。経過観察。

2階講堂横ガラス破損 休館：福祉総務課で対応

４階天井等に一部はがれ 休館：福祉総務課で対応

４階視聴覚室の床にクラック 休館：福祉総務課で対応

渡り廊下のつなぎ目の留め具欠損 渡り廊下通行禁止・業者手配済み

旧館トイレのタイル　一部剥がれ 対応済み

天井埋め込みエアコンがずれたため、天井の一部が欠けている 業者手配済み

新館調理室の食器類が落下による破損 対応済み

エレベーター停止 対応済み

学び館 被害なし

補給水減水ランプの警報が鳴り続けている 対応済み

エレベーター停止 対応済み

正面2階部分のガラス　ひび割れ 業者手配済み

種目により、使用を取消 使用料返金対応済み

アスファルト舗装の通路に一部亀裂 対応済み

土砂崩れ（駐車場横崖部分の土砂）
コーン設置し「立入禁止」対応
業者手配済み

学校教育部

社会教育部

エスポアール

市民体育館

野外活動センター

友呂岐中

中木田中

中央幼稚園

教育研修センター

中央公民館
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公共施設等の被害状況一覧 （平成30年7月18日時点）

部局 施設 被害状況 対応

アルカスホール 現状、大きな被害なし。

埋蔵文化財資料館 展示物の一部転倒（損傷なし） 対応済み

市指定文化財　伝・秦河
勝の墓

五輪塔のゆがみ、石灯籠倒壊など 業者手配済み

展示物の一部落下。 対応済み

アリーナ階段ホール天井一部ひび割れ 対応済み

４階遺物庫のスチール棚の転倒により、遺物収納カゴが落下し、
遺物破損多し

業者手配済み

書架から蔵書が散乱 休館：対応済

書架が一部破損 休館：対応済

自動ドア破損（自動開閉できない） 休館：復旧済

天井一部剥がれあり 休館：福祉総務課で対応

駅前図書館 特に大きな被害なし 休館⇒6/19開館

東図書館 一部書架から本が散乱 休館⇒6/19開館

分室等 南分室で一部書架から本が散乱 現場で対応済、休館

スマイル 現状、大きな被害なし 休館⇒6/19開館

ハピネス 現状、大きな被害なし 休館⇒6/19開館

明和小留守家庭児童会 １階窓ガラス損傷(1枚)・２階窓ガラス損傷（２枚） 業者対応済み

和光小留守家庭児童会 学童入口の玄関扉ガラス１枚損傷 業者対応済み

上記以外の留守家庭児
童会（22校）

被害なし

社会教育部

池の里市民交流センター

中央図書館
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