
 

 

多賀城市からのお知らせ 

総務部地域コミュニティ課広報広聴係 
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令和４年福島県沖を震源とする地震に係る

本市の災害対応について 

 

令和４年４月１４日 

 

 

 

 令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震の災害対応として、

本市施設の復旧等の対応状況、各施設の修繕に係る支出予定額等について、別紙

のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ≫ 

 ０２２－３６８－１１４１（代表） 

・施設の復旧等に関すること  各施設の所管課等 

・修繕等に係る支出予定額に関すること  企画経営部 財政課 財政係 



被害見込総額→ 98,565 【単位：千円】

①令和３年度予備費又は既存予算対応

課等名 支出事業名 支出内容 休館等の対応状況 復旧見込
支出予定額
（概算金額）

総務課 災害対策職員人件費 災害時時間外対応（不足分） ― 復旧済 2,000

財政課 市有財産管理活用事業 旧市立図書館正面玄関修繕 無 復旧済 98

地域コミュニティ課
市民活動サポートセンター管理運営事
業

3F男子トイレ便器修繕 無 復旧済 99

子ども政策課 児童館運営管理事業 鶴ヶ谷児童館敷地内灯油タンク修繕 無 復旧済 19

子ども政策課 児童館運営管理事業 鶴ヶ谷児童館内（事務室）窓ガラスの修繕 無 復旧済 22

子ども政策課 児童館運営管理事業 西部児童センター内にある体育館とホールの境目に生じた段差解消 無 復旧済 90

子ども政策課 放課後児童クラブ運営管理事業 多賀城東小学校放課後児童クラブ内にある仕切り戸修繕 無 復旧済 8

都市計画課 公営住宅災害復旧事業
大代住宅、紅葉山住宅、大松住宅及び桜木住宅において被害のあった電気設備
の破損、エレベーター設備の破損、給水管漏水等修繕

無 復旧済 495

学校給食センター 学校給食センター運営事業 厨房内天井等修繕 無 復旧済 2,200

学校給食センター 学校給食センター運営事業 厨房設備修繕（コンテナ消毒保管機） 無 復旧済 352

学校給食センター 学校給食センター運営事業 キャットウォーク内修繕（吊り金具） 無 復旧済 49

生涯学習課 社会教育施設改修事業 大代地区公民館水道管修繕 無 復旧済 88

生涯学習課 社会体育施設改修事業 市民テニスコート照明器具修繕 無 復旧済 11

生涯学習課 社会教育施設改修事業 文化センターダクト吊り金具修繕 無 復旧済 495

6,026

令和４年度福島県沖を震源とする地震の災害対応に係る支出予定額について

合計

令和4年4月12日現在
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②令和４年度予備費又は既存予算対応予定

課等名 支出事業名 支出内容 休館等の対応状況 復旧見込
支出予定額
（概算金額）

地域コミュニティ課
市民活動サポートセンター管理運営事
業

１F情報サロン、事務室換気扇修繕 無 R4.5 500

地域コミュニティ課
さんみらい多賀城イベントプラザ管理
運営事業

備蓄倉庫シャッタ―修繕 無 R4.5 495

子ども家庭課 子育てサポートセンター運営管理事業 壁クロス亀裂補修、扉戸車補修、壁・廊下・天井の隙間修繕 無 R4.5 176

子ども政策課 公立保育所運営管理事業 志引保育所外壁はがれ修繕等 無 R4.10 732

健康長寿課 シルバーヘルスプラザ管理運営事業 集会室及び廊下の窓ガラス等修繕 無 R4.5 1,595

健康長寿課 屋内ゲートボール場管理運営事業 荷物搬入用出入口シャッター修繕 無 R4.5 57

都市計画課 公営住宅災害復旧事業
浮島住宅、大松住宅、桜木住宅、新田住宅、鶴ヶ谷住宅及び宮内住宅において
被害のあった建物の柱・外壁の亀裂、宅内通路（車路含む）の隆起や沈下等修
繕

無 R4.8 13,600

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

防犯・安全上、早急に対応が必要な小破修繕 無 R4.4 1,750

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

防犯・安全上、早急に対応が必要な小破修繕 無 R4.4 621

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

第二中学校　体育館柱欠損仮復旧及び構造設計費 体育館の使用休止 R4.7 3,300

生涯学習課 社会体育施設改修事業 総合体育館照明器具修繕
大体育室・小体育室・
柔剣道場の使用休止

R4.4 1,188

生涯学習課 社会体育施設改修事業 総合体育館エアコンパネル等修繕（室内機カバー、ダクト補修）
大体育室・小体育室・
柔剣道場の使用休止

R4.4 440

生涯学習課 社会体育施設改修事業 市民プール水漏れ等修繕（膨張タンク、器具庫） 使用休止 R4.6 1,562

生涯学習課 社会体育施設改修事業 市民プールシート修繕 使用休止 R4.6 549

生涯学習課 社会体育施設改修事業 市民プール天井等修繕（天井木部、窓ガラス） 使用休止 R4.6 321

生涯学習課 社会教育施設改修事業 文化センター小ホール天井石膏ボード修繕 無 R4.4 500

生涯学習課 社会教育施設改修事業 文化センター屋根瓦修繕 無 R4.4 10,000

山王地区公民館 山王地区公民館管理運営費 可動式バスケットゴール修繕 無 R4.4 176

生涯学習課 社会体育施設改修事業 総合体育館相談室及び外壁タイル等修繕（相談室、外壁タイル、外構）
大体育室・小体育室・
柔剣道場の使用休止

R4.4 500

生涯学習課 社会教育施設改修事業 文化センターパネルヒーター修繕 無 復旧済 297

生涯学習課 社会教育施設改修事業 大代地区公民館調理室天井排気口設置部修繕 無 R4.5 86

38,445合計
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③令和４年度補正予算対応予定

課等名 支出事業名 支出内容 休館等の対応状況 復旧見込
支出予定額
（概算金額）

子ども政策課 児童館運営管理事業 西部児童センター体育館にある水銀灯（照明）修繕 無 R4.12 2,940

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

災害復旧に係る設計業務委託 無 R4.9 5,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

災害復旧に係る設計業務委託 無 R4.9 5,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[多賀城小学校]校舎繋ぎ目等修繕 無 R4.9 1,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[多賀城東小学校]外構クラック等修繕 無 R4.9 3,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[山王小学校]外構欠損等修繕 無 R4.9 2,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[天真小学校]内部欠損等修繕 無 R4.9 1,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[城南小学校]外構欠損等修繕
※R3災害復旧箇所再被災

無 R4.9 6,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[小学校]

[八幡小学校]外構欠損等修繕
※R3災害復旧箇所再被災

無 R4.9 5,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

[多賀城中学校]外構欠損等修繕 無 R4.9 1,500

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

[第二中学校]体育館柱欠損等修繕
※R3災害復旧箇所再被災

体育館の使用休止 R4.9 14,000

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

[東豊中学校]外階段等修繕
※R3災害復旧箇所再被災

無 R4.9 4,500

教育総務課
学校施設維持管理事業
[中学校]

[高崎中学校]外構欠損等修繕 無 R4.9 2,000

山王地区公民館 山王地区公民館管理運営費 玄関柱クラック及び公民館外構等修繕（柱、タイル、外構） 無 R4.9 1,154

54,094

98,565総計（再掲）

合計
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