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教育施設等の被害状況1

（１）学校施設

県立学校 平成 24 年３月末現在　　（千円）

No. 学　校　名 主な被害 被害金額

1 盛岡第一高等学校 管理教室棟‒内部壁亀裂ほか 176

2 盛岡第二高等学校 第一体育館‒入口 EXP.J 破損、階段亀裂　　渡り廊下‒EXP.J 破損ほか 777

3 盛岡第三高等学校
管理・教室・特別教室棟‒天井ボード落下、廊下壁面亀裂　　第一体育館‒校舎
接合部EXP.J 亀裂、壁面亀裂、ドレン脱落ほか

1,523

4 盛岡第四高等学校
教室棟・管理教室棟‒大講義室等パネルヒーター配管脱落、渡り廊下 3階天井落
下、壁剥離ほか

309

5 盛岡北高等学校 管理教室棟‒EXP.J 破損ほか 741

6 不来方高等学校
渡り廊下‒EXP.J 破損、天井ボード破損、防火扉潜戸落下、外壁亀裂　　第二体
育館‒天井壁破損ほか

2,364

7 杜陵高等学校
給食棟‒窓ガラス破損、厨房内天井廻し縁落下・天井一区画ずれ・窓下亀裂　　
管理棟‒機械室配管継ぎ目漏水ほか

532

8 　分校（奥州校） 軽微な被害 －

9 盛岡農業高等学校

第二校舎‒渡り廊下EXP.J 破損　　寄宿舎‒渡り通路EXP.J 破損　　第一体育館
‒窓ガラス破損、天井ボルト破損、ステージ壁等破損　　第二体育館‒窓ガラス
破損　　食品科学科実習棟‒外壁破損、天井ボード破損落下、天井ボード垂れ下
がり　　作物実習棟‒総合実習室天井ボード破損、総合実習室点検窓破損　　　
第三校舎‒男子トイレ壁破損、屋上貯水槽破損　　温室ほか‒窓ガラス破損　　
森林土木実習棟‒天井ボード破損落下、校内放送用スピーカ破損　　農業実習セ
ンター‒外壁破損ほか

3,918

10 盛岡工業高等学校

管理棟‒中央廊下天井剥離、ひび割れ、製造プラント実習室ガラスひび割れ　　
データ処理実習棟‒2 階踊り場柱モルタル剥離、3階情報棟鉄扉下部コンクリー
ト破損、3階踊り場天井剥落　　土木・建築・デザイン棟‒茶室壁ひび割れ　　
機械科棟‒渡り廊下 EXP.J 外金具剥離　　防球ネット‒野球グラウンド嵩上支柱
の下部亀裂ほか

4,153

11 盛岡商業高等学校 軽微な被害 －

12 沼宮内高等学校 軽微な被害 －

13 平舘高等学校 軽微な被害 －

14 雫石高等学校
管理教室棟‒EXP.J 壁亀裂　　第二体育館‒ガラス破損・サッシのずれ、トイレ
照明器具かさ落下　　グラウンド‒夜間照明用殺虫器蛍光管破損ほか

114

15 紫波総合高等学校

管理棟‒4 階廊下非常扉開閉不可・EXP.J 部天井落下、エレベータ 4階踊り場天
井落下・EXP.J 歪み、大講義室パネルヒーター水漏れ、図書室階段亀裂等、屋
上笠木つなぎ目ずれ・EXP.J ずれ、校舎外壁亀裂　　農業管理実習室‒暖房器破
損、壁亀裂ほか

5,777

16 花巻北高等学校
第一体育館‒ステージ照明落下　　倉庫‒棚破損　　窓ガラス数枚破損、壁ひび割
れ

191

17 花巻南高等学校
第二体育館‒玄関コンクリート階段破損　　渡り廊下‒2階 EXP.J 破損、1階天井
ボード落下、1階コンクリート柱亀裂　　研修会館‒2階和室天井ボード落下ほか

820
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No. 学　校　名 主な被害 被害金額

18 花巻農業高等学校

管理教室棟‒EXP.J 破損、壁亀裂、エアコンフィルター落下、ベランダ破損、音
楽室外壁一部破損　　食農科学科棟‒食品科学実験室天井落下、ボイラー室天井
落下　　第二体育館‒換気ダクト設置アングル一部破損・おさえ金具のずれ等　
3号温室‒ガラス破損　　園芸管理準備室‒床コンクリートひび割れ・隆起　　
管理棟‒土肥実験室天井落下、作畜実験室天井崩落・天井ずれほか

2,731

19 花北青雲高等学校
職業実習棟‒男女トイレ壁亀裂　　校舎棟‒渡り廊下亀裂、男女トイレ壁亀裂　
第一体育館‒ステージ天井ボード欠落、南側ボードのずれ、ガラス破損、器具室
壁亀裂ほか

97

20 大迫高等学校 体育館‒ステージ側壁一部亀裂、剥離ほか 173

21 遠野高等学校
管理教室棟‒ラウンジ天井ボード落下、梁の一部に亀裂、屋根瓦に一部ずれ・破
風板剥離、廊下等亀裂　　弓道場‒壁ボード剥離、蛍光灯落下、的場破風一部剥
離、天井落下　　産振棟‒EXP.J 破損ほか　　公舎‒屋根瓦ずれ

2,000

22 遠野緑峰高等学校

北校舎‒受水槽給水管接続部分破損　　第一体育館‒天井落下、外れ　　渡り廊
下‒EXP.J 破損　　産振棟‒階段部分壁破損　　南校舎‒商業実験室サーバー電源
入らず　　機械室‒シャッター破損　　鶏舎‒ドア外れガラス破損　　機械格納
庫‒シャッター破損　　加工自習室‒内壁破損　　農場管理室‒建物の傾き及び
柱・壁の下に 間　　土木室‒天井落下　　校庭‒グラウンド内及び土手に亀裂
ほか

1,197

23 黒沢尻北高等学校

管理教室棟‒EXP.J 破損、東階段上部他亀裂　　特別教室棟‒EXP.J 破損、女子
トイレ天井破損、内外壁亀裂多数、東側外壁一部落下　　第一体育館‒ステージ
上部壁崩落、外壁鋼鈑・内部柱破損、バスケットゴール部品落下、内部壁剥離
第二体育館‒基礎部分所亀裂　　柔剣道場‒床中央部の沈下　　部室‒階段根回り
基礎破損ほか

11,639

24 北上翔南高等学校

管理教室棟‒陶芸室壁亀裂、渡り廊下EXP.J 破損　　第一体育館‒軒天・腰壁亀
裂　　部室‒天井ボード落下　　生徒更衣室‒天井ボード・階段基礎破損　　　
園芸実験実習室‒天井ボード落下、コンクリート壁破損　　温室‒ガラス破損　
乾草収納舎‒シャッター破損　　校門引き込み道路‒陥没ほか

5,675

25 黒沢尻工業高等学校

グラウンド、陸上グラウンド‒地割れ　　外灯‒破損　　工業科職員室‒天井のず
れ　　校地内法面‒ずれ　　側溝‒ずれ　　排水溝‒破損（ひび割れ）　　実習棟‒
天井欠落　　校舎‒EXP.J 破損　　自転車置き場等‒地割れ（陥没）、フレーム歪
みほか

5,363

26 水沢高等学校
管理棟‒EXP.J 破損、社会科教室前天井パネル破損、配管支柱天井パネル破損
渡り廊下‒職員室前天井パネル破損、EXP.J 破損　　特別教室棟‒壁亀裂、EXP.
J 破損ほか

959

27 水沢農業高等学校 第一体育館‒ステージ上部壁面べニア剥離 405

28 水沢工業高等学校
管理・教室棟‒蛍光管器具落下　　特別教室棟‒渡り廊下接続部壁面亀裂　　　
男子トイレ‒天井ボード落下ほか

311

29 水沢商業高等学校 管理棟・特別教室棟‒美術室、女子トイレ他天井・壁に亀裂 735

30 前沢高等学校
管理棟‒外壁亀裂・剥離、内壁・階段窓面亀裂　　渡り廊下‒接続部内壁亀裂　
第一体育館‒窓ガラス破損、ブレース内側・外側破損、壁亀裂・剥離　　第二体
育館‒窓面壁全体の破損ほか

8,000

31 金ケ崎高等学校
管理棟‒屋根・天井内部EXP.J 破損、カーテンボックス破損（２教室）、天井に
間発生　　特別教室棟‒窓ガラス破損（音楽準備室、図書室）、階段室他亀裂

1,008

32 岩谷堂高等学校

管理教室棟‒大講義室パネルヒーター倒壊・天井ボード落下・スポットライト取
り付け部分破損、生徒会室パネルヒーター倒壊、EXP.J 破損、図書室本棚破損、
生徒玄関ガラス破損、亀裂　　機械室‒庇落下　　屋外・地面‒職員玄関・東側
舗装・校舎脇陥没及び亀裂　　弓道場‒シャッターカバー外れ、東側地盤沈下、
東側フェンス破損、安土崩壊　　農業土木棟‒壁亀裂・崩落　　林業棟‒天井落
下　　校舎外壁‒5 階部分亀裂落下の恐れ　　音楽室‒入口扉開閉不可　　第二
キュービクル引込柱‒傾きほか

8,880
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No. 学　校　名 主な被害 被害金額

33 一関第一高等学校

第一体育館‒ステージ後ろ外壁剥離・崩落、縦雨樋破損・落下　　高校管理教室
棟‒屋上エアコン屋外機配管一部破損、外壁亀裂、外柱破損、ホール天井一部破
損・崩落、ホール柱亀裂、ホールプロジェクター・スクリーン落下、大教室ア
ルミ窓枠歪み、校舎裏外柱破損（鉄筋露出）、2～ 4 階階段壁面亀裂、2階柱一
部破損、EXP.J 破損、職員室壁亀裂、その他教室・ベランダ亀裂、階外壁亀裂、
生徒トイレ・職員トイレアルミ窓枠変形、玄関脇水飲み場壁他一部亀裂・破損、
機械室扉枠破損、EXP.J 破損、天窓ガラス破損、壁時計落下・破損、備付棚ガ
ラス破損、調理準備室鏡破損　　知新館‒内壁亀裂、2 階大研修室窓・換気扇・
時計破損、トイレタイル剥離　　多目的屋内練習場‒窓ガラス破損　　第二グラ
ウンド‒送電設備支柱傾き、ネットフェンス支柱傾き、外周ネットフェンス支柱
傾きほか

32,196

34 一関第二高等学校
産振棟‒外壁亀裂、コンピュータ室壁亀裂　　南面外壁‒外部 EXP.J 落下　　　
屋上‒アルミ笠木破損　　浄化槽‒周辺舗装陥没　　特別教室棟‒大講義室天井破
損、EXP.J ずれ、防火扉破損ほか

9,746

35 一関工業高等学校

管理教室棟‒ベランダ天井ボード落下・ひび割れ、男子トイレタイル剥離・洋式
便所破損、理科準備室窓ガラス破損、ボイラー用煙突屋根損傷、渡り廊下天井
ボード損傷、2階渡り廊下接合部剥離、床・壁亀裂多数　　第一体育館‒２階窓
ガラス破損、外壁剥離ほか

479

36 花泉高等学校

第二校舎‒トイレ壁・床タイル破損、図書室棚ガラス破損　　渡り廊下‒取り合
い床亀裂等　　第一校舎‒屋上笠木・EXP.J 破損、水道管埋設管漏水　　第一体
育館‒バスケットゴールブレス落下、軒天破損、アリーナと器具室床に段差発生、
サッシ・網戸落下、窓ガラス破損　　トレーニングルーム‒倒壊の恐れ、壁パネ
ル落下　　第二体育館‒網入りガラスサッシ破損　　柔剣道場‒ランプ破損　　
部室‒入り口サッシ開閉不可、窓サッシ開閉不可　　書棚・書庫破損　　駐車場
等外部‒舗装に亀裂、柔剣道場外部沈下ほか

5,306

37 大東高等学校

校舎棟‒亀裂、講義室温水ボイラー送管止め金具破損、ガラス破損、機械室二次
給水パイプ止め金具破損、視聴覚室スピーカー止め金具破損、化学室天井梁よ
じれ・戸棚ガラス破損、トイレ便器破損、廊下天井蛍光灯破損、物理室温水パ
ネルヒーター配管漏水、暖房循環ポンプ出力低下　　弓道場‒給水管破裂、射場
シャッター破損、射場梁歪み　　第一体育館‒校章落下、女子トイレ入り口モル
タル剥離　　第二体育館‒ギャラリー補強用カスガイ鉄骨歪み　　部室‒窓ガラ
ス破損　　研修会館‒玄関廻り外壁煉瓦落下、浴室タイル落下・天井破損、男子
脱衣場照明器具落下、男女トイレタイル落下、和室天井垂れ下がり　　校外‒法
面亀裂、地割れ、段差、排水路歪みほか

7,736

38 千 高等学校

管理教室棟‒屋根一部落下、入口下部亀裂、ボイラー室受水槽汲み上げポンプ破
損、高架水槽漏水　　産振棟‒埋設水道管破損漏水　　計測実習室‒引違ガラス
破損　　農業実験室‒アルミ建具、ガラス破損　　駒場校舎第二体育館‒サッシ
及びガラス破損　　記念館‒2 階天井一部落下、亀裂　　第一体育館‒窓枠落下
等ガラス破損　　グラウンド‒法面崩落、ひび割れほか

9,155

39 高田高等学校
[ 津波 ] 本校舎‒校舎３階まで浸水、第一・第二体育館が全壊　　
広田校舎‒実習棟１階浸水ほか　　公舎‒流失（３５戸）

752,720

40 大船渡高等学校

[ 地震 ] 第一校舎‒大講義室パネルヒーター破損、廊下空調用吹出口落下　　　
第二校舎‒軒天井一部落下　　第一体育館‒上部ガラス破損、フロア照明器具変
形・部品落下　　研修会館‒窓ガラス破損、和室天井ボード・壁・照明器具落下、
内外壁亀裂脱落　　駐車場他外部‒法面・石垣が崩れ、電柱傾き（浄化槽使用不
可）、昇降口前通路地盤沈下、地割れ・地盤沈下・電柱傾きほか

11,988
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No. 学　校　名 主な被害 被害金額

41 大船渡東高等学校

[ 地震 ] 本校舎‒食品加工実習室ドア変形・ドア付近外側壁崩落、第一・第二調
理実習室戸棚ガラス破損、生徒用ロッカー土台部分移動、EXP.J 破損、書道室
戸棚ガラス破損、大講義室天井落下、多目的室・機械科教室パネルヒーター水
漏れ、各階トイレ便器水漏れ、各階亀裂多数　　第二体育館‒入口扉ガラス破損、
2階ギャラリー窓開閉不可、西側窓枠崩壊　　建築科棟‒西側壁崩落　　弓道場
‒的場天井落下、射場内壁破損　　農場管理棟‒生物観察実験室天井・壁破損（広
範囲）、トイレ天井破損、外階段土台基礎ひび割れ　　農場実験実習棟‒車庫壁
亀裂、更衣室 Pタイル剥離、生物観察実験室入口扉・天井破損　　農場受水槽‒
地割れ　　防球ネットブレスワイヤーの緩みほか

13,300

42 住田高等学校
体育館‒軒天剝れ　　校舎棟‒3 階軒天垂下がり　　格技場‒鉄製ドア（横）吊戸
倒れガラス破損　　生物標本破損ほか

367

43 石高等学校

[ 地震 ] 管理教室棟‒ボイラー温水輸送管破損、大講義室天井灯落下・ステージ
水銀灯傾き・備付テーブル断裂・エアコン吹出口カバー落下、天井石膏ボー
ド角押えモール落下、書道室戸棚ガラス戸落下・木枠破損、外壁・内壁亀裂、
EXP.J ずれ　　渡り廊下‒EXP.J 歪み　　ボクシング場‒外壁ボード落下、網入
りガラス破損　　第一体育館‒鉄骨ブレース座屈窓ガラス破損　　グラウンド‒
防球ネットジョイントビーム宙吊り　　外灯‒ガラス破損ほか

8,800

44 石商工高等学校
[ 地震 ] 校舎棟‒EXP.J 一部破損　　産振棟‒亀裂発生、マシニングセンター天井
落下、ドア数カ所破損

25,200

45 大槌高等学校 [ 地震 ] 軽微な被害 －

46 山田高等学校 [ 津波 ] ボート艇庫‒全壊（外部骨組み、一部外壁残） 28,069

47 宮古高等学校

[ 地震 ] 管理棟‒図書室貸出カウンターひび割れ、職員女子トイレドア開閉不良、
進路相談室天井点検口破損・本棚転倒、生徒昇降口天井点検口破損、男子トイ
レ窓ガラス破損、1A教室窓ガラス破損、廊下エキスパンション歪み、廊下窓ガ
ラス破損、司書室照明器具破損　　第一体育館‒基礎部分ひび割れ、ガラス破損
第二体育館‒外部コンクリートひび割れ　　格技場‒外部地割れ　　プール‒プー
ルサイドひび割れ、汚水管破裂　　部室‒ラグビー部室窓ガラス破損
[ 津波 ] ヨットハーバー部室‒壊滅（鉄骨のみ残）　　給食棟‒男女トイレ給水管
破裂ほか　　公舎‒高浜公舎１階浸水

101,133

48 宮古北高等学校
[ 地震 ] 第一体育館‒窓ガラス破損、外壁破損　　職員玄関‒ポーチ天井破損　　
管理教室棟‒給水管破損による漏水ほか

615

49 宮古工業高等学校
[津波 ]校舎１階・体育館浸水（使用不能）、グラウンド境界フェンス・自転車置場倒壊
校庭‒がれき流入ほか

499,588

50 宮古商業高等学校
[地震 ]グラウンド‒亀裂
[津波 ]備品‒ヨット１０艇流失

21,105

51 宮古水産高等学校

[地震 ]食品加工室‒天井に 間発生　　産振棟‒屋外階段補強鉄骨外れ、壁面剥離、
マンホール枠崩落　　第一体育館‒排水路U字溝一部崩落、通路コンクリート下部空
洞化　　第二体育館‒窓破損
[津波 ]グラウンド‒土壌流出、汚泥堆積　　山田実習場‒実習棟全壊、宿泊棟に浸水
艇庫‒流出　　ポンプ室‒流出　　門扉‒倒壊　　洋上施設（いかだ等）‒すべて流出
引込開閉器‒損壊　　浮き桟橋‒流出ほか

42,974

52 久慈高等学校 [地震 ]軽微な被害 －

53 久慈東高等学校 [津波 ]艇庫‒流失　　漁具庫‒流失　　トイレ・囲障・上水道設備‒流失ほか 37,087

54 種市高等学校 [津波 ]船具庫‒流失 9,461

55 大野高等学校 廊下‒亀裂ほか 138

56 伊保内高等学校 特別教室棟‒化学室雨樋破損　　教室棟‒職員女子便所壁面タイル欠落ほか 105

57 福岡高等学校 第一体育館‒壁・橋脚破損　　普通・特別教室棟‒壁亀裂ほか 1,005

1
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No. 学　校　名 主な被害 被害金額

58 　分校（浄法寺校） 軽微な被害 －

59 福岡工業高等学校 管理・教室棟ほか‒EXP.J 一部破損 758

60 一戸高等学校
第一・第二校舎ほか‒床・壁に亀裂　　農業実習室‒シャッター破損　　生物工
学実験棟‒天井一部剥離ほか

800

61 盛岡視覚支援学校 軽微な被害 －

62 盛岡聴覚支援学校 軽微な被害 －

63 盛岡となん支援学校
体育館‒天井木毛板ずれ、入口エキスパンション破損、渡り廊下天井ボード亀裂
校舎‒職員玄関前側溝隆起、機械室燃料ポンプ燃料漏れ、職員室窓ガラス破損　
分教室‒外倉庫窓ガラス破損、筋交い破損

8,211

64 盛岡青松支援学校 軽微な被害 －

65 盛岡峰南高等支援学校 軽微な被害 －

66 盛岡みたけ支援学校
受水槽‒漏水　　高等部体育館‒壁面ボード剥離、ステージ天井破損　　高等部
校舎‒体育館入口コンクリートのよじれ、EXP.J 破損、非常階段柱基礎崩れほか

3,202

67 花巻清風支援学校
高等部特別教室棟‒EV・廊下間EXP.J落下　　食堂‒天井ボイラー配管破損　　体育
館‒天井ボード剥離（ずれ）

657

68 前沢明峰支援学校
給水管破裂　　はめ込みガラス破損　　屋内運動場‒柱基礎亀裂、基礎コンクリー
ト亀裂、防火扉収納不能、外部入口付近･プール裏陥没亀裂、防災盤予備電源故障
ほか

1,304

69 一関清明支援学校

＜本校舎＞教室棟・特別教室棟‒亀裂、天井石膏ボード傾き、視聴覚室床の傾き　　　
寄宿舎・保育棟‒亀裂　　ボイラー室‒ブロー管脱落、煙突点検梯子最上部剥離、亀裂、
天井本管ずり下がり　　浄化槽‒地盤沈下、送風ポンプ故障　　真空ポンプ室‒外壁亀
裂　　エレベーター・体育館‒外壁亀裂、体育館周囲地盤沈下ほか
＜山目校舎＞管理教室棟‒ガラス破損、渡り廊下段差、給水ポンプ故障　　体育
館‒バスケット用ワイヤー破損　　プール付属棟‒窓破損　　学校用地‒南側側溝
一部傾き、スロープ地盤亀裂
＜あすなろ分教室＞玄関ドア外れ、観察室天井ヒーター取付ボード破損、工作
室ロッカー転倒、訓練室天井エアコン破損

5,720

70 気仙光陵支援学校
[地震 ] 校舎‒高等部ガラス破損、小中ホール天井ボード破損、トイレタンク水漏れ、暖房用
給水管亀裂、EXP.J 破損　　寄宿舎‒ボイラー送油管損傷　　外回り‒地面陥没、地割れ、
プール屋根ビニール破損ほか

532

71 石祥雲支援学校 [地震 ] 軽微な被害 －

72 久慈拓陽支援学校 [地震 ] 軽微な被害 －

73 一関第一高等学校附属中学校
中学校管理教室棟‒EXP.J 破損、生徒玄関タイル等破損、音楽室ガラス破損・防音壁一
部破損、ホール暖房循環水水漏れ、女子トイレ陶器製蓋破損

1,500

計 73 校 1,711,525

市町村立学校 平成 24 年 3 月末現在　　（千円）

No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

1

盛岡市

仁王小学校 体育館‒外壁、軒天落下 371

2 城南小学校 体育館‒床一部沈下 143

3 桜城小学校 体育館‒軒板落下　　旧史料館－屋根瓦落下 194

4 厨川小学校 体育館‒教室前面壁面枠破損、廊下スチール枠破損 168
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

5

盛岡市

山岸小学校
校舎‒多目的ホール吊り天井ボルト破損、天井パネル破損、照
明器具落下

3,360

6 青山小学校 校舎‒EXP.J 破損　　渡り廊下－EXP.J 脱落 1,273

7 上田小学校 校舎‒外壁亀裂・剥離、EXP.J 破損・落下 2,816

8 緑が丘小学校
校舎‒EXP.J 付近の壁・柱ゆがみ、断熱材露出　　体育館‒支柱
破損、外壁崩落、壁ボード剥がれ

312

9 太田東小学校 校舎‒EXP.Jカバー落下、天井ボード破損 329

10 城北小学校 校舎‒EXP.J部外壁破損 1,176

11 大新小学校
校舎－内外壁亀裂、モルタル落下、都市ガス埋設管破損によるガス漏れ、
給水管破裂

1,965

12 松園小学校 校門ブロック崩落 194

13 月が丘小学校
体育館－ギャラリー水平ブレース破断、庇中央亀裂　　
渡り廊下－EXP.J隆起・破損、受水槽漏水

1,649

14 高松小学校 校舎－内外壁亀裂，破損 4,799

15 見前小学校 校舎－外壁EXP.J 破損、屋上笠木ずれ、床亀裂 914

16 下橋中学校 校舎‒EXP.J 破損、庇コンクリート剥落 1,948

17 厨川中学校 校舎－内外装剥落、柱亀裂、給水管破裂、EXP.J脱落 6,386

18 河南中学校 校舎－ひさしボード落下 48

19 大宮中学校 校舎－内壁亀裂、EXP.Jずれ・破損　　体育館－外壁亀裂 525

20 米内中学校 校舎－教室スライド黒板落下 84

21 黒石野中学校 校舎‒EXP.J剥がれ、黒板外れ 431

22 城西中学校 体育館－外壁剥落 2,389

23 城東中学校 校舎－内外壁亀裂、コンクリート片落下 1,313

24 北陵中学校 校舎‒EXP.J 破損 1,910

25 松園中学校 高架水槽漏水 735

26 飯岡中学校 校舎‒EXP.J外れ 67

27 乙部中学校 体育館－バスケットゴール電動昇降機カバー落下破損 137

28 渋民中学校 校舎－防球ネットのワイヤー断裂、網緩み 168

29

雫石町

雫石小学校 校舎－トイレタイル剥離、テレビ落下破損 101

30 七ツ森小学校 校舎－給水管破損 88

31 上長山小学校 校舎－給水管破損 72

32 下長山小学校 校舎－給水管破損、パソコン落下破損 130

33 西根小学校 校舎－電気暖房電磁開閉器破損 291

34 雫石中学校 校舎－給水管破損、廊下接続部ひび割れ、内壁亀裂 298

35 岩手町 川口小学校 校舎－吊り天井の支柱のゆるみ 261

36

滝沢村

篠木小学校 校舎‒EXP.J 破損、スロープ破損 840

37 滝沢小学校 校舎‒EXP.J 破損、外壁亀裂 1,239

38 滝沢東小学校 校舎‒EXP.J 破損、外壁亀裂 1,103

39 滝沢南中学校 校舎‒EXP.J 破損、外壁亀裂　　体育館－外壁亀裂 2,490

40 滝沢第二中学校 体育館－ガラス、サッシ破損 1,134

41 学校給食センター 調理室等－給水管破損 194

1
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

42

紫波町

日詰小学校
校舎－EXP.J 破損、外壁剥離、内部ひび割れ剥離、トイレタイル剥離、
縦樋破損、コンセント破損　　体育館－漏電

1,341

43 赤石小学校 校舎－ガラスブロックコーキング破損　　体育館－雪止め剥落 475

44 水分小学校 校舎－トイレ凍結防止ヒーター破損 118

45 上平沢小学校
校舎－木構造材ずれ、内部ひび割れ剥離、建具変形
体育館－ステージライト破損

1,346

46 片寄小学校 校舎－アルミドア変形　　体育館－控室天井材破損、トイレタイル剥離 460

47 彦部小学校 屋外建物－外壁ひび割れ、軒天破損 250

48 星山小学校 校舎－防火扉変形　　屋外建物－臭突破損 98

49 佐比内小学校
校舎－内部ひび割れ剥離、軒天破損、外部ひび割れ剥離、灯油配管ず
れ　　体育館－基礎モルタル剥離　　校地－地割れ、陥没、地先境
界ブロックずれ

1,017

50 赤沢小学校 校舎－軒天破損、外部時計破損 147

51 長岡小学校 校舎－受水槽ＦＭバルブ破損 91

52 紫波第二中学校 校舎－内部ひび割れ剥離　　校地－門柱傾き 291

53 紫波第三中学校 校舎－内部ひび割れ剥離　　体育館－照明器具破損 368

54

矢巾町

徳田小学校 校舎－ガラス破損　　プール－機械室内壁、床亀裂 601

55 煙山小学校
校舎－テレビ落下破損、床亀裂、防火扉不良　　体育館－防火扉破損、
水道管漏水、玄関床亀裂　　校地－舗装亀裂

2,116

56 矢巾中学校
校舎－内壁亀裂　　体育館－バスケットゴール架台ブレース破
損、天井及び内部ブレース破損

1,748

57 矢巾北中学校 校舎－テレビ落下破損、天井亀裂、暖房設備制御盤破損 2,945

58 学校給食共同調理場 調理室等－内壁亀裂、テレビ転倒破損 409

59

花巻市

花巻小学校
校舎－床段差、タイル浮き、梁浮き　　体育館－柱脚破損、壁浮き、
タイル破損、防火戸破損　　第二体育館－柱脚破損、壁浮き

4,058

60 若葉小学校 校舎－天井材剥離 398

61 桜台小学校 校舎－壁タイル破損、EXP.J金物変形、梁・壁ひび割れ 927

62 南城小学校
校舎－壁ひび割れ、軒天井破損、EXP.J金物変形、非常放送設備破損、
壁・梁ひび割れ、コンクリート剥落

1,022

63 湯口小学校
校舎－外壁シーリング切れ、外壁ひび割れ、基礎コンクリート一部剥落　
体育館－内壁材浮き

357

64 湯本小学校
校舎－梁亀裂、内壁躯体亀裂、壁タイル破損、内壁モルタル亀裂、外壁
亀裂、バルコニー床スラブ亀裂、外部階段躯体亀裂　　体育館－オペレ
ーターワイヤー破損、床亀裂、キャットウォーク壁浮き、天井点検口ずれ

585

65 矢沢小学校

校舎－ガラス割れ、外壁破損・浮き、外部EXP.J、柱躯体亀裂、内壁亀
裂、壁亀裂、外壁モルタル亀裂、電動シャッター破損、煙突部分壁躯体
亀裂　　体育館－内壁モルタル亀裂　　共同調理場－外壁亀裂

2,807

66 宮野目小学校
校舎－外壁 EXP.J 浮き、軒裏用 EXP.J 浮き、躯体ひび割れ、照
明器具浮き、軒裏材破損、外壁材亀裂、壁用EXP.J 浮き、天井
間、天井材浮き、天井材破損、天井点検口ずれ

296

67 太田小学校

校舎－EXP.J カバー破損、躯体ひび割れ、外壁モルタル破損、
軒天破損、ガラス破損、内壁ひび割れ、内壁モルタル破損、天
井材破損、照明器具カバーずれ、床ひび割れ、庇モルタル破損
体育館－照明コードのゆるみ、躯体ひび割れ

5,885
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 68

花巻市

笹間第一小学校

校舎－梁亀裂、タイル剥離、外壁亀裂、給水管破損
体育館－内壁亀裂、タイル剥離、キャットウォーク床亀裂、ス
テージ脇天井剥落、オペレーターワイヤー破損、軒天サイディ
ング剥落　　共同調理場－内部照明器具のズレ、内壁モルタル
亀裂、タイル剥離、外壁亀裂、床亀裂、柱壁浮き

2,279

69 笹間第二小学校
校舎－内壁亀裂、内壁亀裂巾木浮き、タイル浮き・剥離、外壁
せん断亀裂、外壁亀裂、外壁剥落　　体育館－天井材破損

903

70 大迫小学校
校舎－外壁亀裂、外部梁亀裂、内部梁亀裂
プール－外壁サイディング目地亀裂、腰壁亀裂

491

71 内川目小学校 校舎－天井材破損、内壁亀裂　　体育館－外壁モルタル亀裂 1,121

72 亀ヶ森小学校
校舎－渡り廊下EXP.J 金物ずれ、内外壁亀裂　　体育館－女子ト
イレモルタル浮き、外壁亀裂　　プール－外壁躯体剥落　　　
屋外－フェンス傾き、擁壁亀裂

440

73 石鳥谷小学校

校舎－床ひび割れ、照明器具のズレ、バルコニー壁ひび割れ、
１階土間の沈下、土間脇柱型コーナーモルタル剥離、高架水槽
架台柱脚破損、ブレース切断、外壁クラック、屋根シーリング
剥離　　体育館－北面全面外壁剥離、ひび割れ、床下換気口亀裂、
床下換気口剥離、ガラス割れ　　渡り廊下入口防火戸ずれ

7,591

74 新堀小学校 校舎－犬走り沈下、EXP.J 間、暖房機破損 432

75 八幡小学校
校舎－３階男女トイレ壁、タイル部分浮き、4階家庭科教室壁北
面フレキシブル板止め釘破損　　体育館－アルミサッシ枠変形
及びガラス破損　　土留－一部崩落及び斜面の緩み

2,530

76 八重畑小学校 校舎－壁タイル浮き　　体育館－基礎立上りクラック、内部壁浮き 199

77 花巻中学校
体育館－壁ひび割れ　　共同調理場－壁ひび割れ　　
格技場－壁ひび割れ、壁ブレース

1,751

78 花巻北中学校
校舎－EXP.J 周囲シーリング破損、躯体ひび割れ、柱脚破損、
基礎壁打ち継破損、ガラス破損、壁EXP.J カバー浮き、天井点
検口破損、天井材浮き

361

79 南城中学校
校舎－犬走り、アルミ手摺、壁タイル、給水配管破損　　体育
館－柱脚コンクリート破損、壁シーリング破損、天井材破損　
柔剣道場－壁剥離、ガラス破損、基礎ひび割れ

6,074

80 湯口中学校
校舎－天井浮き、モルタル材剥がれ、黒板ゆるみ、RC壁亀裂
体育館－ステージ上部壁材浮き、壁ボード浮き

343

81 湯本中学校

校舎－壁ひび割れ、壁タイル剥離、天井材破損、床不同沈下、
天井仕上材一部剥離、外壁モルタル浮き　　体育館－サッシ破
損、壁ひび割れ、壁シーリング破損　　屋外照明－安定器及び
ランプ破損

21,477

82 矢沢中学校
校舎－外壁ひび割れ、床破損、壁タイル破損、天井破損　　
体育館－外壁ひび割れ　　武道場－柱脚破損　　屋外照明－安定
器及びランプ破損

7,998

83 宮野目中学校
校舎－天井の浮き、天井点検口の浮き、天井スピーカーゆるみ、
照明器具カバーの浮き、EXP.J 回りひび割れ、庇モルタル剥離、
パラペット笠木破損　　体育館－躯体ひび割れ、ガラス破損

1,105

84 西南中学校
体育館－天井材破損、床破損、壁剥離、ネット破損、TBブレー
ス破損、照明器具破損

21,792

85 大迫中学校 体育館－外装材浮き、ガラス破損 396

1
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86

花巻市

石鳥谷中学校
校舎‒犬走りひび割れ、壁ひび割れ、EXP.J 金物破損　　
体育館‒天井材破損、内装材破損、灯油配管油漏れ

25,964

87 東和中学校
校舎‒天井材破損、高架水槽破損　　体育館‒ガラス破損、壁ひ
び割れ　　柔剣道場‒天井材破損、犬走りひび割れ　　グラウ
ンド及び敷地内道路‒アスファルト舗装ひび割れ、地盤亀裂

36,222

88 宮野目学校給食センター 調理室等‒ドレーンパン油漏れ 191

89

遠野市

遠野小学校
校舎‒EXP.J 脱落、内・外壁亀裂　　体育館‒渡り廊下壁剥落　
校庭・校地‒グラウンド夜間照明機器落下

324

90 遠野北小学校 校舎‒EXP.J 脱落、外壁亀裂　　プール‒プールサイド亀裂 1,352

91 綾織小学校 体育館‒ガラス破損 53

92 小友小学校
体育館‒内外壁亀裂、渡り廊下床沈下　　校庭・校地‒浄化槽ブ
ロアー配管破損

426

93 附馬牛小学校 体育館‒ガラス破損　　校庭・校地‒サッカーゴール破損 285

94 土淵小学校
校舎‒ガラス破損、誘導灯落下、オイル配管破損、防火シャッ
ター破損　　体育館‒内外壁亀裂、ガラス破損　　
校庭・校地‒浄化槽ブロワーポンプ破損

885

95 青笹小学校
校舎‒EXP.J 脱落、屋根瓦破損、電動ブラインド破損、床暖房
配管破損　　プール‒シャワー給湯器破損

1,079

96 上郷小学校
校舎‒瓦破損　　プール‒洗体槽・プールサイド亀裂、シャワー
機器破損

416

97 宮守小学校
校舎‒壁タイル剥落、外壁亀裂　　体育館‒照明オートリフター
破損　　校庭・校地‒貯水槽機器破損　　プール‒プールサイド
亀裂

609

98 鱒沢小学校
校舎‒天井材落下、竪樋破損、ガラス破損　　体育館‒照明機器
落下

246

99 達曽部小学校 校舎‒屋根瓦破損　　校庭・校地‒倒木 576

100 遠野中学校
校舎‒煙突亀裂、塔屋亀裂、EXP.J 脱落、内外壁剥落、暖房用ボ
イラー破損　　体育館‒照明器具破損、天井材落下、ガラス破損

18,241

101 綾織中学校 校舎‒防火扉破損、汚水管破損 110

102 小友中学校 校舎‒内・外壁剥落、汚水管破損 295

103 附馬牛中学校
校舎‒EXP.J 脱落、屋根瓦破損　　体育館‒屋根トタン破損　　
校庭・校地‒防球ネット支柱破損、側溝亀裂

1,023

104 土淵中学校 校舎‒屋根瓦破損、パネルヒーター破損　　体育館‒軒天材落下 1,012

105 青笹中学校 校舎‒ガラス破損、EXP.J 脱落、外壁破損、屋根瓦破損 868

106 上郷中学校
校舎‒暖房ボイラーポンプ破損、屋根瓦破損、天井材落下　　
校庭・校地‒防球ネット破損

368

107 宮守中学校 校舎‒ガラス破損、内外壁亀裂 392

108

北上市

黒沢尻北小学校
校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 破損　　体育館‒外壁破損・剥落、
キャットウォーク柱部モルタル破損

2,905

109 黒沢尻東小学校 校舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落 982

110 黒沢尻西小学校 校舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落、EXP.J 破損 11,783

111 立花小学校
校舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落、EXP.J 破損、防火シャッター破損、
天井損傷

1,168
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112

北上市

飯豊小学校
校舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落、給水管破損　　体育館‒キャッ
トウォーク柱部モルタル破損

1,468

113 成田小学校 体育館‒基礎モルタル破損 314

114 更木小学校
校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 破損、消火水槽破損　　校地‒受水
槽破損

2,231

115 黒岩小学校 校地‒外灯損傷 284

116 口内小学校
体育館‒基礎柱脚部破断、内壁破損、軒天破損、照明器具破損
プール‒プールサイド陥没　　校地‒グラウンド地割れ、アスフ
ァルト舗装地割れ、給水管破損

65,877

117 南小学校 校舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落、EXP.J 破損、ガラス破損 9,293

118 鬼柳小学校 体育館‒軒天破損 756

119 江釣子小学校
校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 破損、給水管破損　　体育館‒軒天
破損

961

120 和賀西小学校 校舎‒排水管破損 111

121 いわさき小学校 プール‒更衣室外壁亀裂 17

122 上野中学校 体育館‒キャットウォーク柱部モルタル破損、照明器具破損 1,607

123 北上中学校 体育館‒天井破損、照明器具破損 546

124 東陵中学校
体育館‒天井破損、照明器具破損、ガラスブロック破損
校地‒側溝破損

6,333

125 飯豊中学校 体育館‒軒天破損 494

126 北上北中学校 校舎‒天井破損、煙突破損 135

127 南中学校 校舎‒内・外壁亀裂 882

128 江釣子中学校 校舎‒内・外壁亀裂　　体育館‒外壁亀裂 2,628

129 和賀西中学校 体育館‒外壁亀裂 1,208

130 和賀東中学校 校舎‒内壁亀裂、EXP.J 破損 239

131 黒沢尻幼稚園 園舎‒内・外壁亀裂、外壁剥落 1,437

132 江釣子幼稚園 園舎‒軒天・外壁破損 183

133 横川目幼稚園 園舎‒外壁亀裂 76

134 藤根幼稚園 園舎‒外壁亀裂 488

135 北部学校給食センター 調理室等‒調理室天井・ダクト落下 1,974

136 西部学校給食センター
屋内‒天井亀裂剥離、内壁亀裂剥離、腰壁破損、クッション副木剥離、床
面剥離、設備倒壊、送風機破損、電気設備破損　　外構‒舗装亀裂

6,667

137 西和賀町 湯田中学校 体育館‒外壁ブレースの変形　　 336

138

奥州市

水沢小学校
校舎‒高架水槽底部破損、受水槽破損　　体育館‒斎藤実写真額宙
吊り

486

139 水沢南小学校
校舎‒内・外壁の亀裂及び剥離、額落下、オイルギアポンプ破損　　　
体育館‒窓枠支柱落下、窓ガラス破損、軒天落下　　校地‒中庭漏水

2,342

140 常盤小学校
校舎‒外部非常階段亀裂、外灯故障、縦樋外れ　　体育館‒窓ガラス
破損、照明器具破損

61

141 佐倉河小学校
校舎‒EXP.J 破損、防火シャッター動作不能、外壁剥離　　体育館‒ス
テージ天井落下、照明器具破損　　給食棟‒給食用浄化槽破損

279

142 真城小学校
仮設校舎‒断水、給食ダクト破損　　給食棟‒給食調理室天井亀裂、
調理休憩室天井亀裂

‒

1

教
育
施
設
等
の
被
害
状
況



240

（千円）

No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

143

奥州市

姉体小学校
校舎‒玄関陥没、児童昇降口及び校舎周辺沈下、ダクト破損、
ガス管破損、地下灯油タンク配管破損　　体育館‒屋根ボルト
弛み、輻射型暖房機ダクト破損

329

144 羽田小学校
校舎‒トイレ漏水、階段亀裂　　体育館‒体育用具室内壁亀裂及
び剥離、外壁剥離　　用具小屋‒窓ガラス１枚破損

33

145 黒石小学校
校舎‒壁亀裂、軒天破損　　体育館‒照明器具不点灯、天井破損
校地‒アスファルト亀裂

901

146 岩谷堂小学校 校舎‒内壁剥離 ‒

147 江刺愛宕小学校 体育館‒スチール扉外れ 28

148 田原小学校
体育館‒外壁落下剥離及び亀裂、コンクリート基礎部分亀裂、
ステージ及び床に 間、循環配管破損　　校地‒亀裂　　ポン
プ小屋‒ガラス破損

232

149 大田代小学校

校舎‒内・外壁一部剥離及び亀裂、給食搬入口コンクリート基
礎部分亀裂及び陥没、窓ガラス破損、玄関サッシ破損、昇降口
の柱ズレ、トイレタイル剥離、漏水、照明器具破損　　体育館
‒照明不灯、バスケットゴール破損　　校地‒地割れ、地滑り、
二宮銅像落下、校門破損、外灯傾き、通学路落石

2,403

150 藤里小学校

校舎‒漏水、窓ガラス破損、内壁亀裂、トイレ壁破損　　体育
館‒土台部分モルタル剥離、バスケット板リモコン破損、ブレ
ース破損　　校地‒モルタル階段亀裂、教職員駐車場地割れ、
側溝の亀裂、給食車搬入口沈下　

3,620

151 伊手小学校
校舎‒小荷物昇降機破損、遠赤外線暖房機破損　　体育館‒ギャ
ラリー部高窓破損

95

152 人首小学校 校地‒浄化槽ベルト破損 2

153 玉里小学校
校舎‒内・外壁亀裂、オイル配管破損、地下貯水槽破損　　　
体育館‒ステージ内壁落下、スポットライト落下、ステージボ
ーダーライト破損、サッシ破損

5,333

154 梁川小学校
校舎‒玄関・廊下の床面亀裂、灯油配管破損、渡り廊下傾き、
渡り廊下周辺土の沈下、渡り廊下壁破損、暖房機破損　　体育
館‒ボルト落下、壁剥離、ブレースの緩み

823

155 広瀬小学校

校舎‒上水道給水管破損、ボイラー設備破損、トイレタイル破損、
備え付け棚破損、内壁剥離　　体育館‒軒天落下、ステージフ
ロア内壁亀裂、コンクリート基礎亀裂、非常口開閉不具合、窓
ガラス破損、防護柵破損、外壁歪み、ステージライト落下　　
校地‒地割れ、体育館西側沈下　　プール‒漏水、プール槽周辺
亀裂、更衣室内亀裂、更衣室傾斜、排水路破損、動力幹線破損

7,540

156 稲瀬小学校
校舎‒内壁亀裂　　体育館‒ネジや部材等の落下、ステージ国旗
等掲示用バトン破損、梁の変形　　校地‒二宮尊徳銅像台座の
ずれ

‒

157 前沢小学校
校舎‒窓ガラス破損、油配管破損、漏水、EXP.J 破損、タイル破損、
ガラス破損　　高架水槽‒漏水、内・外面破損　三沢氏居舘表門
瓦破損

3,825

158 白鳥小学校
校舎‒内壁亀裂、床亀裂、窓ガラス破損、外壁トタン破損　　
体育館‒ギャラリーの床亀裂　　プール‒亀裂

264

159 上野原小学校
校舎‒北側基礎コンクリート部に 間、窓ガラス破損  
体育館‒西側窓枠全面湾曲、ステージ照明ライト落下、東側窓
枠破損、ブレース及びターンバックル破損  　校地‒地割れ

2,664
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160

奥州市

白山小学校
校舎‒窓枠フレーム湾曲、天井破損、壁亀裂、窓ガラス破損、
漏水

674

161 古城小学校
体育館‒窓ガラス破損、西側外壁モルタル落下、照明破損、外
壁落下  　校地‒油槽周りアスファルト陥没、グラウンド陥没

7,410

162 母体小学校 校舎‒排煙オペレータ破損 357

163 赤生津小学校 校舎‒多目的ホール天井ボード落下、照明器具破損、漏水 285

164 胆沢第一小学校
校舎‒ドレン破損　　体育館‒外壁破損剥離、窓ガラス破損、水
銀灯破損、西側壁落下、東側壁落下

9,248

165 胆沢愛宕小学校
校舎‒換気扇宙吊り、内壁破損　　体育館‒外壁剥離、天井点検
口及び換気扇落下

‒

166 衣川小学校 校舎‒テレビ落下、内・外壁亀裂　　校地‒校舎周辺に亀裂 ‒

167 衣里小学校 校舎‒渡り廊下亀裂、体育館通路亀裂　　校地‒グラウンド亀裂 ‒

168 水沢中学校
校舎‒蛍光灯落下、FFストーブ油配管破損、屋上防水シート破
損、屋上モルタル破損、内壁亀裂　　校地‒外周亀裂、校舎中
庭タイル沈下、下水コンクリートの破損、体育館通路破損

4,654

169 東水沢中学校 校舎‒渡り廊下亀裂、つなぎ廊下壁落下、EXP.J 破損 550

170 水沢南中学校
校舎‒渡り廊下亀裂、EXP. Ｊ破損、高架水槽配水管漏水、トイ
レ壁亀裂、職員室給水管漏水、ガラス破損

1,115

171 江刺第一中学校
体育館‒窓ガラス破損、天井フックボルト落下、ステージ壁破損、
内・外壁破損、庇亀裂　　校地‒受水槽漏水

6,365

172 田原中学校
校舎‒天井・内壁亀裂、教室扉開閉不具合　　体育館‒土台の穴
拡大

421

173 江刺南中学校

校舎‒窓ガラス破損、内外壁クラック、トイレ壁破損、漏水  
体育館‒基礎モルタル破損、ブレースの歪み、バスケットボー
ルゴール板の支柱金具落下  　プール‒南側へ傾く　　校地‒駐
車場亀裂、グラウンド一部沈下

6,062

174 江刺東中学校
校舎‒窓ガラス破損、内外壁亀裂、トイレ鏡１枚破損、外壁剥離、
蛍光灯カバー落下　　体育館‒ボルト落下

25

175 前沢中学校 プール‒洗眼水栓修繕 47

176 小山中学校
校舎‒時計落下、テレビ破損　　
体育館‒タイル剥離、窓ガラス破損

144

177 南都田中学校 校舎‒内壁亀裂 ‒

178 若柳中学校 校舎‒外壁破損、内壁亀裂、トイレ壁落下、ガラス破損 360

179 衣川中学校
校舎‒天井破損、エアコンダクト落下、EXP.J 破損　　
体育館‒ステージ壁破損、渡り廊下天井破損　　校地‒グラウン
ド照明器具破損

362

180 羽田幼稚園
園舎‒外壁剥離、玄関タイル剥離、トイレ漏水、引き込み電線
の弛み　　物置‒外壁亀裂

53

181 上姉体幼稚園 園舎‒玄関タイル破損、照明器具破損 174

182 黒石幼稚園 園舎‒窓ガラス破損、天井・内壁亀裂、トイレ漏水 827

183 岩谷堂幼稚園 園舎‒ボイラー破損　　ウサギ小屋‒扉の不具合 ‒

184 下三照幼稚園 園舎‒断熱材一部落下、換気扇口外れ ‒

185 前沢南幼稚園
園舎‒土台コンクリート陥没、ホール軒天落下、職員室ガラス破損、ホール
音響設備落下、ホームタンク転倒　　園庭‒液状化、亀裂

289
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

186

奥州市

前沢北幼稚園
園舎‒ホール壁剥離、スピーカー・時計・園歌額落下、蛍光灯外れ、
内壁破損、トイレタイル亀裂

150

187 前沢東幼稚園
園舎‒ホール天井板落下、壁材落下、ステージ張出し部分亀裂、
園歌額落下、内・外壁亀裂、蛍光灯・非常灯宙吊り、蛍光灯カ
バー落下、トイレ目地パッキン剥離

2,193

188 小山東幼稚園
園舎‒ホール天井ボード落下、職員トイレドア破損
給水管破損

143

189 小山西幼稚園 園舎‒外テラス天井ボード落下、ガラスブロック目地ひび割れ 559

190 若柳幼稚園 園舎‒ホール天井ボード一部落下 ‒

191 南都田幼稚園 園舎‒外壁一部落下 72

192 衣川幼稚園 園舎‒外壁剥離、保育室壁剥離 ‒

193 衣里幼稚園 園舎‒遊戯室内壁亀裂、トイレ漏水、タイル剥離 ‒

194 水沢小学校給食センター 調理室‒天井一部落下、ダクト破損 200

195 江刺学校給食センター
調理室‒天井・内壁剥離、ボイラー破損、蒸気配管破損、排気
フードー落下、石油暖房機破損、ダクト破損、室外エアコンの
基礎沈下

1,541

196 前沢学校給食センター

調理室等‒外壁剥離、天井及び内壁破損、ガラス破損、スチー
ムヒーター故障、ステンレスフード破損、北側サッシ破損、シ
ャッター破損、電気引込み線破損、ガスバルブ破損、減圧弁破損、
貯湯槽補給水管破損、膨張タンクＯＶ管破損  ボイラー室‒オイ
ルタンク漏れ、配管破損

2,896

197 胆沢学校給食センター

ボイラー室‒蒸気配管亀裂　　調理室等‒暖房設備破損、食器洗
浄機破損、ボイラー蒸気漏れ、真空冷却機破損、給湯管破損、
食器消毒保管庫サイホン管破損、電気設備破損、床面亀裂、外
壁破損

3,306

198 水沢区中学校給食センター
調理室等‒ダクト落下、天井破損、照明器具破損、電気設備破損、
自動火災報知器破損、外壁亀裂、給油設備破損

12,495

199

金ケ崎町

金ケ崎小学校
校舎‒トイレ壁タイル破損、校舎外壁破損、視聴覚室天井破損、
ＰＣ室プリンター落下破損、二宮尊徳像及び校歌碑落下、マン
ホール蓋破損、理科室水道漏水

788

200 第一小学校 校舎‒ロールスクリーン支持金具破損　　体育館‒ガラス破損 32

201 三ケ尻小学校
校舎‒普通教室等壁クラック、一部教室間仕切壁の固定不良　
体育館‒ステージ軒天井破損、壁破損、スピーカー落下破損、
ガラス破損

3,045

202 西小学校 校舎‒校舎壁破損　　体育館‒外壁モルタル破損 265

203 永岡小学校 体育館‒屋根小口カバーの外破損、外壁クラック 914

204 金ケ崎中学校 体育館‒南側床沈下 168

205 六原幼稚園 園舎‒外壁破損、職員出入口ドア変形破損・床沈下 284

206 三ケ尻幼稚園
園舎‒出入口ストッパー破損、園児室ストッパー破損、ステージ照明
灯落下破損、ホール照明破損

137

207 南方幼稚園 園舎‒増築部分と既存部分の接続部の床沈下 189

208
一関市

一関小学校 校舎‒EXP.J 破損、天井部分破損、内・外壁亀裂 2,364

209 山目小学校 校舎‒外壁・柱亀裂剥離　　体育館‒内・外壁剥離 23,335
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210

一関市

赤荻小学校 校舎‒防火扉損傷　　体育館‒ブレース座屈・せん断、窓枠破損 23,299

211 中里小学校
体育館‒地盤沈下、脚柱基礎部せん断、アンカーボルト切断、
外壁落下、天井材落下

325,989

212 滝沢小学校 校舎‒ベランダ部亀裂、受水槽漏水 1,133

213 南小学校 校舎‒外壁亀裂　　校地‒インターロッキング一部陥没 441

214 弥栄小学校 校舎‒天井配管漏水、天井材落下 1,636

215 萩荘小学校
校舎‒内壁亀裂、多目的ホールガラス破損、暖房器破損漏水、
内壁傾斜　　校地‒グラウンド地割れ

17,329

216 達古袋小学校 体育館‒窓枠破損　　校地‒法面不安定岩石発生 1,002

217 厳美小学校
校舎‒天井材剥離落下、内壁亀裂、トイレタイル亀裂、ボイラ
ー煙突損傷

3,532

218 本寺小学校 校舎‒ボイラー漏水 ‒

219 舞川小学校
校舎‒暖房機破損、受水槽地盤沈下破損　　体育館‒ステージ照
明落下　　校地‒地盤沈下、駐車場・通路亀裂

6,190

220 永井小学校
校舎‒内壁亀裂、暖房用配管破損、教室天井暖房破損、天井材
落下、給食用昇降機電源損壊　　校地‒防犯灯破損

1,868

221 涌津小学校
校舎‒暖房用配管損傷、内壁亀裂、階段・廊下亀裂剝離　　
校地‒グラウンド地割れ、法面擁壁はらみ

6,377

222 油島小学校
校舎‒内壁亀裂、ガラス破損　　体育館‒ステージ天井板落下、
壁剝離、照明器具落下、外壁剝離・落下　　校地‒グラウンド地
割れ、バックネット地盤沈下　　プール‒プール周辺地盤沈下

4,489

223 花泉小学校
校舎‒EXP.J 破損、内璧・天井・廊下破損、受水槽漏水  
体育館‒ステージ壁剝離落下、アリーナ照明損壊、窓ガラス破損

17,444

224 老松小学校
校舎‒内壁亀裂、窓ガラス破損、廊下・階段亀裂、備品落下破
損　　体育館‒基礎土台亀裂、トイレ内壁破損

1,195

225 日形小学校
校舎‒ガス配管亀裂、水道管破裂漏水、玄関階段踊り場地盤沈下、
階段側溝剝離、渡り廊下剥離　　校地‒校門ブロック塀倒壊

281

226 金沢小学校
校舎‒天井暖房破損、防火扉損傷　　体育館‒アリーナ天井材一
部落下

418

227 大原小学校
体育館‒外壁剥離、渡り廊下接続部破損、天井ブレース破損、
内壁剥離

12,556

228 摺沢小学校
校舎‒サッシ歪み、水道管破損漏水、階段壁亀裂　　体育館‒外壁・
柱亀裂　　校地‒給食車入口地盤沈下、校舎南側接地面陥没

1,050

229 興田小学校 校舎‒内壁亀裂、屋根瓦落下破損　　体育館‒アリーナ天井材剥離 3,807

230 猿沢小学校 校地‒石門柱ずれ 128

231 渋民小学校 校舎‒多目的ホール天井落下 1,260

232 曽慶小学校
校舎‒屋上煙突破損、サッシ・ガラス破損、床面浮上、校舎・
旧校舎の接続面ひび割れ、外壁亀裂

639

233 千 小学校
校舎‒玄関ガラス破損、内壁亀裂、浄化槽排水管破損
体育館‒ＲＣ柱亀裂、基礎接合部剥離、ガラス破損
校地‒地盤沈下による校庭排水不良

2,112

234 小梨小学校
校舎‒内壁亀裂　　体育館‒ＲＣ柱・基礎接合部剥離、ガラス破損
校地‒排水流管渠枡損傷

2,114
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

235

一関市

清田小学校
校舎‒多目的ホール天井落下、渡り廊下天井落下、内壁亀裂、
非常階段壁亀裂

1,455

236 奥玉小学校
校舎‒EXP.J 剥離、亀裂、浄化槽排水管破損　　体育館‒ブレー
ス歪み、ガラス破損、外壁落下

3,704

237 磐清水小学校
校舎‒内壁亀裂、暖房機落下　　体育館‒ステージ天井照明落下
校地‒グラウンド地割れ

2,473

238 長坂小学校
校舎‒内壁亀裂、ガラス破損、天井落下、置屋根基礎亀裂
体育館‒サッシずれ、ガラス破損、柱脚亀裂、天端亀裂　　　
校地‒駐車場亀裂

4,155

239 田河津小学校
校舎‒内外壁亀裂破損、床面亀裂　　体育館‒内外壁亀裂、照明
落下　　校地‒舗装亀裂、側溝破損

2,246

240 松川小学校
校舎‒内外壁亀裂破損、照明落下　　体育館‒照明落下、CW手
摺基礎破損

2,234

241 室根東小学校
校舎‒内壁亀裂多数、屋上塔屋部亀裂、外壁落下　　校地‒グラ
ウンド地割れ、擁壁継目 間

2,232

242 室根西小学校 校舎‒外壁亀裂・剥落 84

243 薄衣小学校
校舎‒内壁亀裂、階段手摺破損、高架水槽漏水、水槽土台破損
体育館‒ガラス破損、ステージ上内壁材落下、照明破損

4,007

244 門崎小学校
校舎‒天井材落下　　体育館‒床・外壁亀裂、天井材落下、照明
故障　　プール‒排水管漏水、プールサイド地盤沈下

3,125

245 一関中学校
校舎‒内・外壁亀裂、天井材落下、トイレタイル剥離　　
体育館‒東側軒天落下、内壁破損、天井材落下

7,497

246 山目中学校
校舎‒木造校舎内壁破損多数、ＲＣ校舎内・外壁亀裂、トイレ
タイル剥離　　体育館‒天井水平ブレース延びきり、地盤沈下、
内・外壁剥離　　校地‒グラウンド地割れ、部室倉庫地盤沈下

28,864

247 中里中学校
校舎‒外壁亀裂・剥離、照明器具落下　　体育館‒基礎破損、外
壁破損落下　　校地‒グラウンド地割れ

182

248 一関東中学校
校舎‒内壁亀裂、暖房用配管破損・漏水　　校地‒グラウンド地
割れ、地盤沈下

8,892

249 桜町中学校
校舎‒木造校舎煙突落下、ＲＣ校舎内壁亀裂、犬走りタイル亀
裂　　体育館‒鉄骨ブレース座屈、ガラスブロック破損

13,536

250 萩荘中学校
校舎‒煙突破損、外壁亀裂、暖房用配管破損漏水　　校地‒自転
車置場地盤沈下

10,372

251 厳美中学校 校舎‒天井材破損落下　　体育館‒扉ガイドレール変形 406

252 本寺中学校 校舎‒廊下内壁亀裂 62

253 舞川中学校
体育館‒軒天ボート落下　　校地‒国旗掲揚塔基礎破損、グラウ
ンド地割れ

1,599

254 花泉中学校
校舎‒天井暖房脱落   　体育館‒ステージ天井・壁破損落下、照
明損壊  　柔剣道場‒内壁破損、ガラス破損

1,118

255 大原中学校
校舎‒EXP.J 破損、照明落下・破損、天井材落下破損、ガラス
破損

1,664

256 大東中学校
校舎‒暖房用配管破損、内壁亀裂、貯水槽破損、瓦落下破損　
体育館‒鉄骨ブレースせん断、ステージ天井落下、空調ダクト
落下  　校地‒グラウンド地割れ・地盤沈下

22,534
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257

一関市

興田中学校
校舎‒外壁亀裂、ガラス破損、天井材落下破損   　体育館‒外壁
亀裂、犬走沈下、照明落下破損

618

258 猿沢中学校
校舎‒壁面に亀裂、貯水槽内調整弁故障、トイレタイル破損、
屋上壁亀裂、避雷針落下　　体育館‒屋根破損　　校地‒グラウ
ンド地割れ

1,335

259 千 中学校
校舎‒軒天天井落下、多目的ホール天井部亀裂、天井暖房機カ
バー落下

1,327

260 東山中学校
校舎‒天井材落下、照明器具落下、ガラス破損、内壁亀裂、軒
天落下  　校地‒国旗掲揚塔損傷、屋外照明安定器落下、グラウ
ンド地割れ

3,386

261 室根中学校
校舎‒内・外壁亀裂多数  　体育館‒床一部沈下  　武道場‒鉄骨
ブレース座屈、地盤沈下  　校地‒グラウンド地割れ、舗装部分
亀裂、倉庫地盤沈下

8,032

262 川崎中学校
校舎‒内壁亀裂、蛍光灯落下、配管漏水、電気配線断線・漏電  
体育館‒鉄骨アンカーボルトせん断、天井材固定ネジ落下、ガ
ラス破損　　校地‒グラウンド地割れ、駐車場亀裂

129

263 舞川幼稚園 園庭‒遊具地盤沈下 92

264 真滝幼稚園 園舎‒外壁亀裂  　プール‒地盤コンクリート破損 204

265 赤荻幼稚園
園舎‒内壁亀裂、天井材破損、浄化槽破損  　園庭‒地盤沈下、
排水路破損、遊具沈下

3,748

266 狐禅寺幼稚園
園舎‒地盤沈下、外壁破損　　園地‒地盤沈下、給排水管破損漏
水、浄化槽沈下

1,102

267 弥栄幼稚園 園地‒亀裂、遊具移設再設置、浄化槽破損 782

268 いずみの森幼稚園 園舎‒内・外壁亀裂　　園地‒亀裂、法面崩落 4,061

269 げいび幼稚園 園舎‒内壁亀裂 344

270

平泉町

平泉小学校 校舎‒エレベータ停止　　体育館‒エレベータ停止、外壁亀裂 252

271 長島小学校
校舎‒床クラック、内壁亀裂、天井破損  　体育館‒内壁浮き上
がり、外壁亀裂、換気口脱落  　校庭・校地‒石積はらみ

1,434

272 平泉中学校 体育館‒緞帳落下、幕レール落下破損、ステージ天井一部落下 217

273

藤沢町

藤沢小学校
校舎‒柱・梁・耐力壁亀裂、サッシ破損、EXP.J 破損　　
体育館‒内・外壁亀裂、ガラス破損　　武道館‒外壁剥離、天井
破損　　　校地‒管理道路地割れ

62,468

274 黄海小学校
校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 破損、床下地盤沈下　　
体育館‒鉄骨ブレース変形、基礎破損

21,202

275 新沼小学校
校舎‒天井破損　　体育館‒天井破損　　校地‒グラウンド地盤
沈下　　プール‒配管漏水、躯体地上部モルタル剥離

791

276 藤沢中学校
校舎‒内・外壁亀裂、水道漏水  　体育館‒外壁亀裂、鉄骨ブレ
ース変形、床下地盤沈下　　武道場‒犬走り地盤沈下  　
校地‒ネットフェンス地盤沈下

11,025

277 黄海幼稚園 園舎‒内壁亀裂 68

278 大船渡市 大船渡小学校
[ 津波 ] 校舎‒１階床上 0.9 ｍ浸水、土砂流入、建具・家具・備
品等流出  　体育館‒床下 0.9 ｍ浸水、土砂流入  　校庭・校地‒
防球ネット倒壊

77,000

1
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279

大船渡市

赤崎小学校

[ 津波 ] 校舎‒２階床上 2.8 ｍ浸水、がれき・土砂流入、建具・家具・
備品等全流出、電気・機械設備全損　　体育館‒床上 8.0 ｍ浸水、
がれき・土砂流入、建具・家具・備品等全流出、電気・機械設
備全損　　プール‒がれき、土砂堆積により全損

1,584,000

280 日頃市小学校 [ 地震 ] 校庭・校地‒石垣崩壊 20,000

281 綾里小学校
[ 津波 ] 校舎‒１階床上 0.5 ｍ浸水、土砂流入  　体育館‒床上 0.5
ｍ浸水、土砂流入　　プール‒がれき、土砂堆積により全損

145,000

282 越喜来小学校

[ 津波 ] 校舎‒屋上まで浸水、がれき・土砂流入、建具・家具・
備品等全流出、電気・機械設備全損  　体育館‒屋根まで浸水、
がれき・土砂流入、建具・家具・備品等全流出、電気・機械設
備全損　　プール‒がれき、土砂堆積により全損

1,071,000

283 崎浜小学校 [ 地震 ] 校舎‒塔屋損壊　　体育館‒水平ブレース破損、軒天井落下 35,000

284 第一中学校 [ 地震 ] 校舎‒受水槽破損 7,053

285 末崎中学校
[ 地震 ] 校舎‒EXP.J 脱落、地盤沈下設備破損 　 校庭・校地‒石
垣崩壊

60,000

286 赤崎中学校

[ 津波 ] 校舎‒２階床上 2.5 ｍ浸水、がれき・土砂流入、建具・家具・
備品等全流出、電気・機械設備全損　　体育館‒床上 2.0 ｍ浸水、
がれき・土砂流入、建具・家具・備品等全流出、電気・機械設
備全損　　プール‒がれき、土砂堆積により全損

1,059,000

287 越喜来中学校 [ 地震 ] 校舎‒塔屋損壊　　体育館‒水平ブレース破損 55,000

288 赤崎学校給食共同調理場
[ 津波 ]  建物‒天井まで浸水、建具・家具・備品等全流出、電気・
機械設備全損

33,622

289

陸前高田市

高田小学校

[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 破損、間仕切り壁天井ボー
ド歪み
[津波 ] 校舎‒床上 0.9 ｍ浸水、床面・壁面損傷・劣化、汚泥堆積、
建具流失、ガラス破損・流失、電気配線冠水、高架水槽給水ポ
ンプ水損　　体育館‒床上 1.3 ｍ浸水、アリーナ床面・壁面損傷・
劣化、床下汚泥堆積、建具流失、電気配線冠水　　プール‒全壊（付
属設備流出、配管類塩水冠水及び汚泥流入により使用不能、水槽・
プールサイド汚泥堆積）　　校庭等‒がれき・汚泥堆積、運動場周
囲盛土崩壊、砂場、グレーチング、照明塔、フェンス、バック
ネット流出、通路ガードレール損傷、スタンド流出、階段損傷

94,381

290 気仙小学校

[ 津波 ] 校舎‒全壊（３階建て屋上まで浸水、内・外壁損傷、ガ
ラス破損、汚泥堆積）　　体育館‒浸水後、漂着物により延焼し
全焼 ( 鉄骨のみ残存）　　プール‒全壊（付属設備流出、配管類
塩水冠水及び汚泥流入により使用不能、水槽・プールサイド汚
泥堆積）　　校庭等‒がれき・汚泥堆積、工作物全て流失

685,579

291 長部小学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、外壁落下、EXP.J 浮き、床仕上げ・
壁ボード損傷、極脆性柱損傷　　体育館‒天井ボード崩落

91,638

292 広田小学校 [ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、手すり足もとモルタル損傷 6,067

293
小友小学校
（次ページへ続く）

[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、玄関階段破損
[ 津波 ] 校舎‒床上 1.4 ｍ浸水・外壁損傷・建具損傷、壁面・床
面等内装仕上げ材損傷・劣化、金属部腐食、電気設備・機械設
備全損・高圧受電設備・受水槽全損　　体育館‒床上 0.3 ｍ浸水・
壁面損傷・劣化、床下汚泥堆積、建具流失、ガラス破損　　
校庭等‒運動場周囲盛土崩壊、表土流失及び汚泥堆積、野球施設、
砂場、フェンス、防球ネット、遊具等流出、雨水排水施設損壊、

230,053
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293

陸前高田市

小友小学校
トイレ・倉庫等流失　　プール‒全壊 ( フェンス等付属施設流失、
機械設備破損・流失、水槽・配管汚泥堆積、鋼製水槽腐食、プ
ールサイド不陸）

294 米崎小学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁・土間亀裂・欠損、給水管損傷　　
体育館‒垂直ブレース座屈

11,040

295 下矢作小学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J 浮き、建具不具合、屋根瓦
落下　　体育館‒内・外壁亀裂、建具不具合

2,763

296 竹駒小学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、屋上防水損傷、出入り口建具損傷  
体育館‒垂直ブレース破断  　校庭等‒法面崩壊、校庭地割れ及
び沈下、傾斜、Ｕ型側溝・集水桝・フェンス沈下・破損

31,558

297 横田小学校 [ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、モルタル浮き、タイル損傷 6,510

298 第一中学校

[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、EXP.J、内部石膏ボード・掲示板破損・
天井ボード歪み、外部スロープ・犬走り破損、外部階段コンク
リートひび割れ、オイル配管変形　　柔剣道場‒アルミ窓破損
[ 津波 ] 学校案内看板‒流出

7,064

299 気仙中学校
[ 津波 ] 校舎‒全壊（３階建て屋上まで浸水、内・外壁損傷、ガ
ラス破損、汚泥堆積）　　体育館‒全壊（鉄骨のみ残存）　　　
校庭等‒がれき・汚泥堆積、工作物全て流失

633,371

300 広田中学校

[ 津波 ]  校舎‒全壊（基礎地盤崩壊、床上 1ｍ浸水、内・外壁損傷、
汚泥堆積、ガラス破損）　　体育館‒全壊（基礎地盤崩壊、床上
1ｍ浸水、アリーナ床損傷、内・外壁損傷、汚泥堆積）  　
校庭等‒法面崩壊、汚泥堆積、クラブハウス崩落

633,875

301 小友中学校

[ 津波 ] 校舎‒全壊（２階床上 0.5 ｍ浸水、内・外壁損傷、汚泥堆積、
ガラス破損）　　体育館‒全壊（アリーナ床損傷、内・外壁損傷、
側壁流失、汚泥堆積）　　校庭等‒がれき・汚泥堆積、工作物全
て流失

519,703

302 米崎中学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、床仕上げ及び壁ボード損傷、
EXP.J 破損、耐震壁亀裂、周辺地盤沈下、排水設備損傷　　　
体育館‒鉄骨柱の柱脚部分損傷、照明落下、内・外壁損傷

39,855

303 矢作中学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、床仕上げ損傷、出入り口レール変
形　　体育館‒ギャラリー床モルタル損傷、柱鉄骨塗装剥離、
壁合板等損傷、内部階段コンクリート亀裂、建具不具合

3,174

304 横田中学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、ホール天井崩落、渡り廊下床損傷、
屋根損傷　　体育館‒垂直ブレース損傷、ギャラリー部分手す
り損傷、小屋組ブレース損傷

18,487

305

住田町

世田米小学校 校舎‒壁面亀裂、給水管破損　　校地‒敷地クラック 900

306 有住小学校 校舎‒壁面亀裂　　体育館‒外壁落下　　校地‒敷地クラック 120

307 世田米中学校
校舎‒壁面亀裂、ガラス破損　　体育館‒外壁落下　　
校地‒グラウンドクラック、法面崩落危険個所発生

52,495

308 有住中学校
校舎‒壁面亀裂、給水管破損　　体育館‒外壁落下　　
校地‒グラウンドクラック、防球ネット土台破損

1,330

309

石市

石小学校
[ 地震 ] 校舎‒トイレタイル剥離、EXP.J 破損　　体育館‒防球ア
ルミ格子破損、内壁亀裂、玄関土間亀裂　　校地‒校舎裏崖崩
壊  プール‒プール槽・プールサイド沈下、擁壁亀裂

136,230

310 双葉小学校
[ 地震 ] 校舎‒外壁亀裂・給湯管脱落、内部壁材剥離・亀裂、ス
ピーカー落下、換気扇カバー落下、地下ピット給油管・排水管
破損

13,440

1
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311

石市

白山小学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂・剥離、建具破損　　体育館‒ブレー
ス緩み

3,255

312 平田小学校
[ 地震 ] 校舎‒外壁亀裂、機械室断熱材剥離、室内天井材落下、
暖房器・天井暖房器破損、換気扇破損　　体育館‒ブレース緩み、
照明器具支持材破損　　プール‒プールサイド沈下、RC壁損壊

20,604

313 小佐野小学校

[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、トイレタイル剥離・亀裂、サッシ
破損、昇降口前軒天落下、室内天井材落下、受水槽・高架水槽
破損、パネルヒーター配管・金具脱落、EXP.J 破損、防水損傷  
体育館‒軒天ボード落下、外壁亀裂

32,550

314 甲子小学校
[ 地震 ] 校舎‒煙突屋上基部崩壊、室内天井材落下、EXP.J 破損、
温水ヘッダー破損、外壁剥落　　体育館‒照明器具破損

6,825

315 鵜住居小学校
[ 津波 ] 校舎‒３階浸水、建具・家具・備品等流出　　体育館‒基
礎以外流出

1,479,961

316 栗林小学校
[ 地震 ] 校舎‒外壁亀裂　　プール‒プールサイド沈下、擁壁一部
損壊

4,939

317 唐丹小学校
[ 津波 ] 校舎‒３階浸水、建具・家具・備品等流出　　体育館‒基
礎・鉄骨躯体以外流出

955,483

318 石中学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂、コンクリート剥離、スリット部剥離、
内壁材破損、EXP.J 破損、ガラス破損、理科実験台ズレによる
給排水管断裂・ガス管断裂・電線切断

8,327

319 甲子中学校
[ 地震 ] 校舎‒内・外壁亀裂・剥離、スリット部剥離、ガラス破損、
天井材一部破損、防炎垂れ壁剥離　　体育館‒壁材破損・剥離、
パネルヒーター配管・金具脱落

3,098

320 石東中学校
[ 津波 ] 校舎‒３階浸水、建具・家具・備品等流出　　体育館‒基
礎以外流出

1,346,668

321 唐丹中学校
[ 地震 ] 校舎‒内壁間仕切り亀裂・一部落下、外壁亀裂、地盤沈
下　　体育館‒床陥没、照明器具吊具破損　　校地‒水道管破裂

113,830

322 大平中学校
[ 地震 ] 校舎‒屋上風除け壁破損、外壁亀裂　　校地‒インターロ
ッキング沈下

23,730

323 第一幼幼稚園 [ 地震 ] 園舎‒外壁亀裂・剥離 2,447

324 小川幼幼稚園 [ 地震 ] 園舎‒ホール天井一部落下・歪み、ガラス破損 734

325 平田幼幼稚園 [ 地震 ] 園舎‒外壁亀裂、室内床亀裂 1,365

326 鵜住居幼稚園 [ 津波 ] 園舎‒２階天井まで浸水、建具・家具・備品流出 189,370

327 学校給食センター
[ 地震 ] 天井回り縁破損、天井材落下・破損、ボイラー配管破損、
冷暖房カバー破損、食缶保管庫制御盤破損

1,800

328

大槌町

大槌小学校

[ 津波 ] 校舎‒１階床・壁・天井に被害、窓ガラス・建具等破損・
流失、火災により校舎外壁・内部に被害、暖房・浄化槽等の機
械設備使用不能　　体育館‒外部一部ブレースが座屈、浸水土
砂流入により内部床全面の沈下・変形と外壁一部流失

897,640

329 安渡小学校
[ 地震 ] 校舎‒３階廊下のEXP.J 部が変形、内・外壁亀裂　　
体育館‒内・外壁亀裂

105,720

330 赤浜小学校
[ 津波 ] 校舎‒２階床上１ｍ浸水、床・壁・天井に被害、窓ガラス・
建具等流失・破損、電気設備全損　　体育館‒床上１ｍ浸水

309,471

331 大槌北小学校
[ 津波 ] 校舎‒１階床・壁・天井に被害、窓ガラス・建具等流失・
破損、暖房・浄化槽等の機械設備使用不能　　体育館‒外壁・
ガラス破損、浸水土砂の流入による床の損壊発生

682,959
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

332 大槌町 大槌中学校

[ 津波 ] 校舎‒１階床・壁・天井に被害、窓ガラス・建具等流失・
破損、火災により各所で延焼・焼失あり、キューピクル・暖房・
浄化槽等の機械設備使用不能　　体育館‒外壁・ガラス破損、
浸水土砂の流入により床の破損発生
[ 地震 ] 校舎‒EXP.J 部にクラック発生、内・外壁亀裂

1,049,006

333

宮古市

宮古小学校 [地震 ]校地‒汚水管の外れ　  [ 津波 ]校庭・校地‒浸水、土砂流入 28

334 鍬ヶ崎小学校
[ 津波 ] 体育館‒床上１cm浸水　　プール‒ろ過機破損　　
校庭・校地‒浸水、土砂流入、フェンス倒壊

2,667

335 藤原小学校 [ 津波 ] 校庭・校地‒浸水、土砂流入 ‒

336 磯鶏小学校 [ 地震 ] 校舎‒EXP.J 破損 250

337 山口小学校 [ 地震 ] 校地‒給水管破損 197

338 千徳小学校 [ 地震 ] 校舎‒マルチ階段壁剥落 431

339 高浜小学校 [ 津波 ] 校庭・校地‒浸水、土砂流入、フェンス倒壊 4,459

340 津軽石小学校 [ 津波 ] 校庭・校地‒浸水、土砂流入 ‒

341 赤前小学校 [ 地震 ] プール‒フェンス倒壊 404

342 鵜磯小学校

[ 津波 ] 校舎‒床上 1.8m浸水、土砂・がれき流入、サッシ・ガラス・
建具・床・壁仕上げ材・電気設備・暖房設備等破損、机・いす・
書棚・ロッカー・グランドピアノ等が流失又は損壊　　
校庭・校地‒フェンス・樹木倒壊、土砂・がれき流入　　
教員住宅‒２棟流失、１棟全壊

49,571

343 千鶏小学校

[ 津波 ] 校舎‒２階床上１cm（１階天井）浸水、土砂・がれき流入、
サッシ・ガラス・建具・床・壁仕上げ材・電気設備・暖房設備
等破損、机・いす・書棚・ロッカー・教材等が流失または損壊   
校庭・校地‒フェンス倒壊、遊具流失、擁壁一部崩落、土砂・
がれき流入

58,927

344 田老第一小学校 [ 地震 ] 校舎‒トイレ壁落下 140

345 第一中学校 [ 地震 ] 校舎‒EXP.J 破損 981

346 津軽石中学校 [ 津波 ] 校庭・校地‒浸水、土砂流入 ‒

347 重茂中学校 [ 地震 ] 校地‒擁壁に大きな亀裂 9,697

348 田老第一中学校

[ 津波 ] 校舎‒床上 70cm 浸水、床・壁仕上げ材破損、電気設備
浸水、机・いす・書架・教材・教具浸水　　校庭・校地‒倉庫
損壊、フェンス倒壊、土砂・車両・がれき堆積　　プール‒機
械設備・付属建物・フェンス破損、土砂・がれき流入

81,387

349

山田町

豊間根小学校 [ 地震 ] 体育館‒外壁剥落 693

350 山田北小学校 [ 津波 ] 校庭‒がれき堆積 25,000

351 船越小学校

[ 津波 ] 校舎‒２階床上 0.3 ｍ浸水、がれき・土砂流入、建具・家具・
備品等全流失、電気・機械設備全損　　体育館‒床上 4ｍ浸水、
がれき・土砂流入、アリーナ床破損、備品全流失　　
プール‒がれき・土砂堆積による全損　　校庭‒がれき・土砂堆
積による損傷、フェンス流失　　教員住宅３棟‒流失

1,370,000

352 豊間根中学校 [ 地震 ] 体育館‒水平ブレース変形 1,400

353

岩泉町

小本小学校
[ 津波 ] 校舎‒1 階床上浸水、土砂流入　　体育館‒床上浸水　　
校庭・校地‒がれき及び土砂堆積、フェンス破損

331,754

354 小本中学校

[ 津波 ] 校舎‒1 階天井部分まで浸水、がれき、土砂流入、建具・
家具、備品等一部流失　　プール‒上屋全壊、プール本体亀裂、
土砂堆積で全壊　　校庭・校地‒がれき及び土砂堆積、フェンス、
バックネット流失　　教員住宅‒３棟流失

574,055

1
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No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

355

久慈市

久慈小学校 [ 地震 ] 校舎‒照明器具落下、EXP.J 破損（脱落） 61

356 久慈湊小学校
[ 地震 ] 校舎‒内部亀裂（コンクリート梁モルタル）
[ 津波 ] 校舎‒職員玄関浸水　　校地‒校庭表土流出、泥堆積

315

357 長内小学校
[ 地震 ] 校舎‒ガラス破損
[ 津波 ] 校地‒校庭表土流出、泥堆積、樹木枯死

418

358 来内小学校 [ 地震 ] 校舎‒給湯器漏水、浄化槽散気管破損 63

359 長内中学校 [ 地震 ] 校舎‒防火扉破損 124

360 夏井中学校 [ 地震 ] 体育館‒天井破損 84

361
洋野町

大野小学校 [ 地震 ] 校舎‒外壁ひび割れ 1,000

362 向田小学校 [ 地震 ] 校舎‒照明器具の固定のゆるみ 120

363 普代村 普代中学校 [ 地震 ] 校地等‒地下灯油タンク埋設配管破損 2,800

364
野田村

野田小学校 [ 津波 ] スクールバス１台流出・全損 6,008

365 野田中学校 [ 津波 ] スクールバス１台流出・全損 6,008

366

二戸市

福岡小学校 校地‒擁壁亀裂 76

367 二戸西小学校 校舎‒建具破損　　体育館‒暖房機配管破損　　校地‒法面崩壊 136

368 石切所小学校 校舎‒配管破損 103

369 御返地小学校 体育館‒天井材破損 143

370 福岡中学校 校舎‒渡り廊下接続部損傷　　プール‒配管破損 391

371 浄法寺中学校 プール‒配管破損 167

372 軽米町 軽米小学校 校舎‒階段床に亀裂 473

373
九戸村

江刺家小学校 校舎‒外壁一部剥離、渡り廊下継手カバ‒脱落 324

374 九戸中学校 校地‒グラウンド内水道管破裂 86

計 374 校 18,309,940

（平成 24 年度「東日本大震災津波における市町村教育委員会の対応に関する調査」より）

（２）文化芸術施設
平成 24 年 3 月末現在　　（千円）

No. 設　置　者 施　設　名 主な被害 被害金額

1 岩手県 岩手県民会館 大ホール客席天井、天井空調金具、天井照明器具損傷 1,256

2 盛岡市 渋民文化会館 ホール天板ガイドレール変形、滑車外れ 6,689

3 矢巾町 矢巾町文化会館 舞台プロセニアム、冷暖房ダクト等亀裂、沈下 2,772

4 花巻市 花巻市文化会館 大ホール天井ボード一部剥離、エントランス天井亀裂 238

5 遠野市 遠野市民会館 柱、梁、壁、床クラック、ガラス破損 1,417

6 北上市
北上市文化交流センター
さくらホール

天井、照明設備、内部壁外部壁の損傷ほか 37,597

7

奥州市

奥州市文化会館
ボイラー損傷、スピーカー固定具破損、浄化槽破損、音響版損
傷等

4,790

8 江刺体育文化会館
ホール天井ボード・照明・排気ダクト脱落、壁面破損・亀裂、
舞台機構損傷等

18,398

9 前沢ふれあいセンター ホール天井一部落下 704

10 胆沢文化創造センター ホール天井・客席破損、舞台機構破損、照明破損、地盤沈下等 41,210
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No. 設　置　者 施　設　名 主な被害 被害金額

11 一関市 一関文化センター
スプリンクラーカバー落下、大ホール壁面ボード落下、舞台反
響版構造部破損、電動吊物破損等

5,465

12 藤沢町
藤沢町文化会館
（藤沢文化センター）

客席天井部破損、壁面の亀裂、音響反射板ウェートホルダー落
下、浄化槽破損、駐車場亀裂

6,666

13 大船渡市 大船渡市民文化会館
[ 地震 ] 大ホールプロセニアム壁面ボード落下、反響版設備一部
破損、天井照明脱落

9,492

14 陸前高田市 陸前高田市民会館 [ 津波 ] 全壊流失 909,980

15 石市 石市民文化会館 [ 津波 ] 半壊。１階及び地下浸水 4,350,000

16 宮古市 宮古市民文化会館 [ 津波 ] 半壊。１階及び地下浸水 1,200,000

計16 件 6,596,674

（平成 24 年度「東日本大震災津波における市町村教育委員会の対応に関する調査」より）

（３）社会教育施設
平成 24 年 3 月末現在　　（千円）

No. 設　置　者 施　設　名 主な被害 被害金額

1

岩手県

岩手県立生涯学習推進センター （玄関施設）、外溝、備品等 3,598

2 岩手県立県北青少年の家 設備（配管等）関係損傷 2,248

3 岩手県立博物館 展示室天井・壁破損等 1,631

4

盛岡市

盛岡市遺跡の学び館 施設‒外壁亀裂 630

5 原敬記念館
倉‒屋根のモルタル剥離及び落下、入口屋根の破損、内壁亀裂
生家‒漆喰壁の浮き、 間

651

6 盛岡市先人記念館
施設内‒壁・床・天井・展示ケース・扉亀裂、照明器具外れ　
施設外‒屋根瓦落下

2,900

7 もりおか歴史文化館
建物壁・市中・天井・床タイル等ひび割れ、天井内装材落下、
玄関ポーチ縁石損傷

2,520

8 盛岡市玉山歴史民俗資料館 施設内‒展示ガラスケース破損 不明

9 盛岡市中央公民館
本館別館屋根瓦亀裂、収蔵庫剥がれ落ち及び亀裂、庭園ブロッ
ク塀亀裂、愛宕亭・聖風格床、壁亀裂、襖等破損

19,140

10 盛岡市西部公民館
地下監視室 LCD、アリーナステージ鋼製床亀裂、3階和室倉庫
壁亀裂、玄関前側溝破損、玄関スロープタイル破損、中庭擁壁・
階段亀裂

1,817

11 盛岡市立図書館
玄関ほかガラス破損、外壁タイル破損、排水溝破損、2階トイ
レ壁亀裂、2 階トイレハイタンク破損、3 階閲覧室他壁亀裂、
書架補強、3階閲覧室他書架固定

1,629

12 盛岡市都南図書館
2階閲覧室上部トップライトガラスひび割れ、屋外石張塀剥離、
2階階段付近の壁面亀裂、3階機械室内ボイラー吊り下げ支柱
破損

1,110

13
盛岡市区界高原少年自然の
家

給水配管漏水 147

14 盛岡市子ども科学館 プラネタリウム、浄化槽 652

15 滝沢村 滝沢村公民館 ホール天井亀裂、本館給水管漏水 2,300

16
紫波町

紫波町中央公民館 施設‒照明器具破損、煙突破損 192

17 紫波町古館公民館 施設‒内壁剥落 163

1
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No. 設　置　者 施　設　名 主な被害 被害金額

18
矢巾町

矢巾町公民館 地下発電機故障、ボイラー遠隔操作盤、天井ガラス破損分等 2,998

19 矢巾町歴史民俗資料館 壁クラック、タイル破損、ガラス破損、冷倉庫、移動棚ゆがみ、
曲がり家土壁破損 7,581

20

花巻市

花巻市生涯学園都市会館 階段壁剥離・プレハブ倉庫ちょうつがい破断等 735

21 花巻市石鳥谷生涯学習会館 大型ガラス亀裂等 1,680

22 東和ふるさと歴史資料館 廊下外壁亀裂、北棟部分電源引込み部分亀裂、防火用貯水タン
ク破損、非常用発電機破損 6,818

23 花巻市立東和図書館 天井・壁ボード落下・剥離等 2,333

24 花巻市指定有形文化財熊谷
家本屋及び付属屋５棟 付属屋のうち「下蔵」土壁崩落 7,875

25 国重文　旧小原家住宅 馬屋土壁亀裂、一部剥離、その他建物土壁のひび割れ 1,008

26 国重文　伊藤家住宅 建物土壁の亀裂、ひび割れ 641

27 萬鉄五郎記念美術館 土蔵の東側土壁崩落、土壁全体に亀裂 14,467

28 宮沢賢治記念館 時計破損 130

29 宮沢賢治イーハトーブ館 地下室壁亀裂、浄化槽配水管破損 400

30 花巻新渡戸記念館 玄関前石畳破損 266

31 遠野市 遠野市勤労青少年ホーム EXP.J 破損、天井材落下 186

32

北上市

北上市立中央図書館 天井落下など建物損傷、冷暖房用給水管破損、蔵書滅失 5,954

33 北上市立博物館 本館ガラス、重油タンク配管及び軒天破損、復元古民家土壁崩
落及び屋根垂木折損 6,099

34 黒沢尻北地区交流センター 空調機、温水器及びフェンス破損 337

35 黒沢尻東地区交流センター 研修室・創作室の天井一部崩落、可動式間仕切レール破損、廊下・
玄関廻縁剥離 3,570

36 黒沢尻西地区交流センター 空調機破損 195

37 立花地区交流センター 多目的ホール排煙ガラス破損、トイレタイル剥落・衛生器具破
損、敷地法面亀裂 3,305

38 飯豊地区交流センター 多目的ホール間仕切り破損、換気扇剥脱、ブラインドレール破損 1,103

39 二子地区交流センター 自動火災報知設備及び天井破損 530

40 更木地区交流センター 多目的ホール天井一部崩落、外壁一部破損、受付窓枠変形 2,178

41 黒岩地区交流センター タイル破損 420

42 口内地区交流センター 多目的ホール天井一部崩落 857

43 稲瀬地区交流センター 多目的ホール・和室天井全部崩落、外壁一部破損、玄関・図書
室ガラス破損 37,766

44 北上市生涯学習センター 空調機カバー脱落、壁亀裂 336

45 埋蔵文化財センター 浄化槽の三次処理槽内に亀裂 147

46 樺山歴史の広場「縄文館」 浄化槽の放流ポンプ桝、中間桝、消毒室、後処理ばっ気室の損傷、
配管断裂 683

47

奥州市

奥州市歴史公園（6カ所）
建物基礎沈下、入口タイル破損、敷地アスファルト亀裂、駐車
場柵破損、柵破損浄化槽破損、同ポンプ故障、小便器破損、小
便器破損・排水漏れ、物見櫓基礎損傷、側柱破損

1,532

48 衣川歴史ふれあい館 瓦落下、外壁亀裂、壁紙亀裂、タイル破損、排煙窓毀損 616

49 斎藤實記念館 斎藤實旧宅漆喰壁崩落、書庫ガラス亀裂 292

50 水沢公民館 外壁等破損、通路内壁一部破損 636
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51

奥州市

水沢南公民館 屋根雪止め落下、事務室内書庫破損 40

52 常盤公民館 体育館外壁、2階ギャラリー床、手すり等破損 728

53 真城公民館 雨樋配管ずれ、浄化槽ブロー配管破損 472

54 羽田公民館 体育館窓破損、シャッター破損、トイレ窓破損 810

55 黒石公民館 体育館内外壁等破損、水道管漏水、音響設備等破損 14,624

56 後藤伯記念公民館 内壁一部損壊 327

57 佐倉河公民館・栃の木分館 天井、内壁、外壁一部破損 784

58 奥州市江刺生涯学習センター
スピーカー落下修繕、通路天井壁補修、外調機修繕、空調機基
盤修繕

1,614

59 古城公民館
玄関前フロア階段タイル破損、建物周囲地盤沈下及び亀裂、外
部トイレ及び石油タンク傾き、茶道室入口上部壁モルタル破損

572

60 生母公民館 建物壁にクラック、照明破損 548

61 白山公民館・体育館 外壁ボード一部落下 70

62 渡辺記念館 外壁損傷 53

63 若柳公民館
玄関風除湿室ガラス破損、体育館ガラス破損、公民館外壁・内
壁ひび割れ、2階縁側東側壁落下

1,659

64 胆沢愛宕公民館 内壁 ･外壁等亀裂修繕費 1,194

65 南都田公民館・体育館
公民館・体育館の一部の基礎部分と内壁及び外壁の亀裂、剥離
損傷、用具室の天井損傷

2,583

66 衣川公民館 外壁等損傷 1,162

67 衣川セミナーハウス 屋根損傷 2,828

68 奥州宇宙遊学館 テレビ損傷、屋根瓦一部損壊 87

69 小山公民館 ホール天井損傷 916

70 藤里公民館
体育室‒壁亀裂・剥離、基礎部亀裂　　事務室‒基礎部分の亀裂
による建物のずれ、建物内床隆起、壁亀裂

7,690

71 伊手公民館 扉破損、壁崩落 21,728

72 梁川公民館 敷地内亀裂 4,295

73 広瀬公民館
壁亀裂・剥離、梁部落下・破損、天井亀裂・剥離、エアコン配
管破損

7,890

74 奥州市牛の博物館 研修棟空調機毀損、研修棟給水ポンプ毀損、研修棟窓ガラス亀裂 1,827

75 俳句の庵 照明落下、サッシ脱落、外壁、内壁壁面亀裂、竹垣破損 143

76

金ケ崎町

中央生涯教育センター 内・外壁亀裂 151

77 街地区生涯教育センター 非常放送設備破損 523

78 南方地区生涯教育センター 一部天井落下 19

79 町立図書館 開架書庫破損、ギャラリー段差発生 302

80

一関市

中里公民館
外壁落下、各箇所窓破損、事務室廊下亀裂多数、ホール天井一
部落下、2階会議室換気扇、非常階段基礎コンクリ 間　内壁
落下

9,826

81 萩荘公民館
ホール壁崩壊（内部が見える）・天井・蛍光灯一部落下、2階壁
落下、夢想館サッシ損傷　　　

30,205

82 大原公民館
ホール天井、ステージ天井材等落下、玄関庇一部破損、敷地石
垣破損、大原体育館窓破損、２階天井一部落下、大道具搬入路、
視聴覚室天井一部落下、ホールスピーカー中づり

17,700
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83

一関市

永井公民館
内壁剥離・亀裂多数、体育館の天井落下、ガラス破損、貯水槽
関係破損、食器類破損

7,208

84 花泉宿泊交流研修施設花夢パル
天井一部落下、壁一部亀裂、風呂と宿泊棟に間にずれ、天井エ
アコン枠ずれ、天井照明ずれ　ほか

15,354

85 山目公民館　
換気扇の排気棟落下、舞台スポット落下、体育館支柱亀裂、軒
下一部落下、和室天井一部落下

1,600

86 山目公民館笹谷分館 浄化槽破損 100

87 狐禅寺公民館 亀裂大～小、2階和室天井一部落下、裏斜面地滑り、クラック 2,500

88 舞川公民館
ホール天井、2階会議室蛍光灯落下、2階和室・廊下天井一部落下、
玄関・2階サッシ破損、トイレ一部タイル破損、亀裂、外壁落下

10,600

89 弥栄公民館
ガラス破損、亀裂、地盤沈下、外壁亀裂（落下のおそれ）、内
壁落下

4,000

90 涌津公民館 壁多数亀裂、一部破損、食器類多数破損、柱にひび 900

91 花泉公民館 天井落下、カーテンボックス破損 223

92 老松公民館
随所内壁クロス剝離、ホール床Ｐタイル亀裂、ガラス破損、外
壁亀裂、トイレタイル剥離

1,200

93 日形公民館 天井破損、基礎部分破損 1,025

94 金沢公民館 駐車場アスファルトにひび、既存施設と増築分にずれ等 100

95 摺沢公民館（大東コミセン） 2階和室天井落下 1,899

96 興田公民館
内・外壁一部落下、井戸関係破損、食器・時計等破損多数、壁
ひび割、トイレタイル破損、窓ガラスひび割れ、天井破損

1,200

97 猿沢公民館 入口コンクリート床亀裂、ガラス扉 破損、出張所外壁落下 800

98 渋民公民館 ＦＦファンヒーター不作動、調理室食器類破損 600

99 曽慶公民館 裏庭砂利駐車場地割れ 841

100 千 公民館
ガラス破損、2階と屋根に亀裂、1階ロビー内壁落下・全体に
落下の危険、通路及び駐車場に地割れ、ボイラー配管ずれ、ド
ア破損、排水設備クラック

2,912

101 小梨公民館
公民館内壁に亀裂、天井の一部に剥離あり、体育館外壁破損、
清田分館和室の壁に亀裂あり、小梨体育館外壁破損、庭陥没

1,400

102 奥玉公民館 階段亀裂、おくらんど外壁亀裂、土砂崩れ、窓ガラス割、壁亀裂 8,551

103 磐清水公民館 玄関地割れ、ホール天井板落下、体育館床沈下 1,000

104 東山公民館 空調設備配管破損 4,618

105 田河津公民館
2階壁一部亀裂、天井ずれ、ホール天井破損、各部屋天井落下、
渡り廊下壁破損

1,454

106 室根公民館
入口自動ドア破損使用不可、会議室等ガラス割れ、駐車場地割、
敷地内法面亀裂

867

107 川崎公民館 1階ロビー床板のずれ（要調査必要）、玄関前亀裂 945

108 一関図書館
増築部分が離れた、床沈下、一部書架倒壊（使用不可もあり）、
書籍落下、暖房水漏れ、壁剥落

2,800

109 大東図書館
1・2 階増築部分、インターロッキングの沈下、擁壁ひび割れ、
1階スモークフェンスのひび割れ、2階特設文庫天井エアコン
枠の落下破損

1,200

110 千 図書館
玄関風徐室床タイル破損、段差発生、エレベータ使用不可（制
御盤破損）、壁等の亀裂や剥離など多数

2,800
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111

一関市

一関市博物館

一部天井落下、展示品落下、ガラスケース 損傷、2階展示ス
ペース防煙ガラスひび、北側屋根瓦落下、正面右側コンクリー
ト壁亀裂、玄関右廂（ピロティ－）壁際天井部亀裂剥離、雨漏り、
庭園部地割れ、藤棚破損、企画展示室ガラス破損

13,900

112 学習交流館
ホール壁落下、施設周り地盤沈下、施設内天井・照明など落下、
漏水、ダクト落下、内壁落下・亀裂

4,300

113 真柴コミュニティセンター
網戸破損、窓の 破損、窓枠の歪み、玄関ホールの柱上部少々
ずれ

500

114 亥年コミュニティセンター
屋根瓦落下、全体の歪みにより雨漏り、窓ガラス破損、蛍光灯
落下

600

115 刈生沢コミュニティセンター 体育館壁落下 600

116 千 みなみ交流センター 漏水、内壁・廊下等亀裂 1,590

117 石と賢治のミュージアム
廊下亀裂、展示スペース内　亀裂数箇所、双思堂文庫渡り廊下、
入口歪み段差、梁のずれ、落石による施設破損

2,390

118 芦東山記念館 常設展示室照明落下破損、ディスプレイアクリル板外れ 8,000

119 あたごセンター（久保コミセン） 入口段差、サッシ一部破損、食堂　壁一部破損、天井一部ずれ 500

120 一関文化伝承館
屋根の飾り瓦ほぼ落下、壁亀裂、創作室天井ずれ、ドア破損、
サッシ落下

2,000

121 弥栄公民館平沢分館 調理室壁・外壁亀裂、和室天井破損、敷地亀裂、一部地盤沈下 1,000

122

平泉町

平泉町立図書館
柱亀裂、外壁破損・剥落、内装クロス破損、エアコンコンプレ
ッサー破損

1,061

123 平泉文化遺産センター ガラス破損、ロールスクリーン破損、プロジェクター破損 702

124 平泉町公民館 ガラス破損 21

125 平泉町公民館長島分館 玄関前地割れ 305

126

大船渡市

大船渡市立三陸公民館
[ 津波 ] 大規模半壊、1階まで浸水、がれき・土砂流入、建具・
備品等全損、電気・機械設備全損、可動式観客席全損

300,000

127 大船渡市勤労青少年ホーム [ 地震 ] １階内壁、天井、床、ガラス破損 118,650

128 大船渡市働く婦人の家 [ 津波 ] １階天井まで浸水、軽運動室の床板の及び鏡の破損 178,500

129

陸前高田市

陸前高田市中央公民館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 252,660

130 陸前高田市気仙公民館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 95,090

131 陸前高田市高田公民館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 586,410

132 陸前高田市広田公民館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 111,650

133 陸前高田市小友公民館
[ 津波 ] 床上 1ｍ浸水、がれき・土砂流入、建具・家具・備品等破
損

1,000

134 陸前高田市立図書館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 206,360

135 陸前高田市立博物館 [ 津波 ] 建物全壊、土地被害 269,730

136

石市

石市郷土資料館 [ 地震 ] 展示ケースほか損壊等 1,237

137 石市立栗橋公民館横内分館 [ 地震 ] 外壁崩落、ガラス破損、石垣崩落 1,154

138 石市立図書館
[ 地震 ] 外壁タイル剥落、軒天井損傷、モルタル爆裂、天井損傷・
一部落下、便所配管漏水、内壁クロス剥がれ・クラック、パネ
ルヒーター脱落、照明器具落下・脱落・ずれ

7,895

139 石市立小佐野公民館
[ 地震 ] 3 階大ホールステージ垂壁、控室壁の損傷、トイレ便器
の損傷、2階老人の間壁の損傷　等

5,970
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140

石市

石市立鵜住居公民館 [ 津波 ] 全壊 163,262

141 石市立 石公民館浜町分館 [ 津波 ] 全壊 26,585

142
石市立小佐野公民館

野田団地分館
[ 地震 ] 地割れのため施設傾斜 160,885

143
石市立小佐野公民館

向定内分館
[ 地震 ] 屋根瓦損傷 12,806

144
石市立鵜住居公民館

室浜分館
[ 津波 ] 施設流失 21,831

145
石市立鵜住居公民館

仮宿分館
[ 地震 ] 玄関損傷 533

146 石市戦災資料館 [ 津波 ] 全壊 5,273

147 石市鉄の歴史館
[ 地震 ] 鉄作りの総合演出シアター施設のプレーヤー及び演出照
明コントローラーの破損

3,745

148 石市民交流センター
[ 地震 ] センター入口から登坂道に亀裂・段差及び壁面崩落、受
水槽までの埋設管破損、体育館男子トイレ・ギャラリーガラス
破損

13,198

149

大槌町

大槌町公民館安渡分館 [ 津波 ] 全壊 79,968

150 大槌町公民館赤浜分館 [ 津波 ] 全壊 56,430

151 大槌町公民館吉里吉里分館 [ 津波 ] 全壊 62,825

152 大槌町公民館浪板分館 [ 地震 ] 構造物に亀裂、裏側擁壁に亀裂、修繕箇所多数 10,000

153 大槌町立図書館 [ 津波 ] 全壊 127,908

154 大槌総合交流促進センター [ 津波 ] 全壊 370,059

155
大槌町多目的集会所
（大ケ口）

[ 津波 ] 床上浸水 123,930

156 白石小枕集会所 [ 津波 ] 全壊 11,470

157 上町ふれあいセンター [ 津波 ] 床上浸水 46,434

158 桜木町保健福祉会館 [ 津波 ] 床上浸水 66,980

159 須賀町栄町保健福祉会館 [ 津波 ] 全壊 75,140

160

宮古市

宮古市磯鶏公民館
[ 津波 ] 玄関建具流失、ガラス及び壁破損、外壁破損、畳汚損、
炉錆・床下汚泥流入、便器破損、自転車置き場・物置・フェン
ス流出

11,688

161 宮古市津軽石公民館 [ 津波 ] 全壊（1階天井まで浸水） 224,100

162 宮古市鍬ケ崎公民館 [ 津波 ] 全壊 66,300

163 宮古市田老公民館 [ 津波 ] 一部損壊（床上浸水１m) 23,000

164 堀内地区センター [ 津波 ] 全壊 26,800

165 高浜地区センター [ 津波 ] 全壊 46,200

166 鵜磯地区センター [ 津波 ] 全壊 21,200

167

山田町

鯨と海の科学館
（体験学習棟含む）

[ 津波 ] 科学館半壊、収蔵物の流出等、付随施設全壊（流失） 634,617

168 前須賀集会所 [ 津波 ] 流失 18,156

169 船越漁村センター
[ 津波 ] ２階床上 2ｍ流失、がれき・土砂流入、建具・家具・備
品等全流失、電気・機械設備全損

135,100

170 小谷鳥コミュニティセンター [ 津波 ] 流失 13,120
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171
山田町

織笠コミュニティセンター
細浦ブロックセンター

[ 津波 ] 流失 12,640

172 浜川目集会所 [ 津波 ] 流失 12,960

173 久慈市 久慈地下水族科学館 [ 津波 ] 全壊 473,124

174 野田村
野田村生涯学習センター
（図書館併設）

[ 津波 ] 施設‒床上 1.65 ｍ浸水、内外壁及び建具破損、テーブル、
イス等備品流失、図書約 2万冊被災、給排水設備、電気設備、
通信設備及びガス配管破損

73,062

計174件 5,772,173

（平成 24 年度「東日本大震災津波における市町村教育委員会の対応に関する調査」より）

（４）社会体育施設
平成 24 年 3 月末現在　　（千円）

No. 設　置　者 施　設　名 主な被害 被害金額

1

岩手県

岩手県立高田松原野外活動
センター [ 津波 ] 全壊（管理棟が最上階まで浸水） 1,859,931

2 岩手県営運動公園 照明設備（安定器）落下、園路一部隆起・陥没、亀裂 3,654

3 岩手県営体育館 雨漏り、玄関ドアガラス破損、窓ガラス破損（多数）、舞台裏
擁壁亀裂、天井コンパネ一部落下　ほか 29,643

4 岩手県立御所湖広域公園艇庫 水道ろ過装置制御盤破損、天井ボード破損等 781

5

盛岡市

盛岡体育館 アリーナ天井材落下、ガラス破損、天井点検口破損、スプリン
クラーカバー落下、内壁亀裂 28,684

6 盛岡市アイスアリーナ 大屋根軒裏・アリーナ天井化粧板剥離、ガラス破損、アリーナ
天井鉄骨変形、漏水、内壁亀裂 108,696

7 盛岡南公園球技場 自家発電機故障、更衣室扉歪み、雨漏り、防災受信盤故障、ア
ップ室・会議室壁亀裂 1,087

8 盛岡市立武道館 ガラス破損、外柱土台破損、ロビー床・トイレ壁・応接室上部
亀裂 2,069

9 盛岡市弓道場 アコーディオンドア破損、安土崩落 2,658

10 盛岡市屋内ゲートボール場 ガラス破損、シャッター破損、内壁亀裂 1,463

11 総合プール 会議室壁通路亀裂、女子更衣室天井、通路、ロビー、地下ピット
歪み、地下ピット水回り配管の歪み、地下ピット水の浸み出し 5,775

12 乙部運動広場 門柱倒壊、記念碑剥離 379

13

雫石町

雫石町営体育館 アリーナ照明器具破損 1,213

14 雫石町営テニスコート 夜間照明器具破損 3,955

15 雫石町営野球場 管理棟エキスパンション・ジョイント破損 714

16
紫波町

紫波町総合体育館 天井材落下、ドレン配管破損 1,245

17 紫波町多目的スポーツ施設 トイレ暖房破損、アリーナ入口扉破損、アリーナ照明器具破損 618

18 矢巾町 矢巾町民総合体育館 ガラス破損、暖房用ダクト等破損、受水槽配管破損 2,156

19

花巻市

花巻市総合体育館 浄化槽破損、天井点検口破損 18,566

20 花巻市武徳殿 瓦屋根破損、非常灯落下 2,940

21 花巻市鉛温泉スキー場 外階段・食堂天井材落下 494

22 花巻市民体育館 コンクリート片落下、壁・梁浮き 699

23 花巻市民プール 排水管破損 160

24 遠野市 遠野市民体育館 ガラス破損 5,718

1

教
育
施
設
等
の
被
害
状
況



258

（千円）

No. 設　置　者 学　校　名 主な被害 被害金額

25 遠野市 遠野運動公園 トイレ汚水管破損 300

26

北上市

北上市民黒沢尻体育館 北側屋根と壁が分離、ガラス破損 552

27 北上陸上競技場 写真判定器室内壁損傷、窓枠歪み、走路一部沈下、外壁亀裂 25,906

28 北上市民江釣子体育館 暖房用パネル落下、壁落下、窓枠歪み 3,537

29 北上勤労者体育センター 窓枠歪み、ガラス破損、壁亀裂 9,460

30 北部勤労者屋内運動場 通路亀裂、壁亀裂 200

31 和賀体育館 水道漏水、天井材一部落下、壁亀裂 121

32 柔剣道場 トイレタイル剥離、壁亀裂・一部落下、ガラス破損 100

33 弓道場 内部壁一部落下 50

34 村崎野勤労者体育館 窓落下、壁亀裂 110

35 展勝地プール 更衣室扉破損、ガラス破損、タイル落下 500

36 相去体育館 基礎亀裂、トイレタイル一部落下 30

37 江釣子勤労者体育センター 照明カバーの外れ、基礎コンクリート剥離 50

38

奥州市

水沢ふれあいの丘公園 天井材落下、照明器具落下、駐車場一部沈下・亀裂、排水管破損 11,289

39 江刺中央体育館 軒天一部落下、照明破損、空調設備漏水、壁亀裂 9,689

40 江刺西体育館 照明落下・破損、天井ボルト落下、火災報知器故障 1,112

41 前沢スポーツセンター ガラス破損、バスケットボード破損、壁亀裂 3,535

42 胆沢総合体育館 ガラス破損、壁亀裂、照明落下、ボイラー漏水 6,644

43 胆沢プール ガラス破損、タイル剥離、床亀裂、給湯管破損 1,407

44 衣川柔剣道場 天井材落下 368

45 衣川温水プール 進入路亀裂、トイレ排水管破損 2,077

46 水沢体育館 ガラス破損、トイレタイル剥離 169

47 水沢サンスポーツランド トイレ壁亀裂、放送設備故障 897

48 水沢弓道場 射場天井ずれ、鑑的室壁亀裂 331

49 水沢武道館 事務室壁亀裂 415

50 旧東水沢体育館 ガラス破損 26

51 藤里総合運動場 グラウンド亀裂、トイレ兼物置棟傾き 10,395

52 前沢グリーンアリーナ ガラス破損、天井材落下 1,005

53 衣川社会体育館 ガラス破損 301

54 大鐘公園市民プール 漏水 335

55 梁川地区総合運動場 掲揚ポール傾き 618

56 広瀬総合運動場 グラウンド亀裂、フェンス及び排水路一部陥没 1,617

57 根岸公園市民プール プール内部・サイドの損傷 54,768

58 前沢いきいきスポーツランド プール平板ブロック隆起、壁亀裂、ボイラー故障 2,419

59 胆沢陸上競技場 テニスコート照明ずれ 145

60 胆沢野球場 スタンド亀裂 100

61 胆沢農村広場 テニスコート照明ずれ 34

62

一関市

一関水泳プール プールサイド一部崩落 126

63 東台野球場
水道管破裂、バックネットフェンス基礎亀裂損傷、スタンドブ
ロック沈下

3,970
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64

一関市

一関市総合体育館 天井材落下・歪み、器具庫天井破損、敷地亀裂・沈下 39,104

65 一関武道館
会議室壁亀裂、天井一部落下、弓道場シャッター歪み、ガラス
破損

2,098

66 尾花が森キャンプ場 石碑倒壊、給水施設破損 1,009

67 一関運動公園野球場 事務室内給湯室亀裂・隆起、スタンドコンクリート破損 4,393

68 一関運動公園テニスコート
照明トランス落下、クラブハウスガラス破損、照明ライト安定
器落下、キュービクル基礎ボルト破損、敷地陥没、法面崩落

13,820

69 一関運動公園陸上競技場
判定装置破損、フィニッシュタイマー操作盤落下、判定室窓落
下、時計落下、ブラインド破損

688

70 花泉運動公園野球場 グラウンド亀裂、地盤沈下、掲揚ポール破損 1,479

71 花泉体育館 壁一部落下、天井材一部落下 1,203

72 大東野球場 床・壁面亀裂、スタンド周辺段差発生 20,106

73 大東体育館
照明落下、壁亀裂・落下、屋外道路亀裂、駐車場亀裂・沈下、
ガラス破損、断水

102,753

74 大東バレーボール記念館 天井材落下、照明設備破損 291

75 大東勤労者体育センター 入口ドア破損 525

76 千 野球場
グラウンド地割、本部・スタンド床面亀裂・隆起、土砂崩れ、
便所沈下

152,926

77 清田テニスコート 照明設備破損、地面亀裂 144

78 千 体育館 床面亀裂、ガラス破損、天井材落下、暗幕破損、床一部沈下 3,596

79 千 武道館 天井材・外壁落下 2,477

80 千 アイスアリーナ 床面歪み、製氷機故障、玄関自動ドア破損 8,785

81 東山球場 スコアボード破損、基礎沈下、ダッグアウト亀裂 809

82 東山多目的グラウンド 照明灯球切れ、照明方向ずれ 242

83 東山総合体育館
照明落下、天井材落下、シャッター破損、外壁亀裂、ガラス破損、
地盤沈下

34,257

84 東山農村勤労福祉センター 軒天落下、壁亀裂、照明落下、基礎コンクリート亀裂 1,891

85 唐梅館総合公園 駐車場路面亀裂 861

86 室根体育館
天井材落下、内壁亀裂、防火シャッター不良、外壁一部落下、
非常扉下部亀裂

69,441

87 川崎体育センター 壁落下、舗装亀裂、建具破損、漏水 3,174

88 産業教養文化体育施設 照明器具破損、浄化槽破損 1,970

89 室根野球場
照明器具破損、法面亀裂・崩落、通路部分沈下、駐車場亀裂・
沈下

10,486

90 花泉水泳プール プールサイド一部崩落 374

91 大東グラウンド 駐車場・フェンス亀裂・沈下 263

92 伊勢館公園野球場 入口扉破損、スタンド破損、法面一部崩落 798

93 春日グラウンド 放送室基礎破損 381

94 黄金山キャンプ場 排水管破損 32

95
平泉町

平泉町立長島体育館
鉄骨ブレース変形、壁亀裂・破損、ガラス破損、地盤沈下、照
明器具傾き

4,541

96 平泉町営長島球場 外野フェンス亀裂、照明機器落下・破損 1,218

1
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97 平泉町 平泉町営テニスコート 東屋変形 240

98

藤沢町

藤沢体育館
天井材落下、床沈下、壁・柱亀裂、誘導灯等破損、敷地亀裂・
沈下

121,005

99 藤沢町スポーツプラザ 壁亀裂、基礎破損、天井湾曲、エキスパンション破損 2,483

100 藤沢テニスコート コート亀裂・沈下、フェンス湾曲、排水路破損、照明設備破損 7,422

101 ニコニコドーム
床沈下、壁亀裂、天井破損、水道管破損、ボイラー設備破損、
敷地沈下

23,808

102 藤沢運動広場 階段崩落、側溝破損、法面崩落、照明設備破損 3,814

103

大船渡市

大船渡市体育センター [ 津波 ] １階床上浸水、泥堆積、玄関・ガラス戸全壊 91,900

104 大船渡市民体育館
[ 津波 ] １階床上浸水、泥堆積、ガラス戸全壊、壁破損、床一部
陥没、天井一部破損

763,480

105 大船渡市民テニスコート [ 津波 ] コート全壊、建具等流失 49,000

106 大船渡市民弓道場 [ 津波 ] 浸水、屋根・外壁破損、建具等流失、的場半壊 33,680

107 田中島グラウンド [ 津波 ] 全壊 10,000

108 三陸体育館 [ 地震 ] 石垣一部崩落、エキスパンション破断 5,500

109 三陸総合運動公園
[ 地震 ] グラウンド地盤沈下、スタンド亀裂、テニスコート一部
陥没

50,000

110 大船渡市民プール [ 津波 ] 浸水、泥堆積、機器類全損 50,000

111 大船渡市営球場 [ 地震 ] スタンド・階段亀裂 500

112 三陸柔剣道場 [ 津波 ] 全壊 6,381

113 河川敷公園多目的広場 [ 津波 ] 全壊 5,000

114 河川敷公園少年野球場 [ 津波 ] 全壊 8,000

115

陸前高田市

市民体育館 [ 津波 ] 全壊 943,220

116 トレーニングハウス [ 津波 ] 全壊 31,000

117 海洋センター [ 津波 ] 全壊 621,770

118 高田松原野球場 [ 津波 ] 全壊、土地水没 899,272

119 高田松原第二野球場 [ 津波 ] 全壊、土地水没 332,669

120 高田松原サッカー場 [ 津波 ] 全壊、土地水没 186,900

121 竹駒テニスコート [ 津波 ] 設備全壊、土地被害 25,445

122

石市

石市民体育館
[ 地震 ] 天井梁変形、天井板落下、アリーナ壁面落下、ガラス破
損、照明器具破損

200,000

123 石市営プール
[ 地震 ] 排水溝配管破損、プールサイド段差発生、管理棟壁面亀
裂、玄関タイル剥離

1,234

124 平田公園野球場 [ 地震 ] ガラス破損、正面入口変形 26,576

125 中妻体育館 [ 地震 ] 屋根雨漏り 9,747

126

大槌町

B＆ G海洋センター艇庫 [ 津波 ] 全壊 38,536

127 B＆ G海洋センタープール [ 津波 ] 全壊 220,464

128 大槌町農村広場 [ 津波 ] 全壊 25,140

129

宮古市

運動公園野球場 [ 津波 ] 全壊 685,456

130 運動公園陸上競技場 [ 津波 ] 全壊 610,800

131 運動公園テニスコート [ 津波 ] 全壊 53,900

132 運動公園青少年野外活動施設 [ 津波 ] 全壊 25,000
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133
宮古市

田老野球場 [ 津波 ] 全壊 552,079

134 田老ゲートボール場 [ 津波 ] 全壊 20,000

135

山田町

山田海洋センター艇庫 [ 津波 ] がれき・土砂流入、備品等全流失、電気・機械設備全損 126,000

136 町立艇庫 [ 津波 ] 施設流失 17,184

137 山田勤労者体育センター [ 津波 ] がれき・土砂流入、備品等流失、電気・機械設備全損 221,760

138 山田町相撲場 [ 津波 ] 全壊（流失） 50,000

139 田野畑村 マレットゴルフ場 [ 津波 ] 全壊（流失） 400,000

140 久慈市 久慈市営野球場 [ 津波 ] 全面浸水、電気設備破損 20,173

141 洋野町 洋野町種市Ｂ＆Ｇ海洋センター [ 津波 ] 全壊 43,820

142

普代村

普代村民運動場 [ 津波 ] がれき・土砂堆積、ベンチ・スタンド等流失 3,000

143 普代村民庭球場 [ 津波 ] がれき・土砂堆積、防球ネット等流失 1,000

144 普代村民排球場 [ 津波 ] がれき・土砂堆積、防球ネット等流失 1,000

145 野田村 野田村体育館 [ 津波 ] 床上浸水、床損傷、外壁・フェンス損傷 34,153

146 九戸村 九戸村体育センター 軒天一部破損、ガラス破損 567

計146 件 10,384,219

（平成 24 年度「東日本大震災津波における市町村教育委員会の対応に関する調査」より）

（５）国指定・登録、県指定文化財
有形文化財（建造物）及び伝統的建造物群
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1

国

重文

旧藤野家住宅                   盛岡市 土壁の一部に亀裂、剥離落下

2 旧佐々木家住宅                盛岡市 土壁の一部に亀裂、剥離落下

3
岩手大学農学部（旧盛岡高等農林学校）
旧本館、門番所　附・旧正門　一所

盛岡市 壁と天井の漆喰に亀裂

4 岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館　　 盛岡市
会議室の壁・煉瓦躯体亀裂拡大、天井部
材１カ所落下

5 旧小原家住宅　              花巻市 建物の歪み、馬屋土壁にクラック

6 伊藤家住宅　　　　　　　     花巻市 外壁にクラック、礎石に割れ

7
旧菅野家住宅
主屋　表門

北上市
外壁・土間壁崩落、座敷土壁ヒビ、東南
隅屋根茅ずれ

8 多聞院伊澤家住宅 北上市 内壁剥離

9 旧後藤家住宅　　　　　      奥州市 外壁亀裂、屋根構造材落下

10 旧高橋家住宅 奥州市
主屋内外壁建具破損、土蔵外壁崩壊、
金庫蔵外壁石組ずれ、蔵座敷土壁崩落

11 白山神社能舞台　　　　　　  平泉町 舞台柱に傾き、床板たわみ

12 旧菊池家住宅                遠野市 外壁・内壁に一部亀裂

13 千葉家住宅 遠野市 石垣の落下、地面の陥没

14

登録

米内浄水場緩速系着水井

盛岡市

外壁崩落、マンホール蓋石枠ずれ

15 　〃　緩速ろ過池 内面タイル剥離

16 　〃　1号ろ過池調整室 出入口扉ずれ、天井ひび割れ

1

教
育
施
設
等
の
被
害
状
況



262

No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

17

国

登録

　〃　2号ろ過池調整室

盛岡市

出入口扉ずれ、壁面ひび割れ

18 　〃　3号ろ過池調整室 出入口扉ずれ、壁面ひび割れ

19 　〃　出水井 窓枠ずれ、硝子ひび、外壁剥離

20 　〃　水道記念館 壁面、天井等ひび割れ

21 小岩井農場本部事務所 雫石町 内壁ひび割れ

22 北上市立博物館付属民俗資料館（旧黒沢
尻実科高等女学校校舎） 北上市 玄関叩き・基礎コンクリート亀裂、内壁

亀裂、窓ガラス破損

23 千葉家住宅主屋 奥州市 土壁剥離・亀裂、ガラス破損

24 旧東北砕石工場 一関市 天井部崩落、屋根構造材折損

25 世嬉の一酒造場旧仕込蔵・酒母室 一関市 壁の亀裂、扉の破損

26 世嬉の一酒造場旧漕場・売場倉庫

一関市

外壁落下、亀裂

27 　〃　　旧売場倉庫 扉の破損

28 　〃　　旧店舗・事務所 外壁亀裂

29 佐藤家住宅主屋

一関市

内外壁の一部崩落、屋根の一部崩落

30 　〃　　西洋館 外壁の一部崩落、亀裂多数

31 　〃　　呑切り場 経年劣化、地震により全体が傾斜

32 　〃　　旧車庫 外壁・屋根の一部崩落

33 　〃　　新蔵 外壁の一部崩落

34 　〃　　文庫蔵 外壁の一部崩落

35 　〃　　味噲蔵 外壁・内壁の一部崩落

36 　〃　　小蔵 外壁の一部崩落

37 　〃　　正門及び石塀 外壁に亀裂、一部崩落

38 　〃　　庭門及び石塀 外壁に亀裂、一部崩落

39 横屋酒造造り蔵

一関市

外壁の亀裂・破損

40 　〃　　正面蔵 外壁の亀裂・破損

41 　〃　　東蔵 外壁の亀裂・破損

42 　〃　　物置 半壊

43 　〃　　ビン詰工場 付帯施設 ( 登録外 ) の破損、外壁の亀裂

44 　〃　　精米所 壁の破損、屋根の一部剥離

45 　〃　　旧精米所 震災及びその後の暴風雨による屋根剥離

46 　〃　　通用門及び石塀 石塀の一部剥離、破損

47 旧専売局千 葉煙草専売所 一関市 床のたわみ、内壁・硝子破損、瓦のずれ

48 酔仙酒造本社事務所

陸前高田市

全壊、流失

49  〃　守衛所 全壊、流失

50  〃　購品及び用度品倉庫 全壊、流失

51 盛合家住宅主屋 宮古市 床上浸水、外壁・内壁破損

52
伝統的建造物
群保存地区　 金ケ崎町城内諏訪小路伝統的建造物群保存地区 金ケ崎町 壁の崩落・亀裂、ガラス破損、ブロック

塀倒壊

53

県 有形

木津屋池野藤兵衛家住宅　　附　土蔵 盛岡市 土蔵外壁等クラック、剥離

54 千葉家住宅門 奥州市 門の傾き

55 武家住宅（後藤新平旧宅） 奥州市 外壁亀裂・剥離



263

岩手県教育委員会東日本大震災津波記録誌 ～教訓を後世に・岩手の教育～

資
料
編

５
章

No. 種　　別 名　称 市 町 村 被害状況

56

県 有形

旧後藤正治郎家住宅 奥州市 基礎敷石破損、外壁崩落（公開中止）

57
太田家住宅（太幸邸）
主屋及びその庭、土蔵、表門、前座敷、炊場、
旧銀行並びに西側の塀

奥州市
外壁亀裂、土塀倒壊、ガラス破損、内壁
亀裂崩落、主屋 2階柱折れ、内壁崩落多数、
倒壊の危険有り

58
村上家住宅
主屋、馬屋、厠及び小屋土地

一関市 屋根、土壁の一部落下

59
吉田家住宅
主屋、土蔵、味噌蔵及び納屋（長屋）

陸前高田市 津波により流失

有形文化財（美術工芸品）
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1
国 重文（彫刻）

木造僧形坐像（黒石寺）                 奥州市 転倒により左手首天衣一部欠損

2 木造四天王立像（黒石寺）              奥州市 ４体のうち２体破損

3

県

有形（彫刻）

木造伝阿弥陀如来立像（毘沙門堂） 花巻市 転倒による破損

4 木造阿弥陀如来立像（水沢・個人蔵） 奥州市 左手首外れ

5 木造十一面観音立像（花泉・大祥寺）　 一関市 右足甲部破損

6 木造不動明王坐像（西光寺） 平泉町 右腕部材剥離、寄せ木全体歪み

7 木造観世音菩薩坐像（白王院） 平泉町 転倒、一部破損

8 木造阿弥陀如来坐像（白王院） 平泉町 転倒、一部破損

9 木造熊野神両脇立倚像（金剛院） 平泉町 一部破損

10 木造阿弥陀如来坐像（光勝寺） 住田町 不安定部分あり

11
木造観音菩薩坐像
木造勢至菩薩坐像（光勝寺）

住田町 光背破損

12
木造地蔵菩薩半跏像　付　造二天立像
（花泉 ･大門神社）

一関市
光背外れ、右手薬指欠損、右膝下の衣（木）
破等

13 有形（工芸品） 銅鰐口 陸前高田市 水損

14 有形（古文書） 吉田家文書　 陸前高田市 陸前高田市図書館で海水・泥に浸かった

有形民俗
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1 国 登録 陸前高田の漁撈用具 陸前高田市 浸水し破損、一部流失

無形民俗
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1 国

無形民俗

黒森神楽 宮古市 個人保管の衣装一部流失

2

県

浦浜念仏剣舞 大船渡市 道具・装束流失多数

3 気仙町けんか七夕祭り 陸前高田市 山車、用具類流失

4 鵜鳥神楽 普代村 個人保管の用具一部流失

1
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■被災文化財の種類別件数 平成 25年３月末現在

文化財の種類 国
指定等 県指定 市町村

指定 計 備　　　考

１ 有形文化財（建造物）及び伝統的建造物群 52 7 20 79 伝統的建造物群は金ケ崎町（国）1件

２ 有形文化財（美術工芸品） 2 12 24 38

３ 有形民俗文化財 1 1 2

４ 無形民俗文化財 1 3 13 17

５ 史跡・名勝 8 4 9 21

６ 天然記念物 2 7 9

計 64 28 74 166

史跡・名勝
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1

国

史跡

盛岡城跡 盛岡市 鐘楼の土塁跡地面にひび割れ

2 志波城跡 盛岡市 外郭南門亀裂・剥落

3 高野長英旧宅 奥州市 内壁剥離、建物軸部ずれ、建具破損

4 大洞貝塚 大船渡市 一部土砂崩れ、地割れ

5 中沢浜貝塚 陸前高田市 法面崩れ

6 橋野高炉跡 石市 石組の落下、ずれ

7 特別名勝 毛越寺庭園 平泉町 池中立石の傾斜

8 名勝 高田松原 陸前高田市
マツは１本を残し折損・流失
砂浜の流出及び地盤沈下による水没

9

県

史跡
関谷洞窟住居跡 大船渡市 落石による案内板倒壊

10 栗木鉄山跡 住田町 石垣の崩壊範囲拡大

11
名勝

浄土ヶ浜 宮古市
樹木の塩害、石碑流出、岸壁がえぐられ
ている

12 船越海岸 山田町 津波によるがけ崩れ

天然記念物
No. 種　　別 名　　称 市 町 村 被害状況

1
県 天然

タブの木自生地 山田町 津波による枝折れ

2 大沢の臥竜梅 山田町 2/3 が海水を被る
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避難場所等になった教育施設の状況2
（１）学校

避難場所の利用
　利用された学校／◎ 3.11 以前から避難所に指定されていた　　○ 3.11 後に指定された　　● 指定されていない
　解消時期／すべて平成 23 年　　■学校再開時に避難場所が解消されていない　　■※避難場所であったが児童生徒は他校で再開
避難場所以外での利用
　利用された学校／○ 支援物資保管、自衛隊等の基地、遺体安置、遺失物保管等の利用
　解消時期／特に記載がない場合は平成 23 年　　－ は調査時点で継続中（平成 24 年 6 月）
学校の受け入れ等
　利用状況／○ 校舎が被災して使用できなくなった学校の再開場所として利用
　解消時期／特に記載がない場合は平成 23 年　　－は受け入れ継続中　　※は統合後も校舎の使用を継続中
仮設住宅の設置／県建築住宅課資料より作成　　※は第二グラウンドに設置

小学校

No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

1 盛岡市立仁王小学校 ◎ ３月中旬

2 盛岡市立城南小学校 ○ ３月中旬

3 盛岡市立桜城小学校 ◎ ３月中旬

4 盛岡市立厨川小学校 ◎ ３月中旬

5 盛岡市立杜陵小学校 ◎ ３月中旬

6 盛岡市立山岸小学校 ◎ ３月中旬

7 盛岡市立大慈寺小学校 ◎ ３月中旬

8 盛岡市立米内小学校 ○ －

9 盛岡市立土淵小学校 ○ ３月中旬

10 盛岡市立本宮小学校 ◎ ３月中旬

11 盛岡市立青山小学校 ◎ ３月中旬 ○ 平成 24 年４月上旬

12 盛岡市立北厨川小学校 ◎ ３月中旬

13 盛岡市立河北小学校 ◎ ３月中旬

14 盛岡市立上田小学校 ○ ３月中旬

15 盛岡市立城北小学校 ◎ ３月中旬

16 盛岡市立大新小学校 ◎ ３月中旬 ○ 平成 24 年４月上旬

17 盛岡市立羽場小学校 ○ ３月中旬

18 盛岡市立永井小学校 ● ３月中旬

19 盛岡市立手代森小学校 ○ ３月中旬

20 盛岡市立津志田小学校 ◎ ３月中旬

21 盛岡市立見前南小学校 ● ３月中旬

22 盛岡市立北松園小学校 ● ３月中旬

23 滝沢村立滝沢第二小学校 ● ３月中旬

24 滝沢村立滝沢東小学校 ◎ ３月中旬 ○ －

25 矢巾町立徳田小学校 ◎ ３月中旬

26 遠野市立遠野北小学校 ◎ ３月中旬

27 遠野市立青笹小学校 ◎ ３月下旬

28 奥州市立姉体小学校 ○ ５月下旬
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No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

29 奥州市立藤里小学校 ● ３月中旬

30 奥州市立広瀬小学校 ◎ ３月中旬

31 一関市立一関小学校 ◎ ３月中旬

32 一関市立山目小学校 ◎ ３月中旬 ○ ３月中旬

33 一関市立猿沢小学校 ● ３月中旬

34 平泉町立平泉小学校 ◎ ３月中旬

35 平泉町立長島小学校 ◎ ３月中旬

36 大船渡市立盛小学校 ◎ ４月中旬 ○ ６月下旬 50 戸

37 大船渡市立大船渡小学校 ◎ ３月中旬 ○ ７月下旬

38 大船渡市立末崎小学校 ● ５月下旬 58 戸

39 大船渡市立蛸ノ浦小学校 ● ３月中旬 ○ ６月上旬 ○ － 47戸

40 大船渡市立猪川小学校 ◎ ５月下旬 50戸

41 大船渡市立立根小学校 ◎ ３月中旬 ○ ７月下旬

42 大船渡市立日頃市小学校 ○ ４月下旬

43 大船渡市立大船渡北小学校 ◎ ８月中旬 ○ ８月上旬 88戸

44 大船渡市立崎浜小学校 35戸

45 大船渡市立甫嶺小学校 ○ 平成 24 年度統合※

46 陸前高田市立高田小学校 ◎ ３月中旬

47 陸前高田市立気仙小学校 ◎ ３月中旬

48 陸前高田市立長部小学校 ◎ ７月下旬 ○ ８月中旬 ○ 平成 25 年度統合※ 44戸

49 陸前高田市立広田小学校 ◎ ７月上旬 ○ － ○ 平成 25 年３月下旬 66戸

50 陸前高田市立小友小学校 ○ 平成 25 年３月下旬

51 陸前高田市立米崎小学校 ◎ ７月上旬 ○ ７月中旬 ○ 平成 24 年 12 月下旬 60戸

52 陸前高田市立矢作小学校 ○ ３月下旬

53 陸前高田市立竹駒小学校 ○ － 96戸

54 陸前高田市立横田小学校 ○ ８月中旬 54戸

55 住田町立世田米小学校 ○ ３月下旬

56 石市立 石小学校 ◎ ８月上旬

57 石市立双葉小学校 ◎ ４月中旬 ○ ４月中旬 ○ 平成 24 年２月下旬

58 石市立白山小学校 ◎ ８月上旬

59 石市立平田小学校 ○ 平成 24 年１月下旬

60 石市立小佐野小学校 ◎ ４月中旬 ○ 平成 24 年２月下旬

61 石市立甲子小学校 ◎ ８月上旬 ○ ６月中旬

62 石市立栗林小学校 ◎ ８月中旬 ○ ６月中旬

63 大槌町立大槌小学校 ◎ ３月中旬 ○ －

64 大槌町立安渡小学校 ◎ ８月中旬※ 34戸

65 大槌町立吉里吉里小学校 ◎ ４月下旬 ○ ４月下旬 ○ ９月下旬

66 大槌町立赤浜小学校 ◎ ７月下旬※ ○ ７月下旬

67 大槌町立大槌北小学校 ○ －

68 宮古市立宮古小学校 ◎ ７月下旬 ○ ５月上旬

69 宮古市立鍬ヶ崎小学校 ◎ ８月上旬 ○ ４月中旬 30戸
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No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

70 宮古市立愛宕小学校 ◎ ６月中旬 45戸

71 宮古市立藤原小学校 ◎ ７月下旬

72 宮古市立磯鶏小学校 ◎ ５月下旬

73 宮古市立山口小学校 ◎ ８月上旬

74 宮古市立千徳小学校 ○ ３月中旬

75 宮古市立高浜小学校 ○ ４月中旬

76 宮古市立花輪小学校 ○ ５月下旬

77 宮古市立津軽石小学校 ◎ ６月中旬 ○ －

78 宮古市立赤前小学校 ◎ ５月中旬 ○ ５月下旬 78 戸

79 宮古市立重茂小学校 ● ３月中旬 ○ － 15 戸

80 宮古市立崎山小学校 ◎ ６月中旬

81 宮古市立田老第一小学校 ◎ ４月上旬 ○ ９月下旬

82 宮古市立田老第三小学校 ７戸

83 山田町立豊間根小学校 ◎ ４月中旬

84 山田町立大沢小学校 ◎ ８月上旬 ○ ４月上旬 31戸

85 山田町立山田北小学校 ◎ ７月下旬 ○ ８月中旬

86 山田町立山田南小学校 ◎ ８月中旬 ○ ８月中旬 35戸

87 山田町立織笠小学校 ◎ ８月中旬 22戸

88 山田町立轟木小学校 ○ ９月中旬

89 山田町立大浦小学校 ◎ ４月中旬

90 岩泉町立岩泉小学校 ○ 12 月下旬

91 岩泉町立小本小学校大牛内分校 ◎ ３月中旬

92 田野畑村立田野畑小学校 ○ ３月下旬

93 久慈市立長内小学校 ● ３月中旬

94 久慈市立平山小学校 ◎ ３月中旬

95 久慈市立久喜小学校 ◎ ３月中旬

96 洋野町立種市小学校 ◎ ３月中旬

97 洋野町立角浜小学校 ◎ ３月中旬

98 普代村立普代小学校 ○ －

99 野田村立野田小学校 ◎ ７月上旬 ○ ５月下旬

中学校

No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

1 盛岡市立下橋中学校 ◎ ３月中旬

2 盛岡市立下小路中学校 ◎ ３月中旬 ○ ９月下旬

3 盛岡市立上田中学校 ◎ ３月下旬

4 盛岡市立河南中学校 ◎ ３月中旬

5 盛岡市立黒石野中学校 ◎ ３月中旬

6 盛岡市立城西中学校 ○ ３月中旬

7 盛岡市立北陵中学校 ◎ ３月中旬

8 盛岡市立松園中学校 ○ ４月上旬
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No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

9 盛岡市立見前中学校 ◎ ３月中旬

10 花巻市立花巻北中学校 ◎ ３月中旬

11 遠野市立青笹中学校 ○ ３月中旬

12 北上市立上野中学校 ◎ ３月中旬

13 北上市立東陵中学校 ◎ ３月中旬 ○ ３月中旬

14 奥州市立江刺第一中学校 ◎ ３月中旬

15 一関市立花泉中学校 ◎ ３月中旬

16 一関市立室根中学校 ○ ７月中旬

17 大船渡市立第一中学校 ○ ７月上旬 120 戸

18 大船渡市立大船渡中学校 ◎ ７月下旬 ○ 平成 24 年７月上旬 138 戸

19 大船渡市立末崎中学校 ◎ ５月下旬 70戸

20 大船渡市立日頃市中学校 ○ ５月下旬

21 大船渡市立綾里中学校 ◎ ３月下旬 ○ ３月下旬 90戸

22 大船渡市立越喜来中学校 ○ ３月下旬

23 大船渡市立吉浜中学校 ○ 12 月上旬

24 陸前高田市立第一中学校 ◎ ８月中旬 ○ ７月下旬 150戸

25 陸前高田市立広田中学校 ○ 10 月上旬

26 陸前高田市立米崎中学校 ○ ３月中旬 89戸

27 陸前高田市立横田中学校 ○ ８月下旬 94戸

28 住田町立世田米中学校 ○ ６月上旬

29 石市立 石中学校 ◎ ８月上旬 ○ ４月中旬 ○ 平成 24 年３月下旬

30 石市立甲子中学校 ◎ ８月中旬 ○ ８月中旬

31 石市立唐丹中学校 ○ ４月中旬

32 石市立大平中学校 ◎ ７月上旬

33 大槌町立大槌中学校 ○ －

34 大槌町立吉里吉里中学校 ● ３月中旬 ○ ４月上旬 ○ ９月下旬 80戸

35 宮古市立第二中学校 ◎ ８月上旬 ○ ５月下旬 96戸

36 宮古市立河南中学校 ◎ ５月下旬

37 宮古市立宮古西中学校 ◎ ４月上旬 ○ ４月上旬

38 宮古市立花輪中学校 ◎ ３月中旬

39 宮古市立津軽石中学校 ◎ ７月中旬 ○ ５月上旬

40 宮古市立重茂中学校 ○ ４月上旬

41 宮古市立新里中学校 ○ ３月下旬

42 山田町立豊間根中学校 ○ ８月下旬 ○ ８月下旬

43 山田町立山田中学校 ◎ ３月中旬 ○ ８月中旬

44 岩泉町立岩泉中学校 ○ 12 月下旬

45 田野畑村立田野畑中学校 ○ ５月上旬 94戸

46 久慈市立久慈中学校 ◎ ３月中旬

47 久慈市立長内中学校 ◎ ３月中旬

48 野田村立野田中学校 ◎ ５月下旬 ○ ４月上旬 128戸

49 県立一関第一高等学校附属中学校 ◎ ３月中旬
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高等学校

No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

1 盛岡第三高等学校 ◎ ３月中旬

2 盛岡第四高等学校 ◎ ３月中旬

3 遠野高等学校 ◎ ３月中旬

4 遠野緑峰高等学校 ○ ３月中旬

5 一関第一高等学校 ◎ ３月中旬

6 一関第二高等学校 ◎ ３月中旬 ○ ３月下旬

7 千 高等学校 ○ ５月下旬

8 高田高等学校 ◎ ３月中旬 148 戸※

9 大船渡高等学校 ○ ３月下旬

10 大船渡東高等学校 ● ５月上旬 ○ ７月下旬

11 住田高等学校 ● ４月上旬

12 石高等学校 ● ８月上旬 ○ ５月中旬

13 石商工高等学校 ● ３月中旬

14 大槌高等学校 ◎ ８月中旬 ○
平成 24 年
１月下旬

○ ９月下旬

15 山田高等学校 ● ８月下旬 ○ ７月上旬

16 宮古高等学校 ● ３月中旬 ○ ３月中旬

17 宮古高等学校　定時制 ● ３月中旬 ○ ３月中旬

18 宮古北高等学校 ● ３月下旬 ○ ３月下旬

19 宮古工業高等学校 ● ３月中旬

20 宮古商業高等学校 ◎ ３月中旬 ○ ８月下旬

21 宮古水産高等学校 ○ ８月下旬 90戸※

22 岩泉高等学校　田野畑校 50戸

23 久慈高等学校 ◎ ３月中旬

24 久慈東高等学校 ◎ ３月中旬

25 久慈工業高等学校 ◎ ５月中旬 ○ ３月下旬

特別支援学校

No. 学　校　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用 他校の受け入れ等

仮設住宅の設置
利用状況 解消時期 利用状況 解消時期 利用状況 解消時期

1 盛岡青松支援学校 ● ３月中旬

2 気仙光陵支援学校 ● ３月下旬 ○ ３月中旬

3 石祥雲支援学校 ● ４月下旬

4 宮古恵風支援学校 ● ３月中旬

（避難場所の利用、避難場所以外での利用：平成 24 年度「東日本大震災津波に係る学校等の対応に関する調査」より）
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No. 市町村 区　　分 施　設　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用

利用状況 最大避難者数 解消時期 利用状況 解消時期
1

盛岡市
社会教育施設

都南公民館 ○ 8 ３月中旬

2 上田公民館 ◎ 53 ３月中旬

3 西部公民館 ○ 44 ３月中旬

4 河南公民館 ○ 12 ３月中旬

5 中央公民館 ○ 8 ３月中旬 ○

6 社会体育施設 盛岡体育館 ○ 64 ３月中旬 ○ ５月下旬

7
八幡平市 社会教育施設

大更コミュニティセンター ◎ 48 ３月中旬

8 西根地区体育館 ○ ６月中旬

9

雫石町
社会教育施設

雫石公民館 ◎ 23 ３月中旬

10 御所地区健康増進センター ◎ 7 ３月中旬

11 西山構造改善センター ◎ 11 ３月中旬

12 地域振興センター ◎ 2 ３月中旬

13 その他の教育施設 勤労青少年ホーム ○ ７月中旬

14 岩手町 社会教育施設 沼宮内公民館 ◎ 10 ３月中旬

15 滝沢村 社会体育施設 総合公園体育館 ◎ 81 ３月中旬

16
紫波町 社会教育施設

紫波町中央公民館 ◎ 44 ３月中旬 －

17 紫波町古館公民館 ◎ 20 ３月中旬

18
花巻市

社会教育施設 花巻市生涯学園都市会館 ○ ３月下旬

19 社会体育施設 花巻市民体育館 ◎ 427 ３月中旬 ○ ４月中旬

20

遠野市 社会教育施設

綾織地区センター ◎ 1 ３月中旬 ○ ３月下旬

21 松崎地区センター ◎ 12 ３月下旬 ○ ４月上旬

22 土淵地区センター ○ ４月上旬

23 青笹地区センター ◎ 16 ３月下旬 ○ ４月上旬

24 上郷地区センター ◎ 46 ４月中旬

25

北上市 社会教育施設

黒沢尻北地区交流センター ◎ 80 ３月中旬

26 黒沢尻東地区交流センター ◎ 30 ３月中旬

27 黒沢尻西地区交流センター ◎ 50 ３月下旬

28 飯豊地区交流センター ◎ 17 ４月上旬

29 更木地区交流センター ◎ 20 ３月中旬

30 黒岩地区交流センター ◎ 40 ３月中旬

31 口内地区交流センター ◎ 2 ３月中旬

32 相去地区交流センター ◎ 29 ３月中旬

33 鬼柳地区交流センター ◎ 10 ３月中旬

34 江釣子地区交流センター ◎ 10 ３月中旬

（２）学校以外の教育施設
避難場所の利用
　利用された教育施設／◎ 3.11 以前から避難所に指定されていた　　○ 指定されていなかった
　最大避難者数／県災害対策本部資料より作成　　解消時期／すべて平成 23 年
避難場所以外での利用
　利用された教育施設／○ 支援物資保管、自衛隊等の基地、遺体安置、遺失物保管等の利用
　解消時期／特に記載がない場合は平成 23 年　　－は調査時点で継続中（平成 24 年 7 月）
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利用状況 最大避難者数 解消時期 利用状況 解消時期
35

北上市
社会教育施設 藤根地区交流センター ◎ 3 ３月中旬

36 その他の教育施設 勤労青少年ホーム ◎ 110 ３月中旬 ○ ３月下旬

37

奥州市 社会教育施設

水沢公民館 ◎ 23 ３月下旬 ○ ３月下旬

38 水沢南公民館 ◎ 32 ３月中旬 ○ ３月下旬

39 常盤公民館 ◎ 11 ３月中旬 ○ ３月下旬

40 佐倉河公民館 ◎ 15 ３月中旬 ○ ３月下旬

41 真城公民館 ◎ 20 ３月中旬 ○ ３月下旬

42 姉体公民館 ◎ 3 ３月中旬 ○ ３月下旬

43 羽田公民館 ○ ３月下旬

44 黒石公民館 ○ ３月下旬

45 前沢公民館 ◎ 11 ３月中旬 ○ ３月下旬

46 古城公民館 ◎ 9 ３月中旬 ○ ３月下旬

47 白山公民館 ◎ 9 ３月中旬 ○ ３月下旬

48 生母公民館 ◎ 4 ３月中旬 ○ ３月下旬

49 小山公民館 ◎ 23 ３月中旬 ○ ３月下旬

50 南都田公民館 ◎ 5 ３月中旬 ○ ３月下旬

51 若柳公民館 ◎ 4 ３月中旬 ○ ３月下旬

52 胆沢愛宕公民館 ○ ３月下旬

53 後藤伯記念公民館 ○ ４月下旬

54 江刺生涯学習センター ○ ３月中旬

55 前沢ふれあいセンター ◎ 53 ３月上旬

56

金ケ崎町 社会教育施設

街地区生涯教育センター ◎ 46 ３月中旬

57 南方地区生涯教育センター ◎ 30 ３月中旬

58 北部地区生涯教育センター ◎ 2 ３月中旬

59 永岡地区生涯教育センター ◎ 1 ３月中旬

60 三ケ尻地区生涯教育センター ◎ 9 ３月中旬

61

一関市

社会教育施設

中里公民館 ◎ 110 ３月中旬

62 山目公民館 ◎ 70 ５月中旬

63 真柴コミュニティセンター ◎ 40 ３月中旬

64 関が丘コミュニティセンター ◎ 150 ３月中旬

65 永井公民館 ◎ 25 ３月中旬

66 涌津公民館 ◎ 12 ３月中旬

67 油島公民館 ◎ 31 ３月中旬

68 花泉公民館 ◎ 35 ３月中旬

69 老松公民館 ◎ 23 ３月中旬

70 日形公民館 ◎ 16 ３月中旬

71 金沢公民館 ◎ 17 ３月中旬

72

社会体育施設

総合体育館（Ｕドーム） ◎ 250 ３月中旬

73 千 体育館 ○ ３月下旬

74 千 武道館 ○ ４月下旬

2
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No. 市町村 区　　分 施　設　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用

利用状況 最大避難者数 解消時期 利用状況 解消時期
75

一関市
社会体育施設

東山総合体育館 ○ ５月下旬

76 室根体育館（総合グラウンド） ○ ５月下旬

77 文化芸術施設 文化センター ◎ 600 ３月中旬

78
藤沢町 社会体育施設

藤沢B&G海洋センター ○ ５月中旬

79 ニコニコドーム ○ ５月中旬

80

大船渡市

社会教育施設

末崎地区公民館・ふるさとセンター ◎ 500 ７月上旬

81 大船渡地区公民館 ◎ 800 ８月下旬

82 蛸ノ浦地区公民館（蛸ノ浦漁村厚生施設） ◎ 250 ６月上旬

83 猪川地区公民館 ◎ 95 ３月中旬

84 社会体育施設 市民体育館 ○ ８月中旬

85
文化芸術施設

カメリアホール ( 中央公民館） ○ 74 ８月中旬

86 リアスホール ○ 470 ８月中旬 ○ ８月中旬

87

陸前高田市

社会教育施設

下矢作公民館 ◎ 650 ８月中旬

88 横田公民館 ◎ 283 ８月上旬 ○ ５月下旬

89 竹駒公民館 ◎ 204 ８月中旬

90 長部公民館 ◎ 510 ８月上旬

91 米崎公民館 ◎ 50 ６月中旬 ○ ８月下旬

92
社会体育施設

サン・ビレッジ高田 ○ 214 ８月中旬

93 モビリア ○ 300 ６月中旬

94 文化芸術施設 気仙大工左官伝承館 ○ 20 ７月中旬

95

石市

社会教育施設

大石地域交流センター ◎ 13 ７月中旬

96 甲子公民館（生活応援センター） ◎ 35 ７月上旬

97 市保健福祉センター（ 石公民館） ○ 351 ８月上旬 ○ ８月下旬

98 小佐野コミュニティ会館（小佐野公民館） ◎ 52 ４月中旬 ○ ４月下旬

99 唐丹公民館（唐丹地区生活応援センター） ○ ７月下旬

100 甲子公民館砂子渡分館 ○ －

101 鵜住居公民館川目分館 ◎ 不明 ３月中旬

102 鵜住居公民館仮宿分館 ◎ 不明 ３月中旬

103 栗橋公民館中村分館 ◎ 25 ３月中旬 ○ －

104

社会体育施設

中妻体育館 ◎ 298 ８月上旬

105 市陸上競技場クラブハウス ○ 70 ３月中旬

106 市民体育館 ◎ 265 ８月上旬

107 昭和園クラブハウス ◎ 90 ３月中旬 ○ ７月下旬

108 市民交流センター体育館 ◎ 23 ３月中旬

109

大槌町 社会教育施設

中央公民館 ◎ 565 ８月中旬 ○ ３月中旬

110 交流促進センター（浪板） ◎ 55 ６月下旬

111 かみよ稲穂館 ◎ 189 ８月上旬

112 小鎚地区多目的集会所 ◎ 18 ７月下旬

113 大ケ口多目的集会所 ◎ 59 ７月下旬

114 蕨打直集会所 ◎ 29 ７月下旬
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2
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No. 市町村 区　　分 施　設　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用

利用状況 最大避難者数 解消時期 利用状況 解消時期
115

大槌町

社会教育施設 町役場金沢支所 ○ 150 ８月上旬

116

社会体育施設

城山公園体育館 ◎ 370 ８月中旬

117 寺野多目的体育館（弓道場） ○ 591 ８月上旬

118 吉里吉里地区体育館 ◎ 162 ８月中旬 ○ ３月中旬

119 勤労青少年体育センター ○ ３月中旬

120
その他の教育施設

桜木町保健福祉会館 ◎ 5 ７月中旬

121 金沢地区生活改善センター ◎ 80 ７月下旬

122

宮古市

社会教育施設

山口公民館 ◎ 160 ３月下旬

123 小山田地区センター ◎ 50 ３月中旬 ○ 10 月下旬

124 重茂公民館 ○ 80 ７月下旬

125 中央公民館 ◎ 不明 ３月中旬 ○ －

126 千徳公民館 ○ 10 月下旬

127 田老公民館 ○ 10 月下旬

128 新里生涯学習センター ○ 10 月下旬

129 近内地区センター ○ 10 月下旬

130

社会体育施設

市民総合体育館 ○ 195 ８月上旬

131 千徳地区体育館 ○ 10 月下旬

132 健康増進施設（トレーニングセンター） ○ 10 月中旬

133 松山グラウンド ○ －

134 へいがわ老木公園 ○ ６月下旬

135

山田町

社会教育施設

山田中央公民館 ○ ３月中旬

136 中央コミュニティセンター ◎ 80 ８月下旬 ○ ３月中旬

137 豊間根公民館（豊間根生活改善センター） ○ 216 ８月中旬 ○ ３月中旬

138 織笠公民館（織笠コミュニティセンター） ◎ 174 ８月下旬 ○ ３月中旬

139 船越公民館（船越防災センター） ◎ 96 ８月下旬 ○ ３月中旬

140 関口農業担い手センター ○ 20 ８月中旬

141 県立陸中海岸青少年の家 ○ 317 ８月中旬

142 山の内生活改善センター ◎ 27 ６月上旬

143 長林コミュニティセンター ○ 35 ８月中旬

144 ふるさとセンター ◎ 187 ８月上旬 ○ ３月中旬

145 山谷コミュニティセンター ○ ４月中旬

146 農村婦人の家 ○ ３月中旬

147

社会体育施設

武徳殿 ○ 120 ８月上旬

148 山田体育館 ◎ 300 ３月中旬 ○ ３月中旬

149 旧山田高校体育館 ○ ４月上旬

150 山田海洋センター ○ ３月下旬

151 その他の教育施設 さくら幼稚園 ◎ 200 ８月下旬

152

岩泉町

社会教育施設 町民会館 ◎ 99 ５月下旬

153
社会体育施設

多目的運動場 ○ 10 月下旬

154 B&G海洋センター ○ ３月下旬
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No. 市町村 区　　分 施　設　名
避難場所の利用 避難場所以外での利用

利用状況 最大避難者数 解消時期 利用状況 解消時期
155

田野畑村
社会教育施設

アズビィホール ◎ 329 ５月下旬 ○ ７月上旬

156 アズビィ楽習センター ◎ 223 ７月上旬 ○ ７月上旬

157 社会体育施設 アズビィ体育館 ○ 12 月下旬

158

久慈市

社会教育施設

中央公民館久慈湊分館 ○ 8 ３月下旬

159 中央公民館 ○ 20 ３月中旬

160 長内公民館 ○ 46 ３月中旬

161 夏井公民館 ○ 3 ３月中旬

162 小久慈公民館 ○ 18 ３月中旬

163

社会体育施設

総合運動場 ◎ 300 ３月中旬

164 市民体育館 ○ －

165 第二体育館 ○ －

166
その他の教育施設

三船十段記念館 ○ 18 ３月中旬

167 文化会館 ○ －

168 野田村 社会教育施設 総合センター ○ －

169 一戸町 社会教育施設 町民文化センター（中央公民館、図
書館、会議室併設） ◎ 8 ３月中旬

（平成24年度「東日本大震災津波における市町村教育委員会の対応に関する調査」より）
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学校の再開状況（平成23年度）　3

（１）県立学校（分校、定時制・通信制、分教室等を含む）

地 域 校 種 学 校 数 1 学 期
始 業 式

平成23年度
入 学 式 他 校 受 入 他 校 間 借 空き校舎、

他 施 設 等

内陸

高等学校 56 4/6～4/25 4/12～4/27

特別支援学校 18 4/6～4/15 4/6～4/15

中学校 1 4/14 4/15

沿岸
高等学校 23 4/6～5/2 4/14～5/10

大槌高等学校
宮古商業高等学校
宮古水産高等学校

宮古工業高等学校 高田高等学校

特別支援学校 5 4/11～4/19 4/14～4/20

（２）市町村立学校 

市 町 村 校 種 学 校 数 1 学 期
始 業 式

平成23年度
入 学 式 他 校 受 入 他 校 間 借 空き校舎、

他 施 設 等

盛岡市
小学校 45 4/5～4/7 4/5～4/8

青山小学校
大新小学校

中学校 25 4/3～4/7 4/3～4/8 厨川中学校

八幡平市
小学校 11 4/7 4/6～4/7

中学校 5 4/5～4/7 4/5～4/6

雫石町
小学校 10 4/6～4/7 4/6～4/8

中学校 1 4/6 4/7

葛巻町
小学校 5 4/6 4/6～4/7

中学校 3 4/5～4/6 4/5～4/6

岩手町
小学校 8 4/6～4/7 4/7～4/8

中学校 4 4/5～4/6 4/6

滝沢村
小学校 8 4/6～4/7 4/6～4/8

中学校 6 4/5～4/6 4/5～4/7

紫波町
小学校 11 4/6 4/7

中学校 3 4/6 4/6

矢巾町
小学校 4 4/6 4/7

中学校 2 4/6 4/6

花巻市
小学校 20 4/6～4/8 4/6～4/9

中学校 11 4/4～4/7 4/5～4/7

遠野市
小学校 11 4/6～4/7 4/7～4/9

中学校 8 4/5～4/8 4/5～4/6

北上市
小学校 18 4/6～4/7 4/6～4/8

中学校 9 4/5～4/6 4/6～4/7

西和賀町
小学校 2 4/6～4/7 4/8

中学校 2 4/6 4/6

3

学
校
の
再
開
状
況
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市 町 村 校 種 学 校 数 1 学 期
始 業 式

平成23年度
入 学 式 他 校 受 入 他 校 間 借 空き校舎、

他 施 設 等

奥州市
小学校 33 4/11～4/12 4/11～4/13

中学校 12 4/11～4/12 4/11～4/12

金ケ崎町
小学校 5 4/7 4/8

中学校 1 4/6 4/7

一関市
小学校 37 4/6～4/7 4/6～4/23

中学校 18 4/5～4/8 4/5～4/11

平泉町
小学校 2 4/6～4/7 4/7

中学校 1 4/4 4/5

藤沢町
小学校 3 4/6～4/7 4/7～4/8

中学校 1 4/6 4/6

大船渡市
小学校 14 4/20 4/21

蛸ノ浦小学校
甫嶺小学校

赤崎小学校
越喜来小学校
崎浜小学校

中学校 8 4/21 4/22 大船渡中学校 赤崎中学校

陸前高田市

小学校 9 4/20 4/20～4/22

長部小学校
広田小学校
小友小学校
米崎小学校

気仙小学校

中学校 6 4/20～4/22 4/20～4/23
広田中学校
小友中学校
米崎中学校

気仙中学校

住田町
小学校 2 4/6 4/7

中学校 4 4/7 4/8

石市

小学校 9 4/14～4/26 4/15～4/27
双葉小学校
平田小学校
小佐野小学校

鵜住居小学校
唐丹小学校

中学校 5 4/19～4/25 4/20～4/26 石中学校 石東中学校
唐丹中学校
(自校体育館)

大槌町
小学校 5 4/20 4/25 吉里吉里小学校

安渡小学校
赤浜小学校
大槌北小学校

大槌小学校

中学校 2 4/20 4/25 吉里吉里中学校 大槌中学校

宮古市
小学校 27 4/25 4/25～4/26

重茂小学校
田老第一小学校

鵜磯小学校
千鶏小学校

中学校 11 4/25 4/25～4/26 田老第一中学校

山田町
小学校 9 4/19～4/25 4/20～4/26 船越小学校

中学校 2 4/20 4/20～4/25

岩泉町
小学校 13 4/5～4/13 4/6～4/14 岩泉小学校 小本小学校

中学校 7 4/6～4/13 4/6～4/14 岩泉中学校 小本中学校

田野畑村
小学校 1 4/7 4/8

中学校 1 4/6 4/7



277

岩手県教育委員会東日本大震災津波記録誌 ～教訓を後世に・岩手の教育～

資
料
編

５
章

市 町 村 校 種 学 校 数 1 学 期
始 業 式

平成23年度
入 学 式 他 校 受 入 他 校 間 借 空き校舎、

他 施 設 等

久慈市
小学校 19 4/5～4/7 4/6～4/8

中学校 9 4/5～4/6 4/6～4/7

洋野町
小学校 9 4/5～4/7 4/6～4/8

中学校 4 4/5～4/6 4/6

普代村
小学校 1 4/6 4/7

中学校 1 4/6 4/6

野田村
小学校 1 4/7 4/8

中学校 1 4/6 4/6

二戸市
小学校 8 4/6 4/7

中学校 5 4/6～4/7 4/6～4/7

軽米町
小学校 4 4/6 4/7

中学校 4 4/5～4/8 4/6～4/12

九戸村
小学校 5 4/6～4/7 4/7～4/8

中学校 1 4/5 4/6

一戸町
小学校 6 4/5～4/6 4/6～4/7

中学校 3 4/5～4/6 4/6

3
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支援団体一覧

　岩手県教育委員会を通して御支援をいただいた団体のみ掲載しています。他にも多数の個人・団体の方々が学校等
に直接ご支援・活動してくださいました。ありがとうございました。

4

（１）物的支援　学用品、通学用品、学校備品、実習機材等
ICT 支援応援隊（JEITA） 株式会社東芝　東北支社

秋田県運送業協同組合 株式会社日経ナショナル ジオグラフィック

秋田県国公立幼稚園 PTA連絡協議会 株式会社パイオニア

一般社団法人日本音楽事業者協会 株式会社平松商店

IPPO IPPO NIPPONプロジェクト（経済同友会） 株式会社ブロッサム九州

岩手県インテリアコーディネータークラブ 株式会社ベネッセコーポレーション

岩手県経済連 株式会社ベルニナジャパン

岩手県高等学校音楽部会 株式会社ポケモン

岩手県自転車二輪車商業協同組合 株式会社ボニージャパン

岩手県立宮古工業高等学校同窓会 株式会社ミツトヨ

岩手県立宮古高等学校 ヨット部OB会 株式会社大阪証券取引所

岩手ジャズ喫茶連盟 北上川流域ものづくりネットワーク

いわて生活協同組合　 北野建設株式会社

岩手繊維株式会社 釧路岩手の会

いわて復興エイド事務局 栗田工業　ウォーターガッシュ

いわて文化支援ネットワーク ＜大震災＞出版対策本部

ウィンズモーターリース株式会社 グレース認定こども園・グレース保育園ソレイユ

梅小路ぽっぽクラブ 芸術遊び　虹色の部屋（主宰　丸山ちはや）

Ｓ＆Ｅ　Sports 小出シンバル

大分市 PTA連合会東部・佐賀関地区 PTA協議会 公益財団法人ケア・インターナショナル・ジャパン

大阪淡路ライオンズクラブ 公益財団法人国際開発救援財団

大塚製薬株式会社 公益財団法人サントリー文化財団

大船渡西ロータリークラブ 公益財団法人日本オリンピック委員会

沖縄県立八重山高等学校 公益財団法人日本教育公務員弘済会　岩手支部

学校法人大阪電気通信大学 公益財団法人日本財団

学校法人日本工業大学 公益財団法人日本サッカー協会

学校法人富士修紅学院　一関修紅高等学校音楽部 公益財団法人日本ユニセフ協会

株式会社AKS 公益財団法人ベルマーク教育助成財団

株式会社NTTドコモ　東北支社　岩手支店 公益社団法人経済同友会

株式会社アシックス 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

株式会社オリエンタルランド 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

株式会社学研ホールディングス 光葉スチール株式会社

株式会社ガリバーインターナショナル コクヨＳ＆Ｔ株式会社

株式会社クボタ　ラグビー部 国立大学法人岩手大学工学部付属地域防災研究センター

株式会社美ら音弘法ヨーゼフ 国立大学法人東北大学　理学部

株式会社デンソー 財団法人奥州市文化振興財団　奥州市埋蔵文化財調査センター
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財団法人材料科学技術振興財団 特定非営利活動法人全日本書写書道教育連盟

財団法人みずほ教育福祉財団 特定非営利活動法人遠野まごごろネット

財団法人山形県埋蔵文化財センター 特定非営利活動法人日パ・ウェルフェアー・アソシエーション　パキスタン

３・11 絵本プロジェクトいわて 特定非営利活動法人若鷲会

Jword 株式会社 名古屋山王住宅　ソフトボールクラブ

社会福祉法人さぽうと２１ 日本赤十字社

社団法人浪速工業会 日本赤十字社　岩手県支部

社団法人日本図書出版協会 日本赤十字社　山形県支部

浄風幼稚園 日本テトラパック株式会社

全国自転車問題自治体連絡協議会 認定NPO法人国境なき子どもたち

全国特別支援学校長会 パラマウントベッド株式会社

第一屋製パン株式会社 マリンコープDORA

高田高校を支援する会 三菱重工　ダイナボアーズ

瀧本株式会社　仙台支店 宮城県築館卓球スポーツ少年団

ドイツ・バイアホフ高等学校 宮古ロータリークラブ

東亜リース株式会社 もりおか地域 SNSモリオネット

東京エレクトロン株式会社 盛岡文友会

東京府中ロータリークラブ 横浜インターナショナルスクール

東京南ロータリークラブ 和歌山県湯浅町家庭教育支援チーム「トライアングル」

特定非営利活動法人Hope and Faith International

（２）人的支援　学校・教育委員会への職員派遣、出前授業、物資仕分け
岩手県吹奏楽連盟 国立大学法人岩手大学

学校法人富士大学 社団法人日本理科教育振興協会

公益財団法人日本オリンピック委員会 独立行政法人国際協力機構（JOCA）

公益社団法人青年海外協力協会（JOCA）

（３）招待・訪問　各種イベント・コンサート等への招待、学校への訪問イベント開催等
一般社団法人日本アスリート会議 久慈大正琴の会

一般社団法人みやぎびっきの会 公益財団法人日本オリンピック委員会

いわて根っこの会 公益財団法人三井住友海上文化財団

いわて文化支援ネットワーク 国際オリンピック委員会

LF311 実行委員会 国立大学法人岩手大学工学部

株式会社エスピーブレイン ３・11 絵本プロジェクトいわて

株式会社オリエンタルランド 先生おでんせプロジェクト

株式会社産業経済新聞社 とうかいマスターズ・オーケストラ

株式会社ジャパン・アーツ 東京消防庁　音楽隊

株式会社創童社（ベネッセ） 特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 弘前大学カンタービレオーケストラ

関東自動車工業株式会社 プロ野球 12 球団

久慈市立小久慈小学校読書ボランティア「どっと笑え」 北海道夕張親子で雪ん子冬のリフレッシュキャンプ歓迎実行委員会

久慈市立中央公民館コカリナサークルほか もぐらんぴあ・まちなか水族館
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国への要望5

（１）政府への要望等

平
成23
年

３月27日 東内閣府副大臣が来県した機会をとらえ、知事から政府に対し「平成 23 年東北地方太平洋沖地震に関する緊
急要望」を実施。

４月22日 知事から政府等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

５月10日 副知事から衆議院総務委員会委員長に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

５月18日 知事から衆議院予算委員会調査団団長に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

５月22日 知事から内閣官房長官に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

５月27日 知事から衆議院東日本大震災復興特別委員会委員長に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

７月１日 知事から菅総理大臣、民主党（幹事長）等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。
また、岩手県沿岸市町村復興期成同盟会（会長　 石市長）も知事と同行して要望書を提出。

８月３日 知事から政府等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

９月10日 野田総理大臣が来県した機会をとらえ、副知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

９月15日 知事から政府等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

11月24日 知事から政府等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

11月27日 平野復興担当大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

12月５日 知事から政府等に対し「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

平
成24
年

１月10日 野田総理大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

２月19日 平野復興担当大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

３月24日 平野復興担当大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

７月８日 平野復興大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

７月14日 野田総理大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

10月27日 野田総理大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

平成
25年 ２月９日 安倍総理大臣が来県した機会をとらえ、知事から「東日本大震災津波に関する要望」を実施。

（２）文部科学大臣への要望等

平
成23
年

３月20日 笠文部科学大臣政務官が来県した機会をとらえ、委員長及び知事の連名で文部科学大臣への緊急要望を実
施。

３月28日 鈴木文部科学副大臣が来県した機会をとらえ、委員長及び知事の連名で文部科学大臣への緊急要望を実施。

６月30日 髙木文部科学大臣が来県した機会をとらえ、委員長及び知事の連名で文部科学大臣への要望を実施。

７月29日 民主党岩手県連を通じて、高校授業料無償化制度の継続等について、委員長及び知事の連名で文部科学大臣
への緊急要望を実施。

10月12日 中川文部科学大臣が来県した機会をとらえ、委員長及び知事の連名で文部科学大臣への要望を実施。

平成
24年 ６月11日 平野文部科学大臣が来県した機会をとらえ、委員長及び知事の連名で文部科学大臣への要望を実施。
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（３）文部科学大臣への要望内容

【平成23年３月28日】３月 20日の緊急要望（下記１～４）に５、６を追加

文部科学大臣

　　髙　木　義　明　殿

平成 23 年東北地方太平洋沖地震被害に係る緊急要望

平成 23 年３月 28 日
岩手県知事　　　　　　　　　　達　増　拓　也
岩手県教育委員会委員長　　　　八重樫　　　勝

　平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震により、多くの尊い命が犠牲になっているほか、多くの方々が負傷し
ております。また、津波による建物の損壊等により甚大な被害が生じるとともに、多くの県民が避難生活を余儀なく
されております。
　このような極めて過酷な被災状況下において、速やかに幼児児童生徒のための適切な教育環境を確保するため、以
下について特段の御配慮をお願い申し上げます。

記

１　被災学校に対する支援
　（１）スクールカウンセラー及びケアサポート支援員（仮称）について

　被災した児童生徒の心を支えるため、スクールカウンセラー派遣事業の実施に係る十分な経費の支援を要望
します。また、教員に対しても同様の措置を要望します。
　心的外傷後ストレス障害など被災の影響があると思われる児童生徒に対し、心のケアのため、学校における
相談業務のほか、家庭及び避難所等の巡回相談にも当たる、「ケアサポート支援員（仮称）」を配置する必要が
あると考えていることから、その経費に対する支援を要望します。

　（２）教職員の加配について
　被災地において、児童生徒の支援及び学校の復興のために必要な教職員の加配措置を要望します。
　また、被災者の避難生活等の影響により、被災地側、受入側の各学校における児童生徒数の大幅な変動が予
想されることから、教職員の配置基準の弾力的な運用に対する配慮を要望します。

２　避難先における教育の確保
　（１）適切な避難所の確保について

　現在、被災者が地域の小中学校及び高等学校の体育館のみならず、各教室に避難している状況にあることから、
学校再開に向け、また、被災者の生活改善に向け、関係省庁との緊密な連携のもと、仮避難所の設置や仮住宅
への移送等への支援を要望します。
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　（２）長期に避難する幼児児童生徒に対する経済的支援について
　県内においては、数万人の被災者が長期間に渡り避難生活を余儀なくされる可能性があり、その多くの方々
が住居を滅失しております。このため、学用品購入費や通学費など、幼児児童生徒及びその保護者に対して生
活資金等の手厚い援助を要望します。

　（３）長期に避難する児童生徒を受け入れる学校に対する支援について
　県内において長期に避難している児童生徒が、避難先の学校において十分な教育が受けられるよう、施設・
設備の整備、備品購入等に要する経費に対する財政支援を要望します。

３　生活基盤を失うおそれのある児童生徒への支援
　被災地では、親を失ったり、生活基盤が失われ日常生活が困難となる児童生徒が見込まれることから、就学援助
や奨学金、給食費援助の拡充と教科書及び各学用品の早急な無償給付とともに、各省庁の連携のもと、生活面及び
学習面の手厚い支援を要望します。
４　特例的な財政支援
　（１）手厚く迅速な財政支援について

　大地震に加え大津波による複合的で過去に例を見ない未曾有の大災害であることに鑑み、災害復旧事業及び
災害関連事業等について、激甚災害指定以上に手厚く迅速な特例的財政支援を要望します。

　（２）災害復旧事業関連業務の柔軟な対応について
　全容把握が極めて困難な大規模な被災状況に鑑み、広範な災害認定と災害復旧事業申請事務手続きの簡素化
及び柔軟な拡充を要望します。
　加えて、災害復旧事務手続き等に係る専用相談窓口の設置を要望します。

　（３）教育関係施設の復旧について
　被災した公立の教育関係施設（学校、図書館、博物館、自然の家等）の災害復旧工事、改築工事に対する迅
速で手厚い財政支援を要望します。
　また、復旧の支障となる被災した教育関係施設敷地内のがれき等の災害廃棄物の早期撤去と当該費用の全面
的な財政的支援を要望します。

　（４）教職員の住居の確保について
　被災地域で多くの教職員が住居を失っており、早急な住居の確保のため、被災地周辺既存住宅の改修費用の
財政支援を要望します。

５　被災した児童生徒へのきめ細かな対応（教育の復興に向けた当面の支援策等について）
　（１）財政支援について
　　ア　被災した高校生が学校教育で負担すべき当面の経費に対する支援について

　生活基盤を失った高校生が教育を受けるに当たって、早急に必要とされる教科書、教材、文房具、通学用品、
運動着等の学用品及び災害共済金等保険料、給食費等については県で措置せざる得ず、この支援策に対する財
政支援を要望します。

　　イ　被災した小学校・中学校の児童生徒に対する就学援助の実施に伴う財政的な支援について
　被災した市町村の児童生徒及び一時的に他市町村に避難している児童生徒に対して、十分な就学援助が実施
されるよう、被災市町村、一時避難受入れ先市町村に対する国庫負担率のかさ上げ、交付税措置等の財政支援
を要望します。

　　ウ　通学手段となるバスの運行委託経費及びバス購入経費等の支援について
　被災した児童生徒の多くが住居を滅失し、また、学校施設が大きな被災を受けていることから、学校を再開
するに当たっては、当面使用可能な学校に児童生徒の集約化を図っていく必要があります。この場合、避難所
から学校までの通学手段を確保する上で、公共交通機関の復旧には相当な期間を要し、代替輸送手段がないこ
とから、就学するために必要となる通学手段確保のための財政的支援を要望します。
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　　エ　被災した高校生を対象とした奨学金制度の拡充について
　被災して生活基盤を失った高校生に対し、奨学金を増額し貸し付けるために必要な基金造成に対する財政支
援を要望します。

　（２）制度要望について
　　ア　公立学校の整備及び運営費に対する補助制度の創設について

　被災によって親を失った児童生徒については、里親制度、児童養護施設等の受け皿がありますが、教育的観
点から「震災孤児」となった児童生徒や、保護者が生活基盤を失い教育を受ける環境が著しく変化した児童生
徒が、郷土において安心して教育を受けられるよう、例えば、新たに全寮制の小中高校一貫の公立学校を整備
することとした場合には、その整備等に要する経費について、全面的な財政支援制度の創設を要望します。

　　イ　被災した高校生への新たな補助制度の創設について
　高校生については就学援助制度がないことから、被災した高校生を対象として、生活保護制度の生業扶助
との調整もありますが、学用品費、修学旅行費、医療費等の就学支援の給付について、新たな補助制度の創
設を要望します。

６　災害復興に伴う埋蔵文化財調査等への人的、財政的支援について
　被災地の迅速な復興のため、住宅建築及び都市基盤整備に関わり派生する埋蔵文化財調査等に対する全面的な財
政支援と専門職員の派遣支援を要望します。 5
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【平成23年6月30日】

文部科学大臣

　　髙　木　義　明　殿

東日本大震災津波に関する要望書

平成 23 年 6 月 30 日
岩手県知事　　　　　　　　　　達　増　拓　也
岩手県教育委員会委員長　　　　八重樫　　　勝

Ⅰ　きめ細かな学校教育の実践と教育環境の整備・充実

　平成 23 年東日本大震災津波により、多くの尊い命が犠牲になっているほか、多くの方々が負傷しております。また、
津波による建物の損壊等により甚大な被害が生じるとともに、３か月を経過した現在も多くの県民が避難生活を余儀
なくされております。
　このような極めて過酷な被災状況下において、速やかに幼児児童生徒等のための適切な教育環境を確保するため、
以下について特段の御配慮をお願い申し上げます。

記

１　特例的な財政支援
　（１）手厚く迅速な財政支援について

　大地震に加え大津波による複合的で過去に例を見ない未曾有の大災害であることに鑑み、災害復旧事業及び
災害関連事業等について、激甚災害指定以上に手厚い全面的な財政支援を要望します。

　（２）災害復旧事業関連業務の柔軟な対応について
　災害復旧事業関連業務については、見積書等の活用による設計書作成の省略など、事務手続きの大幅な簡素
化を要望します。

　（３）教育関係施設の復旧について
　被災した公立の教育関係施設（学校、図書館、博物館、体育施設、自然の家等）の災害復旧工事、改築工事
に対する全面的な財政支援を要望します。
　また、津波浸水区域にある学校施設及び学区内の被災状況から新築移転する必要のある学校施設については、
全て国庫補助対象とするとともに、原形復旧に当たらない防災機能の強化、震災に起因する学校統合のための
新築、新築移転復旧に伴う被災学校施設の解体費用、及び応急仮設校舎等の整備に伴う用地取得等に要する費
用も国庫補助対象となるよう、補助対象範囲の拡大と全面的な財政支援を要望します。
　加えて、現在災害復旧事業の補助対象となっていない、教育研修施設の復旧事業等を補助対象とするよう、
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の対象範囲の拡大を要望します。
　さらに、復旧の支障となる被災した教育関係施設敷地内のがれき等の災害廃棄物の早期撤去と当該費用の全
面的な財政的支援を要望します。
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　（４）教職員の住居の確保について
　被災地域で多くの教職員が住居を失っており、教職員の住居の確保のため、被災地周辺の既存教職員住宅の
改修費用や、応急仮設教職員住宅設置及び校地に隣接しない教職員住宅の災害復旧に要する事業についても国
庫補助対象となるよう、補助対象範囲の拡大等による財政支援を要望します。

　（５）義務教育費国庫負担金負担率の嵩上げについて
　被災地の復興に必要な多額の財源を確実に確保するため、復興期間中については、国の当該国庫負担率を３
分１から全額負担とすることを要望します。

　（６） 被災した高校生が学校教育で必要とする経費に対する支援について
　生活基盤を失った高校生が教育を受けるに当たって、早急に必要とされる教科書、教材、文房具、通学用品、
運動着等の学用品及び災害共済金等保険料、給食費等について、緊急に県で措置した支援策に対する財政支援
を要望します。

２　被災した児童生徒等へのきめ細かな対応
　（１）被災した小学校・中学校の児童生徒に対する就学援助の実施に伴う財政的な支援の継続・拡充について

　就学援助事業については、被災児童生徒就学支援等臨時交付金により財政措置をいただいているところです
が、給食費及び通学費に係る国費支援上限額を撤廃するとともに、次年度以降も継続的な財政措置を行うよう
要望します。

　（２）通学手段となるバスの運行委託経費等の支援について
　被災した児童生徒の通学手段の確保については、上記の国費支援上限額撤廃のほか、当該就学援助事業の対
象とならない児童生徒の通学手段確保策に要する経費への十分な支援措置、学校の設置者がバスを購入する場
合のへき地学校に対する補助制度を被災地の学校に適用するなどの適用範囲の拡大のほか、被災に伴う通学手
段の確保策を含む補助要件の拡大、補助率の嵩上げ、高等学校への適用範囲の拡大を要望します。

　（３）被災した高校生等を対象とした奨学金制度の拡充について
　被災して生活基盤を失った高校生及び大学生に対し、給付型奨学金制度を創設するとともに、県が奨学金を
増額し貸し付けるために必要な基金造成に対する継続的な財政支援を要望します。

　（４）児童生徒の居場所づくりの充実について
　学校再開に伴い、児童生徒の放課後及び土日、長期休業中において、児童生徒の心の拠り所となる、安全で
安心な居場所づくりが必要であることから、児童生徒の居場所の開設経費や、居場所の運営を兼ねた学習アド
バイザー等を確保するための経費等の全面的な財政支援を要望します。

　（５）大学入試センター試験について
　北里大学三陸キャンパスの一時閉鎖により、大船渡市周辺の試験会場がなくなる恐れがあります。被災した
高校生が進学を断念しないよう配慮する必要があることから、これまでどおり大船渡市周辺に大学入試センタ
ー試験会場を確保するよう要望します。また、大学入試センター試験の検定料については、被災した生徒につ
いては全額免除とするよう要望します。

３　被災した学校等に対する支援
　（１） スクールカウンセラーについて

　被災した児童生徒・保護者及び教職員の心を支えるためのスクールカウンセラー等の派遣費用については、
第一次補正予算（緊急スクールカウンセラー等派遣事業）において財政措置をいただいているところですが、
長期的な支援が必要と考えられることから、全面的な財政支援を継続するよう要望します。あわせて、臨床心
理士の確保についての支援を要望します。

　（２）教職員の加配について
　被災した児童生徒へのきめ細かな支援及び学校復興のために必要十分な教職員の継続的な加配措置を要望し
ます。
　加えて、復興期間中の学校からの加配要望に柔軟に対応するため、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
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員定数の標準に関する法律施行令並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
による区分ごとの加配申請・配分ではなく、基礎定数の一定割合（例えば 20％）を震災復興加配として一括措
置することを要望します。
　また、被災者の避難生活等の影響により、被災地側、受入側の各学校における児童生徒数の大幅な変動が予
想されることから、教職員の配置基準の弾力的な運用に対する配慮を要望します。

４　災害復興に伴う埋蔵文化財調査等への人的、財政的支援について
　被災地の迅速な復興のため、住宅建築及び都市基盤整備に関わり発生する埋蔵文化財調査等に対する全面的な財
政支援と専門職員の派遣支援を要望します。
５　文化財修復費用の補助制度の拡充について
　被災した文化財の早急な修復を図るため、現行制度の国指定の文化財の国庫補助の更なる嵩上げと、現在、国庫
補助対象となっていない、県及び市町村指定の文化財も補助対象とすること。
６　新たな制度の創設について
　（１）被災によって親を失った児童生徒等への支援制度の創設について

　被災によって親を失った児童生徒をはじめ、被災地の子どもたちが放課後や週末、長期休業中に交流したり、
様々な体験活動を行たり、心のサポートを受けるなど、子どもたちの健やかな成長を長期的に支援する仕組み
づくりが必要であることから、その整備及び運営に要する経費について、全面的な財政支援制度の創設を要望
します。

　（２）公立文教施設整備一括交付金制度の創設について
　現在の国庫補助対象を公立学校施設に限定せず公立文教施設に拡大し、応急仮設校舎及び本復旧に係る土地
の確保に係る経費等や、震災津波により校舎を建て替える際の防災機能強化、震災津波の影響等による学校統
合による新築及び解体費用等を補助対象とし、公立文教施設の復旧に要する経費を加えた額（復旧に当たらな
い防災機能の強化、解体費用等を含め）を一括交付金として関係自治体に交付するとともに交付金の執行に関
して権限を委譲し、自治体の裁量に委ねた予算の執行が可能となるよう要望します。併せて、被災した自治体
の構想を十分に反映させるとともに、事務負担の軽減、復興の早急な推進の観点から、災害復旧事務手続きを
自治体で完結し、交付金を活用の施設整備の財務省及び会計検査院による検査の対象外とすることを要望します。

　（３）被災した高校生への新たな補助制度の創設について
　高校生については就学援助制度がないことから、被災した高校生を対象として、生活保護制度の生業扶助と
の調整もありますが、学用品費、修学旅行費、医療費等の就学支援の給付について、新たな補助制度の創設を
要望します。

　（４）教員をサポートする人材の活用に対する財政的支援について
　被災地における学校復興のため、スクールバス等の安全管理、被災した児童生徒宅への家庭訪問や放課後の
個別指導など、教員とともに児童生徒の学習や生活等の諸課題に対応する人材が必要であることから、退職教
員や教員免許を有しない経験豊かな社会人等を非常勤職員等として採用する場合に必要な経費に対し、新たな
財政支援制度を創設するよう要望します。

７　私立学校の災害復旧について
　（１）補助率の大幅な嵩上げ及び幼稚園に対しての国費による全面的支援について

　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律における私立学校に対する災害復旧費の補助率は
１／２と公立学校の２／３に比較して低いことから、大幅にかさ上げされること、また、大きな被害を受けた
幼稚園が多く、園舎建設時の残債や財務基盤、実務体制がぜい弱であることが再建の妨げとなっていることから、
特にも幼稚園については、国における全面的な支援を要望します。

　（２）災害復旧事業の期間の延長について
　津波を受けた市町村において、場所によっては建築制限が行われ、現在地で復旧できない可能性があること
から、代替地での園舎建設を災害復旧事業として認めるとともに、復旧には数年かかることが予想されるため、
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災害復旧事業の期間を延長されるよう要望します。
　（３）教育研究活動復旧事業費補助について

　第１次補正予算により措置された教育研究活動復旧費補助については、実施段階において、「学校ごとの災害
復旧事業費の補助率」の向上となる仕組みとされるよう要望します。

　（４）災害復旧事務の大幅な簡素化について
　今般の激甚災害は広範囲にわたり、災害復旧事業を要する私立学校も多く、災害復旧事務手続の大幅な簡素
化の実現を要望します。

　（５）日本私立学校振興・共済事業団融資の償還免除又は猶予等
　園舎が流失した幼稚園や、建築後間もなく津波により被災し多くの残債を抱えたまま多額の復旧工事費を要
する幼稚園等があることから、各幼稚園の実態に応じた償還金の猶予や免除がなされるよう要望します。

８　私立学校幼児児童生徒等の経済的負担の軽減に対する財政的支援の拡大について
　第１次補正予算により被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金が措置され、同交付要綱においては施設費など授
業料とみなすことができる負担金についても助成対象とされたところですが、運用の段階において対象経費は各県
の既存制度の範囲内と限定され、県毎に生徒が受ける支援内容に不均衡が生じるとともに、本県においては施設費
負担金などは対象外となります。
　今災害は県境を越え広範囲にわたるものであり、被災児童生徒等の教育を受ける機会を等しく保障することは国
の責務であることから、各県の既存制度に囚われない最大限の運用を要望します。
９　私立幼稚園への経常費助成について、５月１日を基準日とした運用の緩和
　津波により通園エリアが被災した幼稚園にあっては、他市町村への一時的な避難や、保護者の経済的な不安から、
幼稚園への入園をためらうなど、一時的と見られる園児の減少があることから、これらが回復するまでの間、被災
幼稚園に対する支援が可能となる財源措置を要望します。
10　私立学校の被災時の電源確保に対する支援について
　今災害の特徴として、地震により停電し、各学校で情報収集できなくなり、避難行動が遅れた可能性が指摘され
ています。
　また、学校を避難所として避難した場合、夜間の照明や暖房などの電源確保が必要となります。
　ついては、発電機や蓄電池など、電源確保に対する策を講じていただくよう要望します。

Ⅱ　環境放射能モニタリングの強化及び支援等

１　福島第一原発事故に対応した環境放射能モニタリングの強化及び支援等について
　（１）国による環境放射能モニタリング監視体制の整備・強化等

　空間線量率、降下物、水道水、土壌、海洋等に係る環境放射能モニタリング監視体制の整備・強化や、これ
らの安全基準等の制定と統一的な運用、測定結果・評価結果の速やかな公表、国民への丁寧な説明について、
国の責任による確実な実施を要望します。

　（２）環境放射能モニタリング監視体制強化に要する委託費の増額
　国からの委託により各都道府県が実施している環境放射能モニタリングについて、東京電力福島第一原子力
発電所の事故後、国からの指示に基づき監視体制を強化したことにより生じている費用分の委託費増額を要望
します。
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Ⅲ　TOHOKU 国際科学技術研究への支援

　東北全域の復興を目指し、世界のフロントランナーとなる防災研究、海洋研究、素粒子・エネルギー研究の国際的
科学技術研究所の誘致・創設に向けて、国家プロジェクトとして取り組むことを要望します。

１　岩手県沿岸地域への国際的防災研究拠点の構築
　本災害からの復興、更には、世界で二度と同じ悲しみを繰り返すことなく、人類が自然との共生を図っていくた
めには、三陸地域をフィールドとし、世界の英知を集めて防災に関する学術的・実践的な研究を行い、その成果の
活用・展開と世界へ向けた情報発信を行うとともに、今回の災害の記録・記憶を後世へ正しく継承していくことが
重要であることから、これらの取組を総合的に推進していくため、本県に、国が主体となって設置・運営する国際
的防災研究拠点を整備することを要望します。
２　いわて三陸国際海洋研究拠点の構築
　地震・津波により三陸沿岸域の海洋生態系は激変しており、これまでの長年にわたる海洋生態系の知見の蓄積を
生かした海洋研究や三陸海域の豊富な海洋資源の活用研究等を通じた海洋生態系の回復、豊かな海洋環境の再生や
水産業の復興が重要であることから、被災した研究機関の復旧について国が全面的な支援を行うとともに、海洋物
理、海洋生物、海洋地質等広範な研究機能を集積した海洋に関する総合的研究拠点について国が整備することを要
望します。
３　素粒子・エネルギー研究拠点の構築
　素粒子・エネルギー研究に関しては、長期的に関連産業の集積や雇用の創出が期待できる国際的大型プロジェク
トであり、研究者コミュニティで取組が進められていることから、国際研究機関の誘致に向け、調査費を措置する
とともに、加速器空洞等関連研究開発施設の本県へ設置など環境整備を進めることを要望します。
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教育の復旧・復興に向けた歩み

年度 日　付 教育関係 岩手県 国等

平
成
22
年
度

3/11（金）

14時46分　東日本大震災津波 （東北地方太平洋沖地震） 発生

・県教育委員会事務局の当直体制による業務対応開始
・岩手県災害対策本部設置
・陸上自衛隊に災害派遣要請

・文部科学省東北地方太平洋沖
地震非常災害本部設置

・文部科学省原子力災害対策支
援本部設置

3/12（土） ・県立高等学校合格発表延期を決定（3/16→3/22）

3/13（日） ・現地情報収集員の派遣

3/15（火）
・入試等の変更日程を発表（合格発表、再募集等）
・県教育委員会事務局職員の現地派遣開始（～4/1）

3/16（水）
・衛星電話配備
・教育事務所長会議開催
・平成23年度教職員定期人事異動凍結を発表

3/17（木）
・平成22年度岩手県一般会計
補正予算（第７号）専決処分

3/18（金）
発災 1週間

・「学校再開支援プロジェクトチーム」設置
・県立総合教育センターによるネットワーク接続支援の開始

3/19（土）

・県立学校教職員による県立大槌高等学校、県立山田高等
学校への応援派遣（～4/9）

・特別支援学校教職員による県立気仙光陵支援学校への応
援派遣（～3/21）

・養護教諭隊（県立総合教育センター）による大槌町・
石市への応援派遣（～3/22）

・精神保健センター派遣の精神医療チームと避難所校訪問

・仮設住宅建設開始

3/20（日）
・内陸の市町村教育委員会（小・中学校教職員）による沿
岸の避難場所校への応援派遣開始（～3/31）

・笠浩史文部科学大臣政務官　
避難場所となっている学校を
視察（陸前高田市立第一中学
校、県立大槌高等学校）

3/21（月）

・沿岸及び県北広域振興局に現
地災害対策本部を設置

・盛岡及び県南広域振興局に現
地災害対策支援本部を設置

3/22（火）
・県立高等学校合格発表
・被災市町村教育委員会へ職員派遣　
・八重樫教育委員長ら被災地視察（宮古市、山田町）

3/24（木）
・児童生徒受入れ状況調査の実施
・教職員課保健師による「心とからだの健康巡回相談」を
開始

3/25（金）
発災 2週間

・特別支援学校教職員による避難場所校等での読み聞かせ
支援（～4/1）

・文部科学省の支援により学校施設の「応急危険度判定調
査」実施（～3/27）

・岩手県災害対策本部の支援室
体制を強化

・現地連絡調整職員を岩手県教
育委員会に派遣（～７月末）

3/28（月） ・知事が被災地の学校等を視察
・鈴木寛文部科学副大臣による
岩手県の視察

3/30（水）
・東北地方太平洋沖地震被害文
化財等救助事業(文化財レス
キュー事業)の開始

6
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年度 日　付 教育関係 岩手県 国等

平
成
22
年
度

3/31（木）
・「学校再開に向けたガイドライン（初版）」配布
・文化芸術等に関するボランティアの窓口を生涯学習文化課に
設置

・平成22年度岩手県一般会計
補正予算（第８号）専決処分

平
成
23
年
度

4/1（金）
発災３週間

・被災市町村教育委員会へ職員派遣
・文部科学省ホームページに
「東日本大震災・子どもの学
び支援ポータルサイト」を開設

4/4（月） ・県立高等学校再募集等の入試

4/6（水）
・県立高等学校再募集等の合格発表
・被災市町村教育委員会へ職員を追加派遣
・「いわて子どものこころのサポートチーム」結成

4/7（木）

・八重樫教育委員長ら被災地視察（陸前高田市、大船渡市、
石市、大槌町）

23時32分　宮城県沖を震源とする余震発生(Ｍ7.0、最大震度6強)

4/8（金） ・教職員を対象とした「こころのサポート研修会」開始
・岩手県東日本大震災津波復興
委員会設置

4/9（土）
・被災３県で最初となる仮設住
宅入居開始（陸前高田市立第
一中学校校庭）

4/11（月）
発災１カ月

・北東北インターハイの宮古市開催断念（レスリング、ヨ
ット競技）

・文部科学省東日本大震災復
旧・復興対策本部設置

・磯田文雄文部科学省高等教育
局長等による岩手県視察

4/12（火） ・スクールカウンセラー連絡協議会開催、講演実施

4/15（金） ・県立高等学校入学式標準日

4/19（火） ・県教育委員会事務局の当直体制の見直し（宿直廃止）

4/20（水）
・東日本大震災に係る都道府
県・指定都市教育委員会教育
長会議

4/22（金） ・気仙地域の高校通学バスの運行開始

4/25（月） ・被災地域の高等学校への弁当配給開始
・岩手県東日本大震災津波復興
本部を設置、復興局を新設

4/27（水） ・小・中学校全校授業再開
・平成23年度岩手県一般会計
補正予算（第２号）成立

・東日本大震災被災文化財建造
物復旧支援事業(文化財ドク
ター派遣事業)の開始

4/28（木） ・県立学校授業料等条例の改正（入学料等の免除規定） ・教職員定数の追加措置を実施

5月 ・沿岸地域の教職員のメンタルチェック実施（～8月）

5/1（日）
・被災市町村教育委員会へ職員派遣　
・県立大槌高等学校に当直専門員配置（～8/7）

5/2（月） ・県立高田高等学校授業再開（県立学校全校再開）
・国の平成23年度補正予算成
立（東日本大震災復旧関係経
費　４兆153億円）

5/6（金）
・天皇皇后両陛下被災地訪問
（ 石市立 石中学校、宮古
市民総合体育館）

5/7（土）
・県立山田高等学校に当直専門員配置（～8/31）
・文部科学省の支援により学校施設の「被災度判定区分調
査」実施（～5/9）

5/9（月）
・「学校教育復興プロジェクトチーム」設置
・県外臨床心理士による初期対応開始（～6月）

5/11（水）
発災２カ月
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年度 日付 教育関係 岩手県 国等

平
成
23
年
度

5/20（金） ・岩手県高総体総合開会式

5/24（火）
・文部科学省教育復興支援員の
設置

5/25（金）

・文仁親王同妃両殿下（秋篠
宮）被災地訪問（～5/26 大
槌町、山田町、山田町立大沢
小学校）

5/26（木）
・八重樫教育委員長ら被災地視察（岩泉町、田野畑村、久
慈市）

5/27（金）
・八重樫教育委員長ら被災地視察（野田村、普代村、洋野
町）

5/28（土） ・全県で通電

6月
・沿岸６市町教育委員会及び６県立高等学校にカウンセリ
ングルーム設置（～8月）

6/8（水） ・「いわての学び希望基金」設置
・平成23年度岩手県一般会計
　補正予算（第３号）成立

6/11（土）
発災３カ月

6/22（水）
・原発放射線影響対応本部を設
置

6/24（金） ・教職員定数の追加措置を実施

6/29（水）
・「平泉の文化遺産」世界遺産
登録

・髙木義明文部科学大臣によ
る現地視察（6/29 平泉町、
6/30 石市、大槌町）

7月
・管理監督者メンタルヘルスセミナー開催
・教育委員会危機管理検討委員会設置

7/1（金） ・被災幼児就園支援事業施行

7/4（月）
・鈴木寛文部科学副大臣来県　
陸前高田市長、大槌町教育長
との意見交換を実施

7/6（水） ・空間放射線量等のサンプリング調査開始

7/11（月）
発災４カ月

・「東日本大震災特別弔慰金」
創設

7/12（火） ・全県で断水解消

7/20（水） ・被災児童生徒就学援助事業施行

7/25（月）
・国の平成23年度第2次補正予
算成立

7/26（火） ・自衛隊撤収

7/27（水）
・全国高等学校総合文化祭「郷土芸能部門」を岩手県で開
催（～7/29）

7/28（木）
・北東北インターハイ開会　９競技を岩手県で開催
 （～8/20）

7/29（金）
・教職員を対象とした「こころのケアに関する研修会」開
催

・原発放射線影響対策本部を設
置（対応本部から格上げ）

・「原発放射線影響対策の基本
方針」を策定

8月 ・全国中学校総合文化祭を岩手県で開催
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年度 日付 教育関係 岩手県 国等

平
成
23
年
度

8/1（月） ・沿岸南部教育事務所に看護師を配置（～3/31）

8/2（火）

・公立学校共済組合直営病院派
遣チームによる大船渡・
石・宮古地区教職員の健康相
談を実施（～8/11）

8/5（金）
・皇太子同妃両殿下被災地訪問
（大船渡市）

8/11（木）
発災５カ月

・岩手県災害対策本部廃止
・「岩手県東日本大震災津波復
興計画」策定

・県内の仮設住宅全戸完成
・平成23年度岩手県一般会計
補正予算（第５号）成立

8/22（月）
・鈴木寛文部科学副大臣による
岩手県視察

8/29（月） ・県立宮古工業高等学校が自校で授業再開

8/31（水） ・学校等教育関係施設の避難場所すべて閉鎖

9月

・県外臨床心理士４名常駐、沿岸６市町の被災校を巡回
・県内全公立学校の児童生徒を対象に「こころとからだの
健康観察」を実施
・県内3大学チームカウンセラーによる高等学校、幼稚園へ
の支援開始
・放射線学習検討委員会設置

9/11（水）
発災６カ月

9/14（水） ・県立学校 校地内空間線量調査測定(～11/7)

9/20（火） ・大槌町の小学校４校　仮設校舎で授業開始

9/21（水） ・宮古市立田老第一中学校が自校で授業再開

9/22（木） ・大槌町立大槌中学校が仮設校舎で授業開始

10月 ・被災地の教職員の健康診断結果に係る相談実施（～1月）

10/7（金） ・岩手県高等学校総合文化祭総合開会式 ・県内すべての避難所が閉鎖

10/11（火）
発災７カ月

・中川正春文部科学大臣による
岩手県視察　（～10/12）

10/2（金） ・県立図書館「震災関連資料コーナー」プレオープン
・平成23年度岩手県一般会計
補正予算（第７号）成立

11月
・公立学校教員を対象に「放射線学習に係る研修会」を実
施（～12月、９回）
・高校奨学事業［東日本大震災津波特例］タイプＣ創設

11/1（金）
発災８カ月

11/2（月）
・国の平成23年度第3次補正予
算成立

12月

・「いわての学び希望基金」奨学金の給付開始
・放射線量が一定基準を超えた箇所の土壌の除染作業を完
了
・教職員を対象に「こころのケアに関する研修会」を実施
（～1月、7会場）
・「学校再開～復興に向けたガイドライン（第２版）」を
小中学校及び市町村教育委員会へ配布

12/2（金）
・震災復興特別交付税関係法案
成立
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平
成
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12/1（日）
発災９カ月

1/10（火）
・市町村が行う学校給食放射性物質濃度測定機器整備への
補助制度を創設

1/11（水）
発災 10カ月

1/14（土）

・県立大船渡高等学校、県立
石高等学校を会場に大学入
試センター試験を実施（～
1/15）

1/16（月） ・ 石市立唐丹小学校が仮設校舎で授業開始

1/17（火） ・ 石市立唐丹中学校が仮設校舎で授業開始

1/19（木） ・岩泉町立小本小学校、小本中学校が仮設校舎で授業開始

1/30（月）
・野田村保育園新規建設予定地の埋蔵文化財発掘調査（～
2/8）

2/10（金）
・岩手復興局、宮古支所、 石
支所設置

・復興庁設置　

2/11（土）
発災 11カ月

2/13（月） ・「いわての復興教育」プログラム公表

2/15（水）
・「岩手県こころのケアセンタ
ー」設置（岩手医科大学内）

2/27（水） ・ 石市立鵜住居小学校が仮設校舎で授業開始

3/1（木）
・「管理監督者メンタルヘルス実践セミナー」開催（ 石
市）

3/2（金）
・平成23年度岩手県一般会計
補正予算（第10号）成立

3/11（日）
発災１年

・東日本大震災津波岩手県・陸
前高田市合同追悼式

3/12（月）
・山田町立船越小学校建設予定地の埋蔵文化財発掘調査
（～3/13）

3/21（水）
・平成24年度岩手県一般会計
予算成立

3/27（火）
・「学校防災・災害対応指針」及び「教育委員会危機管理
マニュアル（改訂版）」策定

3/28（水）

・「地域こころのケアセンター
（子どものこころのケアセン
ター）」設置（宮古市、 石
市、大船渡市）

3/30（金）
・県立学校11校に学校給食食材等測定のための測定機器配
置完了

平
成
24
年
度

４月
・「いわての学び希望基金」教科書購入費等の給付、文化
活動・運動部活動の支援を実施

4/1（日）
・被災教育委員会へ職員を継続派遣
・県立図書館「震災関連資料コーナー」本オープン

・教職員定数の追加措置を継続

4/2（月）
・教職員課保健師による「心とからだの健康巡回相談」を
継続（通年）

・沿岸南部教育事務所に看護師を継続配置（～3/31）
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年度 日付 教育関係 岩手県 国等

平
成
24
年
度

4/6（金） ・ 石市立 石東中学校が仮設校舎で授業開始

4/23（月） ・スクールソーシャルワーカー連絡協議会①開催

4/25（水） ・スクールカウンセラー連絡協議会①開催

5月
・沿岸地域教職員のメンタルヘルスチェックの実施（～８
月）

6月 ・県立学校における学校給食食材放射性物質濃度測定開始

6/11（月）
・平野博文文部科学大臣による
視察（陸前高田市）

6/18（月）

・スーパーバイザーによる教職員の要配慮者巡回相談実施
（沿岸地区～6/19）
・汚染状況重点調査地域内の県立学校においてグラウンド
等詳細測定を実施（～6/22）

6/20（水） ・県立学校における被災者への卒業証書の再発行受付開始

７月
・被災地の教職員の定期健康診断結果による相談実施（～9
月）

7/3（火） ・管理監督者メンタルヘルスセミナー開催（盛岡市）

7/9（月） ・大船渡市立赤崎中学校が仮設校舎で授業を開始
・平成24年度岩手県一般会計
補正予算（第２号）成立

8/1（水）
・被災市町村教育委員会へ職員を追加派遣
・教職員の心のケアに関する研修会開催（～8/10）

8/4（土）
・平野博文文部科学大臣による
視察（ 石市、大槌町）

9月
・汚染状況重点調査地域内県立学校４校のグラウンド等除
染に着手
・全公立学校を対象に「心とからだの健康観察」を実施

9/15（土） ・県立高田高等学校新校舎着工式

9/18（火）
・スーパーバイザーによる教職員の要配慮者巡回相談実施
（沿岸地区～9/21）

9/19（水）
・管理監督者メンタルヘルスセミナー開催（沿岸2回）（～
9/20）

10月
・「平成24年度岩手県学校給食モニタリング事業」モニタ
リング検査開始（～平成25年2月）

10/12（金）
・平成24年度岩手県一般会計
補正予算（第３号）成立

10/18（木） ・スクールカウンセラー連絡協議会②開催

10/23（火） ・高校カウンセラー連絡会議②開催

10/24（水） ・衛生管理者研修会開催（盛岡市）

12/19（水）

・文仁親王同妃両殿下（秋篠
宮）被災地訪問（～12/20
陸前高田市、大船渡市、遠野
市、盛岡市）

12/25（火）
・スーパーバイザーによる教職員の要配慮者巡回相談実施
（沿岸地区～12/27）

12/27（木） ・管理監督者メンタルヘルス特別セミナー開催（盛岡市）
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平
成
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1/15（火） ・陸前高田市立米崎中学校が自校で授業再開

1/19（土）

・県立大船渡高等学校、県立
石高等学校を会場に、大学入
試センター試験を実施（～
1/20）

1/24（木）
・谷川弥一文部科学副大臣によ
る視察（陸前高田市）

2/6（火） ・大学チームカウンセラー幼稚園一斉訪問

2/18（月） ・スクールソーシャルワーカー連絡協議会②開催

2/28（木） ・「いわての復興教育」プログラム【改訂版】発行

3/2（土）
・大船渡線BRT（バス高速輸送
システム）運行開始

3/6（水）
・平成24年度岩手県一般会計
補正予算（第６号）成立

3/11（月）
発災２年

・東日本大震災津波岩手県・大
槌町合同追悼式
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編集後記

　永遠に続くのではないかと思うほどの長く大きな揺れの後、私たちは、
今までに経験したことがない大災害に直面していることを実感しまし
た。直後に発生した津波や火災の中、私たちは生きることの大事さ、家族・
友人や地域の人たちとのつながりの大切さを経験しました。沿岸部の教
育施設は大きな被害を受け、多くの児童生徒や教職員は、住む場所や学
び舎を失いました。しかし、被災地と内陸部を結ぶ横軸連携の取組や教
育関係者の努力により、岩手の教育の復旧復興は着実に進んでいます。
　本誌は、発災直後から今日に至るまで児童生徒・教職員・教育委員会
等が何を考え、いかに行動したのか、また、復旧復興に向けてどのよう
に取り組んできたのかをまとめています。本文中に記載した各学校・児
童生徒・教職員の方々のほか、教育関係者をはじめとする多くの皆さま
から頂いたご協力、ご支援に心から感謝申し上げます。
　現在、私たちは、防災教育を含めた「いわての復興教育」を、全県下
で展開しています。３月 11 日に起こったことを決して忘れず、そして
震災津波を乗り越え、未来を創造していくために、いわての復興・発展
を担う子どもたちを育てることが、岩手の教育の使命です。そのために、
私たちが何をなすべきかをしっかり心に刻みながら、歩み続けたいと考
えます。
　本誌が、岩手の震災復興と、全国の教育関係者の皆さまの防災に関す
る参考として、少しでもお役に立てれば、これに勝る喜びはありません。

岩手県教育委員会 
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