
人 的 建 物 設 備

盛岡市立図書館 019-661-4343 なし ドア破損、ガラス・壁ひび 本少し落下 4/12（火）から開館

盛岡市都南図書館 019-637-3636 なし なし ボイラー破損 3/15(火）から開館

盛岡市渋民図書館 019-683-2167 なし カベがはがれる 本２階８割/１階半分落下 3/13(日）から開館

八幡平市立図書館 0195-75-1700 なし ひび割れ 本50％落下 3/13(日）から開館

雫石町立図書館 019-692-5959 なし なし 本少し落下 3/14(月）から開館

葛巻町公民館図書室 0195-66-2111 なし なし なし 3/14(月）から開館

岩手町立図書館 0195-62-2877 なし なし 図書1割程度落下
3/15(火）から時間短縮して開館（9：00～17：00）
4/1（金）から通常開館

滝沢村立湖山図書館 019-687-2222 なし なし 本1/3程度落下 4/1（金）から開館

紫波町中央公民館 019-672-3372 なし なし 本50％落下 3/15(火）から開館

矢巾町公民館図書室 019-697-2161 なし なし なし 3/18(金）から開館

花巻市立花巻図書館 0198-23-5334 なし なし 閉架書架倒れる、新聞保存将棋倒し 4/1（金）から開館

花巻市立大迫図書館 0198-48-2244 なし なし 本10冊程度落下 4/1（金）から開館

花巻市立石鳥谷図書館 0198-45-6882 なし なし 閉架図書500冊落下 4/1（金）から開館

花巻市立東和図書館 0198-42-3202 なし 亀裂あり、照明器具カバー落下 本50％落下 4/1（金）から開館
4/7の余震により、書架が倒
れ、図書落下

遠野市立図書館 0198-62-2340 なし ガラスひび なし 4/1（金）から開館

遠野市立図書館　分館 0198-67-2012 なし サーバダウン 本300～400冊落下 4/1（金）から開館

北上市立中央図書館 0197-63-3359 なし 天井（ボード）一部落下、配管の水漏れ 書架倒れる 5/13（金）から開館
4/7の余震により、さらに壁の
剥離、本の落下

北上市立江釣子図書館 0197-77-2215 なし なし 本落下 4/7（木）から開館

北上市立和賀図書館 0197-72-2322 なし なし 本落下 4/7（木）から開館

西和賀町川尻地区公民館図書室 0197-82-3240 なし なし なし 3/14(月）から開館

奥州市立水沢図書館 0197-23-3372 なし なし 図書1/3程度落下
3/14(月）から時間短縮して開館（9：30～16：00）
4/19（火）から通常開館

東北地方太平洋沖地震に係る岩手県内公立図書館等の被害概況

被 害 状 況
館 名 電 話 番 号 開 館 状 況 備 考

平成24年6月30日現在

岩手県立図書館の現地訪問および電話による聞き取り情報によるものです。随時更新する予定です。

（更新時点の情報のため、現在の状況を反映していない場合があります。）
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被 害 状 況
館 名 電 話 番 号 開 館 状 況 備 考

奥州市立江刺図書館 0197-35-2111 なし なし 本棚等被害
3/15(火）から時間短縮して開館（9：30～16：00）
4/19（火）から通常開館

奥州市立前沢図書館 0197-56-6781 なし 一部壁面崩れ
PC不明、書架（閉架12基、開架10基）転倒、図書50％
落下

3/15(火）から面時間短縮して開館（9：30～16：00）
4/19（火）から通常開館

4/7の余震により、書架開架10
基、閉架12基倒れた

奥州市立胆沢図書館 0197-46-2133 なし 亀裂あり 本落下
3/15(火）から時間短縮して開館（9：30～16：00）
4/19(火）から通常開館

4/7の余震により、空調配管破
裂、漏水

金ヶ崎町立図書館 0197-41-1900 なし なし 図書かなり落下
3/15(火）から時間短縮して開館（10：00～18：00）
4/1（金）から通常開館

一関市立一関図書館 0191-21-2147 なし 増築及び古い箇所壊れる 開架50％落下、ビデオ類100％、閉架7～8割落下 4/26（火）から開館
4/7の余震により、スチーム管
破損、本4割程度落下

一関市立花泉図書館 0191-82-4939 なし なし 書架倒れる、ガラスケース破損 3/26（土）から開館
4/7の余震により、かなりの数
の書架が倒れた

一関市立大東図書館 0191-75-3541 なし 一部損傷 図書少し落下
4/1（金）から時間短縮して開館（11：00～18：00）
4/21（木）から通常開館

4/7の余震により、本少し落下

一関市立千厩図書館 0191-51-1122 なし 壁に亀裂、玄関敷石に段差 図書9割落下、CD・ﾋﾞﾃﾞｵ落下による破損
3/29（火）から時短短縮して開館（10：00～17：00）
5/10（火）から通常開館

4/7の余震により、玄関タイル
敷きに段差、本９割程度落下

一関市立東山図書館 0191-47-2243 なし 多少亀裂 図書ほぼ落下、エアコン破損
3/26（土）から時間短縮して開館（9：00～16：00）
5/1（日）から通常開館

4/7の余震により、エアコン破
損、本４割程度落下

一関市立室根図書館 0191-64-3820 なし 扉損傷 図書2割程度落下
4/1（金）から時間短縮して開館（10：00～17：00）
8/1（月）から通常開館

4/7の余震により、本2割程度
落下

一関市立川崎図書館 0191-43-4123 なし なし 図書4割落下
4/3（日）から時間短縮して開館（10：00～17：00）
4/16（土）から通常開館

4/7の余震により、本3割程度
落下

平泉町立図書館 0191-46-5455 なし 壁・柱に亀裂、一部剥離 本６～７割落下 4/30（土）から開館

一関市立藤沢図書館 0191-63-5515 なし 壁の亀裂 図書数箇所で落下
3/22(火）から時間短縮して開館（9：30～17：00）
4/1（金）から通常開館

大船渡市立図書館 0192-27-3111 なし なし
図書落下、照明故障等
郷土資料水損

6/4（土）から時間短縮して開館（9:00～17:00）毎週
火曜休館、9/1（木）から通常開館

入居施設(リアスホール)が避
難所となっており、避難所対応

大船渡市立三陸公民館図書室 0192-44-2510 なし 津波の被害に遭い、骨組みしか残らず 全て流失 当分の間休館

陸前高田市立図書館 0192-54-3227 全員行方不明または死亡 壊滅状態 把握不能
仮設図書館をH24年8月中旬からの開館に向けて準
備中

市の行政機能に著しい障害を
生じている

住田町中央公民館図書室 0192-46-3863 なし 大きな被害はなし なし 通常どおり開館
町で陸前高田市、大船渡市等
から被災者を受け入れ

釜石市立図書館 0193-25-2233 なし ひび割れ
本５割程度落下
郷土資料、汚損のため利用不可

5/24（火）から開館時間変更（9：00～17：00）
職員全員無事、図書館勤務に
復帰

大槌町立図書館 0193-42-7226 なし 壊滅状態 把握不能
H24.6.1（金）から町中央公民館内に「城山図書室」と
して開館（9：00～16：00）

行政機能に著しい支障

宮古市立図書館 0193-62-2414 なし 一部亀裂（修繕済み） 本100冊ほど落下 4/1（金）から開館
職員全員無事、図書館勤務に
復帰

宮古市立図書館　田老分室 0193-87-2976 なし 床上15センチ浸水 水濡れ資料あり 10/4（火）から田老総合事務所1階で開館
グリーンピア田老に避難者多
数

宮古市立図書館　新里分室 0193-72-2019 なし なし 本少し落下 4/1（金）から開館

宮古市立図書館　川井分室 0193-76-2167 なし なし 本少し落下 4/1（金）から開館

山田町立図書館 0193-82-3420 職員１名死亡（非番） 大きな被害はなし 図書約30,000冊流失 11/1(火)から開館
町が大きく被災、図書館が避
難所になっており避難所対応
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被 害 状 況
館 名 電 話 番 号 開 館 状 況 備 考

岩泉町立図書館 0194-22-3149 なし 大きな被害はなし 本数十冊落下 3/13(日）から開館
小本小学校、小本中学校図書
室の図書に被害

アズビィ楽習センター図書室 0194-34-2226 なし 大きな被害はなし 聴取不能 7/26（火）から開館
アズビィホールが避難所になっ
ており避難所対応

久慈市立図書館 0194-53-4605 なし 大きな被害はなし
本棚１基倒れる
貸出資料に被害あり

3/16(水）から開館
久慈川の水量が激増したが、
市内への氾濫は免れた

久慈市立山形図書館 0194-72-3711 なし なし なし 3/16(水）から開館

普代村図書室 0194-36-1044 なし ひび割れ（1箇所） 本数冊落下 3/12(土）から開館
水門があったため村内の被害
少、避難所は最近閉鎖

洋野町立種市図書館 0194-65-3943 なし なし なし 3/14(月）から開館

洋野町立大野図書館 0194-77-4086 なし ひび割れ 本落下 3/15(火）から開館

野田村立図書館 0194-78-2938 なし 壊滅状態 把握不能
被害のあった建物を改修し、H24.5.21（月）から開館
平日10：00～21：00、土日祝9：00～21：00

町が大きく被災

二戸市立図書館 0195-23-3447 なし なし
システムダウン
本数冊落下

3/13(日）から開館

軽米町立図書館 0195-46-4333 なし ガラス1枚 本50～60冊落下
3/15(火）から時間短縮して開館(9：00～17：00)
4/1（金）から通常開館

九戸村立公民館図書室 0195-42-2111 なし なし 本10冊程度落下 3/28(月）から開館

一戸町立図書館 0195-31-1400 なし なし なし
3/23(水）から時間短縮して開館（10：00～16：00）
4/1（金）から通常開館

岩手大学情報メディアセンター図書館 019-621-6082 なし 亀裂あり 開架閉架本落下 6/1（水）から通常開館。一般利用者も利用可能。

岩手医科大学附属図書館 019-651-5111 なし 玄関ガラス扉割れる、蛍光管落下 なし
3/23(水）から時間短縮して開館（9：00～17：00）
4/1（金）から通常開館

岩手県立大学メディアセンター 019-694-2070 なし ヒビ 本落下、書架一部倒れる 5/9（月）から通常開館。一般利用者も利用可能。

岩手県立大学宮古短期大学部図書館 0193-64-2230 なし 大きな被害はなし 本多数落下 4/18（月）から開館

盛岡大学図書館 019-688-5561 なし なし なし 4/11（月）から開館

岩手看護短期大学図書館 019-687-3864 なし なし 本1/2程度落下 4/1（金）から開館 4/7の余震により、本多数落下

富士大学図書館 0198-22-4986 なし なし 書架倒れる
4/11（月）から開館（9：00～12：00、4/18（月）からは
9：00～17：00）

4/7の余震により、本数冊落下

岩手県立農業大学校図書館 0197-43-2211 なし なし 本1～2割落下 3/29(火）から開館

修紅短期大学図書館 0191-24-2211 なし なし 本落下 4/18（月）から開館

一関工業高等専門学校図書館 0191-24-4706 なし 天井の一部落下、柱・床にヒビ 本7～8割落下 6/20（月）から開館

北里大学海洋生命科学部図書館 0192-44-3941 なし 電気がきていないため確認できず 本多数落下 施設を５年間使用せず


