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施設 施設名 区分 被害状況 対応状況

上北条小学校 体育館 ブレス一部破損 11/29使用可 　工事着工４月

河北小学校 校舎 瓦ずれ小 使用可

体育館 瓦ずれ、外壁クラック 使用可

西郷小学校 校舎 クラック 使用可

体育館 ブレス一部破損 11/29使用可 　工事着工４月

上灘小学校 校舎 クラック 使用可

成徳小学校 校舎 クラック、外構（石垣、階段） 使用可

体育館 扉 使用可

クラック、扉

高架水槽破損

体育館 柱脚クラック 使用可

社小学校 校舎 漏水 復旧・使用可

体育館 瓦ずれ大 使用可

北谷小学校 校舎 クラック 使用可

体育館 瓦ずれ 応急済　使用可

高城小学校 体育館 ブレス一部破損 11/29使用可 　工事着工４月

小鴨小学校 校舎 EPJ部変形 使用可

上小鴨小学校 校舎 クラック 使用可

    広瀬分校 校舎 クラック 使用可

関金小学校 校舎 クラック 使用可

体育館 クラック 使用可

（旧）山守小 体育館 ブレス一部破損 11/29使用可 　工事着校４月

河北中学校 校舎 クラック 使用可

東中学校 校舎 クラック、瓦ずれ小 使用可

体育館
瓦ずれ大、アンカーボルト破損、
ブレス一部破損

11/29使用可 　工事着工４月

受水槽破損、クラック 仮設トイレ

校庭地割れ、陥没 工事中（～１月中旬）

体育館 ブレス一部破損 11/29使用可 　工事着工４月

久米中学校 校舎 柱一部せん断亀裂 11/29使用可 　工事着工４月

体育館 天井材一部ずれ 使用可

鴨川中学校 校舎 クラック 使用可
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明倫小学校 校舎
応急済、仮設トイレ
工事中（～１月中旬）

西中学校 校舎



施設 施設名 区分 被害状況 対応状況

上北条 瓦ずれ小、玄関タイル 使用可

上井 天井・壁 使用可

西郷 瓦ずれ小 使用可

瓦落下小

事務室壁ヒビ、ガラス・タイル破
損

瓦落下大 修理中

会議室・和室・トイレ壁一部落下 一部使用可

エアコン破損

明倫 瓦落下小、クラック、玄関タイル 使用可

灘手 玄関床一部破損 使用可

壁天井落下破損 対応中

空調・照明落下 事務所使用

北谷 玄関・トイレ壁破損 使用可

高城 屋根・外壁

小鴨
瓦ずれ小、調理室・トイレクラッ
ク、石碑等倒壊

使用可

上小鴨 壁

体育センター 天井一部落下、事務室照明落下 使用可　災害物資倉庫使用

コート地割

管理棟屋根、トイレ、給水施設

スタンド、客席ひび割れ多数

地盤沈下

照明破損、EPJ外れ

場内陥没等

相撲広場 ヒビ割れ、屋根基礎破損 使用不可(３月末まで)

建物周辺・駐車場地割れ

外壁剥がれ、スロープ割れ

給排水管破損

射撃場 場内地割れ、通路ヒビ 使用不可(当分の間)

通路ヒビ、給水管破損

燃料タンク破損

体育館 体育館天井一部落下 災害物資倉庫使用

屋根付き多目的広場 トイレ 屋根一部ずれ 使用可

健康増進施設 ガラス一部破損 使用可

関金B&G海洋センター 壁クラック 使用可

流水プール槽大破 使用不可

地下ピット水没、設備機器破損 使用不可　調査中

公
民
館

使用可

社

成徳

野球場

温水プール

使用不可(４月末まで)

合宿所
11/10復旧使用可
避難所として使用

一部使用可(４～８コース)
１月補正復旧工事（９月末ま
で）

一部使用可(６面)(４月末ま
で)

グランドのみ使用可（夏）

陸上競技場

武道館

スポーツセンター

体
育
施
設

上灘

庭球場



施設 施設名 区分 被害状況 対応状況

くら用心 壁崩落等 一部使用

特定物件　２０７棟 / ３４４棟

非特定物件　１４１棟 /

特定物件　　 １２件 /  ６６件

非特定物件　   ４件 /

石塔倒壊

基壇棟のずれ

渡り廊下 ガラス 破損 12/3から一部開館

ホール 扉 破損 12/3から一部開館

第１～３展示室 照明器具落下 12/3から一部開館

第4展示室 照明器具落下 12/3から一部開館

第5展示室　　考古 壁 亀裂多数 応急修理済、使用不可

機械室 空調配管 破損 修理済、使用可

給水管、貯水槽 破損、亀裂 修理済、使用可

駐車場他 地盤沈下 修理済、使用可

収蔵品 損傷 修理済、使用可

機械室 空調ダクト、配管。制御盤 使用可

子ども交
流室

照明落下 使用可

集いの広場 トイレ 園路沈下破損 使用可

屋根付き通路 園路 平板破損 使用可

多目的広場他 トイレ 防犯カメラ破損 使用可

調理・洗浄室の壁・天井崩落、器
具破損

場内使用不可　～3/31

給食支援関係　　県と協議中 H29.4再開予定

調査中

被災建築物総数　３４８棟 工作物 調査中

給食センター

史跡

交流プラザ

対応中

伝統的建造物群保存地区 建築物

文
化
財

博
物
館

給食センター

図
書
館


