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秋田県立大学が行った秋田県内の建築物の被害調査結果を報告いたします。 
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日付 県名 市町村名 キーワード1 キーワード2
キーワー
ド3

建物名 内容 情報元 記入者

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 その他 アルヴェ 各階段の壁破損
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 行政 サンパル秋田 トイレの壁・床に亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 住宅 横森市営住宅 共用階段に亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 住宅 広面市営住宅 外壁に亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 文化財等 三浦家住宅文庫藏 藏のかべ表面にひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

崎山

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害
交通（道路・
鉄道含む）

秋田駅東口 中央改札口天井一部剥離
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 行政 秋田県議会棟 壁の仕上げ材にクラック
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 行政 秋田県庁第二庁舎 壁の仕上げ材にクラック
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田県立博物館　本館 図書館本棚の一部ゆがみ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 文化財等 秋田県立博物館分館　旧奈良家 一部漆喰壁の崩れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

崎山

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学
院

校舎の壁にひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市寺内保育所 水道の配管破れ，入口コンクリート亀裂
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立下新城小学校 敷地内で液状化
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立下新城小学校
水道管破裂、給食室床亀裂、校庭コンクリート土台
破損 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立下北手中学校 校舎外壁にヒビおよび渡り廊下の壁剥離
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立下北手中学校
ドレン管外れ、校庭地面ひび割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立河辺小学校
低学年玄関コンクリートたたき亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立岩見三内小学校
教室温水暖房機ファン故障 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立岩見三内中学校
新校舎外壁に細かいひび 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立御所野学院中学校
教室外壁にひび 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立御所野小学校 新校舎1階天井水漏れ 秋田県より情報提供 小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立御所野小学校
玄関・職員室床カバー、天井ボードにずれ

秋田県より情報提供
http://www.pref.akita.lg.jp/w

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立御野場中学校
校舎フェンス一部破損 秋田県より情報提供

小幡



3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立広面小学校
棟と棟のつなぎ目5cm沈下 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立桜中学校
階段踊り場の亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立勝平小学校
階段踊り場の亀裂等、外壁亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立上北手小学校
校舎周辺部分的に30cm陥没（ピロティ部で液
状化）

秋田県より情報提供
http://www.pref.akita.lg.jp/w 小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立上北手小学校
棟と棟の間のカバー損傷 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立城東中学校 武道場周辺が液状化，渡り廊下つなぎ目部分剥離
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立川尻小学校
体育館雨樋外れ、アンテナ棒折損 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立川添小学校
音楽室外壁剥離 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立泉中学校
体育館棟・管理棟コンクリート土台割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立太平小学校
体育館外壁に無数の亀裂、給食室外壁一部剥離 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立太平中学校
トイレ付近外壁ひび割れ、屋根庇剥離 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立中通小学校 棟と棟の間のカバー2カ所ずれ
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立土崎中学校
新校舎2階棟間の床カバー外れ、2・3階の天井一
部ずれ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立土崎南小学校
体育館外壁亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立東小学校
体育館入ロ及び給食室廊下天井ボード破損、教室
床亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立東中学校
テニスコート数m地割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立南中学校
1階壁にひび、ガラス割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立飯島小学校 貯水タンクから水が止まらなくなった
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立飯島小学校
体育館と棟の間のカバーずれ、図書室柱にひび 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立飯島中学校
地盤割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田市立明徳小学校
ホール棟床、給食室壁に亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 文化財等 秋田城址 政庁城に復元整備した築地塀が一部剥離
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

崎山

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 住宅 新屋比内町市営住宅 外壁・渡廊下の床に亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 医療 中央エリア 内容不明
秋田県より情報提供

小幡



3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 行政 文化会館 トイレの壁・床に亀裂等
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 盲学校 共用棟と盲学校のつなぎ目にヒビ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 秋田市 建物被害 教育 秋田大学
詳細不明
一部建物に割れ目が入ったり，実験機材が破損

http://www.mext.go.jp/comp
onent/a_menu/other/detail/_

菅野

3/29/2011 秋田 秋田市 建物被害 複合 秋田アトリオンビル スプリンクラー配管破損（軽微：５階１ヶ所）  秋田アトリオンビル㈱ 植田

3/25/2011 秋田 井川町 建物被害 行政 井川さくらセンター プロペラのカバー落下
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 大潟村 建物被害 行政 大潟村村民センター ガラス一枚破損
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 男鹿市 建物被害 教育 男鹿工業高等学校 水道管破裂
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 潟上市 建物被害 教育 潟上市立出戸小学校 屋根破風一部落下
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 三種町 建物被害 教育 三種町立浜口小学校 水道管破裂
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 能代市 建物被害 医療 二ツ井町総合福祉センターふっちゃん 外壁・内壁・天井亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 能代市 建物被害 医療 東能代デイ 外壁・内壁亀裂、床隆起
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代教育事務所 ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代高等学校 特別教室床小規模亀裂
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立向能代小学校
内壁一部剥離 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立崇徳小学校
渡り廊下亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立崇徳小学校 ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立第五小学校
内壁亀裂、天井亀裂 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立東雲中学校 ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立能代第一中学校 ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 能代市 建物被害 教育 能代市立朴瀬小学校 ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 大館市 建物被害 教育 大館市立城南小学校 水漏れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 大館市 建物被害 教育 大館市立西館小学校 パネルヒーター不凍液漏れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 大館市 建物被害 教育 大館市立大葛小学校 灯油タンク配管外れ（流出なし）
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 大館市 建物被害 教育 大館市立矢立小学校 配管灯油漏れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野



3/25/2011 秋田 大仙市 建物被害
農業・漁業関

連
JA倉庫 詳細不明

秋田県より情報提供
崎山

3/25/2011 秋田 大仙市 建物被害 医療 やすらぎの里 内容不明
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田
大仙市

建物被害 その他 作業小屋
倒壊 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 大仙市 建物被害 行政 仙北振興局 壁にクラック
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 大仙市 建物被害 医療 仙北組合総合病院 渡廊下に被害あり（詳細不明）
秋田県より情報提供

崎山

3/24/2011 秋田 大仙市 建物被害 教育 大曲工業高等学校 廊下に亀裂
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 大仙市 建物被害 その他 非住家 詳細不明
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田
美郷町

建物被害 住宅 住家
壁破損 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田
横手市

建物被害 その他 車庫兼物置
倒壊 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 横手市 建物被害 行政 平鹿振興局 壁にクラック
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 横手市 建物被害 教育 橫手市立吉田小学校 コンクリートひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 横手市 建物被害 教育 橫手市立山内小学校 食堂天井石膏ボード一部落下
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 横手市 建物被害 教育 橫手市立西中学校 壁ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/24/2011 秋田 横手市 建物被害 教育 橫手市立南中学校 壁ひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 湯沢市 建物被害 医療 健寿苑 内容不明
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田
湯沢市

建物被害 住宅 住家
雪崩により壁破損 秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 湯沢市 建物被害 文化財等 石孫本店1号蔵 地震により倒壊 崎山

3/25/2011 秋田
湯沢市

建物被害 その他 倉庫
醤油店蔵倒壊 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 湯沢市 建物被害 教育 湯沢高校
セミナーハウス厨房柱にヒビ割れ 秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 湯沢市 建物被害 行政 雄勝振興局 壁にクラック
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 羽後町 建物被害 その他 温泉施設 温泉施設の壁の一部に亀裂
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 東成瀬村 建物被害 住宅 住家 風呂場のモルタル剥がれ
秋田県より情報提供

小幡

3/25/2011 秋田 東成瀬村 建物被害 その他 東成瀬村民体育館 天井一部破損
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 にかほ市 建物被害 教育 にかほ市立象潟小学校 小体育館のガラスひび割れ
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野



3/25/2011 秋田 にかほ市 建物被害 行政 総合福祉センター（スマイル） 照明破損
秋田県より情報提供

小幡

3/24/2011 秋田 由利本荘市 建物被害 教育 本荘高等学校 教室等、昇降口壁にひび
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130005973070

菅野

3/25/2011 秋田 由利本荘市 建物被害 文化財等 宝円寺本堂 壁破損
秋田県より情報提供

崎山




