東北地方太平洋沖地震に伴う県内図書館等の対応状況
市町村名（図書館名）
千葉県立図書館

利用者等の 施設等の被害
被害
なし
（中央）窓ガラス21箇所
破損。多数の箇所でコ
ンクリート片が落下。7
層の書庫のうち、上層3
層の資料が1万2千冊程
度落下。
（西部）建物、受水槽、
駐車場地面にひび発
生。開架、書庫あわせ
て約7万5千冊が落下
し、170冊程度の資料が
破損。

千葉市

市原市

なし

書庫の資料が一部落
下、散乱あり

習志野市

なし

（新習志野）地域一帯の
液状化により正面玄関
及び駐車場が陥没、亀
裂。

八千代市

なし

佐倉市

成田市

四街道市

なし

平成23年6月9日現在
貸出、返却、延長、予約等の
対応
（中央）４月２１日（木）から開館。
（中央）休館中も電話での利
（県立３館）５月１日（日）から通常どおり開 用案内を実施。現在貸出し中
館。
の本の返却日は4月30日
（土）まで猶予する。（但し電
算上は反映されない。）障害
者のための郵送貸出しは通
常通り実施。中央図書館の臨
時休館中、4月1日から千葉
県文化会館ロビーに、県立図
書館資料の予約本貸出し及
び返却のための臨時窓口を
設置。（返却については返却
ポスト、郵送も可）
（中央）４月１９日（火）より、通常どおりの時 （中央）計画停電実施時は閲
間で開館。
覧のみの開館。インターネット
平日（火～金）：午前９時３０分～午後９時 予約サービスは利用できな
土・日・祝日：午前９時３０分～午後５時３０ い。
分
休館日：毎週月曜日・毎月第３木曜日
おはなし会などの行事については、４月１６
日（土）より再開。（各地区図書館・分館含
む）
臨時休館していたが、3月23日（水）より中 中央図書館では貸出、返却、
央図書館のみ開館（3月末まで開館日全日 窓口での延長・予約・リクエス
17時まで）。公民館・コミュニティセンター図 トは可。市内の配本車は運行
書室は4月1日開室予定。DBサーバは立ち していないため、館内OPAC・
あげないため、ホームページのトップページ インターネットでの予約は停
は閲覧できるが、館内OPAC・インターネット 止している。公民館・コミュニ
（携帯含む）での検索・予約・利用状況確認 ティセンター図書室は返却の
は停止。4月1日に通常どおりに戻る予定。 み受付。
運営状況

3月26日（火）より、新習志野図書館も開館
（駐車場は使用不可）。市内全館通常どお
り開館。ただし、時間延長（午後5時から午
後7時）は当分の間中止。
現在、市内全館通常通り開館。週に一度
行っている夜間開館も再開。
大久保図書館：（毎週木曜日午後７時まで
開館）4月21日（木）より再開。
東習志野図書館・新習志野図書館・藤崎図
書館・谷津図書館：（毎週土曜日午後7時ま
で開館）4月23日（土）より再開。
建物の壁にひび割れ。 計画停電により、図書館の開館時間を変更
書庫の一部書架とカウ して開館。
ンター後ろの棚が転
力調整への協力及び安全確保のため、当
倒。書架から資料が落 分の間、夜間開館は、実施しません。
下し、散乱。一部資料に
破損。
当分の間、全館9時から5時まで開館。各館
ごとに計画停電の時間帯と前後30分は閉
館し、図書館主催のおはなし会等も中止。
本館で約11,000冊、成 3月11日(金)15時頃から全館臨時休館。
田分館で約11,500冊落 3月12日(土)全館臨時休館。
下。冷温水設備破損に 3月13日(日)本館のみ開館。
より漏水、暖房使用不 3月15日(火)より全館開館。
可。
当面の間、9：30から17：00まで開館。ただ
し、計画停電の3時間と図書館システム起
動・停止に30分ずつ計4時間を除いた時間
は閉館。定例の映画会、おはなし会等は、
当面中止。分館は各地区の公民館、美郷
台地区会館、三里塚コミュニティセンターの
開館に合わせて開館。
4月26日(火)より開館時間を通常通りにし、
本館は火曜～金曜9：30から19：00まで開館
する。
当分の間、全館9時から5時まで開館。
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通常通り対応。停電の場合、
貸出は手書き。停電の場合、
返却は停電回復後処理。停
電の場合、貸出期間の延長
は不可。ＯＰＡＣおよびＷＥＢ
からのリクエストは不可。リク
エストカード・電話での予約は
受付する。

返却期限日、予約確保資料
の取り置き期限は開館日が
決まり次第ホームページで通
知。

返却期限日、予約資料の取り
置きの有効期限日を各期限
日から1週間程度延長。
3月11日（金曜日）から3月18
日（金曜日）が返却期限日
と、予約取り置き期限日に
なっている資料は1週間期限
を延長。

停電時は、貸出・返却は可。

東北地方太平洋沖地震に伴う県内図書館等の対応状況
市町村名（図書館名）

平成23年6月9日現在
貸出、返却、延長、予約等の
対応
午後5時で閉館。停電時のＡＶブース、イン 停電時の資料の貸出、返却、
ターネットコーナーの利用中止。
予約、延期の受付中止。3月
11日（金）が返却期限になっ
ている資料は3月25日（金）ま
で、
3月12日（土）が返却期限に
なっている資料は3月26日
（土）まで延長。
毎週金曜の延長を6時までに短縮。
通常通り
金曜日の開館延長（17時から19時）は、当 通常通り。ただし、停電時は
分中止。
貸出・延長は不可、返却は停
電回復後処理、予約はＷＥＢ
からは不可。リクエストカー
ド・電話での予約は受付け
る。

利用者等の 施設等の被害
被害

運営状況

勝浦市

なし

なし

停電中は閉館。

館山市

なし

20冊程度落下。

鴨川市

なし

なし

八街市

富里市
茂原市

南房総市
木更津市

通常通り。ただし、停電時は
すべて停止。
停電が16：50から実施の場合のみ16：30閉 貸出期間を3週間に変更
館、それ以外は通常通り。
（3/31まで）。WEB予約・リクエ
ストは停止。貸出中資料のカ
ウンターでの予約は受付。停
電時は全て停止。
通常通り
通常通り
通常通り
開館時間の変更あり 水～月900－1700
停電時間帯は閉館

通常通り
通常通り 停電時間帯は貸
出・返却不可 Webも利用不
可
停電時間帯に前後1時間を加えて閉館。節 停電時の返却は預かり。
電のため、暖房を停止し、間引き照明あり。
通常18時まで開館のところ、17時までの開
館とします。

2階開架書 特になし
架で若干の
落下

君津市

袖ケ浦市

なし

なし

通常18時の閉館時間を17時とする。計画停
電時は閉館。3月中のおはなし会、こども映
画会等は中止。

酒々井町
大多喜町
（財）成田山仏教図書館

いすみ市
富津市
一宮町
御宿町
鋸南町
栄町
白子町
長生村
長南町

長柄町
睦沢町
市川市

通常どおり
通常どおり
通常どおり
通常どおり
東京電力が実施する「計画停電」があった
場合、休館する場合がございます。詳細は
ご連絡下さい。
通常通り
通常通り
通常通り
通常どおり
通常通り
停電時以外通常どおり

なし

通常通り
通常通り
通常通り
通常どおり
通常どおり
書架からの蔵書の落下 通常どおり開室。停電時は閲覧のみ可能。
が若干あり。
なし
停電時は閉館。

なし

なし

通常通り

停電時間帯は窓口に貸出
用・返却用の受付表を設置
し、手書きによる対応を行っ
ている。

通常通り

通常通り

3月11日（金） 15:30頃より全館臨時休館
3月12日（土） 臨時休館（駅南図書館以外
全館）
3月13日（日） 全館開館
3月15日（火）～3月18日（金） 計画停電に
より全館臨時休館
3月19日（土）～ 全館開館（夜間開館は当
面中止し、17:00まで）
4月19日（火）～通常通りの開館・利用時間
節電のため、終日暖房停止・間引き照明。

計画停電に伴う電算停止の
時間帯は、貸出は基本的に
行なわない。予約資料の受け
渡し、予約の申込みには対
応。返却資料はポストへ返却
または窓口で受け取るが、両
方とも処理は電算復旧後とな
る。
詳しくは下記をご参照下さ
い。
http://www.city.ichikawa.lg.jp
/library/info/1093.html

なし

なし

（中央図書館）書架十数
本が損壊または継続使
用が危険な状態。書架
の修復は終了したた
め、立ち入り禁止区域
はなくなり4月1日より館
内開架部は通常通りに
復旧している。
（行徳）行徳支所と図書
館をつなぐ通路にヒビ。
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通常通り

東北地方太平洋沖地震に伴う県内図書館等の対応状況
市町村名（図書館名）
船橋市

浦安市

利用者等の 施設等の被害
被害
（西）多数の窓ガラスに
亀裂。柱が斜めになり、
二階の一部で床が傾い
ている。

なし

中央図書館閉架書庫に
被害。中央図書館、各
分館とも一部書架から
の資料の落下、散乱あ
り。

運営状況
中央図書館は4月19日（火）から夜間開館
（午後5時から午後7時まで）を再開。
東図書館及び北図書館は4月20日（水）か
ら夜間開館（午後5時から午後7時まで）を
再開。
「本とおはなしの会」「えほんの会」は5月4
日（水）から再開（安全確保のため、当面の
間は保護者同伴で）。
西図書館は当分の間休館。東日本大震災
の被害により、利用者の安全確保を図る
為、建物の調査を引き続き実施中。調査結
果をもとに今後の方針をお知らせできるの
は、6月中旬となる見込み。
中央図書館は４月２５日（月）から開館。４
月、５月中の中央図書館の開館時間は午
前１０時から午後５時まで。
６月１日から、災害復旧による事業見直し
のため、中央図書館の平日夜間開館は１８
時まで。
各公民館に併設されている図書館分館は１
７時までの開館。新浦安駅前プラザ「マー
レ」の図書サービスコーナーは、開館時間
を短縮（受付時間は7:00～11：00、17：00～
21：00。休館日はこれまで通り祝日）。
舞浜駅前行政サービスセンターにおける図
書サービス業務は、当分のあいだ休止（地
震による被害のためしばらくの間閉鎖）。
市役所の総合駐車場は、災害復旧車両の
駐車場として使用のため、一般の車両の駐
車不可。

平成23年6月9日現在
貸出、返却、延長、予約等の
対応

４月２５日（月）から５月１５日
（日）まで図書・雑誌は２０冊３
週間、ＣＤ・ＤＶＤは８点２週間
貸出
中央図書館にて３月上旬から
４月２４日（日）の期間に確保
となった予約資料は、５月１０
日（火）まで取り置き。各分館
にて３月上旬から４月３０日
（土）の期間に確保となった予
約資料は、５月１７日（火）ま
で取り置き。他市の図書館か
ら取り寄せた資料について
は、連絡があった日から１週
間取り置き。
インターネットからの図書など
の予約は、４月２５日（月）か
ら貸出中の資料のみ開始。５
月６日（金）から通常通り再
開。

松戸市

（小金原分館）地震によ 3月18日（金）より、小金原分館を除き、全館 メールによる予約連絡を再
り書架の一部が破損。 開館。
開。
本館の夜間開館を再開。（水曜日、及び、 停電時は図書館業務システ
金曜日の午後5時～午後7時）火曜日、木曜 ムが使用できなくなるため
日は節電のため中止。
サービスの一部が制限され
5月11日（水）から従来どおり開館。火曜日 る。
から金曜日 午後５時から午後７時まで。 貸出は手書き。返却資料は
子ども読書推進センターは、3月21日（月） 預かる。照明・暖房は入らな
から開館。
い。本館のエレベーター及び
小金原分館は、地震により書架の一部が インターネットパソコンが使用
破損し危険なため、復旧するまで臨時休
できない。
館。４月２３日（土）から開館。
図書館システムを停電から保
松戸市に避難されている方に、本（資料）等 護するため、停電の前後1時
の貸し出しを実施。
間から2時間も停電時間に含
夏の節電対策の実施につき、和名ヶ谷分 む。
館は、毎週月曜日、木曜日が休館(7月～9 ＷＥＢ図書館システム、及び、
月）。
館内ＯＰＡＣからの「貸出期間
延長サービス」を停止。
3月12日（土）13日（日）は、市
内の図書館は、地震により散
逸した資料の整理及び安全
の確保と節電のため全館休
館した。
取り置き期間については、1
週間延長する。休館中の返
却期限については延長の予
定。

柏市

給水ポンプの破損。エ 3月18日(金曜日)から3月31日(木曜日)まで 休館期間中、返却ボックスの
レベーターを停止。本館 本館・こども図書館を除くすべての分館を臨 利用不可。予約資料の受け
は保存庫、開架の資料 時休館。再開は4月1日(金曜日)を予定。本 取りは可能。返却資料は預か
落下。棚のはずれがあ 館は3月15日(火曜日)から当分の間、夜間 り。
り釘付けした。分館の 開館（毎週水・木・金曜日の午後5時～午後 分館の臨時休館中は、新規
何館かで棚が落ちた。 7時）中止。催しものは当面の間中止。
の予約不可。4月1日の分館
本館のおはなし会ととこども図書館の催し 再開後、予約受付、相互貸借
ものは4月から通常どおり開催。
の受付も再開する。停電時は
分館おはなし会を5月から再開。
貸出・検索等不可。
節電を図るとともに、利用者の安全確保の
ため、本館の夜間開館を引き続き休止。
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東北地方太平洋沖地震に伴う県内図書館等の対応状況
市町村名（図書館名）

平成23年6月9日現在
貸出、返却、延長、予約等の
対応
3月18日から31日まで節電に協力するため 3月31日までホームページで
全館閉館、全てのイベントについても中止。 の予約・貸出期間の延長不
4月1日(金)より全図書館午前9時－午後5 可。4月1日から通常どおり。
時まで開館。夜間（午後5時－午後7時)は、
当面閉館。5月中は野田市内全図書館は通
常通り開館。
3月16日（水）から31日（木）まで全館休館。 取り置き期限は2週間延長。
4月1日（金）より当分の間、安全確保と節電 休館中の返却期限は延長の
のため、全館17時閉館。
予定。
4月22日より中央図書館・森の図書館・南流 4月から停電時は貸出、返
山分館において、火曜日から土曜日は夜８ 却、予約、検索等停止。
時までの夜間開館を再開。
書架の転倒・図書の落 ５月及び６月について、アビスタ本館は夜間 貸出中資料の延長期限は再
下・壁のひび割れ・分煙 開館（２０時まで）を実施。節電のため、開 開が決まり次第通知。臨時休
ガラス等の破損
館中は館内照明やエアコンの使用を極力 館中のインターネットからの
控える。なお、７月以降の開館時間につい 予約は再開後に更新。現在
ては決まり次第通知。
用意できている予約資料の
５月から、おはなし会（バーバタイム、ミッ
取り置き期限には再開後まで
フィータイム、そよかぜおはなしタイム）を再 延長。
開。
引き続き９月までアビスタ本館は夜間開館
（２０時まで）を実施。節電のため、開館中
は館内照明やエアコンの使用を極力控え
る。１０月以降の開館時間については、決ま
り次第通知。

利用者等の 施設等の被害
被害

野田市

流山市

我孫子市

運営状況

鎌ケ谷市

印西市

白井市

なし

銚子市
香取市

なし
なし

エントランスホールのス
プリンクラー破損による
水漏れ、出入口付近の
亀裂。
書庫の資料が一部落
下、散乱あり。
資料の落下
一部書架が倒壊し、書
籍が散乱。

匝瑳市

旭市

東金市

なし

書庫の資料が一部落
下、散乱あり。

計画停電期間中、開館時間は9時～17時ま 3月11日（金曜日）から3月18
で。
日（金曜日）が返却期限日、
5月1日より、図書館は通常通りの開館時 あるいは予約取り置き期限日
間。
になっている資料は期限を1
イベント関連の開催も予定通り実施。（「さく 週間延長。
らんぼぐみ（赤ちゃん向けおはなし会）」「ひ
まわりぐみ（小学校低学年むけ）」・「小学生
おはなし会」・「ザ・チャレンジ」・「子ども劇
場」）
3月19日（土）より、一時停止してた窓口業 返却日が、3月11日（金）から
務（貸出・返却・検索等）を全館復旧。夜間 3月18日（金）になっている資
開館は当面停止。節電のため館内照明や 料は4月1日（金）まで延長。
暖房等は停止。「おはなし会」は当分の間 3月11日（金）から3月18日
中止。
（金）期間中に受取期限の予
5月11日（水）より夜間開館を再開。なお、夏 約資料は再度図書館から連
季の電力需給の見直し等により、変更する 絡後、通常どおり1週間以内
場合もある。引き続き館内照明や空調等の の取り置き。
使用は控える。
5月6日（金）より通常開館。おはなしかい等 3月11日（金）から23日（水）が
についても５月から再開。
返却期限日と予約取り置き期
限日になっている資料は、3
月31日（木）まで期間を延長。
予約資料は準備に時間を要
する。
当面の間、9時から16時まで開館
通常通り
佐原中央図書館は4月19日(火)から開館。
小見川図書館は通常とおり開館。
地震の影響と電力不足に対応のため開館 停電時以外通常どおり
時間を変更。3月中は9：00～17：00、4月中
は9：00～19：00、日曜・祝日開館日：9：00～
17：00。
開館時間は5月15日まで9：00～17：00、5月
17日から当面の間9：00～20：30(日曜・祝日
開館日 9：00～17：00)。
６月(平日・土曜日）は21時まで開館。
開館時間の延長停止。17：00までの開館。 通常どおり
市内公民館図書室は休館。
６月１日（水）から開館時間は火～金 ９：０
０～１８：００、土・ 日 ９：００～１７：００。
海上公民館、いいおかユートピアセンター
の各図書室は６月１日（水）より通常どおり
の開館。
停電時は閉館。開館時間の延長停止。17：
00までの開館。
中止していた延長開館（午後５時～７時）
は、5月より再開。
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東北地方太平洋沖地震に伴う県内図書館等の対応状況
市町村名（図書館名）

利用者等の 施設等の被害
被害

山武市

東庄町
横芝光町

なし
なし

大網白里町

九十九里町
神崎町
芝山町
多古町

なし
なし

運営状況

平成23年6月9日現在
貸出、返却、延長、予約等の
対応

31日まで閉館。
4月1日から開館。開館時間は9：30～17：00
5月1日（日）から、通常どおり開館（午前9時
30分～午後6時）
9時～16時30分開館。
停電時以外通常どおり
開架の書籍が若干落下 節電協力のため、計画停電実施期間中は 返却は柔軟に対応。
した。書庫は書棚高部 開館時間を1時間短縮し、午後5時までとす
の書籍等が落下・散乱 る。
した。
計画停電対象地域となった場合は、予定30
分前に閉館し、復旧次第開館。
通常どおり開館。
計画停電が行われた場合、
貸出・貸出の延長等停止。図
書館の利用は返却、閲覧の
み。
余震等の状況に応じて時間短縮等あり。 通常どおり
なし
通常通り
通常通り
なし
通常通り
通常通り
書架が倒れ、蔵書が落 図書室を多古町コミュニティプラザに移設し
下、散乱。
て4月19日(火)から開館。（館名：多古町コ
ミュニティプラザ図書室）。
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