園館別 被害状況報告（2011/3/18）

No.

園館名

所在地

1 秋田市大森山動物園

秋田県秋田市

2 盛岡市動物公園

岩手県盛岡市

3 仙台市八木山動物公園

宮城県仙台市

4 宇都宮動物園

栃木県宇都宮
市
栃木県那須郡
那須町

5 那須どうぶつ王国
6 桐生が岡動物園

群馬県桐生市

7 群馬サファリパーク

群馬県富岡市

8 日立市かみね動物園

9

埼玉県こども動物自然公
園管理事務所

10 東武動物公園
11
12
13
14
15
16

東京都恩賜上野動物園
東京都多摩動物公園
井の頭自然文化園
羽村市動物公園
足立区生物園
千葉市動物公園

茨城県日立市

埼玉県東松山
市
埼玉県南埼玉
郡宮代町
東京都台東区
東京都日野市
東京都武蔵野
東京都羽村市
東京都足立区
千葉県千葉市

17 市川市動植物園

千葉県市川市

18 青森県営浅虫水族館

青森県青森市

19 男鹿水族館GAO

秋田県男鹿市

被害報告
停電、自家発電、閉園中、動物舎被害なし(3/12/12:40)
復電し、ほぼ通常通りの復しつつある(3/14．8：17)
若干の被害、停電および停電によるポンプアップが出来ないため
の断水(3/12/13:24)
電気、給水復旧する、施設動物共に被害なし、燃料・エサ等心配
(3/14/9:30)
とりあえず大丈夫(3/11/15:10)
新鮮野菜などそろそろ不足してきた(3/13/8:40)
ライフラインのうち電気が復旧、電話（つながりにくい）、メール可
能。水とガス止まったまま。
動物園自体は、津波の被害も直接は受けていない。動物も地震
で死亡したものいない。獣舎は崩壊した部分が多々あり、再開時
期不明。（3/14）
水、餌、暖房燃料の在庫かなり厳しい。生鮮、ミルク、パンなど全
く無い。ペレットと乾草、冷凍馬肉（猛獣）、冷凍魚（ペンギンやツ
ル類）を通常の半量以下で維持。水も貯水タンクの残のみで、動
物の飲み水のみの使用で1週間分。水禽ペレットや草食獣用ペ
レットは4日分。（3/15）
水：断水が続いており、動物の飲み水に限定して貯水タンクの水
を使っていたが、総量２７０トンのタンクが残30トンと危機的状況
になった。現在１０ｔ給水車を手配でき、3/17よりこの車で30トン/
日をタンクに補給している。しかし、依然として最低使用量を維持
している状況で、他の分（獣舎清掃等）にはまわせていない。
燃料：ここ数日真冬なみの寒さで仙台でも氷点下が続いている。
燃料の重油が全く手に入らず、1週間程度の残量しかないことか
ら、通常20度設定の暖房を15度に下げて対応している。
餌：水禽ペレや草食獣用ペレがあと数日分でなくなるが、3/18に
日動水により補給予定。現在給餌量を約半量から１/４量に減らし
ている。生鮮は牛乳やパンなどは入手できないが青菜やバナナ
などが少量入荷しており類人猿などを中心に与えている。取引業
者が津波でなくなったところもあり今後の調達は不透明だが、短
期、中期では少しづつ目処が立ってきた。
職員はガソリン不足で園に泊まって勤務している方、家がなくなり
まだ出勤していない方など様々。ご親族を亡くされた方もおられる
模様。（3/17）

運営状況
閉園
閉園

閉園

被害ない模様(3/14/16:45)
温泉施設に被害があり営業できない、園は被害なし(3/12/9:15)
園路に亀裂、破損、事務所の窓ガラス破損とのこと。3/12-13、
3/19-21臨時閉園(3/18)
被害なし(3/12/9:15)

閉園
閉園(3/19-21)

停電、断水、休園。施設・動物被害なし(3/12/12:40）
旧ペンギン舎が崩落。沢水送水管の断裂やボイラーダクトの損
害、園路のクラックなど比較的軽症。フンボルトペンギンは新ペン
ギン舎移動後なのでみな無事。職員も全員無傷。断水は続き、水
道復旧には相当日数がかかる見込み。休園状態。飼料は生鮮野
菜類や小魚類が不足気味だが何とかやりくりしている。これから
の物流が心配(3/14/13:55 )

閉園

被害なし(3/13/8：52)

閉園

動物施設に被害なし。遊具にダメージのため3/12閉園(3/13/8：
52)
被害ない(3/11．17:43)
被害なし（3/11/18:43）
被害ない模様(3/14/16:45)
被害ない模様(3/14/16:45)
被害ない模様(3/14/16:45)
被害ない模様(3/14/16:45)
園内の被害なし(3/13/16:38)
3/15～18地震災害の対応（消費電力削減）のため臨時休園。災
害の状況によっては引き続き休園期間を延長(3/14/15:08)
停電。被害なし(3/12．8:37）、3/12、復電する。被害なし(3/12．
15:20)
停電中、被害なし(3/13．14:00）

p.1

閉園（-3/25）
閉園
閉園
閉園
閉園（-3/31）
閉園（-3/31）
閉園（-3/25）

閉園（-3/21）
閉園（-3/31）
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No.

園館名

20 マリンピア松島水族館

21 鶴岡市立加茂水族館

所在地

宮城県宮城郡
松島町

山形県鶴岡市

被害報告
建物1階が津波に襲われて機械室、電気室が水没し、大きな被
害。しかし、スタッフ、動物ともに元気、自家発も使用可能。
旧館はまだ比較的被害が少なく、新館の魚で移動できるものは旧
館へ移動。飲み水以外は近くの沼の水を取水し使用している
（3/14/12:15）
■お客様：津波到来時、高台に非難してみな無事
■飼育職員：みな無事
■飼育動物：ビーバーが津波にさらわれた模様。後日、全頭保
護。ビーバー脱水が著しく重体。3/14に１頭死亡。ほか、傷病動
物の情報なし。
■建物：被害甚大。１階1.5メートル浸水。土砂大量に流入。ガス、
水道使用不可。発電機は2階に設置されていたため、現在も稼働
中とのこと（発電機用の燃料は1ヶ月間のストック無い模様）、飼
育水循環、飼育水温度維持管理、飼育水エアレーションなどの飼
養施設は確保されているもよう。
■飼料：１ヶ月くらいの餌は持ちそうとのことだが、石巻と鮎川の
冷凍庫業者に預けていた餌は期待できない。
（3/15）

運営状況

閉園

比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。この地区の停電が
長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと
変わらぬ日常を過ごしている。但し入館者は例年の１０分の一以
下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店
が殆ど。また食料品の買いだめに走っており、品切れ状態。間接
的には相当長い期間、影響を受けると思う。
スタッフ、ボランティア、発生時の入館者、業者さんに人的被害は
なし。建物１階まで津波が入ったため、地下の設備や電気系統に
ダメージあり。
飼育動物のうち、上野がカワウソ・ウミガラス・エトピリカ、鴨川が
セイウチ・トド・ゴマフアザラシを緊急保護予定。ただし、所有車両
はすべて津波で動かず、高速道路は現在使用できず。(3/13/19：
02)
現在、すべてのライフラインが停止し、電話、メールもできない状
況にある。館のメインサーバも使用できず、パソコンも使用できな
い。
地震で水族館のある埠頭が３０ｃｍ位沈下してしまい、屋外の展
示や駐車場などは使用できない状況にある。
水族館の建物や水槽、配管などは甚大というほどの損傷はない
が、津波が館の１階まで入ってきたため、地下にある設備や電気
系統に大きなダメージが
及んでいる。ただし、職員、ボランティア、来館者ともに、けが人は
無い。
3/13にようやく被害の全容を把握した状況で、少しずつ片付け作
業を始めたところ。本格的な復興の作業に入るまでには、時間が
掛かるものと思われる。
（3/14）
・魚類関係は、残念ながら全滅（に近い）（酸素、濾過機の電源、
保温の問題）
・海獣関係は、3/16に全て鴨川AQが預かりに来る。
・全海獣移動が済めば、職員は水族館を一度退去する予定であ
る。（放射能および物資不足（餌、燃料）等の理由）
・今回の被害状況から再開復旧には相当時間がかかる思われ
る。
・燃料（ガソリン）が手に入らないので行動できない。
（3/15）

22 ふくしま海洋科学館

福島県いわき
市

23 栃木県なかがわ水遊園
アクアワールド茨城県大洗
24
水族館
25 さいたま水族館
26 東京都葛西臨海水族園

栃木県大田原
茨城県東茨城
郡大洗町
埼玉県羽生市
東京都江戸川

被害ない模様(3/14/16:45)
停電中、自家発電にて対応中。配管破損4ヶ所。駐車場一部冠
水。職員無事(3/12/9:00)
被害ない模様(3/14/16:45)
被害なし（3/11/17:43）

27 しながわ水族館

東京都品川区

被害ない模様(3/14/16:45)

p.2

閉園

閉園（-3/2２）
閉園
閉園
閉園
短縮開園
（-3/25）

社団法人日本動物園水族館協会

園館別 被害状況報告（2011/3/18）

No.

28

園館名

エプソン品川アクアスタジ
アム

所在地

東京都港区

29 （株）京急油壺マリンパーク 神奈川県三浦
30 新江ノ島水族館
神奈川県藤沢
横浜・八景島シーパラダイ 神奈川県横浜
31
ス
市
32 伊豆三津シーパラダイス 静岡県沼津市

被害報告

運営状況

１．人的被害：なし２．施設的被害：トンネル水槽の擬岩が一部破
損。水槽の水が揺れであふれて、館内床面が濡れた。３．経過：
地震発生後、速やかにお客様を水族館裏の駐車場へ避難誘導。
余震が続いたため16:30頃まで駐車場に避難。気温が低下し降雨
のため、イルカプール観覧席(ただし避難しやすい上段席)へ誘
導。併設するホテルやレストランのお客様・従業員を同様に収容
したので、最大1000名近く収容。その後、従業員は各職場に戻
る。毛布・タオル・シーツなどを貸し出し暖をとってもらいました。電
気や水道は止まらず、暖房の使用が可能。また、毛布・タオル・
シーツなどを貸出た。テレビを設置、情報提供した。交通機関が
停止のため、翌朝まで施設を開放。レストランでカレーを有料提
供。水族館の係員も帰宅難民状態のため、交代で避難客のケア
に当たる。避難中に体調不良者が出て、救急車要請した。
被害ない模様(3/14/16:45)
被害なし（3/11/18:01）
被害ない模様(3/14/16:45)
被害なし(3/11/18:01)

p.3

閉園（-3/21）
閉園（-3/18）
短縮開園
（-3/21）
閉園（-3/18）

社団法人日本動物園水族館協会

