
器や割り箸が不足しています。 

紙コップやカップ麺の器、割りばしは、衛生面に注意しながら、再利用をお願いします。 

避難所・市民の皆様へお知らせ 
３月２５日（金）配布 

 
■今回の地震の概要 

・名称：東北
とうほく

関東
かんとう

大震災
だいしんさい

 〔発生〕３月１１日(金)１４:４６頃 

・震源：北緯３８度 東経１４２.９度 深さ８km 

・マグニチュード ： ９．０（3/13：気象庁修正） 

 

■被害の状況（３月 2４日午後 5 時現在） 
・死者数：５３３人 行方不明者数：不 明 

※遺体の安置所は下記のとおりです。なお、関係者における安置所までの

移動などについては各自の対応になります。 

・気仙沼
けせんぬま

地域：新城
しんじょう

小、白山
はくさん

小、階上
はしかみ

小、面
おも

瀬
せ

小、大島
おおしま

公民館 

・唐桑
からくわ

地域：唐桑
からくわ

体育館 

・本吉
もとよし

地域：本吉
もとよし

響
ひびき

高校 

・避難所数：１００カ所（一覧は別紙をご覧ください） 

・避難者数：１５，０５０人 

・火災の状況： 大島
おおしま

山林・大浦
おおうら

山林は鎮火、内
ない

の脇
わき

・鹿
しし

折
おり

は鎮圧 

 

■安否確認（３月 2４日現在） 
・ 主な避難所から提出された名簿の掲示を①ワン・テン庁舎（２階）、

②広域防災センター、③ケー･ウエーブ、④唐桑総合支所、⑤本吉総合

支所の５施設で行っています。 

  また、「気仙沼市内避難者名簿（50 音順）」を作成しましたので、①

～⑤の施設のほか、⑥大島出張所、⑦気仙沼中学校、⑧鹿折中学校、⑨

階上中学校の９施設において、掲示したり、または閲覧ができるように

しております。 

  〔住所〕①ワン･テン庁舎： 八日町
ようかまち

一丁目 

      ②広域防災センター：赤岩
あかいわ

五駄
ご だ ん

鱈
たら

 

      ③ケー・ウエーブ：赤岩
あかいわ

牧沢
まきさわ

 

      ④唐桑総合支所：唐桑町馬場
ば ば

 

      ⑤本吉総合支所：本吉町津谷
つ や

舘岡
たておか

 

      ⑥大島
おおしま

出張所：廻
まわり

舘
だて

 

      ⑦気仙沼中学校：笹
ささ

が陣
じん

 

      ⑧鹿
しし

折
おり

中学校：大峠山
おおとうげやま

 

      ⑨階上
はしかみ

中学校：長磯
ながいそ

中原
なかはら
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【ライフライン復旧の見通し（3 月 24 日午後 5時現在）】 

・ 電気： 東北電力において、松岩
まついわ

変電所を起点にして、多数の方が利用

する施設を優先し復旧作業中です。詳しくは東北電力コールセンター

までお問い合わせください（℡０１２０（１７５）２６６）。 

【２３日までに通電した施設・区域】 

・ ケー・ウエーブ、気仙沼西高校、松岩中学校、市立病

院、舘山浄水場、市役所など 

・ 松岩地区・東新城の一部 

・ 気仙沼小・中学校、市民会館、新月浄水場、平貝上水

場ポンプ所、気仙沼高校、大友病院 

・ 松崎柳沢・古町・化粧坂・神山の各一部 

・ 新月中学校、松岩公民館、ＮＴＴ東日本気仙沼など 

・ 東新城一丁目・古町二丁目・古町四丁目・赤岩泥の木・

松崎萱・九条の各一部 

・ＪＲ東日本気仙沼駅、気仙沼郵便局など 

    ・旭が丘学園、デイリーポート新鮮館、マイヤ気仙沼バ

イパス店、おだか医院、新月地区・本吉町馬籠地区の

一部 

  ・条南中・九条小・馬籠小学校、気仙沼税務署、市健康

管理センター「すこやか」、気仙沼商工会議所など 

  ・東新城二丁目・松川・赤岩牧沢・九条・田中・上田中

二丁目・赤岩舘森・猪の鼻・松ヶ沢・滝の入・福美町の

一部 

  ・国道 45 号田中トンネル、齋藤外科クリニック、し尿処

理場 

  ・赤岩大滝、長柴、大石倉、前田、高前田、迎前田、四

十二、羽田、上羽田、九条、後九条、田中、猿掛、大曲、

舘山二丁目、茗荷沢、所沢、田柄、岩ヶ崎、川原崎、田

尻沢、切通、田谷前、四反田、田中前の一部 

          ・落合小・面瀬小・中学校、特別擁護老人ホーム恵風荘

など 

          ・松崎鶴巻、松崎上赤田、松崎下赤田、松崎馬場、田中

前一丁目・二丁目・三丁目、本郷、川畑の一部 

  ・新城小学校、八瀬浄水場、中原クリニック 

          ・百目木、和野、金成沢、川原崎、茗荷沢、松川、内松

川、下八瀬、台、関根、早稲谷、塚沢、芳ノ口、細尾、

南が丘１～２丁目、岩月星谷、岩月長平、岩月宝ヶ沢、

最知荒沢のそれぞれの一部 

【２４日に通電した施設・区域】 

   ・水梨小学校、クリーン・ヒル・センター など 

   ・赤岩舘森、赤岩五駄鱈、松崎浦田、長磯鳥子沢、長磯

原の沢、長磯前林、長磯船原、長磯七半沢、長磯牧通、

長磯赤貝、本吉町菖蒲沢・道貫・長畑・石川原・寺沢・

直伝・土樋下・洞沢・寺谷・長根・大谷・津谷・小金沢･

林の沢・大椚・坊の倉・高岡・川内・津谷新明戸・津谷

明戸・小峰崎・舘下のそれぞれ一部 
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     ※ 仮設鉄塔の完成について 

         ３月 23日（水）に仮鉄塔の片側ルートが完成しましたので、

変電所や配電線（電柱・電線）の機能を確認しながら、順次

送電を行っていくとのことです。 

           ・岩井崎変電所の主な供給区域 

              階上方面、本吉町大谷方面 

           ・津谷変電所の供給区域 

              本吉町津谷方面、小泉方面、馬籠方面、大谷方

面 

           ※ なお、これらの方面では、配電線の幹線ルートが、

流出・倒壊している場合は、復旧に時間がかかるの

で、ご理解願いたいとのことです。 

 

・水道：  

【23 日までに給水開始した地域】 

東新城，田谷，神山，田中前，田中 1・3・4区，滝の入 2区，

沢田，新町，化粧坂の区域 

内松川，表松川，高屋敷，和野，田柄，古町，滝の入 1 区，

福美町，三日町 1・２区，八日町 1 区，田中 2 区，舘山，本

町，九条，南が丘，幸町 1 区，南町 1・2 区，石甲，平貝，三

峰，赤岩，後沢，松崎五駄鱈，赤岩五駄鱈，浦田，母体田，

古谷舘，高谷，鶴巻，赤田，青葉が丘の一部 

【24 日に給水開始した地域】 

西中才の一部 

・ 唐桑・本吉地域は，回復に時間を要する見通し 

・ 上鹿折浄水場系統の日の口，両沢，東中才１区は，この地震に

よる影響はありません。 

・廿一簡易水道・金取簡易給水施設は，給水を開始しています。 

※ 給水車や臨時給水栓による給水を避難所などを中心に行っています。 

また，上記の定点給水のほか，移動給水も行っています。 

・気仙沼地域：市民会館前公園，気仙沼中，気仙沼市役所，ケーウエ

ーブ，階上中，階上支所，面瀬中，鹿折中，浦島小ほ

か 

・唐桑地域 ：唐桑中，舘老人憩いの家，小原木中ほか 

・本吉地域 ：本吉総合支所，本吉公民館，小泉中ほか 

※ 給水車による給水は，午前７時 30 分ごろから開始いたしますが，各

地区の給水時間は，定時の対応が難しいため，いずれの場所も「未定」

となります。なお、復旧した区域から随時，給水活動を縮小します。 

 

・ガス：市ガスの復旧は未定です。 
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・固定電話： 局番 23・24・27・29・34・55 局（アナログ回線）と 22

局（アナログ回線）の一部が通話可能 

※ＮＴＴ東日本が、市総合体育館「ケー・ウエーブ」に設置

した公衆電話（衛星）で、無料通話ができます。 

 

・携帯電話： ＮＴＴドコモは、唐桑・本吉地区エリアの多くと気仙沼地

区エリアの一部が復旧しておりません。 

ａｕは、津波発生前と同様の通信環境になっています。 

・気仙沼ケーブルネットワーク（Ｋ－ＮＥＴ） 

       ： 津波による局社倒壊等により、復興にかなりの時間を要す

るとのことです。また、利用料については、サービスを停止

しているので、口座の引き落としはないとのことです。詳し

くは別紙チラシをご覧願います。 

 

【医療機関（３月２４日午後 5 時現在）】 
・市立病院： 引き続き、救急及び一部の外来診療体制ですが、薬の処方

を行っています。市立病院がかかりつけ医でない方は、受診

後に処方します。詳しくは、別紙チラシをご覧ください。 

〔外来処方箋整理券発行開始〕 午前８時から 

〔受付時間〕 午前８時３０分から１１時まで 

・市立本吉病院： 一部の業務を除き、通常どおり受診を受付しています。 

※ 上記以外で、受診できる医療機関の情報については、場内に掲示した

チラシをご覧ください。 

   ※ 各医療機関のうち、電話局番 23･24・27 局（アナログ回線）、22 局（ア

ナログ回線）の一部の病院等は通話可能です。 

 

【交通情報等】 
・道路、ＪＲ、バス、緊急輸送船に関する情報については、別紙チラシ

をご覧ください。 

    市内病院巡回バス（ケー・ウエーブ～一本杉）を運行しています。仙

台までのバス、一関までのバスを含め、チラシをご覧ください。 

    また、大島と結ぶ緊急輸送船は、３便往復運航します。（運賃は片道 300

円） 

 

【医療救護所の開設について】 
    ・ 避難所等で生活する方々の健康チェックをするため、各地区の避難所

に医師、看護師で構成する医療救護所を開設しています。詳しくは避難

所内に掲示してあるチラシをご覧ください。 

 

【教育・保育施設・福祉関係】 
(1) 市立幼稚園、小・中学校、保育所・児童館は、当分の間、休校・休園

します。再開時期などは、今後の情報をお待ちください。 

(2) 本日も市立幼稚園の卒業式と修了式が予定されています。詳細は施設

内に掲示されたチラシをご覧ください。 

(3) 各小・中学校の入学式と始業式の日時などについては未定ですが、４
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月上旬ごろに改めてお知らせします。 

(4) 南気仙沼小学校の教職員は、九条小学校を拠点に活動しています。 

(5) 津波被害を受けた私立葦の芽星谷幼稚園の終業式と卒園式は、29 日

午前 10 時から面瀬中学校多目的ホールで行われます。 

(6) 私立愛耕幼稚園は当分の間休園，私立南気仙沼幼児園は閉園するとの

ことです。 

(7) 平成２３年度障害者社会参加促進助成券（タクシー券・燃料券）の交

付は、当分の間、延期します。準備が出来次第お知らせします。 

  ※ 宮城県教育委員会からのお知らせ 

   (1) 公立高校の第 2次募集は、出願期間を 3月 28 日（月）から 4月 4

日（月）午前 11 時まで、学力検査等を 4月 5日（火）に実施します。 

 

【社会教育施設】 
・ 下記の施設は津波の被害を受けたことや避難施設等となっているため、

当分の間、利用できません。 

     ・ 気仙沼中央公民館、鹿折公民館、松岩公民館、新月公民館、、階

上公民館、面瀬地域ふれあいセンター、大島公民館、唐桑公民館、

中井公民館、小原木公民館、本吉公民館、小泉公民館、大谷公民

館 

     ・ 気仙沼図書館、同唐桑分館、本吉図書館 

     ・ 気仙沼市総合体育館（ケー・ウエーブ）、本吉総合体育館、唐桑

体育館 

     ・ 気仙沼市民会館、青少年育成支援センター、はまなすホール、

市営テニスコート、市営野球場 

 

【ごみ・し尿】 
・ ごみ収集は，収集車が進入可能な避難所を巡回収集しています。 

・ 処理施設の電力が復旧し焼却業務が可能な状態となりましたので、

一般家庭の可燃ごみ収集を次のとおり行います。 

  また，クリーン・ヒル・センターへの持ち込みごみ（可燃ごみに限

る。）及びペットの火葬も受付します。 

  ・３月２５日（金） 火曜日・金曜日が収集日に当たる集積所 

  ・３月２６日（土） 月曜日・木曜日が収集日に当たる集積所 

  ・３月２８日（月） 以後，通常どおり指定日収集（週２回）を

行います（ただし，大島地区はカーフェリ

ーが運休中なので，今しばらくお待ち願い

ます）。 

・クリーン・ヒル・センター受付時間 

９：００～１２：００，１３：００～１６：００ 

   なお，災害ごみについては，別途仮置き場を設置いたしますの

で，今しばらくお待ち願います。 

 

・ し尿の汲み取りは，収集委託業者の固定電話が復旧しましたので，

３月 25 日から次の業者へ申し込み願います。 

    ・汲み取り申込先  気仙沼清掃事業協業組合 

℡（２２）８６８８ 
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【金融機関（３月２４日正午現在）】 
・次の金融機関は、休業しています。 

●仙台銀行気仙沼支店・津谷支店 ●北日本銀行気仙沼支店 

●東北銀行南気仙沼支店        ●岩手銀行気仙沼支店 

●七十七銀行気仙沼支店・内脇支店   ●ＪＦ宮城県漁業協同組合気仙沼総合支所 

●気仙沼信用金庫本店・鹿折支店・内の脇支店・南支店・松岩支店 

 

・次の金融機関は、一部営業を行っています。 

● ゆうちょ銀行（郵便局）気仙沼局・唐桑局・階上局・松岩局・津

谷局 

● 仙台銀行中田町支店（登米市中田町） 

● 北日本銀行千厩支店 

● 気仙沼信用金庫津谷支店 

●   〃    駅前支店 

● ＪＡ南三陸農業協同組合気仙沼支店 

●     〃       階上支店 

●     〃       本吉支店 

● ＪＦ宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所 

●    〃       唐桑支所 

●    〃       大谷本吉支所 

● 七十七銀行佐沼支店 

●  東北労働金庫気仙沼支店 ※23 日から 

  （場所：化粧坂３番７号 パークハイツサイチ 

        「連合宮城気仙沼地域協議会」内） 

 

・ 次の金融機関は、仮設営業を行っています。 

● 仙台銀行；移動バス仮設窓口 

        日時：３月 24 日（木）、３月２５日（金） 

午前１０時～午後２時 

        場所：気仙沼商工会議所駐車場 

 

・次の金融機関は、通常営業です。 

● 東北労働金庫千厩支店 

● 岩手銀行千厩支店 

● 七十七銀行登米支店（登米市登米町） 

● 東北銀行千厩支店 

 

※  通帳・キャッシュカードなどを紛失した場合は下記の連絡先にお問い

合わせください。 

     ①七十七銀行 問合せ先：℡0120（771）099 

     ②ゆうちょ銀行 紛失問い合わせセンター：℡0120（794）889 

     ③岩手銀行  お客様相談センター 

：℡0120（064）626(営業窓口、ATM 関係) 

            ダイレクトバンキングセンター 

：℡0120（788）506（通帳・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ関係） 

             ：℡0120（251）789（融資関係） 

 - 6 -



     ④ＪＡ南三陸農業協同組合 

            ＪＡバンク宮城監視センター 

             ：℡022(722)3993（9:00～17:00 ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ関係） 

            ＪＡバンク事故登録センター 

             ：℡0120(913)103（17:00～9:00 ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ関係） 

            ニコスコールセンター東日本 

             ：℡03(5940)1111（ＪＡカード） 

 

【雇用保険に関する業務】 
   ・ ハローワークでは、雇用保険の受給・休業等についての相談窓口を

開設しています。 

      場所：市役所本庁舎１階 市民の部屋 

      時間：午前９時から午後３時まで 

※ 当面の間、土・日曜日・祝日も受け付けします。 

※ 避難所に掲示されている「ハローワークからのお知らせ」をご

覧ください。 

 

【被災された方の運転免許証の取扱いについて】 
 ・ 避難所に掲示されたチラシをご覧ください。 

 

【井戸水の使用について】 
・ 津波により、海水などが入った井戸は、飲料水として使用できませ

ん。また、被害のなかった井戸水でも、目に見えないさまざまな細菌な

どの微生物がいるおそれがあるので、必ず煮沸してからお飲みください。 

 

【市内弁護士から被災者の皆さんへの注意】 
携帯料金や手形不渡りを解決するなどと被災者の皆さんをだます者

が出ています。被害にあわないため、他人にお金を渡すことのないよう

にしてください。なお、次のように弁護士の相談会を行いますので、お

気軽にご相談ください。 

 

【緊急無料法律相談について】 
・ ３月２１日（月）から当分の間、月曜日から金曜日の午前１０時から

午後３時まで、気仙沼商工会議所２階において、小野寺康男弁護士が法

律相談に応じています。料金は無料です。 

・ ３月２２日（火）から、三陸沿岸法律相談センター（気仙沼駅前）が、

午前 10 時から午後 5時まで業務を開始しています。料金は無料で、電

話での相談にも応じます。仙台弁護士会の弁護士が交代で担当します。 

 

【避難所で生活されている方にお願い】 
・ 避難所で生活している方でペットの世話が困難な場合は、ボランティ

アがお預かりします。詳しくは気仙沼保健所（℡２２－６６１５）まで

ご連絡ください。ただし、犬・猫合わせて 20 匹で終了となります。 
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【避難所を運営されている方にお願い】 
・ 聴覚に障害がある方が避難された場合は、下記のことについて、ご協

力をお願いします。 

（１） 給水や食事の配給など、避難所全体にお知らせするときは、太い

マジックペンなどで紙に大きく書いて、貼り出してください。 

（２） 話の内容を正確に伝えるため、筆談をお願いします。 

 

【災害ボランティアの募集について】 
被災された方々を支援するための災害ボランティアを募集しています。

受付は、気仙沼市役所本庁舎玄関ホール（気仙沼市八日町一丁目１－１）

で午前８時から午後５時１５分まで行っています。 

 

【社会保険相談】 
 今回の地震に伴う津波により石巻年金事務所が被災したため、毎週水

曜日に、ワン・テン庁舎で実施していた社会保険相談については、当分

の間、開設できませんので、ご承知ください。 

 

【宮城県議会議員一般選挙延期のお知らせ】 
     平成 23 年 4 月 10 日執行の「宮城県議会議員一般選挙」は、延期と

なりましたのでお知らせします。新たな選挙期日が決まり次第お知らせ

します。 

 

【知事の被災地現況視察について】 
    村井県知事が、本日 25 日気仙沼市内の被害地現況視察を行います。本市

からは菅原市長が同行し、避難所での激励や、経路での被害状況の視察を次

の行程により行います（時間は目安です）。 

 

    ・午前９時 45 分 

                五右衛門ヶ原運動場臨時ヘリポート着陸 

    ・午前 10 時 10 分～同 25 分 

                     唐桑燦さん館避難者激励 

    ・午前 11 時～同 15 分 

                     気仙沼市総合体育館避難者激励 

    ・午前 11 時 25 分～同 35 分 

                     防災センター（地域コミュニティＦＭで市民に激励メッセ

ージ） 

    ・午後 12 時 20 分～同 35 分 

                     小泉中学校避難者激励 

    ・午後 12 時 45 分 

                     小泉小学校ヘリポート発 

 

【地域コミュニティＦＭからの発信について】 
 気仙沼に地域コミュニティＦＭが開局しました。名称を“けせんぬまさい

がいエフエム”として、「各避難所の皆様へのお知らせ」を中心に、地域の

情報をお伝えしています。周波数は次のとおりですのでお聞きください。 
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 なお、本日（25 日）午前 11 時 25 分ごろから、村井県知事から市民の皆

さんに対して激励のメッセージをお送りする予定です。 

・周  波  数：７７．５ＭＨｚ 

 

【市役所の業務】 
 市役所では、一部の業務のみ取り扱っています。取扱内容など、詳し

くは、本庁舎玄関ホールの職員におたずねください。 

以下の業務については，午前８時３０分から午後５時１５分まで行っ

ております。 

（１） 市県民税申告の提出期限（３月１５日）を、当分の間延期します。

申告書は、市税務課（本庁舎１階のみ）と本吉総合支所で、随時お

預かりします。 

（２） り災証明書を発行するための手続きを市税務課（本庁舎１階のみ）

と唐桑及び本吉の両総合支所で、受け付けしています。即時の発行

はできませんので、ご了承ください。（※納税相談は随時受付してい

ます） 

（３） 市民課では、3月 22 日から業務の一部を再開しています。開始し

た業務は次のとおりです。 

    ①転入・転出・転居（一時滞在を除く）届の受理 

    ②住民票の発行 

なお、死亡届など戸籍に関する届出は、今までどおり唐桑・本吉

総合支所においても受付します。 

 

≪気仙沼市からのお願い・お知らせ≫ 
 

【仮設住宅について】 
本日発表された「宮城県応急仮設住宅第１次着工予定」で、本市の分と

して、気仙沼公園又は気仙沼中学校校庭に 100 戸の仮設住宅が建設される

ことになり、3月 28 日から工事が着工される予定です。入居募集などにつ

いては、具体的になり次第、お知らせします。 

 

【ガソリン等について】 
    ガソリン等については、３月２３日（水）から一部のガソリンスタンド

等で一般の方々への販売を始めています。午前８時から午後３時までが販

売時間となっておりますが、給油の量に制限があり、かつ、売り切れとな

る場合があるとのことですのでご了承願います。 

 

【食料・物資について】 
  政府や県に要請している食料や物資は、不十分な量ではありますが、全

国各地から届いた心あたたまる義援品とあわせ、各避難場所へ配送してい

ます。今後も引き続き、政府や県に要請することにしています。 

 

【市ホームページについて】 
  市ホームページと携帯サイトが復旧しました。災害情報を中心に掲載し

ていますので、ご利用ください。 



(単位：人) (単位：人)

地区名 場　　　所 避難者数 地区名 場　　　所 避難者数

1 旭が丘学園 110 57 階上中学校 1,200

2 三日町キングスタウン 40 58 海蔵寺 100

3 気仙沼小学校校舎 370 59 くるみ会館（旧最知保育所） 50

4 気仙沼中学校体育館 650 60 岩月星谷キングスガーデン 100

5 ホテル望洋 150 61 階上出張所 15

6 九条小学校 50 62 むらでん面瀬 40

7 九条４区自治会館 32 63 森前林自治会館 30

8 条南中学校 70 64 長磯高自治会館 30

9 市民会館 550 65 岩井崎高台 60

10 河原田１区自治会館 50 66 大島小学校 200

11 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか１箇所 600 67 大島・丸沖事務所 35

12 白石電気 19 68 大島開発総合総合センター 87

13 プラザホテル 20 69 本吉公民館 200

14 第２保育所 50 70 松ヶ沢コミュニティーセンター 50

15 太田２区自治会館 78 71 松尾コミュニティーセンター 250

16 青龍寺 40 72 松岡タウンセンター 210

17 紫会館 130 73 津谷館岡コミュニテーセンター 70

18 大友病院 30 74 登米沢多目的集会場 20

19 市役所ワンテン庁舎 276 75 林の沢振興会館 100

20 本庁舎（本庁・第２庁舎・旧福祉事務所） 200 76 大沢（熊谷牛乳） 105

21 介護老人保健施設リンデンバウムの杜 240 77 本吉・寺谷コミュニティーセンター 110

22 新月中学校体育館 79 78 大谷公民館 180

23 特別養護老人ホーム恵潮苑 150 79 仙扇寺 280

24 すこやか（健康管理センター） 30 80 須賀神社 40

25 防災センター 553 81 清涼院 400

26 総合体育館 1,000 82 小泉中学校 530

27 松岩公民館 343 83 小泉はまなすの丘 200

28 松岩小学校 91 84 高（阿部正人ビニールハウス） 10

29 石兜保育所 49 85 浜多目的集会所 250

30 水梨コミュニティーセンター 30 86 唐桑・さんさん館 78

31 夢の森 50 87 第1高松園 42

32 ひまわり（知的障害者授産施設） 15 88 唐桑公民館・体育館 78

33 松岩八幡神社 60 89 唐桑中学校 30

34 特別養護老人ホーム恵風荘 130 90 唐桑小学校 53

35 上沢３区自治会館(岩月） 30 91 鮪立老人憩いの家 112

36 面瀬中学校 350 92 早馬館 2

37 岩月保育所 100 93 土筆の里 8

38 新浜町１－９－１７　熊谷辰子宅 20 94 越路集会所 23

39 栄町２－１　菅野勝衛宅 80 95 中井小学校 0

40 栄町１０６　後藤泰寿（カネコメ）宅 40 96 中井公民館 61

41 新浜町１丁目９－３６　吉田正浩宅 223 97 崎浜会館 12

42 高橋建具（陣山）、小山宗自宅 32 98 唐桑・館老人憩いの家 56

43 興福寺 100 99 小原木中学校 213

44 浄念寺 120 100 県外 盛岡市新庄浄水場 7

45 東陵高校 150 合計 15,050

46 鹿折中学校体育館 500

47 鹿折県営住宅 240

48 忍ぶ沢避難所（浪板48） 70

49 東中才会館 40

50 西中才会館 13

51 光が丘保養園 340

52 浦島小学校 80

53 大浦７７－１　小野寺市郎宅 80

54 大浦１０５－２　小野寺正一郎 30

55 大浦２３７－１　小野寺賢三宅 30

56 鶴ヶ浦高台ほか 320

唐桑

鹿折

気仙沼

新月

松岩

面瀬

避難所状況（平成23年3月24日午後１0時現在)

階上

大島

本吉



このチラシは、当分の間掲示してください

気仙沼ケ■プルネットワァクからのお詫びとお知らせ

K二 NE丁 をご利用の皆様ヘ

この度の震災により弊社K■ NETは 、局舎の倒壊と

主要幹線を失う甚大な被害を受けました。復興に向けて

努力していますが、かなりの時間を必要とします。 ‐

大変恐縮ではございますが、テレビをご利用の皆様に

は下時的に外付けまたは既設のアンテナに戻し、テレビ

の再調整をしていただくようにお願いいたします:ま た、

インターネットも使用不能となっております:

なお、利用料に関しましては、サービスを停
:止

してお

りますので:口 座の引き落しはありません。ご不便をお

かけいたしますが、何卒よろし<お願い申し上げます。

連絡先については、現在、電話の移設を申請中ですの

で:設 置次第お知らせいたします。

平成 23年 3月 25日

K一 NE丁  気仙沼ケ■ブルネットワーク株式会社



気仙沼市立病院各診療科体制一覧 

平成２３年３月２５日（金） 受  付 ８：００～１１：００まで 

        診療開始 ９：００～ 

 救急診療のみ 一般診療 
薬（当院かかりつけ・

他院かかりつけ） 

内  科 ○ × ○ 

呼吸器科 ○ ○ ○ 

循環器科 ○ ○ ○ 

小 児 科 ○ ○ ○ 

外  科 ○ ○ ○ 

脳 外 科 ○ × ○ 

整形外科 ○ 
× 

リウマチ○ 
○ 

産婦人科 ○ 
産 科 ○ 

婦人科 × 
○ 

眼  科 ○ ○ ○ 

耳 鼻 科 ○ ○ ○ 

泌尿器科 ○ × ○ 

皮 膚 科 ○ ○ ○ 

歯  科 ○ ○ ○ 

  放射線治療は、再開分のみ可。新規は未定。 

※ 毎日更新しますので、注意してください。 



（３月２４日午後５時調べ）道 路 情 報
３月２５日（金）配布

【高速道路・国道】

・ は、一部通行止めです （鳴瀬奥松島ＩＣ～登米東和三陸縦貫自動車道 。

ＩＣ間※緊急車両のみ通行可）

・ は、全線通行可能です。東北縦貫自動車道

・ は、気仙沼から小泉まで通行可能です。国道４５号上り

（小泉大橋、二十一浜橋、歌津大橋は落橋）

※夜間交通規制 大谷から野々下までの間

３月２３日（水）から当分の間 午後８時から翌日午前６時まで

瓦礫撤去のため片側交互通行

は、気仙沼から陸前高田市気仙町まで通行可能です。国道４５号下り

（気仙大橋は落橋）

は気仙沼・一関間が通行可能です。・ 国道２８４号

は本吉・松島間が通行可能です。・ 国道３４６号

宮城県内 は全線が通行可能です。・ 国道４号、４７号、４８号、２８６号

【 】県道

・ 市内の は、 はおおむね通行可能です。県道 津波浸水箇所以外

・ は、気仙沼唐桑線の魚町望洋入口から浪板橋間及び気仙津波浸水箇所

沼陸前高田線の鹿折新浜町地内を除き通行可能な状態となっています。

・ 通行可能となった区間でも瓦礫などで狭い箇所や満潮時などの冠水によ

り通行不能となる箇所があります。

【 】市道

・ 市内の は、 はおおむね通行可能です。市道 津波浸水箇所以外

・ については、幹線市道等を中心に瓦礫等の撤去作業などが津波浸水箇所

行われ、一部通行可能な状態となっています。

・ 通行可能となった区間でも瓦礫などで狭い箇所や満潮時などの冠水によ

り通行不能となる箇所があります。

※ 県道、市道とも、引き続き瓦礫等の撤去や冠水対策の盛土などが

行われています。作業車両の通行確保に御協力をお願いします。



華爾
‐   3月 25日(金)配布

・バス(3月2411午後2時現在)    ● |  ‐ |
・市内病院巡回バス(ケ■|ウ主■プ～

=宋彩間メ:を運行し
ており‐事す|■細il,lⅢテラシを=責くだきぃ:

‐  1 市内循環バスIさt当分の間運行を行いません6   :
・株式会社ミヤコ■ィヾス運行の路線バスはt運休しています。

i 気Ⅲ=市´ヽうの公■卒通情報にっいては別紙をご覧くださ|
い。|11:||   |.|

・緊急輸送船(3月125'自あ時亥J表):‐  ■.:  ・   | |
・.魚 町と大島を結ぶ定期の小型旅蓉船が運航します。1運航

1  時間は次のとおりですが、内湾の状況や人数により変更に
'な

る可能性があります。

〔出発場所:口時刻の目安〕‐  1 1

運賃 片道 300円

浦の浜発 魚町 (内湾)発

５

５

５

１

　
１

　
１

９

１

４

１

　

１

０

０

０

０

０

０

０

２

５

１

　

１

　

１



気仙沼市からの公共交通情報(3月24日現在)

⑫盛岡～新青森
」R東北新幹線運行中

①盛岡～秋田
JR秋田新幹線及び
田沢湖線運行中 ⑭室根ん盛岡

速バス運行中
⑩仙台～秋田

速バス運行中

⑤一関ん盛岡
」R東北本線(在

運行中
②気仙沼～一
特急バス運行中
注)」R大船渡線は不通です

⑨仙台～湯沢
高速バス運行中

⑦仙台～山形
高速バス運行中
注)」R仙山線は不通です

③仙台～米沢
高速バス運行中

～会津
高速バス運行

上越新幹線は通常

※東北新幹線は東京～那須塩原・盛岡～
上越新幹線は通常運転です。

①気仙沼～仙台
高速バス運行中
注)」R気仙沼線は不通です

⑥仙台～福島
高速バス運行中
注)」R東北新幹線および

」R東北本線(在来線)は不通です

～郡山

高速バス運行中

注)」R東北新幹線および

JR東 北本線(在来線)は不通です

①郡山ん那須塩原
高速バス運行中

注)」R東北新幹線は不通です

～那須塩原
」R東北新幹線運行中

③仙台～二関
高速バス運行中
注)JR東北本線は

仙台～新潟
高速バス通常運行

④仙台γ東京
高速バス運行中
注)」R東北新幹線は

那須塩原以北が不

会津若松

のみの運転、



時 刻 表 (3月 24日 現在)

① 気仙沼～仙台間 (高速バス) 運行 :ミヤコーバス

気仙沼 (ケーウエーブ)発 仙台 (県庁市役所前)発

9130(仙 台着12:15) 15: lo:α 記イ山,召着17:55)

② 気仙沼 ～―関間 (特急バス) 運行 :岩手県交通

気仙沼 (気仙沼駅前) 発 一関 (一関駅前)発 千厩 (刊助 スヾターミカレ)始 発

6:45 (「 一関着 8:00)

9:30(― 関着10:45)

可0130(一 関着11:45)

15100(二 関着16:15)

16 : 3 0 (千 胴顧看17:03)

8:oO (気 イ山,召是睾9:15)

9100(気 仙沼着10115)

13:30(気 仙沼着14:45)

15:00(気 仙沼着16:15)

05(気 仙沼着6:40)

③ 仙台 ～一開間 (高速バス) 運行 :東日本急行

④ イ山台
1)仙台

～ 東京間 (高速バス)
～新宿0/28まで)

運行:オリオンバス
(丁EL022-292-6022)

2)仙台 ～ 東京

運行 :東北急行

(丁EL022‐262-7031)

3)仙台 ～ 新宿

運行 :」Rバス東北

⊂EL022・256-6646)

⑤ 一関 ん盛岡間 (JR東北本線)通常運行 注)この区間の東北新幹線は運休中です。

⑥ 仙台 ～福島間 (高速バス)運行:宮城交通、JRバス東北、福島交通 仙台発19便運行

⑦ 仙台 ～山形間 (高速バス)運行:宮城交通 7:∞～20:30の間運行 注)JR仙山線は運休中です

③ 仙台 γ米沢間 (高速バス)運行:」Rバス東北 仙台発 16:20 20:∞

⑨ 仙台 ～湯沢間 (高速バス)運行:」Rバス東北 仙台発 15130

⑩ 仙台～秋田間 (高速バス)運行:宮城交通・JRバス東北二秋田中央交通
´
仙台発 6便運行

∩ 盛岡 ～秋田間 (3R秋田新幹線、田沢湖線)秋 田新幹線は盛岡発5便運行

∪ 盛岡 ～青森間 (」R東北新幹線)盛岡発10便運行 IGRいわて銀澱関直"青し靖鉄道も運行しています

⑬ 仙台 ～会津若松間 (高速バス)運行 :」Rバス東北 仙台発 13:∞ 19:∞

⑭ 室根 ～盛岡間 (高速バス)運行:岩手県交通 室根支所前発 6:30 8:30

⑮ 仙台 ～郡山間 (高速バス)運行:宮城交通 JRバス東北、福島交通 仙台発11便運行 |

⑩ 郡山 ～ 月「須塩原 (高速バ不)運行 :福島交通 郡山発 7傾揮行

⑪ 那須塩原 ～ 東京 (JR東北新幹線)那須塩原発1時間に2本程度運行 」R宇都宮線も運行しています

○そのほか県内では以下の路線で高速バスの運行を行つております。

運行 :ミヤコーr軟

・仙台 ～ 大衡間 ・仙台 ～ 蔵王町間 ・仙台 ～ 佐沼間 ・仙台 ～ 石巻間 ・仙台 ～ 鳴子間

・仙台 ～ 古川間 口仙台 ～ カロ美間 ・仙台 ～ 栗駒間

運行 :東日本急行
日仙台 ～ 金成間 ・仙台 ～ 佐沼間 ・仙台 ～ 一迫間 口仙台 γ とよま間

運行 :」Rバス東北

・仙台 ～ 古川間

仙台 (さくら野前)発



3 月 22 日掲示のチラシと入れ替えて、掲示してください。 

 

緊急無料法律相談 
 

緊急無料法律相談を行っています。料金は無料で、小野

寺康男弁護士が担当します。 

■日時／３月 21 日（月）から 午前 10 時から午後３時まで 

■場所／気仙沼商工会議所２階 

■問合せ先／０２２６（２２）４６００（気仙沼商工会議所内） 

 

また、三陸沿岸法律相談センターが業務を開始していま

す。料金は無料で、仙台弁護士会の地元弁護士が交代で担

当します。電話での相談も受け付けます。 

■日時／３月 22 日（火）から 午前 10 時から午後５時まで 

■場所／三陸沿岸法律相談センター（気仙沼駅前） 

■相談・問合せ先／三陸沿岸法律相談センター 

℡０２２６（２２）８２２２ 

 

 

法律問題は、落ち着いてから解決できます。 

「携帯料金や手形不渡りを解決してあげるから、１万円出

してください」などと、被災者の皆さんをだます者が出ていま

す。他人に一円たりとも渡さないでください。 

 



このチラシは当分の間掲示願います。

義援金"寄 付金の受付について

気仙沼市では,東 北関東大震災に係る義援金,寄 付金の受付窓口を下記のとおり設置しました。

皆様の温かい善意とご協力をお願いいたします。

※義援金と寄付金では使途が異なりますのでご注意ください。

剖醤義機雲翻:
被災者に対する生活支援として活用させていただきます。

(1)銀 行振込の場合

金融機関名 預金種別 口座番号 口座名義

七十七銀行気仙沼支店 普通預金 5477948 気仙沼市災害対策本部

※手数料の免除
七十七銀行各店窓口及び全国の地方銀行の窓口での振込については,手 数料が免除されます。

なお,ATM,イ ンターネットでめ振込 ・振替の場合には,手 数料がかかりますのでご注意く

ださい。

(2)現 金受領の場合
気仙沼市社会福祉事務所 (気仙沼市役所3階 ) 

 `    .

鱚 鎌
市内の災害復旧及び復興事業に活用させていただきます。

(1)銀 行振込の場合

金融機関名 預金種別 口座番号 日座名義

七十七銀行気仙沼支店 普通預金 0000027 気仙沼市会計管理者

‐※振込手数料の免除はありません。

(2)現 金受領の場合

気仙沼市社会福祉事務所 (気仙沼市役所 3階 )

]翼1穏漣輩脳1劃革婆珊
所得税法第 78条 第 2項第 1号の規定に基づく寄付金控除 (2千 円を超える分について),地

方税法第 37条 の2第 1項第 1号及び第314条 の7第 1項 第 1号の規定に基づく寄付金控除
(5千 円を超える分にっいて),法 人税法第37条 第 3項第 1号の規定に基づく損金として扱わ

れます。

なお,銀 行振込により,義 援金又は寄付金取扱口座へ送金いただいた場合は,控 えとしてお手

元に残る振込金受取書 (受領書).の原本にこのホームページの写しを添付し,損 金及び寄付金控

除等を受けるための受領書 (証明書)に かえることができますが,受 領書をご希望の方は:メ ー

ル,FAX,電 話でお申出ください6

担当 〒988-8501

宮城県気仙沼市八 日町―丁 目1番 1号

気仙沼市社会福祉事務所
TEL 0226-22-6600(内 )285
FAX  0226-24-5515

e―mail  fukushi(⊇city.kesennuma.lg.jp



【 気仙沼海事事務所からのお知らせ 】

大地震 "大津波の影響により、朝日町 0国の

合同庁舎にある気仙沼海事事務所は一時閉鎖
しております。恐れ入 りますが、各種海事行
政については、東北運輸局の次の連絡先にお
問い合わせ下さい。        |

東北運輸局気仙沼海事事務所長

船員の雇用保険受給、漁臨法による手当受給(等 の

船員職業安定業務

東北運輸局 海事振興部 船員労政課 ヽ

電言舌022…791‐7525

船員手帳、海技免状、航行報告等

東北運輸局 海上安全環境部

船員労働環境 ・海技資格課  電話 022…791‐7524

旅客船、造船業、港湾運送事業等

東北運輸局 海事振興部 海事産業課

電言舌022‐791‐7512

20ト ン以上の船舶の、検査、船舶登録等

東北運輸局 :海上安全環境部 船舶安全環境課

電言舌022‐791‐7516

その他どの課が取 り扱 うか上記だけではわからない

場合 (海事行政につぃてに限ります)

東北運輸局 総務部 総務課 電話 022‐791-7504

このチラシは当分の間掲示願います

大地震 ・大津波の影響により、朝日町 ・国の

合同庁舎にある気仙沼海事事務所は■時閉鎖

しております。恐れ入 りますが、関係海事産

業の皆さまは、以下の連絡先に、人的、物的

被害の状況をお知らせ頂ければ幸いです。

東北運輸局気仙沼海事事務所長

旅客船く貨物船等運航事業者の皆様

造船業、造船関連工業の皆様

港湾運送事業者の皆様

東北運輸局海事振興部海事産業課

電言舌022‐791・7512

営業倉庫業、冷蔵倉庫業の皆様

東北運輸局交通環境部物流課

電言舌022‐791‐7508

その他どこに連絡して良いかわからない海運 ・海事

産業の皆様

東北運輸局総務部総務課

電i葬1022・791‐7504

′１

　

／
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