
3月21日 (月)配布

■今回の地震の概要
口名称:東北関東大震災 〔発生〕3月 11日 (金)14:46頃
・震源:北緯38度  東経142.9度  深さ8 km
ロマグニチュード :9.0(3/13:気 象庁修正)

■被害の状況(3月 20日 午後 6時 現在)
・死者数 :473人  行方不明者数 :627人

※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。

・気仙沼地域 :新 城小、自山小、階上小、面瀬小、大島公民館

・唐桑地域 :唐桑体育館
もとよし      もとよしひびき

日本吉地域 :本吉 響 高校
田市内避難所数:市内105カ 所 (一覧は別紙をご覧ください)
・避難者数117, 135人

・火災の状況:大 島山林 '大浦山林は鎮火、内の脇 ・鹿折は鎮圧

■安否確認(3月 21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施設で行つています。
また、「気仙沼市内避難者名簿 (50音順)」を作成しましたので、昨

日から、①～⑤の施設のほか、⑥大島出張所、⑦気仙沼中学校、③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ワンロテン庁舎 :ノ 日ヽ町一丁目

②広域防災センター :赤岩五駄鱈

③ケーロウエーブ:赤岩牧沢

④唐桑総合支所 :唐桑町馬場

⑤本吉総合支所 :本吉町津谷舘岡

⑥大島出張所 :廻 舘

⑦気仙沼中学校 :笹が陣

③鹿折中学校 :大峠山

⑨階上中学校 :長磯中原
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【ライフライン復旧の見通し (3月 20日 午後 5時 現在)】

・電気:東 北電力において、松岩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。

【18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t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t化 粧坂、神山の各一部

・新月中学校、松岩公民館、N丁 丁東日本気仙沼など

・ 東 新 城一丁目、古町二丁目 ・四丁目、赤岩泥の木、

松崎萱、九条の各二部
・」R東 日本気仙沼駅、気仙沼郵便局など

【19日 に通電した施設 ・区域】
,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

・水道 :【19日 までに給水開始した地域】

市立病院を中心に田中一区の二部、古町、福美 町、滝

の入、三日町などの一部

内松り||、表松り||、東 新 城 の一部

九条 1区、田谷 ・神山 ・石 兜 の一部  |

田谷、神山、田中前 1区 ・2区 、田中2区 ・4区 の一部

平貝、三峰の一部

【20日 に給水開始した地域】

赤岩、後 沢2区 の一部

・唐桑 ・本吉浄水場 :回復に長期を要する見通し

※給水中劇印器飼踊ヨ=よる絢爬鋼日捌ほどを中Ы瑚刷していま九

・気仙沼地域 :市民会館前公園、気仙沼中、ケー・ウエーブ、階上中、

階上支所、面瀬中、浦島小 ほか

・唐桑地域  :唐 桑中、舘老人憩いの家 ほか     '
日本吉地域  :本 吉総合支所 本吉公民館 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tいずれの場所も「未定」とな
|ります。      

′

・ガス :市ガスの復旧は未定です。
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・固定電話 :(1)局 番 23・24局 は全て通話可能 ‐

(2)局 番 22・29・34:55局 (アナログ回線のみ)通 話可能
(3)局 番 25局 は光電話のみ通話可能

※N丁 丁東日本が、市総合体育館 「ケT・ ウエ下ブ」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 : NT丁 ドコモは別紙をご覧 ください。

auは 、津波発生前と同様の通信環境にな りま した。

【交通情報等】
口道 路 (3月 20日 午 後 2時 現在 )(東日本高速道路株式会社発表)

・ 三陸縦貫自動車道は、一部通行止めです。(利府 」C丁 ～登米東和 |

C間 ※緊急車両のみ通行可

・ 国道 45号 は気仙沼から小泉まで通行可能です。

(小泉大橋、二十一浜橋、歌津大橋は落橋)

・ 国道 284号 は気仙沼 '一 関間が通行可能です。
・ 宮城県内国道 4号 、47号 、48号 、286号 は全線が通行可能です。

・」R(3月 20日 午後 4時 現在 )(JR東日本ホームページ)

, 大船渡線 :気仙沼線は、上下線で終日運休。

`東 北本線は 「一関～盛岡間」のみ、3月 20日に再開しています。

・ 東北新幹線は 「東京駅～那須塩原駅」間のみ運行しています。
・ 上越新幹線全区間は、3月 14日 に再開しています。

・バス(3月 20日 午後 4時 現在 )
・ 3月 18日 (金)か ら、」R線 の不通や一般自動車の高速道路通行の

規制に伴い、仙台 ・気仙沼間高速バスを運行しています。詳しくは、施

設内に掲示されているチラシをご覧ください。
・ 特急気仙沼線 (気仙沼～一関間)が 3月 20日 (日)か ら運行を開始

.   しました。詳細は別紙チラシをご覧ください。
いつぼんすぎ

「 市内病院巡回バス (ケー ・ウェニブ～一本杉間)を 、3月 21日 (月)

から運行 します。詳細は別紙チラシをご覧 ください。
・ 市内循環バスは、当分の間運行を行いません。
・ 株式会社 ミヤコーバス運行の路線バスは、運体 しています。
(報道情報)

・東日本急行バスは、一 関 ・仙台間のバスを1日 4往 復運行 しています。
(一関発 8:00、 11:00、 16:00、 18:00)

・高速バス(3月 20日 午後 5時 現在)(報道情わ
。 下記の区間で運行しています。(※一部バス停名で表示)

仙台⇔ 東京              i

仙台⇔ 新宿区 ・板橋区

仙台⇔ 新潟市 ・山形市 ・寒河江市 ・新庄市 ・米沢

仙台⇔ 栗原市 ・I鉢市 リエ市 ,加美町・メ礁耐 ・蔵王町
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・緊急輸送船(3月 21日の時刻表)
・ 魚町と大島を結ぶ輸送船が運行 します。 3月 21日 は次のとおりです

が、内湾の状況や人数により運行を判断 します。なお、雨天の場合は欠

航 とな ります。

〔出発場所 ・時刻の目安〕

浦の浜 :おおむね 午前 9時 15分 魚町 (内湾):お おむね 午前 10時

浦の浜 :おおむね 午後 1時 45分 魚町 (内湾):お おむね 午後 2時 30分

【医療機関(3月 20日 午後 5時 現在)】
・市立病院 : 平日は、引き続き救急対応のみの体制ですが、薬の処方を

開始しています。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。

〔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、受診受付を開始した医療機関は、次のとおりですが、診療時
間などIまそれぞれ異なります。

※診療受付については、各医療機関にお問い合わせください。(以下 50音順)

●猪苗代病院 (気仙沼小学校に避難している同病院の入院患者を中心に

診察)(■L(22)7180)

●うちクリニック (■L(23)0087) ●大島医院 (■L(28)2603)

●大友病院 (■L(22)6868) ●おだか医院 (■L(22)3210)

●小野医院 (■L(32)3128) ●小野寺医院 (■L(23)9890)

●小林直樹眼科医院 (■L(23)5855)●斎藤外科クリニック(■L(22)7260)

●三条小児科 (■L(23)0088)● 鈴木医院 (■L(27)2315)

●中原クリニック (■L(23)1028) ●三峰病院 (■L(22)6686)

●森田医院 (■L(22)6633)

●金澤歯科 (電話故障のため気仙沼歯科医師会■L(24)6060にご連絡願
います)(救 急対応のみ)

※各医療機関のうち、電話局番 22局 (アナログ回線のみ)と23日24局 (全て復
旧)の病院等は通話可能です。

21日 (月)診 療を行う医療機関は次のとおりです。
●市立病院 (■L(22)7100)  救急対応のみ

●市立本吉病院 (■L(42)2621)通 常どおり (一部の業務を除 く)

●大友病院 (■L(22)6868)  午前中のみ

●小野寺医院 (■L(23)9890) 9:00～ 11:45,13:30～15:30

●鈴木医院 (■L(27)2315)  9:00～ 11:00    
‐

●森田医院 (■L(22)6633)  10:00～ 14:00

●金澤歯科 (電話の故障のため気仙沼歯科医師会■L(24)6060にご連

絡願います)       10:00～ 15:00
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【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 21日 (月)か ら開設 します。

別紙チラシをご覧 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)小原木中学校を除く各小 ・中学校は、卒業式と終了式を22日～26日

の間に行います。
(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

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)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。
(6)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 立高校の一般入試合格発表は、3月 23日 (水)午 後3時 に行い

ます。なお、気仙沼向洋高校の発表は、階上中学校で行います。
(2)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、ノ] 原ヽ木公民館、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 ・ウエープ)、本吉総合体育館、唐桑

体育館
・ 気仙沼市民会館t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、市営球場

【ごみ・し尿】  、｀
・ ごみ収集は、収集車が進入可能で、要請があうた避難所のみ行つてい
ます。処理施設が停電のため、一般家庭の排出ごみは、当分の間収集で

きませんので、集積所には出さないようにして ください。
・ U剰 出里よ 収集車が進入可能で、要請があつた避難所のみ行うています。
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【金融機関(3月20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

●岩手銀行気仙沼支店

●東北銀行南気仙沼支店

●七十七銀行気仙沼支店

●北日本銀行気仙沼支店

●東北労働金庫気仙沼支店

●」F宮城県漁業協同組合気仙沼総合支所

●七十七銀行内脇支店

※七十七銀行は、気仙沼支店と内の脇支店合同で、21日 (月)、三日町
(旧商工会議所)に臨時窓口を開設する予定です。なお、引き落とし限度

額は 10万 円です。

・次の金融機関は、一部営業を行つています。

● ゆうちよ銀行 (郵便局)気 仙沼局

※唐桑局 ・階上局 ・松岩局 ・津谷局は 22日 (火)か ら

● 仙台銀行中田支店 (登米市中田町)

● Jヒ日本銀行千厩支店

● 気仙沼信用金庫津谷支店

●   〃    駅前支店

● 」A南 三陸農業協同組合気仙沼支店

●    〃      階上支店

●    〃      本吉支店

● 」F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 ※22日 (火)か ら
・次の金融機関は、通常営薬です。

● 東北労働金庫千厩支店

● 岩手銀行千厩支店

※ 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 :■L0120(771)099

②ゆうちょ銀行 紛失問い合わせセンター :■L0120(794)889

【雇用保険に関する業務(3月 20日午後 3時現在】
・ 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3

月 20日 (日)か ら開設 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、土日祝 日受け付けします。

【船舶・港湾関係に関する業務(3月18日午後4時現在)】
・ 東北運輸局気仙沼海事事務所は、地震 ・津波の影響によリー時閉鎖し

ております。関係海事産業の方は、人的 ・物的被害の状況を下記の連

絡先にお知らせ願います。

●

●
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〔旅客船等運航事業者 口造船業 口港湾運送業の方〕

海事振興部海事産業課■L022-791-7512

〔営業倉庫業 ・冷蔵倉庫業の方〕

交通環境部物流課■L022-791-7508

〔上記以外の方〕

総務部総務課■L022-791-7504

【被災された方の運転免許証の取扱いについて】
・ 別紙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、被害のなかつた井戸水でも、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。

【避難所で生活している方にお願い】
・ 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 (■L22-6615)ま で

ご連絡 ください。ただ し、大 ・猫合わせて 20匹 で終了とな ります。

【避難所を運営する方にお願い】
・ 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。
(■) 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、張り出してください。
(2) 話の内容を正確に伝えるため、筆談をお願いします。

【災害ボランテイアの募集について】

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…丁目1-1)

で、本日も含め午前8時 から午後5時 15分 まで行つています。

【市役所の業務)】

市役所では、一部の業務のみ取り扱つています。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 まで行つ

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)
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≪気仙沼市か らのお願 い≫

※ 災害ボランティアの受け付けは、気仙沼市役所本庁舎玄関ホール (気仙

沼市八日町二丁目1-1)で 行つています。

とから、人命救助等のための緊急車両 (警察 ・消防など)を 優先して給油
しています。ご協力をお願いします。

※ 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、各避難場所今配送してい
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。

‐8‐



避 難 所 状 況 (平成23曇 月20日午後10時現在)
(単位 :人)

地域名: 1場1所| 避難者勤

1

気仙沼

旭が丘学園 110

三日町キングスタウン 40

気仙沼小学校校舎 370

4 気仙沼中学校体育館 650

ホテル望洋 150

九条小学校 50

九条4区 自治会館 50

条南中学校 70

9 市民会館 600

0 河原田1区 自治会館 50

1 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか1箇所 600

白石電気

プラザホテル 20

4 第2保 育所 50

大田2区 自治会館

清龍寺 40

7 紫会館 130

8 大友病院 30

9 市役所ワンテン庁舎
20 本庁舎(本庁・第2庁舎・旧福祉事務所) 200

21

新月

介護老人保健施設リンデンバウムの社 240

新月中学校体育館

特別養護老人ホーム恵潮苑 150

24 すこやか(健康管理センター) 30

25

松岩

防災センター

26 総合体育館 1,300

27 松岩公民館 360

松岩小学校 200

石兜保育所 49

30 水梨コミュニテーセンター 30

目の森 50

ひまわり(知的障害者授産施設) 10

松岩八幡神社 60

34 特別養護老人ホーム恵風荘 130

面瀬

上沢3区 自治会館(岩月) 30

面瀬中学校 400

岩月保育所 150

鹿折

新浜町1-9-17佐 藤信一自宅 20

栄町2-1 菅野勝衛宅 80

40 栄町106後 藤泰寿(カネコメ)宅 40

41 新浜町1丁 目9-36吉 田正浩宅 223

42 高橋建具(陣山)、小山宗自宅 32

43 興福寺 50

44 浄念寺 120

45 東陵高校 200

46 鹿折中学校体育館 500
И
十 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

光が丘保養園 340

52 浦島小学校 80

大浦77-1 」ヽ野寺市郎宅 80

54 大浦105-2月 野ヽ寺正一郎 30

大浦237-1 4ヽ 野寺賢三宅 30

鶴ヶ浦高台ほか 320

地域 1場1所 1避難者勤

階上

階上中学校 1,200

海蔵寺 100

くるみ会館 (旧最知保育所) 50

60 岩月星谷キングスガーデン 100

階上出張所

むらでん面瀬 40

森前林自治会館 30

64 長磯高自治会館 30

岩井崎高台 60

大 島

大島小学校 750

大島・丸沖事務所 30

崎浜美和会館 (長命寺) 40

崎浜保育所 50

70 新王平自治会館 20

大島中学校 200

大島開発総合総合センター 250

本吉

本吉公民館 200

74 除ヶ沢コミュニテイーセンター 50

松尾コミュニテーセンター 250

松岡タウンセンター 210

津谷館岡コミュニテーセンター 70

78 登米沢多目的集会場 20

林の沢振興会館 100

80 大沢 (熊谷牛乳) 105

本吉・寺谷コミュニテーセンター 110

大谷公民館 180

仙扇寺 280

84 須賀神社 40

清涼院 400

86 小泉中学校 530

小泉はまなすの丘 200

88 高(阿部正人ビニールハウス)

浜多目的集会所 250

90

唐桑

唐桑・さんさん館

第1高松園 160

唐桑公民館・体育館 103

唐桑中学校 50

94 唐桑小学校 50

有立老人憩いの家 120

早馬館 43

土筆の里

越路集会所 20

中井小学校

100 中井公民館

101 舞根水山畠山重篤自宅
102 畠山環 自宅

103 崎浜会館 30

104 唐桑・館老人憩いの家 150

105 小原木中学校 230

合  計 17,135
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のチラシは,当 分の間掲示 してください。|  ・

O

特急気仙沼綱
ヨ月20日 (日)

1 運行時刻

から運行

一関行

気仙沼駅前 6:45 10:30 16:30

室根登山入口 7:07 10:52 16:52

千厩バスターミナル 7:18 11:03 17:03

薄衣 7:35 11:20

―関駅前 8:00 11:45

2 運賃    有料

○気仙沼行

―関駅前 9100 15:00

薄衣 9:22 15:22

千厩バスタニミナル 6:05 9:39 15:39

室根登山入口 6:18 9:52 15:52

気仙沼1駅前 6:40 10:15 16:15

※上記の停留所のみ対応
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このチラシは,当 分の間掲示 して ください。

○避難所に医療救護所が開設 されています。

(気仙沼市医師会 口T関 市医師会 菫Dマ ット)

地  区 避 難 所

気 仙 沼 地 区 気仙沼 中学校

気 仙 沼 高 校

松 岩 ・新 月地 区 総 合 体 育 館 (ケ イ ロウ ェー ブ)

松 岩 公 民館

面 瀬 三階 上 地 区 面 瀬 中学 校

階 上 中学 校

鹿 折 地 区 鹿 折 中学 校

大 島地 区 大 島小 学 校

大 島 開 発 セ ンター

本 吉 地 区 本 吉 公 民館

大 谷 公 民館

小 泉 中学 校

唐 桑 地 区 唐 桑 公 民館

中 井 公 民館

小 原 木 中学 校



このチラシは,当 分のヽ間掲示 してください:

避難場所ではニインフル=シ ザや風邪、
嘔吐下痢症の流行が′b配 されています。

③

④

ゴ
攀
ず

・∫
ぶ
浪
＼

【感染予防のための8ケ 条】vol.1.o

～可能な限 り守つていただきたいこと～

①食事は可能な限り加熱したものをとるようにしましょう
②安心して飲める水だけを飲用とし、きれいなコップで

飲みましょう
ご1まんの前、 トイレの後には手を洗いましょう
(水やアルコール手指消毒薬で洗ってください)
おむつは所定の場所に捨てて、よく手を洗いましょう

～症状があるときは～

⑤ 咳が出るときには、周りに飛ばさないようにクチを手でおおい
ましょう (マスクがあるときはマスクをつけてください)

⑥ 熱っぱい、のどが痛いt咳、けが、嘔吐、下痢などがあるとき、
特にまわりに同じような症状が増えているときにはt医 師や
看護師、代表の方に相談してください。

⑦ 熱や咳が出ている人、介護する人はなるべくマスクをしてくだ
さい。

③ 次の症状がある場合には、早めに医療機関での治療が必要かもしれません。
医師や看護師、代表の方に相談してください。
・咳がひどいとき、黄色い痰が多くなっている場合
・息苦しい場合、呼吸が荒い場合
・ぐつたりしている、顔色が悪い場合

※特に子供やお年寄りでは症状が現れにくいことがありますので、まわり
の人から見て何かいつもと様子が違う場合には連絡してください。

東北感染制御ネットワーク,平 成 23年 3月 17日
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