
の皆様へお知 らせ
3月19日(土)配布

■今回の地震の概要

・名称:東北関東大震災 〔発生〕3月 11日 (金)14:45頃
甲震源:北緯38度  東経142.9度  深さ8 km
・マグニチュニド:9.0(3/13:気 象庁修正)

■被害の状況(3月 18日 午後 7時 現在 )
日死者数 :41・6人  行方不明者数 :529人

※遺体の安置所は下記のとおりです。なお、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。

口気仙沼地域 :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

,本吉地域 :本吉響 高校
|

口市内避難所数:市内98カ 所 (二覧は別紙をご覧ください)
・避難者数:19, 654人

・火災の状況:大 島山林、大浦山林は鎮火、内の脇、鹿折は監視中

■安否確認(3月19日午前8時現在)
・ 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、本

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施設に掲示又は閲覧ができるようにいたしま
す。

〔住所〕①ワン・テン庁舎 :ノ 日ヽ町―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
つ や たておか

⑤本吉総合支所 :本吉町津谷舘岡
おおしま

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



【ライフライン復旧の見通し (3月 18日午後 5時現在)】
まついわ

・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:

【17日 までに通電した施設 ・区域】

・ケー ・ウエープ、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

【18日 に通電した施設 :区域】

1・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
まつざきやなぎさわ  ふるまち  けしょうざか  かみやま

・松崎柳 沢、古町、イヒ粧坂、神山の各一部

※被害及び復旧状況については、別紙チラシをご覧 ください。

水道 :・新月浄水場 :市立病院を中心に一部給水中

・舘山浄水場 :

【17日 までに給水開始した地域】

古町、福美 町、滝の入、三日町などの一部

内松り||、表松川、東 新 城 の一部

九条 1区、田谷 ・神山 ・石兜 の一部

【18日 に給水開始した地域】

田谷、神山、田中前 1区 ・2区 、田中2区 ・4区 の一部

・唐桑 ・本吉浄水場 :回復に長期を要する見通し

※給水車や臨時給水栓による給水を避難所などを中心に開始しています。

・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、

面瀬中 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、その

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。

ガス : 市ガスの復旧は未定で|す。

電話 : 固定電話の復旧時期は未定です。(―部使用可能な地もありま

す)

携帯電話 :復旧時期は未定です。
aし は、昨日、市役所に設置していた仮設アンテナ (移動)や 携帯電

話の充電サービスを終了しました。

・ N丁 丁ドコモは、防災センター ・松岩小 ・気仙沼小 ・新月中学校付

近などで、通信 ・通話が可能となつています。
・ N丁 丁東日本がケー ・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。
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【交通情報 (3月 17日 午後9時 現在 )】(仙台河りII国道事務所発表)

・ 三陸縦貫自動車道は、一部通行止めです。(鳴瀬奥松島IC～登米東和|

間 (約45km)のみ緊急車両のみ通行可)

・ 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。

【JR(3月 18日午前4時現在)】(」R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 18日 午後 4時 現 在 )】
・ 3月 18日 (金)か ら、JR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、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、運休 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)

【高速バス運行情報(3月 18日 午後5時 現在 )】(報道情報)
・ 下記の区間で運行しています。(※―部バス停名で表示)

仙台⇔ 東京

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 ・髭鉢市 り崎市・大噺制許 ・力躾町 ・ブ碓沐寸・膚置町

【緊急輸送船(3月19日の時刻表)】
・ 魚町と大島を結ぶ輸送船が運行 します。 3月 19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。

〔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18日 午後 2時 現在)】
・市立病院: 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。

ただ し、 19日 (土)か ら21日 (月)の 3連 体期間の薬

の処方は行いません。

〔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
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日本吉病院 : 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

間などはそれぞれ異なります。(以下、50音順)

※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。

●猪苗代病院 (同病院患者が中心)(■L(22)7180)

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

●大友病院 (TEL(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)

●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)

※各医療機関のうち、電話局番 22E23日24局 (アナログ回線のみ)の病院等は

通話可能です。なお、25局 は一部通話可能となっています。

【教育・保育施設】
(1)市 立幼稚園、小 ・中学校、保育所 ・児童館は、当分の間、休校 ・体園

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 J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。

※ 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 募集の実施日は4月 上旬 とし、日程と内容については決定 し

だい発表 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その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、面瀬地域ら、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 ・ウエープ)、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ニtは まなすホール、

市営テニスコー ト、市営球場
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【ごみ・し尿】   ‐
・ ごみ収集は、収集車が進入可能で、要請があつた避難所のみ行つてい

ます。T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。
・ し尿畑型よ 収集車び進入可能で、要請があつた避難所のみ行つています。

【金融機関(3月 18日午後5時現在)】
・次の金融機関は、休業しています:

●仙台銀行気仙沼支店

●岩手銀行気仙沼支店

●東北銀行南気仙沼支店

A・゙

●北日本銀行気仙沼支店

●東北労働金庫気仙沼支店

●宮城県漁業協同組合

瑾夏疑轟∬鰊驀:界″
額は 10万 円とな ります。

・次の金融機関は、一部のみ営業を行うています。

● ゆうちよ銀行 (郵便局)気 仙沼局

● 仙台銀行米川支店 (登米市東和町)

● Jヒ日本銀行千厩支店

● 気仙沼信用金庫津谷支店

● 気仙沼信用金庫駅前支店

● 東北労働金庫千厩支店 (※通常営業)

● 岩手銀行千厩支店 (※通常営業)

● 」A南 三陸農業協同組合気仙沼支店

● 」A南 三陸農業協同組合階上支店

● 」A南 三陸農業協同組合本吉支店

※ 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 i■L012o(771)099

②ゆうちょ銀行 紛失問い合わせセンター :■L0120(794)889

【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。

〔旅客船等運航事業者 口造船業 ・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TEL0 2 2-791-7504

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

ん。またt被 害のなかつた井戸水でも、日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。

【市役所の業務(3月18日午後5時現在)】
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。

〔取扱時間 :午前 8時 30分 から午後 5時 まで〕
(1)市 県民税申告の提出期限 (3月 15日 )を 、当分の間延期 しヽます。

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)

と本吉総合支所で、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) 死亡届など、戸籍に関する届け出のみを、市民課 (本庁舎 1階 )

と本吉 ・唐桑総合支所で受付 しています。

【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ツ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。
(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、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。

≪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―丁目1-1)で 行つています。

※ ガソリンスタンドにおける給油は、国全体のガソリン不足や人命救助な

どを優先するため、緊急車両 (消防など)の み給油しています。

※ 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。



（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 気仙沼 旭が丘学園 110 52 階上中学校 2,000
2 三日町キングスタウン 80 53 海蔵寺 100
3 気仙沼小学校校舎 620 54 最知保育所 50
4 気仙沼中学校体育館 1,200 55 岩月星谷キングスガーデン 70
5 ホテル望洋 150 56 階上出張所 15
6 九条小学校 250 57 むらでん面瀬 40
7 九条４区自治会館 40 58 岩井崎高台 60
8 条南中学校 50 59 大島小学校 750
9 市民会館 550 60 大島・丸沖事務所 30
10 河原田１区自治会館 50 61 崎浜美和会館（長命寺） 40
11 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか１箇所 500 62 崎浜保育所 50
12 白石電気 19 63 新王平自治会館 20
13 プラザホテル 20 64 大島中学校 200
14 第２保育所 310 65 大島開発総合総合センター 250
15 大田２区自治会館 78 66 本吉公民館 200
16 清龍寺 40 67 松ヶ沢コミュニテイーセンター 50
17 紫会館 130 68 松尾コミュニテーセンター 250
18 市役所ワンテン庁舎 276 69 松岡タウンセンター 210
19 本庁舎（本庁・第２庁舎・旧福祉事務所） 200 70 津谷館岡コミュニテーセンター 70
20 介護老人保健施設リンデンバウムの杜 240 71 登米沢多目的集会場 20
21 新月中学校体育館 140 72 林の沢振興会館 100
22 特別養護老人ホーム恵潮苑 150 73 大沢（熊谷牛乳） 105
23 防災センター 160 74 本吉・寺谷コミュニテーセンター 110
24 総合体育館 1,800 75 大谷公民館 180
25 松岩公民館 600 76 仙扇寺 280
26 松岩小学校 112 77 須賀神社 40
27 石兜保育所 49 78 清涼院 400
28 水梨コミュニテーセンター 21 79 小泉中学校 530
29 松岩八幡神社 60 80 小泉はまなすの丘 200
30 特別養護老人ホーム恵風荘 100 81 高（阿部正人ビニールハウス） 10
31 上沢３区自治会館(岩月） 30 82 浜多目的集会所 250
32 面瀬中学校 570 83 唐桑・さんさん館 133
33 岩月保育所 150 84 第1高松園 160
34 新浜町１－９－１７　佐藤信一自宅 20 85 唐桑公民館・体育館 103
35 栄町２－１　菅野勝衛宅 80 86 唐桑中学校 50
36 栄町１０６　後藤泰寿（カネコメ）宅 40 87 唐桑小学校 50
37 新浜町１丁目９－３６　吉田正浩宅 210 88 鮪立老人憩いの家 120
38 高橋建具（陣山）、小山宗自宅 32 89 早馬館 43
39 興福寺 100 90 土筆の里 31
40 浄念寺 100 91 越路集会所 20
41 東陵高校 147 92 中井小学校 17
42 鹿折中学校体育館 880 93 中井公民館 65
43 鹿折県営住宅 250 94 舞根水山畠山重篤自宅 15
44 東中才会館 70 95 畠山環自宅 33
45 西中才会館 60 96 崎浜会館 30
46 光が丘保養園 340 97 唐桑・館老人憩いの家 150
47 浦島小学校 80 98 小原木中学校 230
48 大浦７７－１　小野寺市郎宅 80 合計 19,654
49 大浦１０５－２　小野寺正一郎 30
50 大浦２３７－１　小野寺賢三宅 30
51 鶴ヶ浦高台ほか 320

階上

大島

本吉

避難所状況（平成23年3月18日午後10時現在)

唐桑

新月

松岩

面瀬

鹿折
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平成 23年 3月 18日

東北電力婦気仙沼営業所よりお知 らせ

気仙沼市内の電力設備被害 および 復 旧状況にっ きま して

気仙沼市内の電力は,4つ の変電所から配電線(電柱 ・配電線)を通 じてお客さまに送電し

ていますが,このうちの3つ の変電所(鹿折,岩井崎,津谷)において津波による変電所設備や

鉄塔の損壊 '倒壊が生じ,受 電できない状況にあります。

現在復1日作業を進めていますが,復 旧するまで長期を要する見通 しです。

また,唯 一充電されている 「松岩変電所」は,主 要な配電線20ル ー トのうち,被 害の少

なかつたのは5ル ー トのみで,こ のルー トで送電可能な重要施設 (避難所,浄 水場,市 役所

など)を 中心に順次送電しています。

それ以外の15ル ー トは,津 波などにより大きな被害を受けていることから,復 旧に時間

を要する見込みとなっています。

・鹿折変電所

・岩井崎変電所

・津谷変電所

・松岩変電所

冠水

鉄塔倒壊

鉄塔倒壊

充電

(志津川変電所く南三陸町>は 津波で壊減)

上以



＊このチラシは、当分の間、掲示しておいてください。 

 

      ＜＜ お 知 ら せ ＞＞ 

 

    仙台・気仙沼間高速バス 

   ３月 18 日（金）から運行します 

 

□ 上 り 

○ ケー・ウエーブ  ・・・・ ９：30 

○ 仙台（県庁前）  ・・・・ 12：15 

 

□ 下 り 

     ○ 仙台（県庁前） ・・・・ 15：10 

     ○ ケー・ウエーブ ・・・・ 17：55 

 

 

※ 定員に達した場合は乗車できませんので、 

       ご了承願います。料金は１，８００円現金のみ。 

 

 



|■二奪テラシ:ま、当分の薫、掲示しておいてください。|

○被災後,こ有効期限を過ぎた運転免許証
は、当分の間く有効です。

○被災し、運転免許証を亡失などし、緊急やむ
を得ない事情で運転する場合は、身分証明
となるもの等を携行して下さい。

○運転免許証の再発行業務については、免許
センターの機械故障のため、手続きは当分
の間できませんL

O被 災前に運転免許証の有効期限が過ぎた
もの|よ無免許運転となります。

○運転免許証の更新手続きを終了された方
などの、新免許証の受け取りは当分の間で
きません。

鰈

〈摯ム　一一「岬

一冒口　・［一一一
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