
余震が続いています。十分注意し、沿岸には近づかないなど、身の安全をはかりましょう！ 

各避難所の皆様へお知らせ 
３月１８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)１４:４５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１７日午後０時現在） 
・死者数：３９２人 行方不明者数：３４３人 

※遺体の安置所は、 

・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 

・市内避難所数：市内９９カ所（一覧は別紙をご覧ください） 

・避難者数：２０,０８６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

は監視中 

 

■安否確認（３月１８日午前８時現在） 
・ 避難所の一部から提出された名簿を、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

所で公開しています。 

  〔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：※支所の職員におたずねください。 

      ⑤本吉総合支所：※支所及び各避難所に名簿があります。 

 

【ライフライン復旧の見通し（３月１７日午後６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。現在までに、ケー・ウエーブ、気仙

沼西
にし

高校、松
まつ

岩
いわ

中学校、市立病院、舘山
たてやま

浄水場、市役所などとと

もに、松岩
まついわ

地区・ 東新城
ひがししんじょう

の一部が通電しています。 

・水道： 新月
にいつき

浄水場：市立病院を中心に一部給水中 

舘山
たてやま

浄水場：【１５日の給水開始地域】 

古町
ふるまち

、福美
ふ く み

町
ちょう

、滝
たき

の入
いり

、三日
み っ か

町
まち

などの一部 

【１６日の給水開始地域】 

内松川
うちまつかわ

、表
おもて

松川
まつかわ

、 東新城
ひがししんじょう

の一部 
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【１７日の給水開始地域】 

九条
くじょう

１区、田谷
た や

、神山
た や

、石
いし

兜
かぶと

の一部 

唐桑
からくわ

・本吉
もとよし

浄水場：回復に長期を要する見通し 

※給水車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
はし

上
かみ

中、

面瀬
お も せ

中 ほか 

・唐桑地域：唐桑中、舘
たて

老人憩いの家 ほか 

・本吉地域：本吉総合支所 本吉公民館 ほか 

※給水は、午前７時３０分ごろから開始いたしますが、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。 

・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。 

・携帯電話：復旧時期は未定です。 

※ａｕは、仮設アンテナ（移動）が市役所駐車場に置かれていましたが、

通信環境が良くなってきましたので、移動する予定です。 

 ※ＮＴＴドコモは、防災センター付近などで、通信・通話が可能となっ

ています。 

※ＮＴＴ東日本が３月１８日にケー・ウエーブに公衆電話（衛星）を設

置し、無料通話できます。 

 

【交通情報（３月１７日午後５時現在）】（ラジオ情報） 

・ 三陸縦貫自動車道は、全線通行止めです。 

・ 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１７日午後５時現在）】（ラジオ情報） 

・ 宮城県内在来線・新幹線は再開していません。 

・ 東北新幹線「東京駅～那須塩原駅」は１時間に１本運行しています。 

「秋田駅～酒田駅」「秋田駅～弘前駅」、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１７日午後５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。 

・ 仙台市営地下鉄は、「富沢駅～泉中央駅」まで８分間隔で運行していま

すが、「台原駅～泉中央駅」間はバスによる代行運行です。 
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【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。 

仙台⇔ 東京 

仙台⇔ 新宿・新橋（１～２往復） 

仙台⇔ 新潟市・山形市・寒河江市・新庄市・米沢市 

仙台⇔ 栗原市・登米市・大崎市・鳴子・加美町・大衡村・蔵王町 

盛岡⇔ 東京 

 

【緊急輸送船（３月１８日の時刻表）】 
・ 魚町と大島を結ぶ輸送船が運行します。３月１８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１７日午後６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連休期間の薬

の処方は行いません。 

〔整理券配布開始〕 午前８時から 

〔受付時間〕 午前８時３０分から１１時まで 

・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。なお、診療

時間などはそれぞれ異なります。 

●猪苗代
いなわしろ

病院（同病院患者が中心） ●三
みつ

峰
みね

病院 ●大友
おおとも

病院 

●小野
お の

医院 ●おだか医院 ●小野寺
お の で ら

医院 ●小林
こばやし

直樹
な お き

眼科医院 

●斎藤
さいとう

外科クリニック ●鈴木
す ず き

医院 ●中原
なかはら

クリニック ●大島
おおしま

医院 

●うちクリニック ●森田
も り た

医院（18 日から）  

 

 

【教育・保育施設】 
・ 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。 

 

【ごみ】 
・ ごみ収集は、収集車が進入可能で、要請があった避難所のみ行ってい

ます。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。 

・ し尿処理は、収集車が進入可能で、要請があった避難所のみ行っています。 
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【金融機関（３月１７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     ●北日本銀行気仙沼支店 

●岩手銀行気仙沼支店     ●東北労働金庫気仙沼支店 

●東北銀行南気仙沼支店    ●宮城県漁業協同組合 

●七十七銀行気仙沼支店    ●七十七銀行内脇支店 

・ 次の金融機関は、一部のみ営業を行っています。 

● ゆうちょ銀行気仙沼局 

※ 通帳・キャッシュカード等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。 

     紛失問い合わせセンター/TEL ０１２０－７９４－８８９ 

● 仙台銀行米川支店（登米市東和町） 

● 気仙沼信用金庫津谷支店 

● 気仙沼市信用金庫駅前支店 

● 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） 

● ＪＡ南三陸農業協同組合気仙沼支店 

● ＪＡ南三陸農業協同組合階上支店 

● ＪＡ南三陸農業協同組合本吉支店 

 

【船舶・港湾関係に関する業務（３月１７日午前８時現在）】 
・ 東北運輸局気仙沼海事事務所は、地震・津波の影響により一時閉鎖し

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・造船業・港湾運送業の方〕 

  海事振興部海事産業課℡０２２－７９１－７５１２ 

〔営業倉庫業・冷蔵倉庫業の方〕 

交通環境部物流課℡０２２－７９１－７５０８ 

〔上記以外の方〕 

総務部総務課℡０２２－７９１－７５０４ 

 

【被災された皆様の運転免許証の取扱いについて（３月１７日午後８時現在）】 
 ・ 別紙チラシをご覧ください。 

 

【市役所の業務（３月１８日午前８時現在）】 
 

 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。 

〔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、当分の間延期します。

申告書は、市税務課（本庁舎１階のみ）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）

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

沼市八日町一丁目１－１）で行っています。 

 

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

余震が続いています。 

十分注意し、沿岸には近づかないなど、 

身の安全をはかりましょう！ 

 - 5 -



避難所の状況（平成２３年３月１７日午後５時現在）

（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 53 階上中学校 2,000

2 三日町キングスタウン 80 54 海蔵寺 100

3 気仙沼小学校校舎 620 55 最知保育所 50

4 気仙沼中学校体育館 1,200 56 岩月星谷キングスガーデン 70

5 ホテル望洋 150 57 階上出張所 15

6 九条小学校 250 58 むらでん面瀬 40

7 九条４区自治会館 40 59 岩井崎高台 60

8 条南中学校 50 60 大島小学校 750

9 市民会館 550 61 大島・丸沖事務所 30

10 河原田１区自治会 50 62 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 63 崎浜保育所 50

12 白石電気 19 64 新王平自治会館 20

13 一景閣 60 65 大島中学校 200

14 プラザホテル 20 66 大島開発総合総合センター 250

15 第２保育所 310 67 本吉公民館 200

16 高橋建具（陣山）、小山宗自宅 32 68 松ヶ沢コミュニテイーセンター 50

17 大田２区自治会館 78 69 松尾コミュニテーセンター 250

18 清龍寺 40 70 松岡タウンセンター 210

19 紫会館 130 71 津谷館岡コミュニテーセンター 70

20 市役所ワンテン庁舎 276 72 登米沢多目的集会場 20

21 本庁舎（本庁・第２庁舎・旧福祉事務所） 200 73 林の沢振興会館 100

22 リンデンバウムの森 240 74 大沢（熊谷牛乳） 105

23 新月中学校体育館 140 75 本吉・寺谷コミュニテーセンター 110

24 特別養護老人ホーム恵潮苑 150 76 大谷公民館 180

25 防災センター 160 77 仙扇寺 280

26 総合体育館 1,800 78 須賀神社 40

27 松岩公民館 600 79 清涼院 400

28 松岩小学校 350 80 小泉中学校 530

29 石兜保育所 49 81 小泉はまなすの丘 200

30 水梨コミュニテーセンター 21 82 高（阿部正人ビニールハウス）、 10

31 松岩八幡神社 200 83 浜多目的集会所 250

32 特別養護老人ホーム恵風荘 100 84 唐桑 唐桑・さんさん館 133

33 上沢自治会館(岩月） 30 85 第1高松園 160

34 面瀬中学校 570 86 唐桑公民館・体育館 103

35 岩月保育所 150 87 唐桑中学校 50

36 新浜町１－９－１７佐藤信一自宅 14 88 唐桑小学校 50

37 栄町２－１　菅野勝衛宅 80 89 鮪立老人憩いの家 120

38 栄町１０６　後藤泰寿（カネコメ）宅 40 90 早馬館 43

39 新浜町１丁目９－３６　吉田正浩宅 210 91 土筆の里 31

40 興福寺 100 92 越路集会所 20

41 浄念寺 100 93 中井小学校 17

42 東陵高校 147 94 中井公民館 65

43 鹿折中学校体育館 880 95 舞根水山畠山重篤自宅 15

44 鹿折県営住宅 250 96 畠山環自宅 33

45 東中才会館 70 97 崎浜会館 30

46 西中才会館 60 98 唐桑・館老人憩いの家 150

47 光が丘保養園 340 99 小原木中学校 230

48 浦島小学校 80 合計 20,086

49 大浦７７－１　小野寺市郎宅 80

50 大浦１０５－２　小野寺正一郎 30

51 大浦２３７－１　小野寺賢三宅 30

52 鶴ヶ浦高台ほか 320

99か所

気仙沼

階上

大島

本吉

面瀬

松岩

新月

鹿折



      ＜＜ 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。 
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