
書避難所の皆様へお知ら

■今回の地震の概要  ‐   ‐

,名称:東北関東大震災  〔発生〕
・震源:北緯38度  東経142「
ロマグニチュード 19.0(3/13:

③ケー・ウエープ
④唐桑総合支所:

⑤本吉総合支所:

■被害の状況(3月 15日 午後7時現在)
二死者数 :295人  負傷者数 :不明 行方不明者数 :不明
※遺体の安置所は、    |

・気仙沼地域 :新 城小 ・白山小、階上小、面瀬小
:      からくわ

E唐桑地域 :唐桑体育館

・本書地域 :本吉響 高校
・市内避難所数:市内93カ 所 (一覧は別紙をご覧ください)
・避難者数:約1万 9, 000人

‐                     ない  わき  おおうら

・火災発生中の場所:内の脇、大浦山林

■安否確認(3月 15日 午後7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t③ ヶ―・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ワンロテン庁舎 :ノ 日ヽ町―丁目

②広域防災センター :赤岩五駄鱈
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※支所の職員におたずねください。
※支所の職員におたずねください:

【ライフライン復 旧の見通し(3月 15日 午後7時 現在 )】
・電気 : 東北電力において市立病院や浄水場などを優先し復旧作業中。

松岩地区の■部が通電したもようです。
・水道 : 新月浄水場 :一部給水中

館山浄水場 :準備中 (早ければ16日 よリー部地域へ給水開始

唐桑 1本吉浄水場 :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ます。
・気仙沼地域 :気仙沼小、|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

・木吉地域 :本吉総合支所 本吉公民館 |ほか | ‐

※給水時間は、定時の対応が困難なため、いずれの場所も「未定Jとなり

ます。 |   ‐



ロガス :1市 ガスの復1日は未定です。
・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。なお、auの み、仮設アンテナが市役

所駐車場付近に設置され、通信 ・通話が一部可能です。
※一部報道で、気仙沼保健所で、無料電話を設置したとの情報があります
が、そのような対応は行つておりません。

【交通情報(3月15日午前8時現在)】
・ 東北自動車道川口」Cか ら碇が関 ICま で通行止めでする    .
・ 仙台東部道路 ・南部道路は、全線通行止めです。
・ 三陸縦貫自動車道は、全線通行止めです。

【JR(3月 15日 午前8時現在)】
・ 宮城県内在来線 ・新幹線は再開の目途は立っていません。
・ 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 15日 午前8時現在)】
・ 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。
・ 本市と仙台などを結ぶ路線の運行については、現在検討 しています。

【医療機 関 (3月 15日 午前 8時 現 在 )】
・ 気仙沼市立病院は、通常の診療は行うていませんが、救急患者のみ行

っています。薬の処方せんについては、停電の影響により発行できない

状況です。
・ 本吉病院は、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。

●小野寺医院   ●大友病院   ●三峰病院 ●齋藤クリニック

● うちク リニック ● おだか医院
かなざわ

● 金澤歯科 (※応急処置のみ)

【教育・保育施設(3月15日午前8時現在)】
・ 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t今 後の情報をお待ちください。
・ 県立高校の合格発表は、現在検討中とのことです:

【ごみ (3月 15日 午前8時 現在 )】
・ 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。一般家庭排出ごみはt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つてい

ます。

９
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【金融機関(3月15日午前8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Jヒ銀行南気仙沼支店

● 」A南 三陸農業協同組合

●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

'次 の金融機関は、一部のみ営業を行つています。

ゆうちよ銀行 ・郵便局 ● 仙台銀行津谷支店

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)

【市役所の業務(3月15日午前8時現在)】    ■

1・ 市役所では、下部の業務のみ取り扱っています6取扱内容など、詳し
くは、本庁舎玄関ホす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〕

.・ 市県民税申告書の提出期限 (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tま す。

・ 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:(※ 納税相談を随時受付しています) .

・ 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。

なおt住 民票や印鑑登録証明書などの発行は行つておりません。

≪気仙沼市か らのお願 い》

※ 災害ボランテイアの受け付けは、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、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た食料や物資は、不十分な量ではありますが、

全国各地から届いたあたたかい義援品とあわせ、各避難場所へ配送して

いますo

今後も引き続きが、政府や県に要請することにしています。

●

●

●



避難所状況 3月15日 避難所状況 3月15日

地区名 場所 : 13ЮC 17:0( 地区名 場所 13:OC 17:00

1 気仙沼 旭が丘学園 太島 大島開発総合総合センター 250

2 気仙沼 三日町キングスタウン な吉 へ吉。松尾コミュニテーセンター 120

3 気仙沼 気仙沼小学校校舎 620 へ吉 本吉・松岡タウンセンター

4 気仙沼 気仙沼中学校体育館 1.200 1,200 本吉 本吉・津谷館満コミュニテーセンター

気仙沼 ホテル望洋 150 本吉 本吉・林の沢振興会間

気仙沼 九条小学校 250 本吉 本吉・風起

7 気仙沼 九条4区 白治会館 本吉 本吉・寺谷コミュニテーセンター

気仙沼 条南中学校 本吉 千扇寺 280

気仙沼 市民会館 550 本 吉 本吉公民館

気仙沼 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか1箇所 本吉 本吉病院(1階は浸水のみ)

気仙沼 =景 間 本吉 大谷公民館

気仙沼 プラザホテル 本吉 太谷中学校

気仙沼 第2保育所 250 本吉 津谷中学校

気仙沼 高橋建具(陣山)、小山宗自宅 74 本 吉 小泉中学校

気仙沼 大田2区 自治会館 本吉 小泉はまなすの丘 400

気仙沼 清龍寺 本 吉 本吉・高、 30

気仙沼 紫会館 本吉 小泉浜多目的集会所

新 月 リンデン′`ウムの森 240 240 唐桑 唐桑・さんさん館 232

新 月 新月中学校 100 書桑 第1高松園 250

20 新月 特熟養護老人ホーム恵潮苑 書桑 唐桑総合支所

除岩 防災センター 書桑 唐桑中学校

松岩 総合体育館 1800 1800 書桑 唐桑小学校

松岩 松岩公民館 書桑 隋立老人憩いの家

松岩 松岩小学校 書桑 早馬館

輌 唐桑 土筆の里

松岩 石兜保育所 書桑 越路館

松岩 水梨コミュニテーセンター 書桑 中井小学校

松岩 松岩八幡神社 書桑 降根水山畠山重篤自宅

松岩 上沢白治会館 書桑 彗舞根畠山しげあき自宅

松岩 特別養護老人ホーム恵風荘 唐桑 東畠山環自宅

面瀬 面瀬中学校 570 570 唐桑 松圃幼稚園

面瀬 岩月保育所 唐桑 崎浜会館

鹿折 新浜町ロー9‐17佐 藤信一自宅 膚桑 書桑・館老人憩いの家

鹿折 茉町2-1菅 野勝衛宅 唐桑 小原木中学校

琵折 茉町106後 藤秦寿(カネコメ)宅 4C 囀

菫折 興福寺 100 智 合計 |「19,665

鹿折 浄念寺

鹿折 東陵高校

鹿折 鹿折中学校体育館

鹿折 鹿折県営住宅 250

鹿折 東中才会館

鹿折 白山コミユニテーセンター

鹿折 西中才会館

鹿折 光が丘保養園

=折 浦島小学校

鹿折 鶴ヶ浦高台 200

気仙沼 市役所ワンテン庁舎 276

気仙沼 卜庁舎 (本庁・第2庁 舎・lE福祉事務所) 200

賭上 階上中学校 200(

嗜上 海蔵寺 100

曹上 最知保育所

暗上 岩月星谷キングスガーデン

若上 階上出張所

階上 むらでん最知

大島 大島小学校 750

大島 大島・丸沖事務所

大島 崎浜美和会館(長命寺)

大島 崎浜保育所

大 島 新工平自治会館

大島 大島中学校 200
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