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東日本大震災の概要 
 

・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 

・各地の震度：（気象庁発表） 

〔赤 岩〕 6 弱 

〔笹が陣〕 5 強 

〔本吉町〕 5 強 

気仙沼市から 

各避難所･市民の皆様へ 
お知らせ（５月２日（月）配布） 

※この情報は「けせんぬまさいがいエフエム」と「けせんぬまもとよしさいが        

 いエフエム」でも放送しています。 

【被害状況等（５月１日現在）】 [更新]  
 

・死者数：９０５人  行方不明者数：市内５９８人、その他 410 人、計 1,008 人 

※ 行方不明者数は気仙沼警察署に届出された人数です。 

※ 発見したご遺体は「すぱーく気仙沼（九条・大曲コミュニティセンター隣接屋内

ゲートボール場）」に安置しています。 

 

・避難所数：５３施設  避難者数：５，０４２人（一覧は別紙をご覧ください） 

 

◆ 住家被災棟数及び被災世帯については次のとおりです。 

※ 住家被災棟数については固定資産課税台帳等を基にした現地調査によるもので、被

災世帯数については推計です。 

    【住家被災棟数】：１０，６７２棟〔※４月 26 日現在 県あて中間報告値〕 

（内訳）全壊 8,383 棟、大規模半壊 1,231 棟、半壊 630 棟、一部損壊 428 棟 

【被災世帯数】：９，５００世帯 〔※４月 27 日現在の推計値〕 

（内訳）全壊 7,000 世帯、大規模半壊 1,300 世帯、半壊 700 世帯、一部損壊 500 世帯 

 

◆捜索地区：関係機関による本日（２日）の捜索予定地区は次のとおりです。 

【自衛隊】：南郷・浦田・新浜町・千岩田 

【警 察】：鹿折・南気仙沼地区、赤岩、唐桑・本吉地域 

 ※ 現在、自衛隊は、行方不明者の捜索を最優先に活動しており、捜索のために倒壊家

屋の解体やがれきの搬出、道路の啓開を行っています。私有地のがれきなどの除去に

ついては、市などで順次除去する予定ですので、ご理解願います。 

なお、捜索に関する地域の情報がありましたら、自衛隊か気仙沼市へ連絡いただくな

ど、ご協力をお願いします。 

※ 捜索活動に支障を来す恐れがありますので、現場への車両の乗り入れは、なる

べくお控えください。 

 

◆気仙沼市内避難者名簿（五十音順）を次の施設で閲覧できます。 

〔場所〕①ワン･テン庁舎：八日町一丁目    ②広域防災センター：赤岩五駄鱈 

③ケー・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             ⑧鹿折中学校：大峠山 

⑨階上中学校：長磯中原 

 

 

 

ＦＭ ７７．５Mhz 「けせんぬまさいがいエフエム」放送中 

ＦＭ ７６．８Mhz 「けせんぬまもとよしさいがいエフエム」放送中 
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〔行方不明者届出後に無事が確認できた場合は警察へ連絡を〕 

震災後に肉親などと連絡がつかず、警察に「行方不明者」として届出されている件

数は、前記のとおりです。この中には、既に安否が確認できた方が含まれていると思

われ、無事であるにも関わらず「自分の名前が名簿にある」などといった問い合わせ

が多数寄せられており、警察では、行方不明者の届出をした後で、無事が確認できた

場合は、次の電話番号までご連絡いただきたいとのことです。 

■ 行方不明者届解除の連絡先：気仙沼警察署現地警備本部 tel：0226-24-1389 

 

 

【ライフライン情報（５月１日現在）】 
 

 電 気 〔更新〕 

東北電力において、避難所や多数の方が利用する施設を優先し復旧作業を進めてい

ます。詳しくは、東北電力コールセンター（tel：0120-175-366）にお問い合わせい

ただくか、本日(２日)配布のチラシをご覧ください。 

また、引越しや契約の廃止届けについては、同コールセンター（tel：0120-175-266）

にお問い合わせください。 

 

 水 道 〔更新〕 

通水地区や今後の復旧見通しは、本日(２日)配布のチラシをご覧ください。 

現在、給水車や臨時給水栓による給水について避難所などを中心に行うとともに、

下記の定点給水のほか、移動給水も行っています。 

また、給水車による給水は、午前７時 30 分ごろから開始しますが、定時の対応が

難しいため、時間はいずれの場所も「未定」となります。 

なお、復旧した区域から随時、給水活動を縮小していくこととします。 

 

〔気仙沼地域〕：市民会館前公園、気仙沼中学校、気仙沼市役所、市総合体育館「ケー・

ウエーブ」、階上中学校、階上出張所、面瀬中学校、鹿折中学校、浦島

小学校 ほか 

※大島地区：磯草ポンプ場前で給水作業をしています。 

〔唐桑地域〕：唐桑総合支所、唐桑小学校 ほか 

〔本吉地域〕：本吉総合支所、本吉公民館、小泉中学校 ほか 

 

＝＝節水のお願い＝＝ 

  応急復旧で給水していますが、震災の影響で漏水箇所が多い状況です。節水のご

協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メーターの確認作業のお知らせ 

ガス水道部では，震災によるメーターの状況等を確認するため，５月 10 日
までメーターの確認作業を行っています。 
作業時には，「気仙沼市検針員ガス上下水道」の腕章を着け作業を行います。
＜問い合わせ先＞ 気仙沼市ガス水道部管理課 電話 23-2560 

            気仙沼市ガス水道部ガス課 電話 22-7090 
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 市ガス  

 

〔都市ガス〕 

３月 11 日の大地震の後、安全確保のため供給区域全域の供給を停止していました

が、津波の被害がなかった区域については、おおむね供給を再開しました。引き続

き、本郷の一部、南郷の一部、入沢の一部、陣山の一部、魚町の一部区域の復旧を

進めますが、がれきの撤去状況やガス管の破損状況等により、復旧までに相当の時

間を要すると考えられます。 

なお、津波等で甚大な被害を受けた区域については、都市ガスの復旧が困難な状

況です。大変ご迷惑をおかけしますが、他のエネルギーの利用をご検討ください。

また、津波で水没したガス器具は使用できませんのでご注意ください。 

家屋の流失・倒壊等で都市ガスが使用できなくなった方は、休止・廃止の届け出

が必要となりますので、ガス課まで連絡をお願いします。 

 

■４月 30 日までに供給可能となった区域（開栓数：１，２２４件） 

新城東の区域、三日町、八日町の一部、新町、福美町、古町、滝の入、舘山、沢田、

南が丘、化粧坂、本町、田中、田中前、田谷、九条、神山、南町の一部、河原田の一

部、柏崎、太田の一部 

※管路の状況により、復旧までに長い期間を要するところがあります。 

 

〔簡易ガス(県営市営気仙沼鹿折住宅、市営面瀬住宅) 〕 

県営市営気仙沼鹿折住宅と市営面瀬住宅へは、プロパンガスの供給を継続して行っ

ています。 

 

〔プロパンガス〕 

津波などにより被害があった施設以外は、プロパンガスの供給を継続しておこなっ

ています。 

 

 下 水 道  

 

津波被害により下水処理場の機能が停止中です。節水に努め、なるべく下水道に排

水しないようにご協力をお願いします。 

 

※ ４月 25 日から市建設部下水道課の事務所を、市役所第二庁舎からクリーン・ヒ

ル・センターの 2階へ移転しました。(※移転後の連絡先 ℡0226-23-1010) 

 

 固定電話  

 

３月 11 日の大震災後、加入電話については市の内陸エリアは既に回復し、“福祉の

里”以北を除く唐桑地域（小原木地区含む）は４月 22 日までにほぼ回復しました。 

なお、ＡＤＳＬについては５月中旬から下旬を目標にしています。今後も、随時利

用可能エリアを拡大していきます。 

※ 本吉地域の光回線についてはケーブル断線箇所の復旧を進めています。 

※ ＮＴＴ東日本が、市総合体育館「ケー・ウエーブ」や小泉中学校などの避難所

に設置した公衆電話で、無料通話ができます。また、無料のインターネットコー

ナーが、気仙沼小学校体育館に設置されています。 
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 ケーブルテレビ（気仙沼ケーブルネットワーク（K-NET））  

津波による局舎の倒壊などにより、全面復興にはかなりの時間を要するとのこと

です。 

現在、日本ケーブルテレビ連盟の支援を受け、現存する幹線にアンテナを立て、

共同アンテナの要領で、気仙沼地区・鹿折地区・松岩地区・新月地区・階上地区・

面瀬地区の一部の地域において地上波デジタル放送が視聴可能となりました。対象

地域の加入者は、デジタル対応テレビなどのチャンネル設定を行っていただければ、

地上波デジタル放送だけは受信できます。今後、現存する幹線に同様の工事を行い、

視聴可能世帯を増やすよう努力していくとのことです。 

また、利用料については、サービスを停止しているため、口座からの引き落とし

はなく、被災による解約手続きも不要とのことです。ＮＨＫ団体一括料金は、被災

確認後にＮＨＫから返金されるとのことです。 

なお、インターネットについては、モバイル（無線）で有料（月額固定利用料金

は 5,000 円から 6,000 円位で調整中）により利用できるよう提案しており、仮申込

みを受け付けているとのことです。 

■問い合わせ先 Tel：090-1368-1293 

（受付時間 平日午前 10 時から午後 2時まで） 

■ インターネット仮申込先 

〒988－0114 気仙沼市松崎浦田 55－1 気仙沼郵便局止 

気仙沼ケーブルネットワーク(株) 

(はがきの裏面に住所、氏名、電話番号を記入し、「Ｋ－ＮＥＴモバイルイ

ンターネットの仮申込」と記載してください) 

以上について、詳しくは、４月 13 日・19 日・25 日に配布し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、県気仙沼保健所（tel：0226-22-6661）にご相談ください。 

 

【交通情報（５月１日現在）】 
市内運行バス、旅客船、ＪＲ・高速バス等に関する情報は、次のとおりです。 

 

 株式会社ミヤコ－バス運行の路線バス  

① 大沢線（大沢～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館） 

② 鹿折金山線（鹿折金山～気仙沼駅前～市立病院前～気仙沼西高校） 

※ 以上について、詳しくは４月６日に配布したチラシをご覧ください。 

③ 御崎線（御崎～宿～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館） 

④ 本吉内陸線（滝沢～馬籠～山田～津谷）※平日のみ運行 

⑤ 本吉川内線（両国橋～下川内～津谷）※平日のみ運行 

※ 以上について、詳しくは４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

⑥ 三陸線 

（本吉総合体育館～大谷学校入口～階上公民館前～市立病院入口～市役所前） 

※ 詳しくは、４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 
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⑦ 大島線（新王平～大島支所前～浦の浜） 

※ 詳しくは、４月 27 日に配布したチラシをご覧ください。 

⑧ 新月線（上八瀬～松川前～市役所前、金成沢～松川前～市役所前） 

※ 詳しくは、４月 29 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 乗合タクシー運行情報  

乗合タクシー上廿一線（上廿一～松川前～市役所前） 

    ※詳しくは、４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 市内巡回バス運行情報（平日のみ）  

小泉地区と本吉総合体育館を結ぶ市内巡回バスを運行しています。詳しくは、４

月 19 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 岩手県交通運行の路線バス  

気仙沼千厩線（気仙沼駅前～新月駅前～室根支所入口～千厩支所入口） 

  ※ 詳しくは、４月４日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 大島航路〔浦の浜～エースポート〕 

   カーフェリーの運航が再開されています。詳しくは、４月 25 日に配布したチラシ

をご覧ください。 

 

 ＪＲ線運行情報  

① ＪＲ大船渡線（一ノ関駅～気仙沼駅間） 

  ※ 詳しくは、４月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 

  ② ＪＲ大船渡線振替輸送（気仙沼～陸前高田・大船渡方面） 

     岩手県交通の新規路線バス運行により、ＪＲ気仙沼駅から摺沢駅を経由し陸前

高田・大船渡方面へバスによる乗継が可能となります。詳しくは、４月 20 日に配

布したチラシをご覧ください。 

     なお、ＪＲ気仙沼線は、柳津～前谷地間は運行を再開しましたが、気仙沼～柳

津間は運行の見込みは立っていません。 

③ ＪＲ東北新幹線は、全線で運行を再開しています。 

     ※ 詳しくは、５月１日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 その他の公共交通情報  

＜気仙沼市からの公共交通情報＞ 

① 高速仙台気仙沼線〔ミヤコーバス〕（ケー･ウエーブ～東北道経由・三陸道経由～県

庁･市役所前） 

※ 詳しくは、４月 29 日に配布したチラシをご覧ください。 

② けせんライナー号〔岩手県交通〕（気仙沼駅前～池袋駅西口） 

※ 詳しくは、４月 11 日に配布したチラシをご覧ください。 

③ 特急気仙沼線〔岩手県交通〕（気仙沼駅前～千厩～一ノ関駅前） 

※ 詳しくは、４月４日に配布したチラシをご覧ください。 

④ 千厩盛岡線〔岩手県交通〕（気仙沼駅前～盛岡バスセンター） 

※ 詳しくは、４月 10 日に配布したチラシをご覧ください。 

◆その他、本市から県内他市町及び他の都県への公共交通（ＪＲ、バス等）の時間や

経路などは、５月１日に配布したチラシをご覧ください。 
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 道路情報 〔更新〕 

道路情報については、本日（2 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

【医療機関情報】 
 市立病院  

平日の診療は、内科・消化器科はかかりつけの再来患者のみで、他の診療科は通

常通りです。土・日曜日、祝日は全科休診です。救急患者は随時対応します。詳し

くは、４月 23 日・26 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 市立本吉病院  

一部業務を除き、通常どおり診察の受付をしています。 

 〔受付時間〕午前 8時 30 分～11 時 30 分、午後１時 30 分～４時 

   ※土曜日は午前中のみ、日曜日・祝日は休診（急患は 24 時間対応） 

 

※ 上記以外で、受診できる医療機関の情報については、４月 30 日に配布したチラシ

をご覧ください。 

 

＜医療救護所の開設について＞ 

避難所など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、４月 14 日に配布した

チラシをご覧ください。 

 

【教育･保育･福祉関係情報】 
（１）今回の震災で学区を離れて避難所や親戚等に居住している児童生徒を対象に、

通学用の巡回スクールバスを下記の路線で運行しています。詳しくは、４月 24

日に配布したチラシをご覧ください。なお、平日のみの運行です。 

① 巡回スクールバス階上・大谷線  

② 巡回スクールバス鹿折線  

③ 巡回スクールバス津谷川線  

※ 本吉中島地区の児童生徒については、無料の市内巡回バス「小泉～本吉

総合体育館線」を利用することができます。 

 

（２）転校を希望される場合は、早急に在籍校に連絡してください。なお、震災対応

で事務的な手続きを簡略化していますので、被災された方は、住所を変更しな

くても転校の手続きができます。詳しくは、気仙沼市教育委員会学校教育課

（tel：0226-22-3441）にご相談ください。 

 

＜図書館＞ 

４月７日の地震により、臨時休館としていた気仙沼図書館及び同唐桑分館を、４月

20 日から開館しています。開館時間などについては次のとおりです。なお、本吉図

書館については、安全確認のため今しばらくお待ちください。 

また、震災前に貸出を受けお手元に書籍等がある方は返却をお願いします。 

■ 開館時間 午前 10 時～午後３時 

■ 休 館 日 月曜日・火曜日 
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＜当分の間利用できない社会教育・文化・体育施設＞ 
■公民館：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 

 

■体育館：市総合体育館「ケー・ウエーブ」、本吉総合体育館、唐桑体育館 

 

■文化・スポーツ施設など：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、リアス・アーク美術館 

 

 ＜児童扶養手当・特別児童扶養手当について＞ 
    児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給制限（全部停止・一部支給）を受けてい

る方が、災害によって財産に一定以上の損害を受けた場合は、申請により、特例的

に所得制限が解除されます。詳しくは４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

＜障害者社会参加促進助成券（タクシー券）について＞ 

  平成 23 年度分のタクシー券を、社会福祉事務所、各総合支所保健福祉課で随時

交付しています。燃料券についてはもう少しお待ちください。 

  詳しくは、４月 24 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

【暮らしの情報】 
 がれき等の撤去について  

市では、道路上等のがれき撤去後、私有地内のがれき撤去も行うこととしています。 

実施に当たっては、住民の皆様に、新聞やこのお知らせ版などを通じ、事前にお知

らせしながら、地区毎に進めていきます。準備が整い次第着手しますので、今しばら

くお待ち願います。 

詳しくは、４月 17 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 私有地のがれき等の撤去費用について  

私有地のがれき・損壊家屋の撤去については、道路上等のがれき撤去後、市として

実施する予定ですが、すでに個人で業者に委託し実施した場合の費用などについて、

市の方針をまとめましたので、４月 26 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 がれき仮置き場の開設について  

市では、被災した自宅や事業所などのがれきの仮置場として、４月 25 日から次の

場所を新たに開設しました。詳しくは、４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 

    （１） 仮 置 場 県漁協唐桑支所水産倉庫隣接地 

（気仙沼市唐桑町宿浦） 

    （２） 受入開始 ４月 25 日から 

    （３） 受入時間  午前９時から午後４時 30 分まで 

（土・日曜日、祝日も受入れしています） 

※ 県漁協唐桑支所水産倉庫隣接地へ運搬する場合は、道路状況から４トンまでの

車両に限ります。 
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 なお、「波路上ふれあい漁港」、「御崎観光港駐車場」、「旧ハマダ本吉店跡地」の仮

置場は、引き続き受入れをしています。詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご

覧ください。 

 

 家庭ごみの収集・し尿の汲み取り  

 

◆家庭ごみ 

家庭の可燃ごみや不燃ごみなどは、通常どおり、指定日収集を実施しています。

収集日に当たっている地域の方は、午前８時 30 分までに、 寄りの集積所にお出

しください。クリーン・ヒル・センターへ持ち込むこともできます。（ペットの火

葬も行っています。） 

大島地区については４月 27 日からフェリーが就航しましたので、本日（２日）

から、指定日収集を通常どおり実施します。 

【クリーン・ヒル・センター受付時間】 

  午前９時～正午、午後１時～４時（土・日曜日、祝日を除きます。） 

 

また、不燃ごみの収集業務は、ゴールデンウイーク期間中休みとなりますので、

５月６日（金）と９日（月）に振り替えて、特別収集を行います。収集日に当たっ

ている地域の方は、午前８時 30 分までに、 寄りの集積所にお出しください。詳

しくは、４月 26 日に配布したチラシをご覧ください。 

     なお、可燃ごみと不燃ごみの袋が不足していますので、当分の間、他市の袋や、

中身が見える袋であれば、集積所に出せます。 

 

◆し尿 し尿の汲み取りは、次の業者に申し込み願います。 

なお、汲み取りが無料となるのは「し尿定量汲み取り（100 リットル）の１回限

り」とし、その後については通常の料金となります。 

■申込先：気仙沼清掃事業協業組合 tel：0226-22-8688 

※ 各家庭からの収集したし尿は、下水道終末処理場が被災し機能が停止中のた

め、し尿処理場で暫定処理を行い“神山川”に放流しています。 

  このため、河川水を洗い水にするなど、生活面で利用するには不適となって

いますので、利用を控えてください。 

 

 年金に関する相談  

  日本年金機構と全国健康保険協会宮城支部による「臨時相談窓口」を開催していま

す。 

  年金手帳の再交付、国民年金の免除申請、厚生年金保険の加入、退職の相談や手続

き、協会けんぽ加入者の各種相談などに応じます。 

 詳しくは、４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 狂犬病予防集合注射の延期について  

毎年４月に実施している「狂犬病予防集合注射」は延期します。日程が決まり次第、

お知らせしますので、今後の情報をお待ちください。 

※ 県気仙沼保健所が受け付けしているペットのお世話は、犬のみとさせていただ

いています。 
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 ハローワーク気仙沼〔雇用保険に関する業務〕  

ハローワーク気仙沼では、雇用保険の受給・休業などについての相談窓口を次のと

おり開設しています。 

・場所：気仙沼プラザホテル（柏崎 1-1） 

・時間：月～金曜日（祝日を除く）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

土・日曜日、祝日（ただし、５月末日まで）午前 10 時から午後５時まで 

※ 詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 消費生活情報  

 震災に関連した消費者トラブル等についての各種相談窓口については、４月 29 日

に配布したチラシをご覧ください。 

 

 無料電話法律相談 〔更新〕  

 仙台弁護士会では、日本司法支援センター、日本弁護士連合会と共催し、震災関

係の電話法律相談を無料で実施しています。連絡先は次のとおりです。 

tel：0120-216-151（フリーダイヤル・平日 午前 10 時～午後７時） 

※ ５月３日（火・祝）、４日（水・祝）、５日（木・祝）も相談を受け付けていま

す。受付時間は次のとおりです。 

     〔受付時間 午前 10 時～午後４時〕 

 

 県民サービスセンター  

県民サービスセンターでは、消費生活・県政・交通事故などについての相談窓口

を開設しています。詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 災害ボランティアセンター  

気仙沼市社会祉協議会では、市民健康管理センター「すこやか」及び「はまなす

の館」に、「気仙沼市災害ボランティアセンター」を開設しています。 

活動内容やボランティアの募集などについては、お問い合わせください。 

■問い合わせ先         「すこやか内」 「はまなすの館内」 

     ・お手伝いをしたい方  tel：080-5949-7475  tel：080-1696-2231 

・お手伝いを受けたい方 tel：0226-22-0726  tel：080-1696-2231 

なお、センターでは、泥出しや掃除のお手伝いをする「地域まるごとお掃除隊」

を出動させていますので、希望される地域の方は、お問い合わせください。４月 29

日から 5月 3日までは本郷地区及び南郷地区を対象に行います。詳しくは，４月 28

日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 

【気仙沼市からのお知らせとお願い】 
 

◆災害義援金の第１次配分について 
 日本赤十字社等に寄せられた災害義援金について，宮城県からの第 1 次配分を受

け，本市では４月 27 日から申請を受け付けています。詳しくは，４月 26 日に配布

したチラシをご覧ください。 
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◆応急仮設住宅等について 

本市では、今回の大震災に係る被災者支援の一環として、県が建設する応急仮設

住宅の入居や二次避難先の確保等について取り組んでいます。 

第六次配分の 126 戸を加え、建設予定戸数は合計で 1,380 戸となっており、この

うち、気仙沼公園 106 戸と気仙沼中学校校庭 85 戸の計 191 戸については、４月 28

日開催の「応急仮設住宅入居者選考委員会」で入居者が決定され、本日（２日）か

ら入居が開始されます。詳しくは５月１日に配布したチラシをご覧ください。 

なお、今回申し込まれ選考されなかった方については、そのまま次回の気仙沼地

区の選考対象となります。次回の選考については、おってお知らせしますので、お

待ちください。 

また、応急仮設住宅に入居するまでの二次避難所については、大島地区で準備を

進めています。詳しくは、４月 29 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

応急仮設住宅の建設･建設予定状況（合計１，３８０戸） 

第一次配分 気仙沼公園（市民グラウンド）：106 戸（入居者決定済み） 

第二次配分 気仙沼中学校校庭：85 戸（入居者決定済み） 

小泉中学校校庭：93 戸（５月上旬完成予定） 

第三次配分 旧唐桑小学校跡地：84 戸（５月中旬完成予定） 

小原木小学校校庭：30 戸（   〃    ） 

第四次配分 鹿折中学校校庭： 120 戸（４月 20 日着工済み） 

水梨コミュニティセンター：80 戸（   〃    ） 

階上中学校校庭：96 戸（   〃    ） 

面瀬中学校校庭：153 戸（   〃    ） 

大谷中学校校庭：54 戸（   〃    ） 

    第五次配分 大谷中学校校庭：132 戸（４月 26 日着工済み） 

旧新城小学校跡地：41 戸（   〃    ） 

          津谷小学校校庭：20 戸（４月 29 日着工済み） 

          福祉の里ゲートボール場ほか：35 戸（   〃    ） 

          気仙沼市総合体育館駐車場：89 戸（４月 26 日着工済み） 

          大島中学校校庭：36 戸（４月 29 日着工済み） 

    第六次配分 大島国民休暇村（広場）：25 戸（５月６日着工予定） 

          後九条児童遊園：15 戸（   〃    ） 

          反松公園：70 戸（    〃    ） 

          津谷高岡住宅跡地：16 戸（    〃    ） 

     ※ 戸数は変動する場合があります。 

※ 市営住宅及び面瀬住宅の空室は、仮設住宅と同じ取り扱いとします。 

 

民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱い 
宮城県では、今回の大震災で被災された皆様が民間賃貸住宅に契約して入居した

場合、その住宅を県が借り上げ、仮設住宅の取り扱いとすることとなりました。 

詳しくは、４月 30 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

◆住宅の応急修理について 

今回の大震災により被害のあった住宅を修理し、居住が可能となる場合は、被災者

の申請に基づき、一定の範囲内で市が工事業者に依頼して応急修理します。 

詳しくは、４月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 
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◆市役所の業務体制について 
震災に伴い、一部業務の取り扱い等が変更になっています。詳しくは、電話（tel：

0226-22-6600）で担当課にお問い合わせください。 
 

 市県民税の申告など  

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）と唐桑・本吉総合支所で随時お預かりします。 
 

 り災証明書について  

４月 18 日から家屋の「り災証明書」を発行しています。詳しくは、４月 13 日に

配布したチラシをご覧ください。また、発行の際に「被災者生活再建支援金のお知

らせ」もお渡しします。この正式受付は別途お知らせしますので、あらかじめご覧

ください（これも４月 18 日に配布したチラシをご覧ください）。 
 

 市税に関する手続きや納期限について  

震災のあった平成 23 年３月 11 日以降の市税に係る申告、各種手続きの提出期限

及び納期限を、当分の間延長します。 

また、次の事項については、被害調査を優先して対応するため当分の間延期しま

す。 

① 平成 23 年度分の各市税の納税通知書の送付 

② 平成 23 年度分の各税証明の発行 

③ 固定資産課税台帳登録事項証明 

④ 固定資産税の課税台帳の閲覧 

※ 納税通知書の送付などの時期については、決定次第あらためてお知らせします。

詳しくは、下記までお問い合わせ願います。 

■問い合わせ先 市総務部税務課 tel：0226-22-6600 内線 241～249・251 

 

 後期高齢者医療被保険者証について  

  ５月中に満 75 歳になり、後期高齢者医療制度に加入される方のうち、市から郵送

ができない方の「被保険者証（保険証）」を保管していますので、保険課窓口でお受

け取りください。詳しくは、５月１日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市民生活部保険課 tel：0226-22-6600 内線 378・379 

 

◆食料・物資について 
市では、食料や物資などについて、政府や県に支援を要請しています。 

届いた量は不十分ではありますが、全国各地から届いた心あたたまる義援品とあ

わせ、各避難所などへ配送しています。 

今後も引き続き、政府や県に要請することにしておりますのでご理解願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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！ 



避難所状況（平成23年5月1日午後７時現在)
(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 気仙沼小学校体育館 139 27 階上中学校 277

2 気仙沼中学校校舎・体育館 478 28 階上小学校 52

3 ホテル望洋 8 29 海蔵寺 59

4 九条小学校 33 30 階上公民館 53

5 市民会館 282 31 長磯高自治会館 4

6 シルバー人材センター 12 32 岩井崎高台 2

7 河原田１区自治会館 20 33 大島小学校 100

8 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか１箇所 246 34 大島開発総合センター 76

9 第２保育所 12 35 本吉公民館 48

10 青龍寺 16 36 松尾コミュニティーセンター 40

11 紫会館 100 37 本吉・寺谷コミュニティーセンター 50

12 新月 新月中学校体育館 73 38 大谷公民館 70

13 防災センター 108 39 仙翁寺 256

14 総合体育館 620 40 清涼院 32

15 松岩公民館 235 41 及川デニム 11

16 松岩小学校 71 42 小泉中学校 200

17 松五日進会館 25 43 浜多目的集会所 60

18 水梨コミュニティーセンター 5 44 唐桑・燦さん館 44

19 面瀬 面瀬中学校 280 45 第1高松園 26

20 興福寺 37 46 唐桑公民館・体育館 72

21 浄念寺 56 47 唐桑小学校 51

22 鹿折中学校体育館 210 48 鮪立老人憩いの家 50

23 忍ぶ沢避難所（浪板48） 10 49 中井公民館 54

24 東中才会館 16 50 崎浜集会所 6

25 浦島小学校 10 51 小原木中学校 172

26 鶴ヶ浦生活文化センター 14 52 津谷川小学校 45

53 室根交流促進センター 16

合計 5,042

県外

大島

階上

気仙沼

松岩

本吉

唐桑

鹿折



平成２３年５月２日 

   ■電気の復旧状況 
● 電 気 ： ４２，３９４戸（注：震災前の供給戸数） → 現在：２８，５８５戸（４／３０現在）が電力供給  

※ 倒壊した建物が支障となる場合や，迂回するルートがない場合など，電柱を建てる場所がない場合にはさらに復旧が遅れます。 

■ ４ ／ ３ ０ ま で

に，供給となっ

た地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)それぞれの

地域で，一部

未送電のとこ

ろもあります。 

＜気仙沼地区＞笹が陣，浜見山，南郷，本郷，本町，古町，田谷前，九条，四反田，後九条，常楽，田中，

反松，上田中，田中前，田谷，川畑，神山，舘山，滝の入，福美町，新町，化粧坂，入沢，南が丘，陣

山，太田，八日町，三日町，沢田 

＜新月地区＞全域 

＜松岩・面瀬地区＞松崎（浦田，萱，丸森，柳沢，地生，上金取，下金取，立石，鶴巻，猫渕，外ヶ沢，柳

沢，馬場，下赤田，上赤田，中瀬，高谷，面瀬），赤岩（泥ノ木，上羽田，羽田，物見，四十二，水梨子，

高前田，迎前田，大石倉，物倉山，長柴，大滝，牧沢，杉ノ沢，石兜，小田，舘下，舘森，平貝，前田，老

松，五駄鱈），岩月（宝ヶ沢，星谷，長平，箒沢，寺沢，台ノ沢，千岩田） 

＜階上地区＞最知（荒沢，南最知），長磯（牧通，赤貝，原ノ沢，前林，船原，鳥子沢，七半沢，大窪，後

沢，森，二本松，原，中原，下原），波路上（内田，原，後原） 

＜鹿折地区＞蔵底，西八幡町，東八幡町，西中才，白石，上西側，上東側根，上東側，上西側，東中才，

大峠山，三ノ浜，浪板，二ノ浜 

＜唐桑地区＞崎浜，神の倉，津本，松圃，中井，欠浜，小長根，中，北中，宿浦，馬場，明戸，石浜，高石

浜，只越，境，唯越，上川原，大畑，堂角，小田，載鈎，岩井沢，舘，荒谷前，上小鯖，小鯖，上鮪立，鮪

立，浦，竹の袖，港，出山 

＜大島地域＞横沼，三作浜，駒形，中山，要害，浅根，長崎，高井，廻舘，大向，田尻，浦の浜，磯草，大

初平 

＜大谷地区＞石川原，長畑，洞沢，直伝，寺谷，寺沢，長根，大谷，小金沢，菖蒲沢，道貫，寺谷，土樋

下，大朴木，日門，滝根，窪，山谷，高瀬ヶ森，高，長根，木戸，府中，前浜，田の沢，天ヶ沢，猿内，谷

地，大森 

＜津谷地区＞津谷（新明戸，松尾，松岡，舘岡，明戸，長根），松ヶ沢，宮内，猪の鼻，小峰崎，舘下，尾

田，宮内，岳の下，大椚，坊の倉，高岡，道外，風越，幸土，林の沢，狼の巣，東川内，下川内，中川内，

西川内，上川内，中島，大沢，登米沢，津谷桜子 

＜馬籠地区＞全域 

＜小泉地区＞平貝，泉沢 

■復旧の見通し 

 

■松岩変電所 

 供給区域：気仙沼地域，新月・松岩・面瀬方面 

 被害状況：変電所に大きな被害はありませんでしたが，変電所から送電している主要な配電線２０ルートのう

ち１５ルートが全壊もしくは一部が流失･倒壊しました。沿岸に供給する１０ルートは，ほぼ壊滅状

態です。 

 復旧状況：新たに２ルート増やすことができ７ルートから送電していますが，送電できる電力量が限られてい

るため，これらルートでのエリア拡大は困難な状況です。 

        津波で一部分（多いところは数箇所以上）が消失・倒壊している配電線の復旧作業を行っていま

すが，がれきが支障となっているため，市と東北電力が協力して，道路等のがれき除去を行いな

がら，送電エリアを拡大できるよう作業を進めておりますので，地域によってはしばらく時間を要し

ます。 

■鹿折変電所 

 供給区域：鹿折・大島・唐桑方面 

 被害状況：変電所に供給している特別高圧送電線の鉄塔４基が倒壊，変電所が津波で冠水しました。 

 復旧状況：鹿折変電所の仮設変圧機は，４月５日（火）に据付が完了し４月６日（水）より被害の少なかった

配電線（電柱・電線）から順次送電できるよう復旧作業を行っています。なお，広い範囲で電線・

電柱が消失したところなど個別の被害状況によってはさらに時間を要する地域があります。 

■岩井崎変電所，津谷変電所 

供給区域：岩井崎変電所 階上・本吉町大谷方面 

      津谷変電所  本吉町津谷・小泉・馬籠・大谷方面 

 被害状況：変電所に送電している特別高圧送電線の鉄塔１基が倒壊，沿岸の電柱・電線が消失・倒壊 

 復旧状況：３月２３日（水）に特別高圧送電線の仮設鉄塔の片側ルートが完成し, 倒壊・流出した電柱建設

を進め，順次送電エリアを広げておりますが，広い範囲で電線・電柱が消失したところなど，個別

の被害状況によっては，さらに時間を要する地域があります。小泉地区は，津谷側からの迂回ル

ートを小泉中学校まで延ばすことができました。 



平成２３年５月２日 

■水 道 の 復 旧 状 況 
●上水道〔震災前の給水戸数〕：２５，８０９戸 → 5/1 16:00現在：１６，１３０戸が給水可能 
●簡易水道・簡易給水施設 
〔震災前の給水戸数〕：       ５０５戸 → 4/3       現在：     ５０５戸が給水可能 
■昨日（５月１日）
までに通水となった
地区 

◎全域通水となった地域 
■気仙沼地域 
＜気仙沼地区＞九条，田中，田中前，田谷，本郷，南郷1区，神山，本町，
舘山，古町，滝の入，福美町，新町，化粧坂，三日町，沢田，八日町 1
区，陣山，太田，入沢，柏崎，河原田1区 

＜鹿折地区＞西八幡町，西中才，日の口，両沢，東中才 
＜松岩地区＞松崎五駄鱈，後沢，金取，羽田，水梨，前田，大石倉，石甲，
三峰，牧沢，浦田，赤岩，平貝 

＜面瀬地区＞鶴巻，上沢，青葉が丘 
＜新月地区＞全地区通水済み 

■唐桑地域 
全地域通水済み 

■本吉地域 
馬籠，馬籠上沢，馬籠町，表山田，漆原，松ｹ沢，猪の鼻，狼の巣，上川
内，下川内 

 
◎一部通水となった地域 
■気仙沼地域 
＜気仙沼地区＞南郷2区，八日町2区，魚町1・2・3区，南町1・2・3・4
区，港町，河原田2区，南が丘，幸町1区 

＜鹿折地区＞栄町，新浜町2区，中みなと町2区，西みなと町，浪板１区
＜松岩地区＞古谷舘，舘森，赤岩五駄鱈，老松，前浜，母体田 
＜面瀬地区＞高谷，赤田，下沢，千岩田 
＜階上地区＞向原，長磯原，七半沢，森前林，長磯高， 知高，川原 
＜大島地区＞崎浜，要害，浅根，長崎，高井，田尻，廻立，浦の浜，磯草，
新王平 

■本吉地域 
小泉新町，小泉仲町，小泉下町，小泉西，津谷下町，津谷街，津谷仲町，
林の沢，坊の倉，高１区，中郷 

本日(５月２日)の作
業予定 

・配水管の漏水調査 
・破損した水道管・施設の修理 
・出水不良箇所の配水管切り替え作業 

■復旧の見通し ■気仙沼地域：現在，配水池や配水管の復旧作業中です。資材の調達とあわ
せて、順次修理し通水を行う予定です。 

 〔気仙沼地区〕 
 ・幸町地区の通水：１０日程度 
 〔鹿折地区〕 
 ・浪板橋～光ケ丘保養園間の通水：漏水のため資材の到着を待って修理・

通水となります。（５月６日頃） 
 ・浪板2区～鶴ケ浦方面：当面は給水車による給水となります。 
 〔松岩地区・階上地区〕 

・津波浸水区域については，水道管が道路に埋設されているため，がれき
などが除去された後となります。 

 〔大島地区〕 
・配水池や配水管の点検修理をしながら順次通水します。 

 ■本吉地域：狼の巣ポンプ場と馬籠配水池に設置した仮設浄水場及び南明戸
水源の仮設ポンプ施設から，配水管等の点検修理をしながら順次通水をし
ています。また北部系は，取水・導水のための施設全体が被害を受けたた
め，現在仮施設の準備をしています。仮施設の設置は，５月下旬の見込み
です。 

  
 ※１ 津波浸水区域については，水道管が道路に埋設されているため，がれ

きなどが除去された後となります。 
 ※２ 各家の止水作業後の通水となります。 

●がれきなどによって道路状況が悪い場合は，水道管の修理や弁の操作ができず，復旧が遅れます。

 



道 路 情 報（５月１日午後２時調べ） 

５月２日（金）配布 

【高速道路・国道】 

・ 三陸縦貫自動車道と東北縦貫自動車道は、全線通行可能です。 
・ 国道４５号上りは、気仙沼市から石巻までの区間の小泉大橋、歌津大橋、

石巻市河北町成田の３箇所で、落橋等により通行止です。また、南三陸町

歌津伊里前地区は拡幅工事が終了し、大型車両（特殊車両不可）まで通行

できるようになりました。引き続き舗装工事のため５月３日（火）まで、

終日片側通行となりますので、現地の案内表示に従い通行してください。 
（特殊車両については、小泉大橋～歌津大橋と水尻橋が通行できません。い

ずれの箇所も迂回路がありませんのでご注意願います。） 
国道４５号下りは、気仙沼から陸前高田市気仙町まで通行可能です。 
（気仙大橋は落橋、陸前高田市・大船渡市方面へは上鹿折→矢作 

→竹駒経由で通行可能（大型車不可）） 

（※国道４５号は狭隘箇所や多数の段差、亀裂などがあり注意が必要です。） 

・ 国道２８４号は気仙沼・一関間が通行可能です。 

・ 国道３４６号は本吉・松島間が通行可能です。 

・ 宮城県内国道４号、４７号、４８号、２８６号は全線が通行可能です。 
 
【県道】 
・ 津波浸水箇所（浜町、本浜町、新浜町、錦町、東みなと町）に入る、魚町

（五十鈴神社西側（坂口）交差点）から鹿折唐桑駅交差点、中みなと町十
文字目交差点、浪板橋までの区間が、４月２８日（木）～５月８日（日）
まで、瓦礫撤去作業や冠水対策作業等に支障がでることから通行止めとな
ります。気仙沼市太田地内から蔵底まで、もしくは国道４５号気仙沼バイ
パスを通る迂回路により通行してください。 

・ 市内の県道は、津波浸水箇所以外はおおむね通行可能です。 
 

【市道】 
・ 市内の市道は、津波浸水箇所以外はおおむね通行可能です。 
・ 津波浸水箇所（魚市場前、幸町、内ノ脇、仲町、弁天町、潮見町、朝日町、

松崎片浜）に入る「海の市」前交差点、河北ビル前交差点、幸町一丁目十
字路、本郷気仙沼大橋、あけぼの橋、片浜入口交差点において、４月２８
日（木）～５月８日（日）まで、瓦礫撤去作業や冠水対策作業に支障がで
ることから通行止めとなります。なお、鹿折地区の津波浸水箇所に入る市
道は、上記県道と同様に通行止めとなります。 
 

※ 各道路とも、引き続き瓦礫等の撤去や冠水対策の盛土などの作業が行われて
います。また、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
の冠水も続くなど、安全施設等がまだ十分でない所も残っていますので、通
行する際は十分に注意するとともに、作業車両の通行確保に御協力をお願いし
ます。 
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