
避難所への情報提供3

平成23年3月15日（火）8：00現在

宮古市災害対策本部



被災状況（県報告数値）
3月14日（月）15：00現在

県防災課報告数値
死者 ����� 

負傷者 �32� 

行方不明者 ���3cS�� 

家屋倒壊数 �8�3#��� 

避難所箇所数 鉄2� 

避難者数 嶋�3�3b� 

死亡者等の状況
3月14日（月）20：30現在

遺体安置数 ��CB� 

勤労青少年体育センター ��#2�

宮古北高校（田老） �#��



現在の状況 3月15日（火）8：00現在
・ライフライン

電力

新里地区は復旧

宮古駅以西復旧

グリーンピア三陸みやこへ通電

津軽石地区は、復旧作業継続

津軽石小学校へ高圧電力供給（併せて本日復旧作業）

金浜老人福祉センターへ低圧電力供給

上水道

宮古駅から西の千徳系が全面復旧

給水車稼働（給水場所：二中、愛宕小、宮古小、水道庁舎）

※給水時間8：30～19：00

通信

固定電話：不通

携帯電話
au使用可能

ドコモ使用不可（一部の地区で使用可能）

※山口小学校にドコモ通信車両配置

（山口小学校を中心に半径300m携帯メール利用可能）

通話・メール可

メール可

・避難者名簿

現在作成中

完了次第、各避難所に掲示

花原市～腹帯

合同庁舎（五月町）

鴨崎町～西公園上の方

重茂閉伊崎周辺

ドコモシ］ツゲ宮古和見町付近



・道路状況

45号線

藤の川～金浜は部分的片側通行

8：30から高浜小～金浜は通行止め（復旧作業のため）

※宮古道路通行可

グリーンピアまで通行可（一般車両の通行規制あり）

被災車両の撤去を開始（防災無線で周知）

藤畑～十二神山～重茂（千鶏）のルート確保のため作業開始

鍬ケ崎地区　光岸地～なあどまで開通

重茂地区　小堀内～重茂・里まで開通
・防災無線

運用中（川井地域は不可）
・炊き出し

新里給食センター（おにぎり）5，000個

川井地域（おにぎり）午前、午後各4，000個

・ごみ

可燃・資源ごみとも当分の間、収集しない

・田老地区の状況

自衛隊3，500人体制で宮古周辺で大規模活動

（捜索、救助、生活支援）
■消毒作業実施



病院情報

通常診療中

豊島医院

岩間耳鼻科

林整形

伊東産婦人科

金沢内科

おおうち消化器・内科

川原田小児科

熊坂内科医院

宮古第一病院

各歯科医院（駒井、さいとう、中居、林、くらた）

おかだクリニック

山口病院

三陸病院

後藤医院

岩見神経内科医院

松井産婦人科

たかはしメンタル

3月15日（火）8：00現在

3月15日（火）・17日（木）は午前のみ診療

16日（水）は9～15時診療

再来のみ診療、新患は×

再来のみ診療、新患は×

外来×、入院・透析可能

診療は9～11時、13時30分～14時30分

要治療者は宮古病院
お産予定者カルテは宮古病院にあり
3月15日（火）～16日（水）薬のみ処方
3月22日（火）から通常診療
外科以外診療可能、15時30分まで診療中
薬はさくら薬局で



避難所■避難者数　3月14日（月）17＝00現在

箇所数 儖�>�)�B�

宮古地区 �#"�4，411 

鍬ケ崎地区 澱�970 

崎山地区 �"�364 

花輪地区 ���80 

津軽石地区 唐�1，276 

田老地区 湯�1，525 

重茂地区 迭�210 

計 鉄2�8，836 



宮古地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 亶ｸﾌ8��f飲��200 

2 伜(ﾏｸ抦ｧxﾕ｢�500 

3 亶ｸﾌ9�ﾉ(hｧxﾕ｢�200 

4 亶ｸﾌ8抦ｧxﾕ｢�760 
‾　5 伜(ﾏｹ&9&頷x檍��60 

6 侈xﾘy:�*�����300 

7 �I8h抦ｧxﾕ｢�220 

8 亶ｸﾌ8ﾘ(ﾕ｢�21 

9 �靜ﾈ郢�ﾘ�X*�*袷2�60 

10 伜(ﾏｸﾏij���160 

11 ��ﾘ��魎�160 

12 �:�ﾋH抦ｧxﾕ｢�100 

13 儂Hﾌ9����200 

14 ��:�g��｢�30 

15 �佗ｸ抦ｧxﾕ｢�500 

16 �佗ｸ�9;��｢�60 

17 �ﾙ>ﾉ(hｧxﾕ｢�300 

18 亶ｸﾌ8ⅸｼhﾘ(ﾕ｢�250 

19 俘)Vﾈ5(�ｸ7h5�7�4ｨ8ｸﾘ)�B�50 

20 仞�Vﾉ��ﾉY�85ｨ985��ｲ�200 

21 傅ﾈ�)69&霎h5ｨ985��ｲ�50 

22 凛I(h7(8ｲ�30 

計 滴�3C���



鍬ケ崎地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 �7��ｸ4�7ｨ6X8ｲ�200 

2 亶ｸﾌ9V����200 

3 亶ｸﾌ9�i?�(hｧxﾕ｢�400 

4 估ﾈ5�ﾞ淫ﾈｧxﾕ｢�100 

5 �(iz)&9&��20 

6 估inﾉ����50 

計 涛s��



崎山地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 俥亥(抦ｧxﾕ｢�176 

2 亶ｸﾌ8ﾙ�j����｢�188 

計 �3cB�



花輪地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 �I}iE��ｩ6��8ｭ��80 

計 塔��



津軽石地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 �,8ﾇ��顫ﾈｧxﾕ｢�425 

2 �,8ﾇ���(hｧxﾕ｢�116 

3 ���抱魎�85 

4 仞霹�ﾏij���60 

5 �:�J委ij���60 

6 ��I��ﾈｧxﾕ｢�400 

7 傅ﾉg�>�ﾘ)�B�50 

8 从ﾉI)VﾉZｨﾕ｢�80 

計 ���3#sb�



田老地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+��600 

2 �69��ﾘﾘx駟k���300 

3 �-8.ｨ*�*)���200 

4 �69��h耳抦ｧxﾕ｢�200 

5 冉ｸﾘ"�100 

6 �;�,ﾈ羊�100 

7 倅�HｧI�Y&��12 

8 傅ﾉ69�8�)���9 

9 ���62�4 

計 ���3S#R�



重茂地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 偬Il馭ｸﾏij���40 

2 倚侈�>�&霎hﾏij���40 

3 偬Il顫ﾈｧxﾕ｢�80 

4 偬Il靠ij���40 

5 偬Il韜�;hｭ��10 

計 �#���



岩手県宮古市の世帯数及び人口数　平成23年3月1日現在

地　区 ��)���B�人　口 

男　性 傚x���ｲ�計 

宮　古 ��X�3c�b�17，374 ����33���36，693 

崎　山 ���3#コ�1，591 ���3c#b�3，217 

花　輪 ���3�c��1，596 ���3cC��3，236 

津軽石 ���3s3"�2，202 �(�3C�"�4，614 

重　茂 鼎S��815 塔sR�1，690 

田　老 ���3S�2�2，140 �(�3#釘�4，434 

新　里 ���3#�2�1，529 ���3cCR�3，174 

川　井 ���3#�2�1，491 ���3SsR�3，066 

計 �#H�333"�28，738 �3��33ッ�60，124 


