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平成23年3月16日（水）12：00

宮古市災害対策本部



被災状況（県報告数値）
3月15日（火）16：00現在

県防災課報告数値 
死者 ���2� 

負傷者 �32� 

行方不明者 ���3s��� 

家屋倒壊数 �8�3#��� 

避難所箇所数 鉄b� 

避難者数 店�3S��� 

死亡者等の状況
3月16日（水）12：00現在

遺体安置数 ��釘� 

勤労青少年体育センター ��S��

宮古北高校（田老） 鼎2�



現在の状況
Ⅰ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

3月16日（水）12：00現在

津軽石系統は、津軽石浄水場、田鎖・花輪・荷竹・払川・根井沢は復旧

向町、大通の主要施設やキヤトルなどの復旧を検討する

津軽石小学校へ高圧電力供給

金浜老人福祉センターへ低圧電力供給

赤前小学校の常時電源復旧作業を予定。完了すれば、

高圧電源車は田老地域へ。

上水道

宮古駅から西の千徳系が全面復旧

津軽石の払川周辺が復旧

給水車稼働中（給水場所は行政防災無線で放送）

自衛隊の23トン給水車到着予定

＼／

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

花原市～腹帯

合同庁舎（五月町）

鴨崎町～一石公園上の方

重茂閉伊崎周辺

ドコモショップ宮古和見町付近
・避難者名簿

15日、16時以降た報道機関に提供、市役所および各避難所に掲示中



・道路状況

45号線

市内全域、通行可（一部通行規制あり、田老は緊急車両のみ）

被災車両や廃材等の撤去を継続

鍬ケ崎地区　漁港岸壁～鍬ケ崎小学校まで開通

重茂地区　小堀内～重茂t里まで開通

県道重茂半島線　ムカイワタリ橋の仮設橋資材確保

16日から作業開始（4～5日で設置予定）

山田側から　川代～石浜～千鶏～姉吉　が開通

市道　北地区は宮古～荒巻以北、通行可能

南地区は十二神林道、頂上まで1km地点まで開削

16日の開削は難しい

有芸田老線・陸中山田線　自衛隊が作業中

・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）

川井地域（おにぎり）

自衛隊ヘリで、川代・姉吉・石浜・千鶏の孤立地域への食料を輸送済み

・ごみ

可燃・資源ごみとも当分の間、収集しない

・消毒作業実施

15日、大通の作業実施

今後も自衛隊と連携しながら実施予定



病院情報
通常診療中

豊島医院

岩間耳鼻科

林整形

伊藤産婦人科

金沢内科

大内消・内科

川原田小児科

熊坂内科医院

宮古第一病院

歯科（駒井、斉藤、中居、林、倉田）

おかだクリニック

山口・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

3／15・17は午前のみ

し、16は9～15時

再来のみ、新患は×

外来×、入院・透析可能

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～16日　薬のみ処方、3月22日から通常

外科以外可能、～15時30分まで診療中

薬はさくら薬局



公共交通機関　　　3月16日（水）12＝00現在
・JR

復旧見込みたたず
・三鉄

復旧見込みたたず
・県北バス

別紙のとおり運行開始



避難所・避難者数　　3月15日（火）16＝00現在

箇所数 儖�>�)�B�

宮古地区 �#��1，862 

鍬ケ崎地区 澱�569 

崎山地区 �"�349 

花輪地区 ���92 

津軽石地区 湯�989 

田老地区 ��"�1，415 

重茂地区 迭�234 

計 鉄b�5，510 

※重茂地区南部を除く



宮古地区
避難場所 儖�>�)�B�

1－ 亶ｸﾌ8��f飲��40 

2 伜(ﾏｸ抦ｧxﾕ｢�265 

3 亶ｸﾌ9�ﾉ(hｧxﾕ｢�16 

4 亶ｸﾌ8抦ｧxﾕ｢�564 

5 伜(ﾏｹ&9&頷x檍��14 

6 侈xﾘy:�*���82 

7 �I8h抦ｧxﾕ｢�133 

8 伜(ﾏｸﾏij���14 

9 ��ﾘ��魎�47 

10 �:�ﾋH抦ｧxﾕ｢�64 

11 儂Hﾌ9����38 

12 ��:�g��｢�21 

13 �佗ｸ抦ｧxﾕ｢�182 

14 �佗ｸ�9;��｢�23 

15 �ﾙ>ﾉ(hｧxﾕ｢�79 

16 亶ｸﾌ8ⅸｼhﾘ(ﾕ｢�96 

17 俘)Vﾈ5(�ｸ7h5�7�4ｨ8ｸﾘ)�B�34 

18 仞�Vﾉ��ﾉY�85ｨ985��ｲ�112 

19 ��y;�6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�25 

20 冏ｸ�魎�2 

21 亶ｸﾌ8�8��檠Y�8ｺhｶ8橙�11 

計 ���3ツ"�



鍬ケ崎地区

避難場所 儖�>�)�B�

1 �7��ｸ4�7ｨ6X8ｲ�152 

2 亶ｸﾌ9�i?�(hｧxﾕ｢�246 

3 估ﾈ5�ﾞ淫ﾈｧxﾕ｢�125 

4 �(iz)&9&��7 

5 �(iz)&9&頷x檍��8 

6 估inﾉ����31 

計 鉄c��

崎山地区
避難場所 儖�>�)�B�

1 俥亥(抦ｧxﾕ｢�162 

2 亶ｸﾌ8ﾙ�j����｢�187 

計 �3C��

花輪地区
避難場所 ���O�>�)�B�

1 �I}iE��ｩ6��8ｭ��92 

計 涛"�



津軽石地区

避難場所 儖�>�)�B�

1 �,8ﾇ��顫ﾈｧxﾕ｢�209 

2 �,8ﾇ���(hｧxﾕ｢�88 

3 ���抱魎�59 

4 仞霹�ﾏij���48 

5 �:�J委ij���11 

6 ��I��ﾈｧxﾕ｢�294 

7 傅ﾉg�>�ﾘ)�B�72 

8 从ﾉI)VﾉZｨﾕ｢�200 

9 伜(ﾚｨ��ﾔｹ�ﾈ+8/����8 

計 涛ヲ�

重茂地区
避難場所 儖�>�)�B�

’1 偬Il馭ｸﾏij���27 

2 倚侈�>�&霎hﾏij���62 

3 倚侈�>�Zｨｭ��3 

4 偬Il靠ij���134 

5 偬Il韜�;hｭ��8 

計 �#3B�



田老地区

避難場所 儖�>�)�B�

1 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+��507 

2 �69��ﾘﾘx駟k���30 

3 �-8.ｨ*�*)���128 

4 �69��h耳抦ｧxﾕ｢�147 

5 冉ｸﾘ"�340 

6 �;�,ﾈ羊�6 

7 傅ﾉ69�8�)���10・ 

8 ���69&霎h�檍郢�ﾒ�11 

9 ��ﾘ抱魎�101 

10 �8ﾈ4ﾈ6ｸ��+8/����20 

11 乂�>�&霎h�檍郢�ﾒ�91 

12 ��Y�"�24 

計 ���3C�R�



2011年3月15日

岩手県北自動車株式会社

岩手県宮古地域のバス運行状況

岩手県北自動車株式会社（本社：岩手県盛岡市盛岡駅前北通計1）の宮古地域における3月16日

く水）からの運行予定状況は以下の通りです。なお、道路状況や諸般の事情によりやむをえず予告な

く運休、迂回、時刻変更をする場合がございますので予めご了承ください。

ただし、現在、パス運行のための燃料の確保が困難な状況であり、このままの状況が続きますと、

数日のうちにバスの運行が全面的に困難な状況になる可能性もあります。

弊社は、皆様方のご厚意に支えられて、緊急避難輸送や最低限の社会生活維持のための一般路

線の復旧・維持に努めております。交通手段が限られる中、安全確実な移動手段であるバスを是非と

もご利用下さい。

【運行状況（予定）】

■　路線バス

●　西ケ丘団地方面

・始発：宮古駅前7時側分、終バス：17時40分（1日5本、循環バス）

●　和井内方面

・始発：宮古駅前9時15分、終バス：16時40分（1日3本）

●　花輪方面

・始発：宮古駅前9時55分、終バス二17時10分（1日4本）

●　宮園団地方面

・始発：宮古駅前8時45分、終バス：16時30分（1日4本、循環バス）

●　小山田り＼木沢方面

・始発：宮古駅前9時5分、終バス：15時咄分（1日3本、循環パス）

T　宮古駅前⇔DORA間のシャトルバス（買い物バス）

●　宮古駅前：10時30分発、概ね30分おきに、16時まで

〈本件に関するお問い合わせ先〉

岩手県北自動車株式会社

宮古営業所

Tel：0193－64－6060

現在電話は大変繋がりにくい状況にあります



2011年3月15日

岩手県北自動車株式会社

106急行バス（盛岡・宮古線）丁部再開のお知らせ

宮古地区における路線バスの一部再開については、既にご案内しておりますが、明日より106急行

バスく盛岡・宮古線）の一部運行再開（3往復）が急遽決定いたしましたので、追加でご案内いたしま

す。

なお、3月17日以降の運行内容について軋需給が逼迫している燃料の状況を見ながらにはなりま

すが、現在増便を検討しておりますので改めてご案内いたします。

弊社は、皆様方のご厚意に支えられて、緊急避難輸送や最低限の社会生活維持のための一般路

線の復旧灘特に努めております。交通手段が限られる中、安全確実な移動手段であるバスを生活

の正常据二お役立てください。

日月16日の106急行バス（盛砂宮古線）の運行内容】

■宮古駅前発＝10時柑分、11時00分、12時10分の3便

■盛岡駅前発：14時85分、15時05分、16時細分の3便

なお、3月1相の運行については、宮古駅前、盛岡駅前以外の準中乗降はできません

く本件に関するお問い合わせ先〉

岩手県北自動車株式会社

宮古営業所

Tel：0193－64－6060

現在電話は大変繋がりにくい状況にあります



平成23年3月16日現在

宮古市役所の窓口情報

市役所各窓口における受付項目は次のとおりです。

①本庁3階は戸籍（出生、死亡、婚姻など）の受付のみです。

②住所の異動届（転入、転居など）

各種証明書の発行（住民票、戸籍謄抄本など）

その他住民登録に関する事

戸籍の受付は新里投合事務所で出来ます。

③　花輪、重茂出張所

川井稔合事務所

（小国、川内、門馬出張所）

田老総合事務所

④　崎山・津軽石出張所は閉鎖です。



医　療∴．＿＿＿一情1－＿ 册��X�D因ﾓ8ﾌ靺ﾈﾝﾘ��掠wｹ]ｸﾉ(��(���

宮膏第十病院 �(i8ﾈﾊ�ﾇ傲xｫ8�(��自¥隍�雲ｸﾔh耳��� 
l l 

宮古山口病院・ �>ﾉ8ﾉ���.�-ﾘ�噂��yW8�"�

三陸病院 俐Hｪh�(Yzh-ﾘ���

金沢内科医院 俐I�X-�-ﾘ���io(.�-ﾘ���9：00～14：00（月・火・木・金曜日） 

9－：00～12－：00（水曜日■）－ 

岩見神経内科医院 祷�c6H�����ﾈ�c���
13：30．～14：30 

熊坂内科医院 嶋�c3��������c����7��Y?ｩvｩ?ｨ.��(�｢�

山下眼科医院 祷�h�ﾃ�����(�c���
14・：00～15：00 

豊島医院 嶋�c3����(�c���
14－：00～17：加（水‾・土曜日は午前中のみ） 

佐藤雅夫クリニック 仗俟ﾈ粂,ﾈ-ﾘ,ﾉ�陌��
8三30～16：30．（水・土曜日は午前中のみ） 

岩間耳鼻咽喉科医院 �,ｨ�ﾙ�i|8�冦益ｩ?ｨｷ��h�｢�

川原田小児科医院 嶋+�3����(�c�����X�Y7况ｩ?ｨ�｢�
8：30～17：qO（火・木・金曜日） 

奥脳神獲外科クリニック �9ilｨｷ��b�

小野寺医院 �9ilｨｷ��h�X�ﾂ�

石川整形外科医院 �9ilｩ�ﾉ�b�

おおうち消化器科内科クリ 嶋�h���ﾃ3�����ﾃ(���c3����8v��hﾝx���x�c���佇��X懆�X迄�Xｾ�vｩ?ｨ�｢�
こニック 嶋�c3����(�c���冦��Y7况ｩ?ｨ�｢�

林整形外科・内科医院 �,ｨ�ﾙ�i|8��ﾇ傲t��

おかだ外科内科クリニック ��x�9�8ﾉｹ?�+)~ﾃ�)x�s������ｾ��ｨｯ2�

午後鯛古第一病院応援　　　者　宣遠 

伊東産婦人料医院 祷�C�������c������������������6｢� 

松井産婦人科医院 ��Y?ｨ���i?ｨ�_ｸ��#(ﾈ�,ｨｽr�亀 

たかはしメンタルク．＿リニッタ 祷�c�������c3����S�8�c3����X�c3���X�h�S3���O�>�ｩ�陌�� 

後藤泌尿器科皮膚科医嘩 �:y�ﾙ8ﾈ郢(h耳���������������������

息 




