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平成23年3月18日（金）12：00

宮古市災害対策本部



被災状況
3月18日（金）12：00現在

死者（遺体安置者） �#3�� 

勤労青少年体育センター ��c��
千徳地区体育館 �#��

宮古北高校（田老） 鉄��

負傷者 �32�※調査継続中 

行方不明者 ���3s���※調査継続中 

家屋倒壊数 滴�3csR�全壊、半壊（一部破損、床上・床下浸水は含まず） 

避難所箇所数 塔R� 

避難者数 度�3�3R� 

鹿屋倒壊数の内訳
3月18日（金）12：00現在

地区 ��8�2�半壊 �ｩYIFｩ���床上浸水 傴�岔�ｩ�R�計 

宮古地区 都#"�647 �����1，262 �#Cr�2，996 

鍬ケ崎地区 田Cb�136 ��33 ��815 

崎山地区 ��C��24 ��17 澱�195 

花輪地区 �� �� ��0 

津軽石地区 鼎#b�136 鉄r� 鉄b�675 

重茂地区 �����4 ���11 �"�136 

田老地区 ���3c���59 ��150 ��"�1，830 

計 �8�3cc��1，006 ��sb�1，473 �3#2�6，647 

※調査継続中



現在の状況 3月18日（金）12：00現在

・ライフライン

電力

新里川l井地区は通電

宮古駅以西通電
グリーンピア三陸みやこへ通電

津軽石系統は、津軽石浄水場、田鎖・花輪・荷竹・払川t根井沢は通電

金浜老人福祉センターへ低圧電力供給

赤前小学校の通電作業を継続中（現在は高圧電源車配置）

田老総合事務所の通電作業に着手

市役所分庁舎～NTTまで通電

水道施設用電力（藤の川）通電作業

末広町、栄町などは、一戸ずつ安全確認しながら通電作業中

重茂地区の通電調査開始

上水道

宮古駅から酉の千徳系が全面復旧

津軽石の払川・荷竹周辺が復旧

給水車稼働中（北高校、崎山小、ニ中、宮古小、愛宕小、水道庁舎）
重茂の千鶏地区が復旧

宮古病院周辺、藤の川は19日の復旧を目指す。

中里団地は20日の復旧を目指す。

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　　　　　　花原市～腹帯

メール可　　　　　　　　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］ツブ宮古和見町付近

・西中にNTTドコモの中継車配置（18日）沿岸部を広くカバーする予定

公共交通機関
・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

・避難者名簿

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。ただし一部通行規制あり。

田老は緊急車両のみ通行可（真崎入口バス停～大平橋間は一般車両通行不可）

藤の川地区の車線確保工事のため通行規制

（一般車両は山田方面のみ通行可、金浜から宮古方面へは宮古道路を通行）

被災車両や廃材等の撤去を継続中

鍬ケ崎地区　漁港岸壁～鍬ケ崎小学校まで開通

重茂地区　小堀内一重茂・里まで開通

県道重茂半島線　向渡橋の仮設橋作業中く3～4日予定）

山田側から　川代～石浜～千鶏～姉吉　が開通

県道　崎山鍬ケ崎線、臨港線が開通

市道　北地区は宮古～荒巻以北、通行可能

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

新里給食センターで実施

自衛隊、炊き出し開始

・ごみ

可燃・資源ごみとも当分の間、収集しない

・医療

医療チームが避難所を巡回

・消毒作業実施

自衛隊と連携し、市街地の作業継続中



緊急物資配送状況 2011／3／18

緊急物資配送場所 �&霎c��14日夕方現在 ��Y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�16日最終現在 ��y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�

愛宕小学校 亶ｸﾌ9&霎b�200 �#���210 �#���

梅翁寺 亶ｸﾌ9&霎b� �� ���

県合庁舎 亶ｸﾌ9&霎b�300 �3���300 儻9wb�

常安寺 亶ｸﾌ9&霎b�80 塔��60 田��

消防署 亶ｸﾌ9&霎b�160 �3��40 鼎��

中里団地集会所 亶ｸﾌ9&霎b�6 澱�14 ��R�

西中 亶ｸﾌ9&霎b�100 鉄��60 �3b�

花輪伝承館 亶ｸﾌ9&霎b�30 都��70 田��

宮古高看 亶ｸﾌ9&霎b�43 �#R�25 ���

宮古高校 亶ｸﾌ9&霎b�21 �� 僭�鈔�

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�550 田���500 鉄���

山口公民館 亶ｸﾌ9&霎b�117 ��r�36 �3R�

山口集会所 亶ｸﾌ9&霎b�30 �3��2 儻9wb�

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�200 �#���150 ��S��

陸中ビル 亶ｸﾌ9&霎b�30 �� ���

漁協ビル 亶ｸﾌ9&霎b�12 ��� �ｩ:顏�OR�

伊藤牧場 亶ｸﾌ9&霎b�30 �3��20 �#��

海上技術短大 亶ｸﾌ9&霎b�54 鉄B�－　59 鉄B�

河南中 亶ｸﾌ9&霎b�205 �����164 ��3��

金浜老人福祉センター（身障センター） 亶ｸﾌ9&霎b�283 �##��250 �#S��

修道場 亶ｸﾌ9&霎b�70 田��40 鼎��

商業高校 亶ｸﾌ9&霎b�195 ��S��126 �����

磯鶏小学校 亶ｸﾌ9&霎b�500 鼎S��250 �#S��

高浜村上商店 亶ｸﾌ9&霎b� ��400 都���

比古神社 亶ｸﾌ9&霎b�200 ��s��60 鼎R�

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�120 ��#��120 ��#��

熊野神社 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�20 �3��30 �3"�

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�150 ��S��142 ��32�

二中 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�300 �#S��194 ��釘�

パークホテル 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�190 �����190 ��sB�

休暇村 俥亥)&霎b�181 �#���157 ��CR�

崎山小学校 俥亥)&霎b�110 �����109 ���B�

赤前小学校 �,8ﾇ���&霎b�400 �3���400 �3���

小堀内高台 �,8ﾇ���&霎b�75 田��60 田��

駒形公民館 �,8ﾇ���&霎b�60 鉄"�51 �3��

白浜分校 �,8ﾇ���&霎b�80 塔��80 塔��

新町公民館 �,8ﾇ���&霎b�30 �3��21 �3R�

瑞雲寺 �,8ﾇ���&霎b�85 �#��4 �"�

津軽石小 �,8ﾇ���&霎b�425 鼎#R�420 鼎#R�

津軽石中 �,8ﾇ���&霎b�90 都��70 鉄2�

津軽石荷竹自治会館 �,8ﾇ���&霎b� ��5 ���

藤畑公民館 �,8ﾇ���&霎b�60 湯�10 僭�鈔�

堀内集落（小堀内高台経由） �,8ﾇ���&霎b� ����15 ��R�

26分団 偬Il�&霎b�50 �� ���

姉吉地区 偬Il�&霎b�35 �3R�35 �3"�

石浜地区 偬Il�&霎b�100 �����100 ��3��

音部笹見内公民館 偬Il�&霎b�100 �����85 塔��

重茂北地区公民館 偬Il�&霎b� ��40 鉄��



緊急物資配送状況 2011／3／18

緊急物資配送場所 �&霎c��14日夕方現在 ��Y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�16日最終現在 ��y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�

重茂児童館 偬Il�&霎b�25 �� ���

重茂出張所 偬Il�&霎b�75 都R�80 塔��

重茂小規模多機能センター 偬Il�&霎b�50 �� ���

川代地区 偬Il�&霎b�34 �3B�34 �3B�

千鶏地区 偬Il�&霎b�150 ��S��150 �#���

樫内集会所 �69�&霎b�60 田��60 田��

神田 �69�&霎b�4 �� 途�

グリーンピア �69�&霎b�260 田���619 �3S��

小田代山荘 �69�&霎b�9 �� ����

常運寺 ��ﾉ69�&霎b� ��75 都R�

摂待生活改善センター �69�&霎b� ��13 ��B�

田老総合事務所 �69�&霎b�300 ��105 ���R�

田老第一小 �69�&霎b�200 �� �#���

水沢集会所 �69�&霎b� ����0 ���

道の駅たろう �69�&霎b�60 �� ���

宮古北高 �69�&霎b�100 �3���300 �3���

SELPわかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�20 途�10 途�

あお空 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�40 �#R�25 儻9wb�

慈苑 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�250 �#�R�20 �#�R�

ウイリー �+ｸ,ﾉ�ﾂ�41 鼎��49 鼎B�

えくぼ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�20 �#��215 �#��

かのん �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 唐�0 僭�鈔�

さくらつつみグループホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�30 �#��22 �#"�

サンホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�101 ��S��150 ��C��

三陸病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ���

清寿荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 田2�58 鼎R�

千徳デイサービス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�25 �3��23 �#��

第二わかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�160 ��sR�185 ��c��

はまゆり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�51 鉄��51 鉄��

ふれあい荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�300 �#sb�193 都"�

ほほえみの里 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�197 �#�2�216 �����

松山荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�120 �� ���

宮古第一病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�100 �� ���

宮古病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 都��� ���

恵風支援学校 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�30 �3��30 澱�

山口病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� 鼎���

桜ケ丘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� �#���

8，889　　　8，463　　　7，857　　7，935



公共交通機関運行状況

［岩手県北バス］

路線バス

●山田船越線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� ��H葎遥��(R�

船越駅前 嶋鱚��ZｩJﾒ�各バス停 祷鱚�9Zｩ(R�

船越駅前 祷鱚��ZｩJﾒ����鱚�9Zｩ(R�

船越駅前 ��(鱚S)ZｩJﾒ���8鱚C�Zｩ(R�

船越駅前 ��H鱚#�ZｩJﾒ���X鱚#�Zｩ(R�

船越駅前 ��X鱚�YZｩJﾒ���h鱚�瓜ｩ(R�

※運賃は、上限500円です。（500円以下は通常運賃です）

23．3．18作成

行き先 ��H葎遥Jﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 塗鱚S9ZｩJﾒ�各バス停 度鱚SyZｩ(R�

宮古駅前 祷鱚C�ZｩJﾒ����鱚C瓜ｩ(R�

宮古駅前 ��(鱚��ZｩJﾒ���(鱚S瓜ｩ(R�

宮古駅前 ��X鱚3�ZｩJﾒ���h鱚3YZｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚3兒ｩJﾒ���x鱚CiZｩ(R�

※高浜・津軽石地内は国道、山田地内は山田道路を迂回運行します。

※宮古駅前行きは磯鶏から小山田を迂回運行します。

●崎山・休暇村・宮古病院線

養宮古駅前行きは築地二丁目からバイパス・出会い橋を迂回運行します。
・崎山ニュータウン行き（宮古病院前経由）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 俥亥(6ｨ8X�ｸ5�4X99(R�

崎山ニュータウン 度鱚�YZｩJﾒ�各バス停 度鱚#兒ｩ(R�

崎山ニュータウン 祷鱚��ZｩJﾒ�祷鱚#IZｩ(R�

崎山ニュータウン ��8鱚C�ZｩJﾒ���H鱚�IZｩ(R�

崎山ニュータウン ��X鱚��ZｩJﾒ���X鱚#IZｩ(R�

崎山ニュータウン ��h鱚S�ZｩJﾒ���x鱚�IZｩ(R�

・宮古病院行き

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 亶ｸﾌ9V���(R�

宮古病院 度鱚SYZｩJﾒ�各バス停 嶋鱚��Zｩ(R�

宮古病院 ��(鱚��ZｩJﾒ���(鱚�YZｩ(R�

・休暇村行き（宮古病院前経由）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 亶���ｩ(R�

休暇村 ���鱚3�ZｩJﾒ�各バス停 ���鱚S瓜ｩ(R�

休暇村 ��h鱚�YZｩJﾒ���h鱚39Zｩ(R�

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 刎�鯖>��I�Y(R�

和井内 祷鱚�YZｩJﾒ�各バス停 ���鱚�9Zｩ(R�

和井内 ��(鱚3YZｩJﾒ���8鱚39Zｩ(R�

和井内 ��h鱚C�ZｩJﾒ���x鱚3瓜ｩ(R�

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� ��ﾈ5�ｷX蕀)ｩmｩ(R�

西ケ丘 度鱚C�ZｩJﾒ�各バス停 度鱚SIZｩ(R�

西ケ丘 祷鱚C�ZｩJﾒ�祷鱚SIZｩ(R�

西ケ丘 ��8鱚#�ZｩJﾒ���8鱚3IZｩ(R�

西ケ丘、 ��X鱚SYZｩJﾒ���h鱚�兒ｩ(R�

西ケ丘 ��x鱚C�ZｩJﾒ���x鱚SIZｩ(R�

行き先 俥亥(6ｨ8X�ｸ5�4X99Jﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#兒ｩJﾒ�各バス停 度鱚SIZｩ(R�

宮古駅前 祷鱚#YZｩJﾒ�祷鱚S�Zｩ(R�

宮古駅前 ��H鱚�iZｩJﾒ���H鱚3�Zｩ(R�

宮古駅前 ��X鱚3IZｩJﾒ���X鱚S兒ｩ(R�

宮古駅前 ��x鱚�iZｩJﾒ���x鱚C�Zｩ(R�

行き先 亶ｸﾌ9V���Jﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 嶋鱚��ZｩJﾒ�各バス停 嶋鱚#YZｩ(R�

宮古駅前 ��(鱚#�ZｩJﾒ���(鱚3YZｩ(R�

行き先 亶���ｩJﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚��ZｩJﾒ�各バス停 ���鱚#兒ｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚3YZｩJﾒ���x鱚�IZｩ(R�

行き先 刎�鯖>��I�YJﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚�YZｩJﾒ�各バス停 ���鱚��Zｩ(R�

宮古駅前 ��8鱚3瓜ｩJﾒ���H鱚3IZｩ(R�

宮古駅前 ��x鱚C�ZｩJﾒ���磯�3iZｩ(R�

行き先 ��ﾈ5�ｷX蕀)ｩmｩJﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚SIZｩJﾒ�各バス停 嶋鱚��Zｩ(R�

宮古駅前 祷鱚SIZｩJﾒ����鱚��Zｩ(R�

宮古駅前 ��8鱚3IZｩJﾒ���8鱚S�Zｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚�兒ｩJﾒ���h鱚#YZｩ(R�

宮古駅前 ��x鱚SIZｩJﾒ���磯���Zｩ(R�



●花輪線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� �+y�)��y(R�

長沢六組 祷鱚SYZｩJﾒ�各バス停 ���鱚#�Zｩ(R�

長沢六組 ��(鱚��ZｩJﾒ���(鱚3YZｩ(R�

長沢六組 ��X鱚3YZｩJﾒ���h鱚��Zｩ(R�

長沢六組 ��x鱚��ZｩJﾒ���x鱚3YZｩ(R�

●宮園団地線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 亶ｸ��&9&�(R�

宮園団地 嶋鱚CYZｩJﾒ�各バス停 祷鱚��Zｩ(R�

宮園団地 ���鱚C�ZｩJﾒ����鱚SiZｩ(R�

宮園団地 ��8鱚SYZｩJﾒ���H鱚��Zｩ(R�

宮園団地 ��h鱚3�ZｩJﾒ���h鱚CyZｩ(R�

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ� 價ｩm��)&9&�(R�

八木沢団地 祷鱚�YZｩJﾒ�各バス停 祷鱚�yZｩ(R�

八木沢団地 ���鱚3YZｩJﾒ����鱚CyZｩ(R�

八木沢団地 ��X鱚C�ZｩJﾒ���X鱚S)Zｩ(R�

行き先 �+y�)��yJﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚#)ZｩJﾒ�各バス停 ���鱚CyZｩ(R�

宮古駅前 ��(鱚3yZｩJﾒ���8鱚�)Zｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚�)ZｩJﾒ���h鱚#yZｩ(R�

宮古駅前 ��x鱚3yZｩJﾒ���磯��)Zｩ(R�

行き先 亶ｸ��&9&飩ﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 祷鱚�9ZｩJﾒ�各バス停 祷鱚�瓜ｩ(R�

宮古駅前 ���鱚SiZｩJﾒ���(鱚��Zｩ(R�

宮古駅前 ��H鱚��ZｩJﾒ���H鱚#iZｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚CyZｩJﾒ���x鱚�9Zｩ(R�

行き先 價ｩm��)&9&飩ﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 祷鱚�兒ｩ(R�各バス停 祷鱚3�Zｩ(R�

宮古駅前 ���鱚C兒ｩ(R���(鱚��Zｩ(R�

宮古駅前 ��X鱚SIZｩ(R���h鱚�iZｩ(R�

●買い物バス（宮古駅前⇔DORA間のシャトルバス）

宮古駅前10時30分発　概ね30分おきに　16時まで

●106急行バス（盛岡・宮古間）

行き先 綿ｷｸﾌ8遥��ﾖﾂ�l盛岡駅前着 

盛岡 �y��� 8時35分発 丿X6�5�."�10時50分着 

10時10分発 �12時25分着 

11時00分発 �13時15分着 

12時10分発 �14時25分着 

16時05分発 �18時20分着 

17時10分発 �19時25分着 

盛岡駅前 

盛岡駅前 

盛岡駅前 

行き先 ��x圷遥��ﾒ� 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#YZｩJﾒ�各バス停 祷鱚C�Zｩ(R�

宮古駅前 祷鱚3YZｩJﾒ����鱚S�Zｩ(R�

宮古駅前 ��(鱚3YZｩJﾒ���H鱚S�Zｩ(R�

宮古駅前 ��H鱚�YZｩJﾒ���h鱚#�Zｩ(R�

宮古駅前 ��X鱚�YZｩJﾒ���x鱚#�Zｩ(R�

宮古駅前 ��h鱚��ZｩJﾒ���磯��YZｩ(R�

●ビーム1（宮古・東京愕3月18日から運行再開

宮古駅前発　東京品川行き　発車時刻　21時00分

※事前に宮古駅前で乗車チケットを販売します。

［JR］　復旧見込み立たず

［三陸鉄道】　宮古駅一田老駅間の復旧に向け作業中
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県立宮古病院 偬H�_(�(ﾜYtHﾘ��

宮古第一病院 祷�c����ﾇ傲xｫ8�(����､�雲ｸ�"�

宮古山口病院 俐Ix悪8�(,ﾈ-ﾘ���hｫ9W8�"�

三陸病院 俐Ix悪8�(���hｫ8�"�

金沢内科医院 俐Ix�,ﾈ-ﾘ��o(,ﾈ-ﾒ�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�c3��������c���
13：30～14：30 

熊坂内科医院 嶋�c3������c������?ｨ��7��ｨ��#�?ｨ��?ｨ�ｨ��#�?ｨ�佇��X��ｨ.��(�｢�
インスリン使用中の患者対応可 

山F眼科医院 祷�c���ﾈ���(�c���
14：00～15：00 

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

佐藤雅夫クリニック 仗亶ﾙo(,ﾈ-ﾘ,ﾉ�陌��
8：30～16：30■（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�c3����(�c�����X�i7况ｩ?ｨ�｢�
8：30～17：00（火・木・金曜日） 

奥脳神経外科クリニック �9ilｨｷ��b�

小野寺医院 �9ilｨｷ��b�

石川整形外科医院 �9ilｨｷ��b�

関根内科小児科 亶��i(b�

おおうち消化器科内科クリ． 嶋�c3����(�c3��8�c3����x�c���佇��X懆�Y�X�Xｾ�vｩ?ｨ�｢�
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 ���?｣��c�����X�c���19日9：00～12：00 

22日～9：00～15：00 

伊東産婦人科医院 祷�c�������c���

松井産婦人科医院 ��y?ｨ����?｣��c�����X�c���冩(,ﾈ-ﾘ�ｨ��#)?ｨ��,ｨ�ﾙuﾉ.��

たかはしメンタル■クリニック 祷�c�������c3����8�c3����X�c3��
15：30～避難所対応 

後藤泌尿器科皮膚科医院 �:y�ﾘ��郢(b�
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