
避難所への情報提供8

平成23年3月20日（日）12：00

宮古市災害対策本部



被災状況
3月20日（日）12：00現在

死者（遺体安置者） �#sb� 

勤労青少年体育センター ��c��

千徳地区体育館 鼎��

宮古北高校（田老） 都b�

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 田�� 

避難者数 店�3��r� 

家屋倒壊数の内訳
3月20日（日）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�287 鉄b�962 

重茂地区 �����4 �����11 �"�136 

田老地区 ���3c���59 ��150 ��"�1，830 

計 �8�3cc��1，006 ��sb�1，760 �3#2�6，934 

※調査継続中′ 



現在の状況 3月20日（日）12：00現在

・ライフライン

電力

新里・川井地区は通電

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・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）

田老総合事務所通電のための建柱作業継続

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

南町、栄町などを一戸ずつ安全確認しながら通電作業中

重茂漁協、重茂小学校・中学校通電
後藤医院の常時通電が復旧

上水道

宮古駅から西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、二中、宮古小、愛宕小、水道庁舎）
重茂の千鶏地区が復旧

藤の川が復旧

佐原地区（宮古病院含む）が復旧
ほほえみの里、希望ケ丘団地、崎山小・中学校入口付近までが復旧

中里団地は20日の復旧を目指す

鍬ケ崎小学校、崎山小・中学校、休暇村の復旧作業継続中

通信
・固定電話：不通
■携帯電話

au使用可能

ドコモ可能（田老・重茂半島東側地区などを除く）

NTTの衛星携帯電話を次の避難所に設置
・津軽石小10台、グリーンピア10台、宮古北10台、ふれあい荘1台、

田老総合事務所1台
・臨時災害放送「みやこ災害エフエム」を22日（火）から放送

免許人「宮古市」、運営「みやこコミュニティ放送研究会」（ボランティア）

周波数　77．4MH2

（エリア：宮町一丁目の陸中ビルを中心とする半径20キロ程度）

公共交通機関
・JR

岩泉線の代行バス運行

宮古駅発①8：00②16：00　岩泉発①8：04②13：00
・三鉄

別紙のとおり宮古・田老間運行
・県北バス

別紙のとおり運行



・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（3～4日予定）

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

県道　崎山鍬ケ崎線、臨港線が開通

・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

生活情報など
・炊き出し

新里給食センターで実施

自衛隊（津軽石小・重茂小・グリーンピア三陸みやこ）、炊き出し実施

・医療

医療チームが避難所を巡回中

市内診療所等の開院状況は別紙のとおり（3月19日現在の資料から変更なし）

・消毒件業

自衛隊と連携し、市街地の作業継続中

・ごみ

【燃やせるごみ】

宮古地域・田老地域は、21日（月）から週1回（月・火・水）のみ収集再開

新里川l井地域は、通常通り収集

各避難所は、木・金曜日に収集

※燃やせないごみ、資源物収集は、当分の間休みます

・運転免許証

3月11日以降に有効期限を迎える人は、「8月31日まで」と読みかえます

・市民相談窓口を開設

3月20日（日）午後から市役所分庁舎3階に開設



緊急物資配送状況 2011／3／20

緊急物資配送場所 �&霎c��16日最終現在 ��y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�18日現在最終 ���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

愛宕小学校 亶ｸﾌ9&霎b�210 �#���200 �#���

梅翁寺 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

県合庁舎 亶ｸﾌ9&霎b�300 儻9wb�不要 ��

常安寺 亶ｸﾌ9&霎b�60 田��40 田��

消防署 亶ｸﾌ9&霎b�40 鼎��40 �#R�

中里団地集会所 亶ｸﾌ9&霎b�14 ��R�15 ��2�

西中 亶ｸﾌ9&霎b�60 �3b�41 �#b�

花輪伝承館 亶ｸﾌ9&霎b�70 田��60 塔��

宮古高看 亶ｸﾌ9&霎b�25 ��定期供給不要 ��

宮古高校 亶ｸﾌ9&霎b� 僭�鉅��� ��

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�500 鉄���407 鼎���

山口公民館 亶ｸﾌ9&霎b�36 �3R�33 湯�

山口集会所 亶ｸﾌ9&霎b�2 儻9wb� ��

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�150 ��S��60 都��

陸中ビル 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

漁協ビル 亶ｸﾌ9&霎b� �ｩ:顏�OR� ��

伊藤牧場 亶ｸﾌ9&霎b�20 �#��20 �#��

海上技術短大 亶ｸﾌ9&霎b�59 鉄B�46 鼎B�

河南中 亶ｸﾌ9&霎b�164 ��3��118 �##��

金浜老人福祉センター（身障センター） 亶ｸﾌ9&霎b�250 �#S��97 涛��

修道場 亶ｸﾌ9&霎b�40 鼎��40 鉄��

商業高校 亶ｸﾌ9&霎b�126 �����100 �ﾙ>ﾈ,�9ﾘﾘr�

磯鶏小学校 亶ｸﾌ9&霎b�250 �#S��200 �#S��

高浜村上商店 亶ｸﾌ9&霎b�400 都���650 ��コ�

比古神社 亶ｸﾌ9&霎b�60 ���CR�60 田��

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�120 ��#��100 鉄��

熊野神社 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�30 �3"�33 �3��

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�142 ��32�131 ��3B�

二中 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�′194 ��釘�191 ��c��

パークホテル 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�190 ��sB�180 ��s��

休暇村 俥亥)&霎b�157 ��CR�131 ��3"�

崎山小学校 俥亥)&霎b�109 ���B�109 �����

赤前小学校 �,8ﾇ���&霎b�400 �3���220 �##��

小堀内高台 �,8ﾇ���&霎b�60 田��60 田��

駒形公民館 �,8ﾇ���&霎b�51 �3��30 �3��

白浜分校 �,8ﾇ���&霎b�80 塔��45 鉄��

新町公民館 �,8ﾇ���&霎b�21 �3R�22 �#��

瑞雲寺 �,8ﾇ���&霎b�4 �"�1 弌�薐�

津軽石小 �,8ﾇ���&霎b�420 鼎#R�440 �#c��

津軽石中 �,8ﾇ���&霎b�70 鉄2�50 鉄"�

津軽石荷竹自治会館 �,8ﾇ���&霎b�5 �� ��

藤畑公民館 �,8ﾇ���&霎b�10 僭�鈔� 兔(ﾛﾒ�

堀内集落（小堀内高台経由） �,8ﾇ���&霎b�15 ��R�15 ��R�

26分団 偬Il�&霎b� �� ��

姉吉地区 偬Il�&霎b�35 �3"�35 �3��

石浜地区 偬Il�&霎b�100 ��3��130 ��C��

音部笹見内公民館 偬Il�&霎b�85 塔��65 田R�

重茂北地区公民館 偬Il�&霎b�40 鉄��50 迭�



緊急物資配送状況 2011／3／20

緊急物資配送場所 �&霎c��16日最終現在 ��y?ｨﾜX�ﾋｸﾝﾒ�18日現在最終 ���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

重茂児童館 偬Il�&霎b� �� ��

重茂出張所 偬Il�&霎b�80 塔��80 塔��

重茂小規模多機能センター 偬Il�&霎b� �� ��

川代地区 偬Il�&霎b�34 �3B�31 �#��

千鶏地区 偬Il�&霎b�150 �#���160 ��c��

樫内集会所 �69�&霎b�60 田��58 田"�

神田 �69�&霎b� 途� 冉ｸﾘ(-b�

グリーンピア �69�&霎b�619 �3S��400 鼎���

小田代山荘 �69�&霎b� ����10 湯�

常運寺 �69�&霎b�75 都R�75 塔��

摂待生活改善センター �69�&霎b�13 ��B�14 ��R�

田老総合事務所 �69�&霎b�105 ���R�35 �3R�

田老第一小 �69�&霎b� �#���200 涛��

水沢集会所 �69�&霎b� ��移動 ��

道の駅たろう �69�&霎b� �� ��

宮古北高 �69�&霎b�300 �3���300 �#S��

SELPわかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�10 途�7 迭�

あお空 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�25 儻9wb� �3��

慈苑 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�20 �#�R�215 �#�R�

ウイリー �+ｸ,ﾉ�ﾂ�49 鼎B�44 �3��

えくぼ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�215 �#��20 �#��

かのん �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 僭�鈔� �2�

さくらつつみグループホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�22 �#"�21 ��2�

サンホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�150 ��C��140 ��#2�

三陸病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

清寿荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�58 鼎R�51 鉄��

千徳デイサービス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�23 �#��32 �3b�

第二わかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�185 ��c��170 ��c��

はまゆり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�51 鉄��51 鉄��

ふれあい荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�193 都"�145 ��3��

ほほえみの里 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�216 �����134 ��32�

松山荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

宮古第一病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

宮古病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

恵風支援学校 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�30 澱� ��

山口病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 鼎���3／19以降不要 ��

桜ケ丘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �#���134 ��#��

ニチイ �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��R�

7，857　　7，935　　6，792　　5，917



公共交通機関運行状況　　　　　　　　　　　　　　　　23．3．20作成

運行時刻は3月20日運行分です。21日以降は変更になる場合があります。
［岩手県北バス］

路線バス

●船越線

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 ��H葎遥��(R�

船越駅前 嶋鱚��Z｢�各バス停 祷鱚�9Z｢�

船越駅前 ���鱚#yZ｢����鱚�YZ｢�

船越駅前 ��(鱚S)Z｢���8鱚C�Z｢�

船越駅前 ��H鱚#�Z｢���X鱚#�Z｢�

船越駅前 ��X鱚�YZ｢���h鱚�瓜｢�

船越駅前 ��h鱚�YZ｢���x鱚�瓜｢�

行き先 ��H葎遥Jﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 塗鱚S9Z｢�各バス停 度鱚SyZ｢�

宮古駅前 嶋鱚SiZ｢����鱚�9Z｢�

宮古駅前 祷鱚C�Z｢����鱚C瓜｢�

宮古駅前 ��H鱚��Z｢���H鱚C瓜｢�

宮古駅前 ��X鱚3�Z｢���h鱚3YZ｢�

宮古駅前 ��x鱚3IZ｢���磯�3瓜｢�

※宮古駅前発10時27分と15時15分は、船越駅前を経由して大槌まで運行します。

船越駅前から大槌間の運賃は無料です。
※運賃は、上限500円です。（500円以下は通常運賃です）

※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。

●大槌～山田

大槌地区から山田町船越までの無料バスを運行します。

※復旧状況により、運行予定が変更になる場合があります。

期間：3月20日～3月25日

運行区間：船越駅前～大槌・勤労青少年体育センター球場

経由地：安濃小学校入口、大槌高校

行き先 ��H葎遥��ﾒ�経由地 �5ｨ985��ｸｸX�ｩ(R�

大槌 度鱚�YZ｢�安濃小 大槌高 嶋鱚��Z｢�

大槌 ���鱚�YZ｢���(鱚��Z｢�

大槌 ��h鱚�瓜｢���x鱚�9Z｢�

行き先 �5ｨ985��ｸｸX�ｩJﾒ�経由地 ��H葎遥��(R�

船越駅前 嶋鱚��Z｢�安濃小 大槌高 嶋鱚SYZ｢�

船越駅前 ��8鱚�YZ｢���H鱚��Z｢�

船越駅前 ��x鱚�YZ｢���x鱚S�Z｢�

●崎山・休暇村・宮古病院・田老神田線

※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�停車地 俥亥(6ｨ8X�ｸ5�4X99(R�

崎山ニュータウン 度鱚�YZ｢�各バス停 度鱚#兒｢�

崎山ニュータウン 祷鱚��Z｢�祷鱚#YZ｢�

崎山ニュータウン ��8鱚C�Z｢���H鱚�iZ｢�

崎山ニュータウン ��X鱚��Z｢���X鱚3IZ｢�

崎山ニュータウン ��h鱚S�Z｢���x鱚�iZ｢�

・宮古病院行き

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 亶ｸﾌ9V���(R�

宮古病院 度鱚SYZ｢�各バス停 嶋鱚��Z｢�

宮古病院 ��(鱚��Z｢���(鱚#�Z｢�

行き先 俥亥(6ｨ8X�ｸ5�4X99Jﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#兒｢�各バス停 度鱚SIZ｢�

宮古駅前 祷鱚#YZ｢�祷鱚S�Z｢�

宮古駅前 ��H鱚�iZ｢���H鱚3�Z｢�

宮古駅前 ��X鱚3IZ｢���X鱚S兒｢�

宮古駅前 ��x鱚�iZ｢���x鱚C�Z｢�

行き先 亶ｸﾌ9V���Jﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 嶋鱚��Z｢�各バス停 嶋鱚#YZ｢�

宮古駅前 ��(鱚#�Z｢���(鱚3YZ｢�



・休暇村行き（宮古病院前経由）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 亶���ｩ(R�

休暇村 ���鱚3�Z｢�匡叔停 ���鱚��Z｢�

休暇村 ��h鱚�YZ｢���h鱚3YZ｢�

・田老神田行き（宮古病院前経由）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �-8.ｨ*�*)��(R�

田老・神田 嶋鱚�YZ｢�各バス停 嶋鱚S�Z｢�

田老・神田 祷鱚SYZ｢����鱚3�Z｢�

田老・神田 ��(鱚�YZ｢���8鱚��Z｢�

田老・神田 ��X鱚#YZ｢���h鱚��Z｢�

●和井内線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 刎�鯖>��I�Y(R�

和井内 祷鱚�YZ｢�各バス停 ���鱚�9Z｢�

和井内 ��(鱚3YZ｢���8鱚39Z｢�

和井内 ��h鱚C�Z｢���x鱚3瓜｢�

●西ケ丘線

行き先 綿ｷｸﾌ8遥��Y.(鋹&���酉ケ丘三丁目着 

西ケ丘 

酉ケ丘 

西ケ丘 

西ケ丘 

西ケ丘 

西ケ丘 

7時40分 丿X6�5�."�7時54分 

9時40分 �9時54分 

11時05分 �11時19分 

12時00分 �12時14分 

13時20分 �13時34分 

15時55分 �16時09分 

17時40分 �17時54分 

●花輪線

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �+y�)��y(R�

花輪 祷鱚SYZ｢�各バス停 ���鱚#�Z｢�

花輪 ��(鱚��Z｢���(鱚3YZ｢�

花輪 ��X鱚3YZ｢���h鱚��Z｢�

花輪 ��x鱚��Z｢���x鱚3YZ｢�

●岩船線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 舒)�I(R�

岩船 嶋鱚#YZ｢�各バス停 嶋鱚C9Z｢�

岩船 ��8鱚C�Z｢���8鱚S瓜｢�

行き先 亶���ｩJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚��Z｢�匡′くス停 ���鱚#兒｢�

宮古駅前 ��h鱚3YZ｢���x鱚�IZ｢�

行き先 �-8.ｨ*�*)��Jﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 嶋鱚S�Z｢�各バス停 祷鱚#YZ｢�

宮古駅前 ���鱚3�Z｢����鱚�YZ｢�

宮古駅前 ��8鱚��Z｢���8鱚CYZ｢�

宮古駅前 ��h鱚��Z｢���h鱚CYZ｢�

行き先 刎�鯖>��I�YJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚�YZ｢�各バス停 ���鱚��Z｢�

宮古駅前 ��8鱚3瓜｢���H鱚3IZ｢�

宮古駅前 ��x鱚C�Z｢���磯�3iZ｢�

行き先 ��ﾈ5�ｷX蕀)ｩmｩJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚SIZ｢�各バス停 嶋鱚��Z｢�

宮古駅前 祷鱚SIZ｢����鱚��Z｢�

宮古駅前 ���鱚�兒｢����鱚3YZ｢�

宮古駅前 ��(鱚�IZ｢���(鱚3�Z｢�

宮古駅前 ��8鱚3IZ｢���8鱚S�Z｢�

宮古駅前 ��h鱚�兒｢���h鱚#YZ｢�

宮古駅前 ��x鱚SIZ｢���磯���Z｢�

行き先 �+y�)��yJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 ���鱚#)Z｢�各バス停 ���鱚CyZ｢�

宮古駅前 ��(鱚3yZ｢���8鱚�)Z｢�

宮古駅前 ��h鱚�)Z｢���h鱚#yZ｢�

宮古駅前 ��x鱚3yZ｢���磯��)Z｢�

行き先 舒)�IJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 嶋鱚CIZ｢�l各叔停 祷鱚�)Z｢�

宮古駅前 ��8鱚S兒｢���H鱚�yZ｢�



●宮園団地線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 亶ｸ��&9&�(R�

宮園団地 嶋鱚CYZ｢�各バス停 祷鱚��Z｢�

宮圃団地 ���鱚C�Z｢����鱚SiZ｢�

宮園団地 ��8鱚SYZ｢���H鱚��Z｢�

宮園団地 ��h鱚3�Z｢���h鱚CyZ｢�

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 凅靼y(R�

田代 度鱚��Z｢�l各バス停 度鱚CYZ｢�

田代 ��X鱚SYZ｢���h鱚C�Z｢�

行き先 綿ｷｸﾌ8遥��ﾖﾉ.(鋹&�8ﾈ����)&9&�(R�

八木沢団地★ 9時05分 丿X6�5�."�9時17分 

9時50分 �10時07分 

11時35分 �11時47分 

12時35分 �12時52分 

14時25分 �14時37分 

15時40分 �15時52分 

八木沢団地 

八木沢団地★ 

八木沢団地 

★印は小山田を経由します。

●重茂線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 偬Il���8�ｩ(R�

重茂営業所 嶋鱚3�Z｢�各バス停 祷鱚3�Z｢�

重茂営業所 ���鱚��Z｢���(鱚��Z｢�

重茂営業所 ��8鱚C�Z｢���H鱚C�Z｢�

重茂営業所 ��X鱚3YZ｢���h鱚3YZ｢�

行き先 亶ｸ��&9&飩ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 祷鱚�9Z｢�各バス停 祷鱚�瓜｢�

宮古駅前 ���鱚SiZ｢���(鱚��Z｢�

宮古駅前 ��H鱚��Z｢���H鱚#iZ｢�

宮古駅前 ��h鱚CyZ｢���x鱚�9Z｢�

行き先 凅靼yJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚S�Z｢�l各′くス停 嶋鱚3iZ｢�

宮古駅前 ��h鱚CYZ｢���x鱚3�Z｢�

行き先 價ｩm��)&9&飩ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前★ 祷鱚�兒｢�各バス停 祷鱚3�Zｨ���

宮古駅前 ���鱚�兒｢����鱚#iZ｢�

宮古駅前★ ���鱚C兒｢���(鱚��Z｢�

宮古駅前 ��(鱚SIZ｢���8鱚��Z｢�

宮古駅前★ ��H鱚3兒｢���H鱚S�Z｢�

宮古駅前 ��X鱚SIZ｢���h鱚�iZ｢�

行き先 偬Il���8�ｩJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 塗鱚SYZ｢�各バス停 度鱚SYZ｢�

宮古駅前 度鱚S�Z｢�嶋鱚S�Z｢�

宮古駅前 ���鱚#�Z｢����鱚#�Z｢�

宮古駅前 ��H鱚��Z｢���X鱚��Z｢�

※高浜・津軽石地内は国道、白浜りト角柄・音部は経由せず県道を通ります。

●106急行バス（盛岡・宮古間）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 ��x圷遥��(R�

盛岡駅前 嶋鱚3YZ｢�各バス停 ���鱚S�Z｢�

盛岡駅前 ���鱚��Z｢���(鱚#YZ｢�

盛岡駅前 ���鱚��Z｢���8鱚�YZ｢�

盛岡駅前 ��(鱚��Z｢���H鱚#YZ｢�

盛岡駅前 ��h鱚�YZ｢���磯�#�Z｢�

盛岡駅前 ��x鱚��Z｢���倬�#YZ｢�

行き先 ��x圷遥��ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#YZ｢�各バス停 祷鱚C�Z｢�

宮古駅前 祷鱚3YZ｢����鱚S�Z｢�

宮古駅前 ��(鱚3YZ｢���H鱚S�Z｢�

宮古駅前 ��H鱚�YZ｢���h鱚#�Z｢�

宮古駅前 ��X鱚�YZ｢���x鱚#�Z｢�

宮古駅前 ��h鱚��Z｢���磯��YZ｢�

●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

●ビーム1（宮古・東京間）　　　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。



公共交通機関運行状況

［JR］

3月20日からJR岩泉線代行バスの運行を再開

期間：3月20日～当分の間

運行区間：宮古駅～岩泉駅間（1日2往復）

●宮古発岩泉行き（下り）

駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ��

宮古 嶋鱚��Z｢�16時00分 

千徳 嶋鱚�瓜｢�16時08分 

花原市 嶋鱚�iZ｢�16時16分 

暮目 嶋鱚#�Z｢�16時21分 

茂市 嶋鱚C�Z｢�16時41分 

8時53分 ��h鱚S9Z｢�

9時01分 ��x鱚��Z｢�

岩手和井内 祷鱚�yZ｢�17時07分 

押角 祷鱚#�Z｢�17時21分 

岩手大川 祷鱚CyZ｢�17時47分 

浅内 ���鱚�9Z｢�18時03分 

二升石 ���鱚��Z｢�18時10分 

岩泉 ���鱚#�Z｢�18時21分 

23．3．20作成

●岩泉発宮古行き（上り）
駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ��

岩泉 嶋鱚�IZ｢�13時00分 

二升石 嶋鱚��Z｢�13時07分 

浅内 嶋鱚�瓜｢�13時14分 

岩手大川 嶋鱚3IZ｢�13時30分 

押角 祷鱚��Z｢�13時56分 

岩手和井内 祷鱚�IZ｢�14時10分 

中里 祷鱚#�Z｢�14時16分 

岩手刈屋 祷鱚#瓜｢�14時24分 

茂市 祷鱚CIZ｢�14時40分 

毒目 祷鱚SiZ｢�14時52分 

花原市 ���鱚��Z｢�14時57分 

千徳 ���鱚��S兒｢�15時05分 

宮古 ���鱚�yZ｢�15時13分 

※その他の路線については、復旧見込みなし

「三陸鉄道］

3月20日から宮古駅～田老駅間の運転を再開

期間：3月20日～当分の間

運行区間：宮古駅～田老駅間（1日3往復）

※当分の間、運賃は無料となります。

●宮古発田老行き（下り）

駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ����

宮古 嶋鱚��Z｢�12時00分 ��h鱚��Z｢�

山口団地 嶋鱚�yZ｢�12時07分 ��h鱚�yZ｢�

一の渡 嶋鱚#�Z｢�12時20分 ��h鱚#�Z｢�

佐羽根 嶋鱚#瓜｢�12時28分 ��h鱚#瓜｢�

田老 嶋鱚C�Z｢�12時40分 ��h鱚C�Z｢�

●田老発宮古行き（上り）

駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ����

田老 祷鱚��Z｢�13時00分 ��x鱚��Z｢�

佐羽根 祷鱚��Z｢�13時10分 ��x鱚��Z｢�

一の渡 祷鱚#�Z｢�13時20分 ��x鱚#�Z｢�

山口団地 祷鱚39Z｢�13時33分 ��x鱚39Z｢�

宮古 祷鱚C�Z｢�13時40分 ��x鱚C�Z｢�

※陸中野田駅～田老駅間は引き続き運転を見合わせます。
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やこ災害エフエ

瀾
」OYZ2U FM

間⑨9：30～13：00

）②14：00～16：00
☆3月22日より宮古の情報発信中日☆

お手持ちのラジオで聴くことができます。

皆様からの情報もお待ちしております！！

miyakofm774＠gmaiI．com

放送提所：宮古市営訂ト3－5陸中ピル3F

喜古市・みやこコミュニティ放送研究≡



0対　象

床上・床下浸水、地震で家財が

倒れた等の世帯のうち下記の世
帯を優先して行います。

①高齢者世帯

②陣がい者世帯

○内　容

簡単な家のがれき撤去、家の泥
出し、家の片づけ、掃除など。
※専門的技術を要することや、危険を伴う作

業など、ご要望にお応えできない場合もあり
ます。

申し込み 問い合わせ �� 湯� ��－4 釘�7 �� ��ﾃ2�9 �� �� 

鮒乱芸陣のうえ朽沖イアを兼乱ます
～派遣を俄額する方へ訊願い～

ボランティアの皆さんは・被災した方々のお手伝いをしたいという気持ちから集まってい

ますので、以下の点をご7乗ください。

◎専門的技術を要したり危険を伴う作業など、ご要望にお応えできない場合があります。

◎ボランティア参集の都合で・すぐにご要望にお応えできない場合があります。

◎ボランティアは無料です。食事の用意なども不要です。

がれき撤去ボランティアのはかに、

ボランティアの依頼したいという相掛こ

ついても承ります！

宮古市災害ボランティアセンター

場所：宮古市総合福祉センター

電話：090－4478－3984

室古市社会福祉協革垂
住所：宮古市小山田二丁目9－20

電話：0193－64－5050

FAX：0193－64－5055



被災地のみなさまへ

被災地のみなさま、享回の津波の被害、心よりお見舞い申し上げます。

避難所など慣れない環境の中では体調を崩される方が多く、特に感染症などの

発生・流行が心配されます。

インフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症や食中毒に充分気をつけましょう。

つぎの心がけにより、感染症等の発生及びまん延防止にご協力お願いします。

1「手洗い」や「うがい」、「マスクの着用」の励行

手洗い環境が整っている場合には、．「食事をする覿」」酬ら

盟∋左後1などには、流水でしっかり享を洗いましょう．

感染症予防にうがい、口腔の清潔に心がけましょう。

避難所では感染症予防のため、アルコール消毒剤での手指消毒の効果もあり

ます。

インフルエンザ予防のためにマスクの着用をお勧めします。

室内、トイレや排泄物の衛生的な管理について

ふん優やおう吐物は感染源になることがあります。

室内の定期的な換気を心がけましょう。

トイレは汚さないよ二∋上，監豊艶に度足しましょう。

避難所での生活は共同となります。お互い室内の整理に心がけましょう。

おう旺物には、不用意に触らず、避難所の管理者などの指導に従って処理をし

ましょう。

3　発熱などの症状がある場合に対応　　　　　　　　暇」、＼」竺警腰

●　豊熟盃と辺筐法がある方は、速やかに医師の診雲を受けましょう。

●　塵盈ど亀鑑吸墨壷濃がある方は、症状が軽くても避難所内では常時マスク重

量良し、魔王壬生』二により、周囲への感染防止にご協力ください。

4　食品の取扱い　～食中毒や感染性胃腸炎の防止のために～

●　畠鮎、冷暗所での保存を心がけるなど、温度管理に注意しましょう。

●　食吊の鮮度や遡凰送呈蓋し、衛生的な調理、管理に心がけましょう。

●　王凰ゝ遜皇吐などの症状のある方は喪吊を取り扱う作簑姐でください。

岩手県宮古保健所
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ホう吐鞄・ふん俺は
；Eしく処理しさしょう′

鵡雄潜鞄・おう億劫の慾理

ふん優やおう吐物の鉄建はX処壁をする入日磨れの感染と．旛設内への汚染藍太を拓くた軋

適切な方法で、迅速￥欝声に行うことガ必要です苧

藍：′ 室‘ ��芯 

′塑≡ 讃滋斑岩管等 ��
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避難所生活における

トイレまわりの消毒について

≪消毒場所と濃度≫

トイレまわり、ドアノブ　⇒　0．02％濃度の次亜塩素酸ナトリウム

トイレの便座、床面　　⇒　0．1％濃度の次亜塩素酸ナトリウム

消毒薬を浸したタオルで午前、午後1回程度ふき取りましょう。

消毒の際は、マスク、手袋、エプロンを着用してください。

エプロンがない場合はコム袋（大）に、頭、手を通す部分の穴をあけ

て、代用ください。

希釈の仕方：次亜塩素酸ナトリウム（ハイターなどの）（原液濃度5％の場合）

柑　‾　琶・－

柑函㊥


