
避難所への情報提供20

4月5日からおおむね週1回のペースで「広報みやこ（特別号）」
をお届けします。
被災後、テレビや電話による情報の入手ができない状態が続き

ましたことから、本紙「避難所への情報提供」を毎日お届けしてき
ましたが、現在、電気・通信のライフラインもおおむね回復したこと
から、今後は関係機関から寄せられる内容を中心に、不定期に情
報提供させていただきます。

平成23年4月1日（金）12：00

宮古市災害対策本部



緊急物資配送状況 2011／4／1

緊急物資配送場所 �&霎c��2白日現在最終 �#�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��30日現在最終 �3�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

愛宕小学校 亶ｸﾌ9&霎b�174 ��#2�160 ��SR�

梅翁寺 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

県合庁舎 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

常安寺 亶ｸﾌ9&霎b�35 鼎B�44 �3"�

消防署 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

中里団地集会所 亶ｸﾌ9&霎b�12 湯�9 �2�

西中 亶ｸﾌ9&霎b�11 ����11 ����

花輪伝承館 亶ｸﾌ9&霎b�60 田��60 田��

宮古高看 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

宮古高校 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�260 �#c��264 �#cB�

山口公民館 亶ｸﾌ9&霎b�10 �� ��

山口集会所 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�40 鼎��92 涛"�

陸中ビル 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

漁協ビル 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

伊藤牧場 亶ｸﾌ9&霎b�17 ��r�17 ��r�

海上技術短大 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

河南中 亶ｸﾌ9&霎b�133 ��#r�127 ��#r�

金浜老人福祉センター（身障センター） 亶ｸﾌ9&霎b�108 ���r�107 ��#��

修道場 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

商業高校 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

磯鶏小学校 亶ｸﾌ9&霎b�125 ��#R�91 涛��

高浜村上商店 亶ｸﾌ9&霎b�77 都r�77 都r�

比古神社 亶ｸﾌ9&霎b�60 田��60 田��

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�100 �����100 田��

熊野神社 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�28 �#��26 �#2�

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�130 ��#r�127 ��#b�

二中 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�140 ��C��160 ��c��

パークホテル 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�159 ��S��159 ��S"�

善林寺 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�15 ��R�14 ��B�

休暇村 俥亥)&霎b�114 ���b�114 ���b�

崎山小学校 俥亥)&霎b�80 都��76 鉄2�

赤前小学校 �,8ﾇ���&霎b�148 ��3��130 ��3��

小堀内高台 �,8ﾇ���&霎b�15 ��R�15 ��R�

駒形公民館 �,8ﾇ���&霎b�16 ��R�15 ��R�

白浜分校 �,8ﾇ���&霎b�45 鼎��48 鼎��

新町公民館 �,8ﾇ���&霎b�23 �#2�21 �#��

瑞雲寺 �,8ﾇ���&霎b� �� ��

津軽石小 �,8ﾇ���&霎b�366 �3cb�366 �3cb�

津軽石中 �,8ﾇ���&霎b�59 鉄��53 鉄2�

津軽石荷竹自治会館 �,8ﾇ���&霎b� �� ��

藤畑公民館 �,8ﾇ���&霎b� �� ��

堀内集落（小堀内高台経由） �,8ﾇ���&霎b�7 ��r�15 ��R�

26分団 偬Il�&霎b� �� ��

姉吉地区 偬Il�&霎b�31 �3��31 �3��

石浜地区 偬Il�&霎b�124 ��#b�122 ��#"�

音部笹見内公民館 偬Il�&霎b�82 塔"�82 塔"�



緊急物資配送状況 2011／4／1

緊急物資配送場所 �&霎c��28日現在最終 �#�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��30日現在最終 �3�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

重茂北地区公民館 偬Il�&霎b�3 �2�3 �2�

重茂児童館　　　。． 偬Il�&霎b� �� ��

重茂出張所 偬Il�&霎b�48 鼎��48 鼎��

重茂小規模多機能センター 偬Il�&霎b�14 ��B�14 ��B�

川代地区 偬Il�&霎b�29 �3��30 �3��

千鶏地区 偬Il�&霎b�150 ��S��150 ��S��

樫内集会所 �69�&霎b�60 田��60 田��

神田 �69�&霎b� �� ��

グリーンピア �69�&霎b�420 鼎#��420 鼎#��

小田代山荘 �69�&霎b�7 途�7 途�

常運寺 �69�&霎b�44 鼎B�60 田��

摂待生活改善センター �69�&霎b�12 ��"�12 ��"�

田老総合事務所 �69�&霎b�24 �#B�24 �#B�

田老第一小 �69�&霎b�93 涛2�94 涛B�

水沢集会所 �69�&霎b� �� ��

道の駅たろう �69�&霎b� �� ��

宮古北高 �69�&霎b�250 �#S��250 �#S��

SELPわかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�5 �� ��

あお空 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�30 �3��30 �3��

慈苑 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

ウイリー �+ｸ,ﾉ�ﾂ�80 塔��40 鼎��

えくぼ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�7 迭�5 迭�

かのん �+ｸ,ﾉ�ﾂ�16 ��R�15 ��2�

さくらつつみグループホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�14 ��B�14 ��B�

サンホーム �+ｸ,ﾉ�ﾂ�116 ���r�117 ��#R�

三陸病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

清寿荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�55 鉄b�60 田��

千徳デイサ丁ビス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�39 鼎��37 �3R�

第二わかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�150 ��S��150 ��S��

はまゆり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�43 鼎2�42 鼎B�

ふれあい荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�34 �3B�34 �3B�

ほほえみの里 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�124 ��#B�124 ��#B�

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� �� ��

山口病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

桜ケ丘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�2 �"�2 ��

ニチイ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�8 唐�6 澱�

4，681　　4，609　　4，641　　4，563



被災状況
4月1日（金）12：00現在

死者（遺体安置者） �3c�� 

勤労青少年体育センター ��iG�鉅���������c��

千徳地区体育館 塔��

田老公民館体育室 ��#r�

負傷者 �32�※調査継続中 

行方不明者 ���33���※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 鉄�� 

避難者数 滴�3Sc2� 

※注…宮古地区の遺体安置場所は、勤労青少年体育センターを廃止し、千徳地区体育館

1カ所となりました。

家屋倒壊数の内訳
4月1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�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 4月1日（金）12：00現在

●ライフライン

○電力
・向町、本町などの市街地、藤原、磯鶏の一部などを一戸ずつ安全確認

しながら通電作業中（訪問時に不在だった安全確認済のお客さまからの

通電依頼に対応中）
・鍬ケ崎地区、日出島地区の建柱・通電作業を継続中

・重茂北部および姉吉・石浜地区は電源車で電力供給中

○上水道
・市内の約9割で給水が復旧（残りの約1割は浸水区域）

・給水車巡回による給水地区・日日立浜町、金浜地区など

【現在の断水地区】

次の地区の一部

臨港通、鍬ケ崎上・仲・下町、蛸の浜町、山根町、港町、日立浜町、金浜、田老宇
田の沢、田老字田中、田老宇館が森

○通信

◎固定電話：宮古局が復旧、小堀内局、重茂局など戸別復旧作業中

◎携帯電話：
・au使用可能（重茂地区などを除く）

・NTTドコモ使用可能

◎特設電話等：
・NTTの特設公衆電話、衛星携帯電話などを次の避難所に設置

（宮古消防署、県合同庁舎、宮古小、山口小、鍬ケ崎小、愛宕小、常安寺、第二中、

熊野神社、藤原小、藤原比古神社、伊藤牧場、磯鶏小、河南中、崎山小、第二わかたけ

金浜老人福祉センター、津軽石小、津軽石中、赤前小、旧白浜分校、重茂出張所、

重茂北地区公民館、姉吉地区、笹見内地区公民館、石浜地区、千鶏地区、川代地区、

田老総合事務所、田老第一小、宮古北高グリーンピア三陸みやこ、ふれあい荘、

樫内集会所、摂待生活改善センター、小田代山荘）

◎臨時災害放送「みやこ災害エフエム」／77．4MHz

（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（→時刻表など運行状況は別紙のとおり）

◎JR

3月26日（土）から、山田線宮古・盛岡間が運行再開

4月1日（金）から、岩泉線宮古・茂市間が運行再開、茂市・岩泉間は代行運行

◎三陸鉄道

3月29日（火）から、宮古・小本間の運行を再開

◎県北バス
各路線バス、106急行バスなどを運行中

●道路状況

・国道45号は市内全域通行可。ただし、がれきの撤去のため、築地、藤原、金浜、

磯鶏で片側交互通行
・国道・県道・市道各所で被災車両や廃材等の撤去を継続中。作業のため、

鍬ケ崎地区（鍬ケ崎下町、港町、蛸の浜町）の道路は、8：00～17：30全面通行止
■JR舘合踏切は、26日（土）から当分の間全面通行止

●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・宮古小・グリーンピア三陸みやこ）炊き出し実施

●医療
■医療チーム、宮古医師会が避難所を巡回中

・市内診療所等の開院状況は別紙のとおり

●消毒作業

自衛隊と連携し作業継続中

●ごみ収集

【燃やせるごみ】
t新里川l井地域は、通常通り収集

・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

・各避難所は、木・金曜日に収集

【燃やせないごみ・資源物】
t新里・川井地域は、通常通り収集

・宮古地域・田老地域は、当分の間休みます

【ごみ・資源物の持ち込み】
・通常どおり持ち込みが可能です。

搬入時間は①午前9時～正午、②午後1時～4時30分※日曜日を除く

●市民相談窓口を開設中

3月23日（水）から県合庁1階（五月町）に開設（土日も開設）

●被災着用住宅（市営住宅・雇用促進住宅・仮設住宅）

○申込用紙配布＝3月23日（水）に実施

○配布場所＝各避難所で直接配布するほか、市役所5階建築住宅課、

田老・新里・川井各総合事務所に申込用紙を設置

○申込用紙の回収＝3月28日（月）・29日（火）
■　※被災者用住宅の申込詳細は、21日（月）付けの 

情報提供8の資料をご覧ください。 
詳しくは・・・市建築住宅課（市役所5階）、各総合事務所まで 

※仮設住宅は、25日（金）からグリーンピア三陸みやこに260戸、30日（水）から

は、愛宕中学校跡地に82戸の着工を開始しました。

●被災車両の廃車手続きと、自動車税について

（→詳しくは3月26日付け情報提供資料14に添付のとおり）

廃車手続きに関する問い合わせ

①岩手運輸支局（矢巾町流通センター南二丁目8－5　電話050－5540－2010）

②岩手県自家用自動車協会宮古支部（小山田四丁目5－46　電話62－2735）

③自動車を購入した販売店など

自動車税に関する問い合わせ

被災して使用不能や所在不明となった自動車は、課税をしないなどの措置をとります。

○問い合わせ

宮古地域振興センター県税室（五月町1－20県合庁内、電話64－2212）



軽自動車等の廃車・課税取消について

被災した軽自動車等の廃車と課税を取り消す手続きを行います。

車両のナンバーを窓口で申し出てください。

○場所＝市税務課（市役所2階）○用意する物＝印鑑、車検証など車両番号等が

記された書類（いずれも紛失した場合は不要）

●運転免許証く→詳しくは3月26日付け情報提供資料14に添付のとおり）

・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

・運転免許証の再交付臨時受付窓口を設置

○期間＝3月28日（月）～4月8日（金）の月・水・金曜日　〇時間＝午前10時～午後1時

○用意する物＝手数料3，650円（被災者は免除の場合あり）、顔写真・身分証明書・印鑑

（用意できない場合は不要）

○問い合わせ＝盛岡運転免許センター（電話019－606－1251）

●罷災くりさい）証明書の発行（→詳しくは3月26日付け情報提供資料14に添付のとおり）

・被災した家屋に対する羅災証明書を発行します。

〇時間＝午前8時30分～午後5時※土・日■祝日も発行　○場所＝市税務課（市役所2階）

○用意する物＝身分証明書、印鑑（いずれも紛失した場合は不要）

●市役所の証明発行業務などについて

・3月28日（月）から住民票や印鑑証明書などの発行を再開しました。

市役所本庁舎1階が被災したため、窓口は2階へ移設されました。

【証明書等発行窓口】

市役所本庁舎2階、新里川I井各総合事務所、崎山・花輪川l内り小国・門馬各出張所

※田老総合事務所、重茂出張所では、戸籍届出のみ受け付けます

※津軽石出張所は閉鎖中です

●義援金の受付を開始

○現金の場合＝市役所3階会計課で受付します。

○口座振込の場合＝次の口座にお振り込み願います。

【口座番号】

岩手銀行　宮古中央支店

普通預金　2093134

【口座名】
ミヤコシサイガイギエンキン

宮古市災害義援金
ミヤコシカイケイカンリシャ　キクチマサシ

宮古市会計管理者　菊池正志



公共交通機関運行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．4．1作成

運行時刻は4月1日時点です。4月2日以降は変更になる場合があります。
なお、道路状況により通常の運行経路とは異なる場合があります。

［岩手県北バス】

●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｢�

船越駅前 ��x鱚�YZ｢���磯��YZ｢�

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 ��(鱚��Z｢���(鱚S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｢�

※運賃は、4月1日から通常運賃となります。
※高浜・津軽石地内は国道を迂回運行します。
※宮古駅前行きは小山田・出会い橋を迂回運行します。
※船越駅前行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。

●崎山・休暇村・宮古病院・田老神田線

1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｢�

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r ��x鱚�iZ｢���x鱚C�Z｢�

※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。

※崎山行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。

・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 嶋鱚C�Z｢�祷鱚��Z｢�

宮古病院 ��(鱚��Z｢���(鱚#�Z｢�

宮古病院 ��x鱚C�Z｢���磯��YZ｢�

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 祷鱚��Z｢�祷鱚�YZ｢�

宮古駅前 ��(鱚#�Z｢���(鱚3YZ｢�

18時15分 ��磯��YZ｢���磯�3�Z｢�

※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。

※宮古病院行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。

・休暇村行き（宮古病院前経由）

宮古駅前発
10時30分

16時05分

11時00分

16時35分

宮古駅前着
11時00分

16時35分

11時29分

17時04分

※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。

※休暇村行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。



・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｢�

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｢�

※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。
※田老神田行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。

●小本線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 傅ﾉgｸ遥��(R�

小本駅前 祷鱚�YZ｢�各バス停 ���鱚3)Z｢�

小本駅前 ���鱚�YZ｢���(鱚#iZ｢�

小本駅前 ��8鱚��Z｢���H鱚#yZ｢�

小本駅前 ��h鱚�YZ｢���x鱚3)Z｢�

行き先 傅ﾉgｸ遥��ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#�Z｢�各バス停 嶋鱚3)Z｢�

宮古駅前 祷鱚�YZ｢����鱚#9Z｢�

宮古駅前 ���鱚S�Z｢���(鱚�)Z｢�

宮古駅前 ��8鱚3YZ｢���H鱚CyZ｢�

※全便グリーンピア三陸みやこを経由します。
※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。
※運賃は、4月1日から通常運賃となります。

●和井内線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 刎�鯖>��I�Y(R�

和井内 塗鱚#�Z｢�各バス停 度鱚�)Z｢�

和井内 祷鱚�YZ｢����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 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 ��ﾈ5�ｷX蕀)ｩmｩ(R�

西ケ丘 度鱚C�Z｢�各バス停 度鱚SIZ｢�

西ケ丘 祷鱚C�Z｢�祷鱚SIZ｢�

西ケ丘 ���鱚�YZ｢����鱚�兒｢�

西ケ丘 ��(鱚��Z｢���(鱚�IZ｢�

西ケ丘 ��8鱚#�Z｢���8鱚3IZ｢�

．西ケ丘 ��X鱚SYZ｢���h鱚�兒｢�

西ケ丘 ��x鱚C�Z｢���x鱚SIZ｢�

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �+y�)��y(R�

花輪 度鱚CYZ｢�各バス停 嶋鱚��Z｢�

花輪 祷鱚SYZ｢����鱚#�Z｢�

花輪 ��(鱚��Z｢���(鱚3YZ｢�

花輪 ��X鱚3YZ｢���h鱚��Z｢�

花輪 ��x鱚��Z｢���x鱚3YZ｢�

宮古駅前発

12時50分

行き先 刎�鯖>��I�YJﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度鱚#�Z｢�各バス停 嶋鱚�瓜｢�

宮古駅前 ���鱚�YZ｢����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 嶋鱚�)Z｢�各バス停 嶋鱚3yZ｢�

宮古駅前 ���鱚#)Z｢����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｢�

宮古駅前着

13時26分



●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｢�

岩船 ��h鱚#�Z｢���h鱚3瓜｢�

●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｢�

宮園団地 ���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 l各バス停 l 度鱚CYZ｢�

田代 ��(鱚C�Z｢���8鱚#YZ｢�

田代 ��X鱚SYZ｢���h鱚C�Z｢�

●八木沢線
行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 價ｩm��)&9&�(R�

一一一一一一一r �ｨ耳耳耳耳而"�一一一一一一′■■ �ｨ耳耳耳耳而"�

八木沢団地★ 祷鱚�YZ｢�各バス停 祷鱚�yZ｢�

八木沢団地 祷鱚S�Z｢����鱚�yZ｢�

八木沢団地★ ���鱚3YZ｢����鱚CyZ｢�

八木沢団地 ��(鱚3YZ｢���(鱚S)Z｢�

八木沢団地★ ��H鱚#YZ｢���H鱚3yZ｢�

八木沢団地★ ��X鱚C�Z｢���X鱚S)Z｢�

八木沢団地 ��x鱚CYZ｢���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 l各バス停 l 祷鱚�)Z｢�

宮古駅前 ��8鱚S兒｢���H鱚�yZ｢�

宮古駅前 ��h鱚3兒｢���Y{��鞅�X8伜ﾈ�R�

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各バス停 l 嶋鱚3iZ｢�

宮古駅前 ��8鱚3�Z｢���H鱚�iZ｢�

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 嶋鱚�YZ｢�各バス停 嶋鱚3)Z｢�

宮古駅前★ 祷鱚�兒｢�祷鱚3�Z｢�

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｢�

宮古駅前 ��磯��IZ｢���磯�#�Z｢�

★印は小山田を経由します。
※八木沢団地行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。

●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 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Jヽ角柄・音部は経由せず県道を通ります。
※宮古駅前行きは小山田・出会い橋を迂回運行します。
※重茂営業所行きは末広町が通行止めの場合、横町方面を迂回運行します。



●106急行パス（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 塗鱚�YZ｢�各バス停 嶋鱚3�Z｢�

盛岡駅前 嶋鱚3YZ｢����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��Z｢���h鱚#�Z｢�

盛岡駅前 ��h鱚�YZ｢���磯�#�Z｢�

盛岡駅前 ��x鱚��Z｢���倬�#YZ｢�

盛岡駅前 ��磯���Z｢��#�鱚�YZ｢�

●ビーム1（宮古・東京問）
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。

●東京行き高速パス【盛岡南～品川　昼行使】

盛岡南営業所 品川バスターミナル

引lレくスターミナル

：※106急行バスと接続

行き先 ��x圷遥��ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 店鱚CYZ｢�各バス停 度鱚SYZ｢�

宮古駅前 度鱚#YZ｢�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｢�

宮古駅前 ��x鱚3YZ｢���倬經�Z｢�

宮古駅前 ��磯�3YZ｢��#�鱚3YZ｢�

L【宮古駅前発6時15分～（106急行バス）～盛岡駅前8時30分～（シャトルバス）～盛岡南8時50分着】：

品川バスターミナル 盛岡南営業所

盛岡南営業所

：※106急行バスと接続
■【盛岡南18時00分～（シャトルバス）～盛岡駅前18時35分～（106急行バス）～宮古駅前20時50分着】：
し＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿

◆運賃
○盛岡南～晶Jl潤の運賃：片道7．050円（学割5．700円）　往復10，000円

○宮古　～品川間の運賃（106急行バス、シャトルバス運賃含む）
：片道8，500円（学割6．800円）　往復13，000円

◆予約　岩手県北バス盛岡営業所　電話019－641－2222（受付時間10：00～16：00）

●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



［JR】

JR山田線（盛岡方面）

運行区間：宮古駅～盛岡駅（1日2往復）、宮古駅～川内駅（1日1往復）
各駅停車となります。

●盛岡発宮古行き（下り）
主な駅名 價ﾙ(X鳧ﾘ��

盛岡 ��ｲ�11時04分 ��磯經兒｢�

川内 塗鱚�兒｢�12時18分 �#�鱚3)Z｢�

宮古 度鱚#兒｢�13時14分 �#�鱚#iZ｢�

※釜石方面については、復旧見込みなし

JR岩泉線

運行区間：宮古駅～岩泉駅間

※宮古～茂市　4月1日から運行再開
※茂市～岩泉　バスによる代行輸送
※時刻表は別紙のとおり。

［三陸鉄道］

運行区間：宮古駅～小本駅間（1日3往復）

●宮古発小本行き（下り）
駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ��

宮古 嶋鱚��Z｢�12時45分 ��x鱚CYZ｢�

山口団地 ���磯��YZ｢�12時50分 ��x鱚S�Z｢�
一の渡 嶋鱚�兒｢�13時04分 ��磯��IZ｢�

佐羽根 嶋鱚#瓜｢�13時13分 ��磯��9Z｢�

田老 嶋鱚C�Z｢�13時25分 ��磯�#YZ｢�

摂待 祷鱚�IZ｢�13時49分 ��磯紊兒｢�

小本 祷鱚�YZ｢�14時00分 ��倬���Z｢�

●宮古発盛岡行き（上り）
主な駅名 價ﾙ(X鳧ﾘ��

宮古 店鱚��Z｢�8時39分 ��磯���Z｢�

川内 店鱚S瓜｢�9時36分 ��倬��瓜｢�

盛岡 ��ﾂ�10時50分 �#�鱚#yZ｢�

●小本発宮古行き（上り）
駅　名 價ﾙ(X鳧ﾘ����

小本 塗鱚3�Z｢�9時35分 ��h鱚��Z｢�

摂待 塗鱚C�Z｢�9時46分 ��h鱚#�Z｢�

田老 度鱚�YZ｢�10時10分 ��h鱚CYZ｢�

佐羽根 度鱚�iZ｢�10時21分 ��h鱚SiZ｢�
一の渡 度鱚#YZ｢�10時30分 ��x鱚�YZ｢�

山口団地 度鱚3瓜｢�10時43分 ��x鱚�瓜｢�

宮古 度鱚CYZ｢�10時50分 ��x鱚#YZ｢�

※陸中野田駅～小本駅間は引き続き運転を見合わせます。



医療情報　H23．3．31一部情報更新≪宮古保健所≫

その後の状況変化により、診療時間等が変更される場合がありますので、御留意願いま

診療所． ��i|8鳧ｭH�R�電話． 

県立宮古病院（災害拠点病院） �#9?ｨ���X�ｨ���i|9�ﾉ�x�抦,�,I�i|2� 

宮古第」病院（慢性期医療・リハビリ） 佗傲xｫ8�(����､�雲ｸ�(��*�*�.�,(*�,ﾉ_ｸ��序/�,X*(.冩(*ｨ.ﾘ*�.兩ｲ� 

宮古山口病瞬　蛙禎 祷�c�����x�c���佇���ｾ��ｨﾜIx�,ﾈ-ﾒ�0193－8213945 

三陸病院」1日〔■t‾一‾ 俐Ix悪8�(���hｫ8�"� 

金沢内科医院 俐Ix���o(*ｨ皦���hｫ8.�自YH�(�｢� 8：30～12：00、13：00～15：00（月・火・木・金） 

8：30～12：00（水・土）　　　　（日・祝は休診） 

岩見神経内科医院 祷�c3������c�����8�c3����H�c3��3／31現在不通 

熊坂内科医院（糖尿病） 嶋�c3������c���佇���ｾ��ｨ�c8��#x��?ｨ�｣��c3������c��-ﾈ,Y�i|2� 
（インスリン使用中の患者対応可） 

山下眼科医院 祷�c�������c�����H�c�����X�c���佇��X懆�Ym��Xｾ��｢� 
9：00～11：00（水・土） 

豊島医院 嶋�c3����(�c�����H�c�����y?������X�Y7�,ﾘﾍ���(h,ﾈ-ﾘ�｢� 

佐藤雅夫クニック 嶋�c3����x�c3����X�Y7况ｩ?ｨ,ﾓ��c3����(�c���｢� 

岩間耳鼻咽喉科医院 嶋�c3����(�c�����X�c3������c���冦益ｨｷ��h�｢� 
8：30～12：00（土） 

川原田小児科医院 嶋�c3����x�c�X�佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����(�c�����X�｢�0193－64－4845 
8：30～12：00（土）※3／27（日）は9：30～12：00まで診療 

おおうち消化器科内科クリニック 嶋�c3����(�c3����8�c3����x�c3��佇��X懆�Y�X�Xｾ��｢� 
8：30－12：30（木・土）　　　　（日・祝休診） 

林整形外科・内科医院 祷�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

おかだ外科内科クリニック 祷�c�����(�c�����H�c�����x�c���佇���懆���X��ｾ��｢� 
9：00～12：00（木、土） 

伊東産婦人科医院 祷�c�����(�c�����H�c�������c���佇���ｾ��ｨ������������C����7��｢� 

松井産婦人科医院 祷�c�����x�cCX�佇���ｾ��ｨ����c���ﾃ�(�c3���7��｢� 

たかはしメンタルクリニック 祷�c�������c3����H�c���X���h�c3�� 

木沢医院 嶋�c�����X�c��-ﾈ,R� 

後藤泌尿器科皮膚科医院 祷�c�������c�����H�c�����X�c3��3／31現在不通 
※透析については、対象患者に対して指示 

奥脳神経外科クリニック 祷�c�����(�c�����H�c�������c���佇��X懆�Ym��Xｾ��｢� 
9：00－12：00（水・土）　　　　（第二土、日・祝休診） 

小野寺医院 �9ilｨｷ��b�3′31現在不通 

石川整形外科医院 �9ilｨｷ��b�3／31現在不通 

さかもと眼科クリニック �4ｨ8ｨ8H7(8ｳX､ｸ嵋�i|8��亶ｸﾌ8�8哩*ﾃ(�ﾃX�ｨ,�,I�h��� 
9：00～11：30、13：00～16：00（ロ・月休診） 

松井内科医院 嶋�c3����(�c�����8�c���ﾃ�h�c3��佇���ｾ��ｨ����c3����(�c����7��｢� 

関根内科小児科 �8��#��佇��ｨ*�.x����c�����X�c���傀雲ｸ,ﾈ-ﾘ�｢�3′31現在不通 

岩手県立宮古病院附属重茂診療所 ��8�c�����i?�����3�?ｨ,ﾓ�?������(�c���ｨ鳧ｭH,ﾙ¥��,h,�.��ｨﾘx*�.��"� 

宮古アイ・クリニック ����c�����X�c���冦��Y?ｨ,ﾈ-ﾘ�ｨ鳧ｭH,ﾙ¥��,h,�.��ｨﾘx*�.��"� 

宮古市国民鱒康保険新里診療所 嶋�c3������c3��佇���ｾ��｢� 

宮古市国民健康保険田老診療所 �ﾉ�i|8�/�4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+�,丶ｩ�ﾒ� 

宮古市国民健康保険川井診療所 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

県立山田病院 丶���i|8,ﾈ-ﾒ�3／31現在不通 

近藤医院 亶��h�儂ﾘﾝ��｢�3′31現在不通 

うらべ内科クリニック 亶��h�儂ﾘﾝ��｢�3′31現在不通 

熊谷医院 亶��h�儂ﾘﾝ��｢�3／31現在不通 

後藤医院 �,ｨ�ﾘ,ﾉ�i|9�ﾉ�r�き／31現在不通 

済生会岩泉病院 �,ｨ�ﾘ,ﾉ�i|9�ﾉ�x����c�����x�c��� 

小川診療所 嶋�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

佐々木医院 �� 

国保田野畑村診療所 兌ﾙmｨ��7�?ｨ���?ｨ,ﾃ��c3����)?������H�c3������c��� 



鶴網巣局 つくし薬局磯鶏店 丶ｨｼx�8ｻR�凵{t佑＋ 3／鋸曳在不通 

つくし薬局　舘合店 ��� 

かもめ薬局 ��� 

健康堂薬局　駅前店 ��� 

健康盤薬局　巣町店 ��兮／別現在不通 

健康盤薬局　本店 ���3／31現在不通 

あすなろ薬局 ��� 

3／31現在不通 

さくら薬局 唐�30～ ��c���佇���ｾ��｢� 

ポプラ薬局 湯�00～ �?����佇���齎�｢� 

ひまわり薬局 唐�30～ �6｣���佇���ｾ��｢� 

あさひ偶剤薬局 唐�30～ �� 

宮古調奔Ⅰ薬局 唐�30－ ��c���佇���ｾ��｢� 

おかむら胴剤薬局 湯�00～ �� 

船越薬局 丶ｨｼy(b��3乃1現在不通 

みなとや洞剤薬局 滴�����ﾜH､ｩuﾉ.���3／封現在不通 

ふれ亜宵薬局 ��� 

ミタラ薬局 儂ﾘﾝ���3／81現在不通 

佐藤薬局 ��� 

アイン薬局　山田店 儻9k���3／31現在不法 

川向薬局 儂ﾘﾝ���3／91現在不通 

菊塵薬局 儂ﾘﾝ���3／31現在不通 

クリス薬局 儂ﾘﾝ���3／al現在不通 

ささき薬局 儂ﾘﾝ��� 

さとう薬局 儂ﾘﾝ���3／31現在不通 

船越菊鹿薬局 ��� 

マルタ薬局 儂ﾘﾝ���3／31現在不通 

山田中央薬局 儂ﾘﾝ���3乃l現在不通 

t雫Il書－断　　‾ 幽���ﾃ�5hﾔ委R�優�,"�

中居せ科医院 ����

診療中 �3／3】現在不通 

くらた甘科医院 ����

坂下歯科医院 ����

国保川井診療所 ����

国保新里診療所 ����

中澤歯科医院 滴��*(�ﾉ�i|9uﾉ.����

中澤歯科分院 ����

宮古山口病院歯科 ����

宮古弟一病院歯科 ��i|9(b���

前原歯科医院 祷�b���� ��

伊藤歯科医院 ����

吉川歯科医院 亶��b��8�經�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

久保歯科医院 亶��b��8��3�ﾋｸﾝﾙW94ｲ�

寿歯科医院 亶��b��8��3�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

佐原歯科医院 ����

澤田食料医院 亶��b��8��3�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

休診 � 

松山歯科医院 亶��b�嶋��3�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

遺文歯科医院 亶��b��8��3�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

宮古歯科医院 ����

山本歯科医隣 儂ﾘﾝ���8��3�ﾋｸﾝﾙW9,｢�

木沢歯科医院 儂ﾘﾝ���86貶ﾋｸﾝﾙW9,｢�

内甜歯科医院 儂ﾘﾝ���8h��3�ﾋｹ�iW9ｭ��

留理歯科医院 儂ﾘﾝ����

黒田歯科医院 儂ﾘﾝ����

石川歯科医院 儂ﾘﾝ���8��8唏ﾋｸﾝﾙW9,｢�

国保岩泉歯科診療所 湯� ��

9 �� 

おがわ歯科 湯� ��

八五樫歯科 湯� ��

こがわ歯科診療所 湯� ��

撫診療時間は増憎と■なる場合あり

異t階は回線の混雑状況により、つながりにくい場合があります。



手続・証明書交付に必要な書類

必要な書類など 窓口に来る方 剿{人確認書類 刪�ﾓ ��8�2�備　　考 

住民票 �:�+i�)���○ ���5ﾒ�lb�ｹb����]ｲ�ﾊ�������ｮ��4｢�ﾂ�6��,����,r�－ ��ﾂ�本人確認書類・印鑑がない場合でも基底抜逸を お聞きして交付します。（保険証も） ある方は、運転免許証、保険証、診察券などお名 前が入ったものをお持ちください。 △印は兄弟の場合は不要の場合もあります。 
別世帯・別住所 ��ｲ���ｲ�■　△ 

住所変更 �:�+i�)���○ 凵� ��ﾂ�

別世帯・別住所 ��ｲ���ｲ�△ 

国保保険証 再交付 �:�+i�)���○ 凵� ��ﾂ�その場で交付 

別世帯・別住所 ��ｲ���ｲ�－ 佩9?ｩu��r�

後期高齢者 保険証再交付 （75歳以上） �:�+i�)���○ 凵� ��ｲ�その場で交付 

別世帯・別住所 ��ｲ���ｲ�－ 佩9?ｩu��r�

戸籍証明書 冏ｹ�ﾈ�YGｨｿH�(-ﾈ+ﾘ,ﾒ��X�X���Y�9X9^ｨ�Y�r�○ 凵� ��ﾂ�本籍と筆頭者をお聞きします。 

兄弟・それ以外 ��ｲ���ｲ�△ 

印鑑証明書 �,x,�+ﾘ,X.��"�印鑑登録証（カード） 登録しそいる方の氏名・住 市庁．仕在日Rか優々闇卓トヰ 劔カードをなくした場合は新規の登録が必要です。 

印鑑登録 冏ｹ�ﾈ決､�,ﾙW8�"�写真付身分証明書 劔身分証明書がない場合は 

（運転免許証・住民基本台帳 カード・身体障害者手帳な lJ1 劔1．宮古市に印鑑登録している方に保証人になっ てもらう。⇒『太入鹿諷促群書［の提出 

登録する印鑑 劔2．郵送で届いた照会書を持って、後日登録手続 のどちらかで登録できます。 

＊保険証・印鑑登録照会書の郵送の場合は、住民票の住所へ送りますので、必要であれば郵便局で転送の手続をして下さい。


