
避難所への情報提供21

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2日（土）12：00

宮古市災害対策本部



緊急物資配送状況 2011／4／2

緊急物資配送場所 �&霎c��29日現在最終 �3�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��31日現在最終 滴���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

愛宕小学校 亶ｸﾌ9&霎b�123 ��c��155 ��c��

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�44 鼎B�32 �3"�

消防署 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

中里団地集会所 亶ｸﾌ9&霎b�9 湯�3 ��

西中 亶ｸﾌ9&霎b�10 ����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 �#cB�264 �#C��

山口公民館 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

山口集会所 亶ｸﾌ9&霎b� �� ��

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�40 涛"�92 塔R�

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�127 ��#r�127 �����

金浜老人福祉センター（身障センター） 亶ｸﾌ9&霎b�107 ���r�120 �����

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 ������91 涛R�

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 ��

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�100 �����60 �����

熊野神社 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�28 �#b�23 �#2�

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�127 ��#r�126 ��#��

二中 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�140 ��c��160 ��s��

パークホテル 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�159 ��S��152 ��CR�

善林寺 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�15 ��B�14 ��B�

休暇村 俥亥)&霎b�116 ���B�116 ���B�

崎山小学校 俥亥)&霎b�79 都b�53 鉄2�

赤前小学校 �,8ﾇ���&霎b�130 ��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�15 ��R�15 ��R�

白浜分校 �,8ﾇ���&霎b�48 鼎��48 鼎��

新町公民館 �,8ﾇ���&霎b�23 �#��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2�53 鉄��

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�17 ��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�126 ��#"�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 2011／4／2

緊急物資配送場所 �&霎c��29日現在最終 �3�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��31日現在最終 滴���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

重茂北地区公民館 偬Il�&霎b�3 �2�3 �3��

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�30 �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 涛���

小田代山荘 �69�&霎b�7‾ 途�7 ��

常運寺 �69�&霎b�44 田��60 ��

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 ��

田老第一小 �69�&霎b�93 涛B�94 ��

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 ��

SELPわかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

あお空 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�30 �3��30 �3��

慈苑 �+ｸ,ﾉ�ﾈ�B� �� ��"�

ウイリー �+ｸ,ﾉ�ﾂ�80 鼎��40 鼎��

えくぼ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�5 ��ﾈ��R�5 迭�

かのん �+ｸ,ﾉ�ﾂ�15 ��R�13 ��"�

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�117 ���r�125 ��#R�

三陸病院 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� �� ��

清寿荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�56 田��60 田��

千徳デイサービス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�41 �3r�35 �3b�

第二わかたけ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�150 ��S��150 ��

はまゆり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�43 鼎"�44 ��

ふれあい荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�34 �3B�34 ��

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 �"� ��

ニチイ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�8 澱�6 ��

4，609　　4，641　　4，563　　　4，330



被災状況
4月2日（土）12：00現在

死者（遺体安置者） �3s�� 
一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 ��#��

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 鼎�� 

避難者数 滴�333�� 

※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



医　療　情　報　H23．4．1一部情報更新≪宮古保健所≫

下記の情報は、宮古保健所が、関係者への聞き取り等により取りまとめたものです。

診療所 ��i|8鳧ｭB�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� 

宮古第一病院（慢性期医療・リハビリ） 佗傲xｫ8�(����､�雲ｸ�(��*�*�.�,(*�,ﾉ_ｸ��序/�,X*(.估�*ｨ.ﾘ*�.兩ｲ� 

宮古山口病境地山．． 祷�c�����x�c���佇���ｾ��ｨﾜIx�,ﾈ-ﾒ� 

三陸病院」帽叩11 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��｢� 
（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�����x�c�����X�Y7�,ﾘﾍ���(h,ﾈ-ﾘ�｢� 

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

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

おおうち消化器科内科クリニッ 嶋�c3����(�c3����8�c3����x�c3��佇��X懆�Y�X�Xｾ��｢� 

ク 嶋�c3����(�c3��冦��Y7��ｨ������������?ｨ�X�ｷ��h�｢�

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�����8�c����7��｢� 

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

たかはしメンタルクリニック 祷�c�������c3����H�c����6ﾓ�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���ﾈ�ﾃ�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、目・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（日・月休診） 

松井内科医院 嶋�c3����(�c�����8�c�����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�����h�c����3�?ｨ,ﾓ��c�����(�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*�.��"� 

宮古市国民健康保険新里診療所 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 

後藤医臨 �,ｨ�ﾘ,ﾉ�i|9�ﾉ�r�3／31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��-h�ﾃ�(�c����7��｢� 

佐々木医院 �� 

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



調剤薬局 丶ｨｼx�8ｻR�電話 

つくし薬局　磯鶏店 嶋�c3����X�c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����8�c�����X��7��｢�3／31現在不通 

つくし薬局　舘合店 嶋�c3����x�c3��佇���懆���X��ｾ��ｨ���?�3����8�c���冦���7��｢� 

かもめ薬局 嶋�c3������h�ﾃ���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����8�c�����X��7��｢� 

健康堂薬局　駅前店 嶋�c3������c���俑��7况ｩ?ｨ-ﾈ,X�)x員H決ﾗ�,ﾈ鳧ｭH,ﾙj).��｢� 

健康堂薬局　小山田店 嶋�c3����x�c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����(�c3����X��7��｢� 

健康堂薬局　栄町店 儂ﾘﾝ��丶ｨｼx鳧ｯｨ,ﾙj).��｢�3／31現在不通 

健康堂薬局　本店 儂ﾘﾝ��丶ｨｼx鳧ｯｨ,ﾙj).��｢�3／31現在不通 

あすなろ薬局 祷�c�������c3��佇���懆��m���ｾ��ｨ����c�����(�c3����X��7��｢� 

ミドリ薬局　実田店 嶋�c3����x�c���佇���懆���X��ｾ��ｨ����c3����(�c3��冦���7��｢� 

ミドリ薬局　宮古中央店 儂ﾘﾝ��丶ｨｼx鳧ｯｨ,ﾙj).��｢�3／31現在不通 

さくら薬局 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

ポプラ薬局 祷�c�������c���佇���7��｢� 

ひまわり薬局 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

あさひ調剤薬局 嶋�c3������c���佇���ｾ��ｨ����c3����x�c����7��｢� 

宮古調剤薬局 嶋�c3������c���佇���ｾ��｢� 

おかむら調剤薬局 祷�c�������c3��佇���懆���X��ｾ��ｨ����c�������c���冦��ｨ����c�����8�c����7��｢� 

調剤薬局ツルハドラッグ宮古中央店 ����c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

船越薬局 丶ｨｼy(b�3／31現在不通 

みなとや調剤薬局 滴�����ﾜH､ｩuﾉ.��3／31現在不通 

ふれ亜育薬局 嶋�c3����x�c3��佇���ｾ��｢� 

ミウラ薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

佐藤薬局 ����c�������c���佇���7亶�-��c����cI?ｩvｩ?ｨ�8ｼh�｢� 

アイン薬局　山田店 儻9k��3／31現在不通 

川向薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

菊屋薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

クリス薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

ささき薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

さとう薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

船越菊屋薬局 嶋�c3������c���兌ﾙ?ｨｷ�-�7���?ｨ���?ｨ.�､ｨｼx�｢� 

マルタ薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

山田中央薬局 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

スマイル薬局田野畑店 嶋�c3����(�c�����H�c3������c���兌ﾙ?ｨｷ�-�7���?ｨ���?ｨ.�､ｨｼx�｢� 



‾歯科診療所 ��i|8�8ｻR�雷話 

デンタルクリニック駒井 ����c�����8�c���佇���7��｢� 

さいとう歯科矯正クリニック ����c3����h�c3��佇���ｾ��ｨ����c�����h�c3���7��｢� 

中居歯科医院 祷�c�����(�c3����X�c�������c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

林歯科クリニック ��i|9(b�3／31現在不通 

くらた歯科医院 祷�c3����(�c3����H�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c3����(�c3���7��｢� 

坂下歯科医院 祷�c�����(�c3����H�c3������c3��佇���ｾ��ｨ����c�����(�c3���7��｢� 

橋本デンタルオフィス ����c�����8�c�����H�c3�����6｣���佇����X��ｾ��ｨ����c�����8�c���冦��｢� 
9：00～13：00、14：30～18：00（火、土） 

国保川井診療所 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

国保新里診療所 嶋�c3������c3��佇���ｾ��｢� 

中澤歯科医院 滴������i|9uﾉ.�� 

中澤歯科分院 祷�c�����x�c���佇���懆��m��ｨ����c�����(�c�����X��ｾ���7��｢� 

宮古山口病院歯科 祷�c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

宮古第一病院歯科 ��i|9(b� 

前原歯科医院 祷�c�����(�c�����H�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c�����H�c�������c�������m��｢� 
9：00～12：00（水、土） 

伊藤歯科医院 ����c�������c���佇���ｾ��ｨ�����c�����H�c����7��｢� 

吉川歯科医＿院 亶��b�3／31現在不通 

久保歯科医院 亶��b�3／31現在不通 

寿歯科医院 亶��b�3／31現在不通 

昆デンタルクリニック 祷�c�����(�c�����8�c�����X�c3��佇���ｾ��ｨ��H��(��7��ｨ,ﾘｷ��b� 

佐原歯科医院 祷�c3����(�c3����H�c�����x�c3��佇���ｾ��ｨ����c3����(�c3���7��｢� 

澤田歯科医院 亶��b�3／31現在不通 

デンタルオフィス松橋 檮2� － 

松山歯科医院 亶��b�3／31現在不通 

道又歯科医院 ��b�3／31現在不通 ■ 

宮古歯科医院 祷�c3����x�c����?ｨ��ﾈ��ｨ����c3������c��������X��m���7��｢� 

山本歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

木沢歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

内舘歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

留理歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

黒田歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

石川歯科医院 儂ﾘﾝ��3／31現在不通 

由保岩泉歯科診療所 祷�c�����x�c�X�佇���ｾ��｢� 

大川歯科クリニック 祷�c�����(�c3����H�c�������c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c�����(�c3����X��7��｢� 

おがわ歯科 祷�c�������c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c�����c(���c97况ｩ?ｨ�｢� 

八重樫歯科 祷�c3����(�c3����H�c�������c3��佇���ｾ��ｨ����c3����H�c����7��｢� 

こがわ歯科診療所 祷�c�������c���佇���懆���X��ｾ���7��｢� 

国保田野畑村歯科診療所 兌ﾙ?ｨ��7�?ｨ���?ｨ,ﾃ��c3����(�c�����H�c3������c��� 

※診療時間は通常と異なる場合あり

※電話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。



宮古商工会議所の個別金融相談会

4月19日（火）12：00～17：00

4月20日（水）　9：00～17：00

に開催いたします。ご相談希望の方は、下記ま

で連絡ください。（要予約となります。）

随時、金融■労務等についても相談を承ってお

りますので、お気軽にご連絡願います。
090－9638－7701

080－1666－0543

6　2－3233



お知らせ

N T T　東　日　本

「臨時窓口」開設について

このたびの大規模な震災により、被害を受けられた皆様、および

ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、NTT東日本岩手支店では下記の通り、電話やインターネッ

ト回線の移転・利用停止に関するお手続きおよび料金に関するお

問合せにお応えする臨時窓口を開設致しますのでご利用下さいま
すようご案内申し上げます。

開設場所：NTT東日本一岩手
宮古サービスセンタ2階

開設日時：4月4日（月）～10日（日）
10：00～16：00

電話でのお手続き・お問合せは

＜受付時間＞　9：00～21：00

◇電話に関すること　　局番なしの「116」

※携帯電話からは「0120－116000」

◇インターネット回線に関すること「0120－116116」

◇ご利用料金に関すること　　　「0120－032277」



津波により海水に浸った車両のユーザーの方へノ

津波により海水に浸った幸再は、外観上問責がなさそうな状愚

でも、海水の塩分が原目となって、毒気系統のショート等により、

華南火災が発生するおそれがありますので、以下のように対処し

て下さい。

1．自分でエンジンをかけない。

2．使用したい場合には、お買い求めの販売店もしくは、最寄り

の整備工等にご相談下さい。

特に、ハイブリッド幸（HV）や電気自動車（EV）は、高電圧のバッテ

リーを搭載していますので、むやみに触らないで下さい。

3．なお、使用するまでの同、発火するおそれがありますのでバ

ッテリ1のマイナス側のターミナルを外して下さい。

※　外したターミナルがバッテリーと接触しないような措置

（テープなどで覆う）をして下さい。

お買い求めの販売店もしくは、最寄りの整備工場が不明な場合臥下記の

岩手県自動車整備振興会（整備工場紹介森口）にこ相隣下さい。
TEL O19－637－2882

（注目AFl（社）日本自動車連盟1及びJ劇仏【一般社団法人日本自動車工業会】の肝

において、同様の注意喚起がされておりますので、ご参照下さい。
・JAFの旺P：http：〟帆jaf．or．jtI／profile／血eYS／file／2010＿45．htm

・J朋仏のEP：http：／一旬椚LanZen－tlnten．CO仙0me／trouble／trO3．html

東北運輸局岩手運輸支局


