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宮古市災害対策本部



被災状況
4月22日（金）12：00現在

死者（遺体安置者） 鼎�B�（累計） 

宮古地区（千徳地区体育館） ��h������#cB�

※勤労青少年体育センターと千徳地区体育館の合計数 

田老地区（田老公民館体育室） ��C��

負傷者 �32�※調査継続中 

行方不明者 鉄3B�※調査継続中 

家屋倒壊数 滴�3csR�全壊、半壊（一部破損、床上暮床下浸水は含まず） 

避難所箇所数 �#�� 

避難者数 ���3鼎b� 

※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。

※注…行方不明者については、避難所での聞き取り及び町内会長等の協力を得ながら調査を
継続しています。（減少の見込み）

家屋倒壊数の内訳

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 ���Sb�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



平成23年4月22日発表

報道発表資料

平成23年3月11日発災の東日本大震災に伴い、宮古市内の避難所に避
難されている方々は次のとおりです。
なお、避難者の氏名及び人数は次のとおりですが、各避難所により調査

日に前後がありますことを申し添えます。

避難所への避難者数 

1 亶ｸﾌ8�9j��ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��132人 

2 亶ｸﾌ8抦ｧxﾕ｢�131人 

3 伜(ﾏｸ抦ｧxﾕ｢�91人 

4 �I8h抦ｧxﾕ｢�112人 

5 �I}iE��ｩ[h峪6��8ｭ��44人 

6 估ﾈ9hﾞ淫ﾈｧxﾕ｢�91人 

7 亶ｸﾌ9�i?�(hｧxﾕ｢�1－04人 

8 俥亥(抦ｧxﾕ｢�32人 

9 �ﾙ>ﾉ(hｧxﾕ｢�63人 

10 �佗ｸ抦ｧxﾕ｢�36人 

11 仞�Vﾉ��ﾉY�85ｨ985��ｲ�67人 

12 �:�ﾋH抦ｧxﾕ｢�51人 

13 �,8ﾇ���(hｧxﾕ｢�41人 

14 �,8ﾇ��顫ﾈｧxﾕ｢�66人 

15 ��I��ﾈｧxﾕ｢�91人 

16 从ﾉI)VﾉZｨﾕ｢�45人 

17 亶ｸﾌ8�9�ﾘﾘyY�85ｨ985��ｲ�4人 

18 偬Il�&霎i�ﾘﾘxﾏ�zﾉ�9��5ｨ985��ｲ�50人 

19 倚侈�>�&霎h檍ｭ��20人 

20 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+���239人 

21 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+�"�436人 

合計 �1，946人 

宮古市災害対策本部



緊急物資配送状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011／4／22

避難所 �&霎b�4／18日現在最終 ���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��20日現在最終 �#�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

市民総合体育館 亶ｸﾌ9&霎b�132 ��3"�132 ��32�

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�114 ���B�160 涛b�

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�71 都��71 都"�

愛宕小学校 亶ｸﾌ9&霎b�114 ���r�117 ��c��

花輪農村文化伝承館 亶ｸﾌ9&霎b�50 鉄��50 鉄��

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�91 涛��91 涛��

宮古第二中学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�131 ��3��130 ��#��

崎山小学校 俥亥)&霎b�38 鼎��38 �3r�

河南中学校 亶ｸﾌ9&霎h�ﾂ�60 田��60 田��

磯鶏小学校 亶ｸﾌ9&霎b�40 �3��38 �3��

金浜老人福祉センター（身障センター） 亶ｸﾌ9&霎b�67 田r�67 田r�

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�82 塔��49 鼎��

津軽石中学校 �,8ﾇ���&霎b�49 鼎��49 鼎��

津軽石小学校 �,8ﾇ���&霎b�355 �#SR�255 �#SR�

赤前小学校 �,8ﾇ���&霎b�130 ��3��130 ��3��

旧白浜分校 �,8ﾇ���&霎b�45 鼎R�45 鼎R�

重茂地区総合交流促進センター（出張所） 偬Il�&霎b�50 鉄��50 鉄��

笹見内地区公民館 偬Il�&霎b�50 鉄��50 鉄��

グリーンピア �69�&霎b�622 田#"�622 田#"�

2，291　　2，192　　2．204　　2，174 

緊急物資配送場所 �&霎b�4／18日現在最終 ���?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��20日現在最終 �#�?ｨﾋｸﾝﾘﾜX��

常安寺 亶ｸﾌ9&霎b�5 迭�5 ��

高浜村上商店 亶ｸﾌ9&霎b�21 �#��21 ������

熊野神社 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�19 ����18 ����

堀内集落（小堀内高台経由） �,8ﾇ���&霎b�13 ��2�13 ��2�

姉吉地区 偬Il�&霎b�34 �32�33 �32�

石浜地区 偬Il�&霎b�120 ��#��120 ��#��

重茂北地区公民館 偬Il�&霎b�30 �3��30 �3��

重茂小規模多機能センター 偬Il�&霎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��

慈苑 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�12 ��"� ��

えくぼ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�5 迭� ��

かのん �+ｸ,ﾉ�ﾂ�12 ��"� ��

清寿荘 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�60 田�� ��

千徳デイサービス �+ｸ,ﾉ�ﾂ�27 �#r� ��

552　　　551　　　420　　　413 



現在の状況 4月22日（金）12：00現在

●ライフライン

○電力
・向町、大通などの市街地、藤原などを一戸ずつ安全確認しながら通電作業中

・鍬ケ崎地区の建柱■通電作業を継続中

○上水道
・市内の約99％で給水が復旧（残りの約1％は浸水区域）

【現在の断水地区】

次の地区の一部（約5戸）

重茂・里

○通信

◎固定電話：使用可能、戸別復旧作業中

◎携帯電話：
・aU使用可能（千鶏、里、小角柄、音部里、笹見内、白浜周辺、姉ヶ崎周辺、金浜、

津軽石の一部を除く）

・NTTドコモ使用可能（千鶏、石浜、里、銑ケ崎周辺、中ノ浜、養呂地を除く）

・ソフトバンク使用可能（高浜、金浜、津軽石の一部などを除く）

◎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、総合体育館、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、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、

花輪農村文化伝承館、重茂出張所、姉吉地区、石浜地区、千鶴地区、川代地区、

田老総合事務所、宮古北高、グリーンピア三陸みやこ、ふれあい荘、

摂待地区生活改善センター）

◎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

山田線（宮古～盛岡間）は本数を減らして運行

山田線（宮古～岩手船越間）は4月20日（水）から岩手県北バス路線バスでの

振替輸送を実施）

岩泉線は代行バスを運行

◎三陸鉄道

宮古～小本間は1日4往復運行

小本～陸中野田間は臨時バスを1日4往復運行

陸中野田～久慈間は1日6往復運行

◎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。（一部、作業箇所あり）

1国道・県道t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、7‥00～18＝00全面通行止
・JR舘合踏切は、3月26日（土）から当分の間全面通行止



生活情報など
●医療

・医療チーム、宮古医師会が避難所を巡回中

●消毒作業

がれき除去にあわせて道路の消毒作業中

民有地の消毒は希望者に消毒剤を本庁環境課（5階）で配布中

●ごみ収集

【燃やせるごみ■燃やせないごみ】
・全域で通常どおり収集

【資源物】
・新里・川井地域は、通常どおり収集

・宮古・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

県合同庁舎1階（五月町）に開設（土日も開設）

●被災着用住宅（仮設住宅）

○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l井各総合事務所に申込用紙を設置

○申込用紙の回収＝随時、受け付けています

詳しくは…市建築住宅課（市役所5階）、各総合事務所まで

設置場所 佶ｩ�ﾙuﾉ.偉ｹ�B�着工 

グリーンピア三陸みやこ �#C偉ｲ�3月25日 

愛宕公園（旧愛宕中学校） 塔�ﾌｲ�3月30日 

西ケ丘近隣公園（さくら公園） �3Xﾌｲ�4月8日 

県立宮古水産高等学校第二グラウンド 涛�ﾌｲ�4月8日 

赤前小学校グラウンド 都偉ｲ�4月13日 

近内地区センターグラウンド 鼎�ﾌｲ�4月13日 

グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地 �3xﾌｲ�4月13日 

清寿荘隣接県有地 �#侘ｲ�4月15日 

樫内地区私有地 �3Xﾌｲ�4月22日 

グリーンピア三陸みやこテニスコート ���hﾌｲ�4月22日 

清寿荘中庭 �#(ﾌｲ�4月22日 

音部地区民有地1 �3�ﾌｲ�4月22日 

重茂地区民有地 ��(ﾌｲ�4月22日 

大程地区民有地 滴ﾌｲ�4月22日 

千鶏地区民有地 ��Hﾌｲ�4月22日 

崎山地区民有地 鼎Hﾌｲ�4月22日 

浄土ケ浜第三駐車場 �3(ﾌｲ�4月22日 

948戸 ��



●被災車両の廃車手続きと、自動車税について

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重く五月町1－20県合同庁舎内、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

・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

●羅災（りさい）証明書の発行
・被災した家屋に対する罷災証明書を発行します。

〇時間＝午前8時30分～午後5時15分※土・日・祝日も発行

0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

・窓口は市役所2階に移設しました。

【証明書等発行窓口】

市役所本庁舎2階、新里・川井各総合事務所、崎山花輪り帖内・小匡卜門馬各出張所

※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



下記に該当する被害に遣われた方は
ご連絡ください。

新型火災共済にご加入の方
◎住宅が半壊・半焼以上の損害を被った場合

◎ご加入者または同居のご家族が亡くなられた、

または重度障害になられた場合

生命共済／傷害共済にご加入の方
（こども型・総合保障型・熟年型）


