
第３章 被災者支援の「記録」 



種　　類 主　　要　　品　　目

毛布 毛布

タオル フェイスタオル、バスタオル

生活用品
ティッシュペーパー、ペーパータオル、トイレ関係、ゴミ関係、掃除用具
洗剤、雨具、カミソリ、入れ歯用品、爪切り、歯磨き用品、シャンプー、
リンス、洗濯用品、ゴミ袋、洗濯用品、トイレットペーパー

介護用品 大人用おむつ、尿取りパッド、車いす、杖

育児用品 子供用おむつ、尿取りパッド、粉ミルク、離乳食、ベビーカー

生理用品 生理用ナプキン（羽付・羽なし）・タンポン、生理用ショーツ

衛生用品
手指消毒剤、トイレ消毒薬、殺虫剤、マスク（防塵・風邪・インフルエン
ザ対策）、ウェットティッシュ、ボディシート、石鹸、衣類の消臭剤（殺
菌成分入り）

食品
レトルト食品、缶詰、カップラーメン、乳製品、野菜ジュース、コーヒー
お茶

飲料水 ２リットル、５００ミリリットル入ペットボトル、水用ポリタンク

基礎化粧品 ハンドクリーム、化粧水、乳液

調理用品 ラップ、アルミホイル、調理用使い捨て手袋

調理器具 カセットコンロ、カセットボンベ

食器類
使い捨て食器（紙、プラスチック皿、コップ）、使い捨てスプーン、使い
捨てフォーク、割り箸

燃料 ろうそく、ガソリン、灯油、ガス、木炭、灯油用ポリタンク、給油ポンプ

電池 単１～単４乾電池

医薬品 薬剤、血圧計、体温計、冷・温湿布、冷却シート、冷却ジェル

トイレ 簡易トイレ、仮設トイレ、蛆殺し、消臭剤

冷蔵庫等生活機器 冷蔵庫、洗濯機

発電機 発電機

暖房機器 ストーブ、ヒーター、ストーブガード

防寒用品
（電源・燃料不要）

カイロ、湯たんぽ

防暑用品 蚊取線香、ハエトリリボン、殺虫剤・防虫剤、ハエたたき、扇風機、団扇

衣類
下着、幼児～大人用衣類（サイズＳ～４Ｌ）、コート、ブラウス、スウェ
ット、タイツ、ズボン、靴、カバン、帽子、老眼鏡

寝具 耳栓、寝袋、シーツ、タオルケット、布団

住宅用品 カーペット、ゴザ、断熱材、アルミマット

照明 ろうそく、懐中電灯、投光機、卓上ランプ

ラジオ ラジオ、ＣＤプレーヤー付きラジカセ、イヤホン

テレビ テレビ

作業用品 軍手、作業着、ゴム手袋、延長コード

学用品 ランドセル、ピアニカ　※需要の有無にかかわらず受領

文具
ボールペン、メモ用紙、消しゴム、油性ペン、ホワイトボード用ペン（避
難所運営用を含む）

その他
玩具、カレンダー、雨具、間仕切り、自転車、荷物運搬用台車、腕時計、
壁掛け時計、ブルーシート、段ボール

救援物資の要望状況

83000

東日本大震災の「記録」〜岩手県宮古市〜



名　　称 場　　所 住　　所 戸　数

田老仮設団地 グリーンピア三陸みやこ 田老字向新田148番地 248戸

田老第２仮設団地 グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地 田老字向新田148番地 37戸

田老第３仮設団地 グリーンピア三陸みやこテニスコート 田老字向新田148番地 122戸

中里仮設団地 愛宕公園 中里団地1番1号 81戸

西ヶ丘仮設団地 西ヶ丘近隣公園 西ヶ丘一丁目1番1号 35戸

磯鶏仮設団地 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド 磯鶏第8地割168番地1 90戸

近内仮設団地 近内地区センターグラウンド 近内第3地割119番地1 43戸

赤前仮設団地 宮古市立赤前小学校グラウンド 赤前第11地割49番地2 78戸

白浜仮設団地 旧白浜分校グラウンド 白浜第1地割90番地1 13戸

津軽石第２仮設団地 宮古市立清寿荘中庭 津軽石第14地割38番地3 22戸

津軽石仮設団地 宮古市立清寿荘隣接県有地 津軽石第14地割119番地16 29戸

重茂第３仮設団地 大程地区民有地 重茂第29地割86番地1 4戸

田老第４仮設団地 樫内地区市有地 田老字西向山119番地14 35戸

田老第５仮設団地 樫内地区民有地 田老字西向山119番地13 33戸

崎山仮設団地 崎山地区民有地 崎山第3地割191番地1 44戸

愛宕仮設団地 宮古市立愛宕小学校グラウンド 愛宕一丁目4番6号 45戸

重茂仮設団地 重茂地区民有地 重茂第1地割36番地1 12戸

重茂第４仮設団地 宮古市立重茂小学校グラウンド 重茂第2地割12番地 15戸

音部仮設団地 音部地区民有地 音部第3地割20番地1 ほか 32戸

重茂第２仮設団地 千鶏地区民有地 重茂第15地割11番地1 13戸

実田仮設団地 みた公園及び隣接民有地 実田二丁目2番1号 ほか 34戸

佐原仮設団地 わかば公園 佐原二丁目9番1号 11戸

日立浜町仮設団地 浄土ヶ浜第３駐車場 日立浜町32番地2 30戸

八木沢仮設団地 八木沢公園 八木沢二丁目8番4号 16戸

崎山第２仮設団地 若葉台公園 崎山第1地割34番地3 7戸

近内第２仮設団地 川端橋近接公園予定地 近内第11地割24番地 10戸

津軽石第３仮設団地 藤畑公民館隣接民有地 津軽石第12地割150番地1 26戸

西ヶ丘第３仮設団地 なかよし公園 西ヶ丘二丁目6番5号 18戸

西ヶ丘第４仮設団地 にしがおか公園 西ヶ丘三丁目11番4号 24戸

西ヶ丘第２仮設団地 げんき公園 西ヶ丘四丁目3番1号 14戸

西ヶ丘第５仮設団地 西ヶ丘分譲地 西ヶ丘四丁目5番1号 ほか 14戸

長町仮設団地 長町公園 長町一丁目7番11号 12戸

応急仮設住宅の設置状況
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名　　称 場　　所 住　　所 戸　数

西町仮設団地 つつじが丘公園 西町二丁目4番1号 12戸

田の神仮設団地 田の神公園 田の神二丁目4番3号 12戸

山口仮設団地 やどり木公園 山口二丁目1番9号 15戸

板屋仮設団地 板屋公園 板屋二丁目4番1号 22戸

高浜仮設団地 高浜地区民有地 高浜一丁目2番1号 44戸

宮町第２仮設団地 あゆみ公園 宮町四丁目5番6号 16戸

上村仮設団地 わむら公園 上村一丁目7番6号 12戸

南町仮設団地 南公園 南町6番1号 24戸

日影町仮設団地 日影町地区民有地 日影町143番地1 10戸

田老第６仮設団地 宮古市立田老第三小学校グラウンド 田老字星山54番地 7戸

宮町仮設団地 ひばり公園 宮町三丁目7番1号 24戸

熊野町仮設団地 鍬ヶ崎児童遊園 熊野町6番7号 20戸

津軽石第４仮設団地 荷竹農村公園及び民有地 津軽石第15地割58番地6 ほか 82戸

小山田仮設団地 中継ポンプ場隣接地 小山田一丁目1番7号 10戸

小山田第２仮設団地 きれまち詰所跡地 小山田四丁目6番9号 14戸

和見町仮設団地 県立宮古児童相談所敷地 和見町9番22号 16戸

西町第２仮設団地 西公園 西町一丁目4番1号 20戸

長町第２仮設団地 つくし公園 長町二丁目5番11号 13戸

熊野町第２仮設団地 宮古市立鍬ヶ崎小学校グラウンド 熊野町6番33号 30戸

西ヶ丘仮設団地 西ヶ丘近隣公園 西ヶ丘一丁目1番1号 15戸

上鼻仮設団地 上鼻2丁目公園 上鼻二丁目1番3号 12戸

田鎖第２仮設団地 田鎖第9地割民有地 田鎖第9地割52番地6 27戸

重茂第５仮設団地 宮古市立重茂小学校隣接民有地 重茂第2地割15番地2 8戸

藤原仮設団地 藤原三丁目民有地 藤原三丁目8番13号 28戸

佐原第２仮設団地 佐原地区民有地 佐原三丁目7番地 12戸

日立浜町第２仮設団地 漁民住宅跡地 日立浜町11番32号 15戸

日の出町仮設団地 宮古市立第二中学校グラウンド 日の出町7番1号 96戸

田鎖仮設団地 田鎖地区民有地 田鎖第3地割1番地 50戸

松山仮設団地 松山第6地割民有地 松山第6地割50番地4 37戸

茂市仮設団地 新里生涯学習センターグラウンド 茂市第5地割5番地2 60戸

2,010戸合計62箇所
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１．国・県義援金

支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 500,000円 542件 271,000,000円 

住宅の全壊 　１世帯 500,000円 3,015件 1,507,500,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 250,000円 1,539件 384,750,000円 

入所施設が全壊 　　１人 350,000円 24件 8,400,000円 

入所施設が半壊 　　１人 180,000円 9件 1,620,000円 

5,129件 2,173,270,000円 

支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 815,000円 541件 440,915,000円 

住宅の全壊 　１世帯 815,000円 3,015件 2,457,225,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 534,000円 1,536件 820,224,000円 

入所施設が全壊 　　１人 562,000円 24件 13,488,000円 

入所施設が半壊 　　１人 281,000円 9件 2,529,000円 

5,125件 3,734,381,000円 

支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 132,000円 541件 71,412,000円 

住宅の全壊 　１世帯 132,000円 3,012件 397,584,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 66,000円 1,534件 101,244,000円 

入所施設が全壊 　　１人 132,000円 24件 3,168,000円 

入所施設が半壊 　　１人 66,000円 9件 594,000円 

5,120件 574,002,000円 

支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 73,000円 541件 39,493,000円 

住宅の全壊 　１世帯 73,000円 3,006件 219,438,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 73,000円 1,529件 111,617,000円 

入所施設が全壊 　　１人

入所施設が半壊 　　１人

5,076件 370,548,000円 

支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 100,000円 541件 54,100,000円 

住宅の全壊 　１世帯 100,000円 2,998件 299,800,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 67,000円 1,524件 102,108,000円 

入所施設が全壊 　　１人 66,000円 23件 1,518,000円 

入所施設が半壊 　　１人 33,000円 9件 297,000円 

5,095件 457,823,000円 

種　　　　別 単　位

合　　　　　計

第三次配分

種　　　　別 単　位
第二次配分（１回目追加）

合　　　　　計

種　　　　別 単　位

合　　　　　計

第二次配分（２回目追加）

義援金の給付状況

平成25年2月14日現在

第一次配分

合　　　　　計

合　　　　　計

単　位

種　　　　別 単　位
第二次配分

種　　　　別
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支給単価 交付件数 交付金額

死亡・行方不明 　　１人 44,000円 539件 23,716,000円 

住宅の全壊 　１世帯 44,000円 2,984件 131,296,000円 

住宅の半壊（大規模半壊含む） 　１世帯 25,000円 1,510件 37,750,000円 

入所施設が全壊 　　１人 38,000円 23件 874,000円 

入所施設が半壊 　　１人 19,000円 8件 152,000円 

5,064件 193,788,000円 

２．市義援金

支給単価 交付件数 交付金額

死亡又は行方不明者見舞金 　　１人 50,000円 541件 27,050,000円 

家屋損壊等見舞金（全壊） 　１世帯 50,000円 3,012件 150,600,000円 

家屋損壊等見舞金（半壊） 　１世帯 30,000円 1,534件 46,020,000円 

家屋損壊等見舞金（店舗等） １事業主 50,000円 430件 21,500,000円 

未成年者見舞金(孤児) 　　１人 300,000円 6件 1,800,000円 

未成年者見舞金(遺児) 　　１人 200,000円 38件 7,600,000円 

ひとり親世帯見舞金 　１世帯 100,000円 93件 9,300,000円 

介護(障害者)世帯見舞金 　１世帯 100,000円 190件 19,000,000円 

高齢者施設等入所者見舞金 　　１人 100,000円 111件 11,100,000円 

災害障害者見舞金 　　１人 40,000円 1件 40,000円 

生活支援見舞金 　１世帯 50,000円 557件 27,850,000円 

6,513件 321,860,000円 

支給単価 交付件数 交付金額

死亡又は行方不明者見舞金 　　１人 25,000円 541件 13,525,000円 

家屋損壊等見舞金（全壊） 　１世帯 25,000円 3,000件 75,000,000円 

家屋損壊等見舞金（半壊） 　１世帯 15,000円 1,525件 22,875,000円 

家屋損壊等見舞金（店舗等） １事業主 100,000円 428件 42,800,000円 

未成年者見舞金(孤児) 　　１人

未成年者見舞金(遺児) 　　１人

ひとり親世帯見舞金 　１世帯

介護(障害者)世帯見舞金 　１世帯

高齢者施設等入所者見舞金 　　１人

災害障害者見舞金 　　１人

生活支援見舞金 　１世帯 25,000円 550件 13,750,000円 

6,044件 167,950,000円 合　　　　　計

支　給　総　額 489,810,000円 

支　給　総　額 7,503,812,000円 

種　　　　別 単　位
第一次配分

合　　　　　計

種　　　　別 単　位
第二次配分

第三次配分（追加）
種　　　　別 単　位

合　　　　　計
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災害弔慰金の支給状況等 

１．災害弔慰金 

 東日本大震災により、亡くなられた市民のご遺族と行方不明になられている市民のご親族を対

象に災害弔慰金を支給した。 

(平成 25 年 1 月 31 日現在) 

区 分 件 数 支 給 額 

生計維持者が死亡した場合 125 件 625,000,000 円 

生計維持者以外が死亡した場合 359 件 897,500,000 円 

合 計 484 件 1,522,500,000 円 

２．災害援護資金の貸付 

 東日本大震災により、世帯主に１か月以上の負傷がある場合または住居、家財に一定以上の損

害を受けた方に生活再建に必要な資金を貸し付けた。 

(平成 25 年 2 月 28 日現在) 

区 分 件 数 貸 付 額 

住居の全壊 31 件 76,000,000 円 

住居全体の滅失・流失 20 件 66,500,000 円 

住居の半壊 14 件 22,600,000 円 

家財の損害 9 件 11,400,000 円 

合 計 74 件 176,500,000 円 

３．災害弔慰金等審査会実施状況 

(平成 25 年 1 月 31 日現在) 

 災害発生時の直接的な死亡でなくても、災害に起因して死亡した思われる場合は、宮古市災害

弔慰金等審査会に諮ったうえで、災害との関連を判断した。市では、審査会の運営事務を岩手県

に委託した。 

（１）開催回数 18 回（平成 23 年 11 月から） 

（２）諮問件数 72 件 

（３）結果 災害との関連性あり 29 件 

災害との関連性なし 28 件 

保留        15 件 
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