
  

 

 

 

 

 

 ３月 11日（金）午後 2時 46分、牡鹿半島の東南東 130ｋｍ付近を

震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、経験したことのない極

めて激しい揺れとその後に襲来した巨大津波により、石巻地方に未

曾有の被害をもたらしました。 

 巨大地震・巨大津波の大震災から 2 週間がたった現在も多数の被

災者が救援を求め、また電力、水道などの生活基盤への打撃により

市民の生活に多大な支障をきたすなど、今なお緊急の対応が必要

な状況にあります。 

 現在、市民の生活の安定を最優先に、救援物資の確保および輸

送、ライフラインの復旧、道路の確保、決壊した堤防の復旧などに関

係機関の協力を得て全力で取り組んでおります。 

 厳しい寒さに耐えながら避難所生活を送られている多くの市民の

皆様や、さらには外に出るのもままならず、被災した家で暮らし続け

る皆様に大変ご苦労をお掛けしておりますことに、衷心よりお詫び申

し上げます。 

 いま、皆様に救援物資をお届けするため懸命の努力をしておりま

すが、障がい者の方々や、高齢者の皆様が孤立することのないよう、

地域の皆様にもご協力をよろしくお願いいたします。 

                     石巻市長  亀 山  紘 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死者 2,127 人 

行方丌明 2,720 人 

避難者 27,172 人 

避難所 169 カ所 

    参考 人口 162,822 人  世帯  60,928 世帯 

           （平成 23 年 2 月末現在） 

 

避難者名簿の閲覧 

ところ 市役所 1 階 南口（国道側） 

と き 午前８時～午後６時 

 ※宮城県のホームページにも避難者名簿が公開されています。 

 

ご遺体の安置場所 

ところ  市総合体育館 旧石巻青果花き地方卸売市場 

     石巻北高校飯野川校 牡鹿体育館 

と き  午前 10 時ごろ～午後５時ごろ 

     （各施設によって異なります） 

 ※宮城県のホームページにも各安置場所に安置されているご遺体 

 の一覧（五十音順）が公開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

被災状況  （3月 26日 8：00現在） 

市報いしのまき 号外  平成２３年３月２７日発行 

 編集/発行 石巻市企画部秘書広報課 ☎95-1111 

 〒986-8501 宮城県石巻市穀町 14-1 

 ホームページ http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 

  Eメール   ispubinfo@city.ishinomaki.lg.jp 

震災後の市民サービスに関するお問い合わせは 

市災害情報ダイヤル ☎０２２５－９５－１１１２ 

受付時間 午前８時 30分～午後７時 

   



ライフラインの連絡先  現在、復旧作業に全力で取り組んでいます。 

【電気】 東北電力㈱  ☎0120-175-366  

【固定電話】 ＮＴＴ東日本㈱ ☎113（携帯専用☎0120-444113） 

【水道】 石巻地方広域水道企業団 ☎95-2847 

【ガス】  自宅で利用している燃料店・ガス店まで  

       

  

 このたびの震災を考慮し、石巻市立小・中学校の年度始休業

を４月 20 日（水）まで延長し、新学期の始業を 4 月 21 日（木）

とする予定です。 

 また、震災により損壊し施設を使用できない学校については、

代替施設などでの再開を検討中です。 

 決まり次第、新聞、ラジオなどでお知らせします。 

                  問 教育委員会 

 

 

 

 市内の被災した家屋などにおける災害廃棄物について、次の

２カ所の仮置場を開設しました。 

 ところ  ①南境地区（総合運動公園予定地内） 

      ②石巻工業港地区（南浜ふ頭用地内） 

 時 間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 

 分別方法 ・ガレキ類 ・鉄類 ・木材類 ・家財類 

      ・家電類 ・家電リサイクル 4 品目（テレビ、エアコ 

        ン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機） 

                  問 環境課 

 

 

 

 強盗や殺人など、メールやインターネット、口コミによるデ

マが広がっています。 

 新聞などの報道以外の情報は、信用しないでください。 

 また、店舗荒らしや空き巣などの窃盗行為が増えています。

警察では、夜間のパトロールを強化していますが、出掛ける際

の戸締りはしっかり行うようお願いします。 

                  問 災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、建設を予定している応急仮設住宅の概要についてお知

らせします。 

○入居対象者～住家が全壊または流失し、居住する住家がない

方で、自己の資力では住宅を確保することが困難な被災者 

（世帯単位での入居になります。） 

○施設規模・戸数 

 ・6 坪タイプ（１ＤＫ）27 戸・９坪タイプ（２ＤＫ）83 戸 

 ・12 坪タイプ（３Ｋ）25 戸 

○入居条件 

 ・入居期間 入居後原則 2 年以内（入居開始時期は未定） 

 ・自己負担 電気、水道、下水道、プロパンガス、ＮＨＫ受 

     信料および備え付け以外の備品などに要する経費 

○建設場所 向陽町５丁目 

○入居者決定方法・決定時期 

 ・入居者選考協議会を開催し、抽選により決定します。 

 ・決定時期は、４月下旬の予定です。 

○入居申請方法 

 ・入居を希望される方は、福祉総務課、各総合支所保健福祉課 

 および各支所、各指定避難所で配布している「応急仮設住宅 

 入居申請書」に必要事項を記入の上、提出してください。 

 ・受付場所 福祉総務課、各総合支所保健福祉課（ただし、雄勝は、

雄勝クリーンセンター内・北上はにっこりサンパーククラブハウス内）、

各支所（ただし、稲井は稲井公民館内・荻浜は荻浜中学校内）、各指定避

難所 

 ・受付期限 ４月８日（金）まで  

 ・受付時間 午前８時 30 分～午後５時 

○その他 

・地域コミュニティをできるだけ維持できるように配慮しつつ、社会的弱者

のいる世帯など優先的な入居調整を検討しています。 

・今後、既設の公営住宅や民間住宅などの借上げ制度も予定しています。 

・市では、引き続き、応急仮設住宅の建設を推進していくこととしています。 

              問 福祉総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所の状況  現在の避難所は下記のとおりです。 

 

応急仮設住宅に関するお知らせ 石巻市立小・中学校の新学期始業予定のお知らせ 

ご注意！ デマの横行と窃盗行為が増えています!! 

震災により発生した災害廃棄物の仮置場所の開設 

避難者数 27,172人  避難所数  169カ所 

本庁地区 (２５日20時取りまとめ）

№ 地区 施設名 避難人数 № 地区 施設名 避難人数

1 石巻 石巻グランドホテル 120 54 蛇田 石巻特別支援学校 指定 56

2 石巻 石巻高校 指定 400 55 蛇田 パンプキン介護センター 90

3 石巻 石巻小学校 指定 46 56 蛇田 やすらぎそう 30

4 石巻 石巻中学校 指定 700 57 蛇田 新丸井戸二集会所 8

5 石巻 カトリック幼稚園 30 58 蛇田 イオン石巻 600

6 石巻 市役所本庁舎（２階） 300 59 蛇田 NPO法人フェアトレード 25

7 石巻 中央公民館 指定 130 60 荻浜 荻浜中学校 指定 121

8 石巻 図書館 150 61 荻浜 荻浜小学校 指定 132

9 石巻 法務局 30 62 荻浜 東浜小学校・区長宅 指定 89

10 石巻 市立女子高校 指定 170 63 荻浜 峰耕寺 指定 55

11 石巻 佐藤整形外科 17 64 荻浜 蛤浜集会所 18

12 住吉 開北小学校 指定 324 65 荻浜 月浦（民家） 64

13 住吉 消防本部 120 66 荻浜 小積浜（民家） 33

14 住吉 住吉小学校 指定 153 67 荻浜 狐崎浜漁村センター・民家 111

15 住吉 住吉中学校 指定 500 68 荻浜 福貴浦会館 141

16 住吉 中里小学校 指定 357 69 渡波 渡波支所・公民館 100

17 住吉 花もよう 200 70 渡波 アイワグループ 15

18 住吉 二宮外科 60 71 渡波 万石浦中学校 指定 650

19 門脇 門脇中学校 指定 930 72 渡波 宮城水産高校 指定 200

20 門脇 日本製紙南光町社宅 500 73 渡波 渡波小学校 指定 1,200

21 門脇 石巻港湾病院 180 74 渡波 渡波中学校 指定 63

22 湊 梅渓寺 50 75 渡波 渡波保育所 60

23 湊 鹿妻小学校 指定 1,050 76 渡波 涼風園 130

24 湊 公民館湊分館 15 77 渡波 洞源院 指定 280

25 湊 参道会館 130 78 渡波 根岸集会所 100

26 湊 市民の森（第一駐車場車１０台） 150 79 渡波 法音寺 指定 80

27 湊 堤パーキング 100 80 渡波 元JA渡波支店 60

28 湊 館山（八幡町） 18 81 渡波 創価学会平和会館 65

29 湊 多福院 20 82 渡波 沢田会館 50

30 湊 パチンコ２１世紀 4 83 渡波 表沢田集会所 10

31 湊 法山寺幼稚園 220 84 渡波 祝田１区集会所 40

32 湊 ほたる 指定 20 85 渡波 折立集会所 30

33 湊 ホテルドルフィン 20 86 渡波 小竹浜地区コミュニティーセンター 指定 101

34 湊 ヨークベニマル鹿妻店 70 87 稲井 石巻商業高校 指定 250

35 湊 牧山社務所 100 88 稲井 石巻専修大学 360

36 湊 湊小学校 指定 470 89 稲井 稲井小学校 指定 92

37 湊 館山桜公園（丸本組の空き地） 100 90 稲井 稲井中学校 指定 50

38 湊 湊中学校 指定 66 91 稲井 稲井公民館 指定 110

39 湊 明友館 110 92 稲井 遠山製麺所 25

40 湊 祥光寮 250 93 山下 好文館高校 指定 313

41 湊 パチンコゼットン 7 94 山下 山下小学校 指定 310

42 湊 旧石材会館 20 95 山下 斉藤病院 500

43 湊 湊水産 70 96 山下 カーサ・デ・コスタ 80

44 湊 阿部民石材店 10 97 山下 石巻クリニック 130

45 湊 フルノビル（魚町） 20 98 釜・大街道 青葉中学校 指定 832

46 湊 小松荘 30 99 釜・大街道 大街道小学校 指定 479

47 蛇田 向陽小学校 指定 180 100 釜・大街道 大街道第４創価学会石巻文化会館 130

48 蛇田 向陽コミュニティーセンター 100 101 釜・大街道 釜小学校 指定 350

49 蛇田 サンネットなごみ・コスモス 120 102 釜・大街道 釜会館 指定 60

50 蛇田 蛇田小学校 指定 420 103 釜・大街道 ひたかみ園 30

51 蛇田 蛇田中学校 指定 530 104 釜・大街道 宮城マンション 40

52 蛇田 第２ひたかみ園 41 105 網地島 網小医院 203

53 蛇田 蛇田公民館 指定 60 106 田代島 旧田代島自然教育センター 指定 100

本庁地区避難者人数計 19,239

各総合支所（２５日２０時取りまとめ）

№ 施設 地区 避難人数 № 施設 地区 避難人数

1 飯野川第一小学校 河北 120 34 橋浦小学校 北上 244

2 飯野川中学校 河北 280 35 白浜荘 北上 49

3 針岡地区（鳥屋森公民館ほか） 河北 310 36 北上中学校 北上 291

4 河北総合センター（ビッグバン） 河北 550 37 相川子育て支援センター 北上 324

5 名振コミセン 雄勝 116 38 長観寺 北上 72

6 船越清水宅 雄勝 37 39 追分温泉 北上 41

7 船越中里宅 雄勝 73 40 はまぎく 北上 87

8 荒老人憩の家 雄勝 128 41 小泊（佐々木宅） 北上 54

9 大須小学校 雄勝 576 42 小室大室 北上 124

10 立浜龍澤寺 雄勝 6 43 大指林業センター 北上 185

11 大浜近藤宅 雄勝 22 44 小滝 北上 30

12 明神斎場 雄勝 49 45 総合支所 牡鹿 78

13 小島佐藤宅 雄勝 10 46 清優館 牡鹿 350

14 味噌作（クリーンセンター） 雄勝 31 47 斎場 牡鹿 38

15 森林公園 雄勝 150 48 鮎川集会場 牡鹿 62

16 船戸斎場 雄勝 7 49 熊野神社 牡鹿 12

17 唐桑佐藤トラック 雄勝 37 50 新山生活センター 牡鹿 101

18 唐桑岡崎宅 雄勝 8 51 長渡分館 牡鹿 334

19 水浜（保育所） 雄勝 140 52 長渡開発センター 牡鹿

20 キザイの神 雄勝 2 53 網地生活センター 牡鹿 149

21 遊楽館 河南 97 54 十八成個人宅5カ所 牡鹿 160

22 勤労体育センター 河南 93 55 小渕個人宅19カ所 牡鹿 435

23 広渕小学校 河南 135 56 給分個人宅3カ所 牡鹿 250

24 須江小 河南 56 57 大原小 牡鹿 141

25 前谷地小学校 河南 73 58 小網倉個人宅3カ所 牡鹿 70

26 鹿又小学校 河南 60 59 大原中 牡鹿 65

27 石巻北高 河南 162 60 泊コミセン 牡鹿 260

28 農村改善センター 河南 63 61 女川原発体育館 牡鹿 49

29 河南東中学校 河南 139 62 前網個人宅1カ所 牡鹿 20

30 中津山一小 桃生 66 63 寄磯小 牡鹿 130

31 中津山二小 桃生 51 合計 7,933

32 桃生小学校 桃生 76

33 桃生総合支所 桃生 5

#REF!



                                               


