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主な内容 ■ ３.１１東日本大震災の市内被害状況 ■災害関係のお知らせ ■代表メールアドレス koho@city.higashimatsushima.miyagi.jp 
■ホームページアドレス http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/ 

この度の震災で被災された皆様に､心よりお見舞いを申し上げます｡ 
 ３月１１日(金)午後２時４６分ごろ､三陸沖を震源とする M(マグニチュ

ード)９.０(当初Ｍ８.８と公表)の巨大地震が発生｡気象庁発表では､Ｍ７.

９の関東大震災を大幅に上回る過去最大の地震で､東北地方太平洋

沖地震(被害全体をまとめて東日本大震災)と命名されました｡その後､

来襲した津波により市内では､大曲浜･野蒜･東名の地区が消滅ともい

える甚大な人的･物的被害｡牛網･浜市も多くの建物が倒壊するなどの

大惨事になりました｡大曲･南赤井･小野･矢本地区でも多くの住宅が床

上･床下浸水や津波の土砂・流木･倒壊家屋などで被害を受け､現在も

一部冠水中です｡ 

また､毎日発生する余震により､いつ津波が再び来襲するか予断を

許さず､一部の専門家から余震が収まるまで１カ月間続くという見方も

ありますが､いつ余震が収まるかは不明な状況です｡ 

本市では､１１日午後２時４７分に災害対策本部を設置し､対策にあ

たってきましたが､東日本にわたる広範囲な災害のため救助物資を含

め全てに手が回らず､市民の皆さんにご不便をおかけしております｡ 

 現在､災害対策本部では､早急な災害復旧に努めておりますので､ご

理解･ご協力をお願いいたします｡ 

 今回は､取り急ぎ皆様にお知らせしたい内容について､号外としてま

とめましたので､ご活用ください｡ 

 

現在､道路の通行確保のため､津波によって漂着した丸太や雑木などの災

害ゴミ撤去を優先的に行っています。家庭の災害ゴミについては､搬入予定

地への荒れた道路を通行できるよう整備していますので、通行可能になり次

第皆さんにお知らせします。 

■期間 搬入路整備終了後、お知らせします 

■対象ゴミ 東松島市内で浸水により使えなくなった畳･建具･家具など 

 ※一般家庭ゴミは､後ほど回収方法についてお知らせします｡ 

■搬入方法 各自で搬入してください 

問 環境課環境班 ℡８２－１１１１ 内線１１５１ 

  

電気･電話･水道については､現在､市内全域を２４時間体制で復旧中です｡

被害の少ない地域から順次復旧していきますので､もうしばらくお待ちくださ

い｡なお､電気は市内一部で既に安全を確認の上､復旧を進めていますが､周

りが復旧した中で不通個所がありましたら､下記まで､お問い合せください｡ 

また､ガソリンについては､いつ給油できるか分からない状況です｡緊急時

以外は車を使わないなど節約を心掛けてください｡ 

●電気に関して ･･･東北電力㈱ ℡０１２０－１７５－５６６ ℡９５－９９６１ 

●固定電話に関して･･･NTT東日本㈱ ℡１１３ （携帯専用 ℡0120-444113） 

●携帯電話に関して･･･加入契約している電話会社へ 

●水道に関して ･･･石巻広域水道企業団 ℡９５-２８４７ 
●ガスに関して ･･･自宅で利用している燃料店･ガス店へ 

 

現在､住宅を失った方の入居を優先的に仮設住宅の建設準備を進めてい

ます｡設置場所､設置戸数などの詳細内容は､確定後､お知らせします｡ 

■入居対象 住宅を失った方を優先的に､居住場所がない方 

■入居期間 ２年間 (２年間経過後も状況により支援策を検討します) 

問 災害対策本部 
 

 
●道路の通行について 

･市内各所で道路が陥没し亀裂が入っております｡通行不能の個所もある

ので､注意してください｡特にマンホールや橋桁付近が陥没していますの

で注意ください｡ 
･陥没個所などは､砂利などで補修していますが､余震などで進行する恐れ

がありますので､車などでの通行の際は徐行してください｡ 
･亀裂が広がる恐れがありますので､通行止めになっている個所は通行し

ないようにしてください｡ 
●公共施設の利用について 

･地震により､市内の公共施設は破損している個所があるかもしれません

ので､利用については十分ご注意してください｡ 
（使用禁止している遊具には近寄らないでください） 

問 災害対策本部 ℡８２－１１１１ 内線１４３７･１４３８ 

 
行方不明者の安否確認窓口については､本庁舎１階福祉課前で行ってい

ます｡ 
■場所 本庁舎１階福祉課前 
■時間 ７時～１９時 
■期間 現在開設中 
問 災害対策本部安否確認窓口 

 
発見されたご遺体は､検視を行うため石巻西高校体育館に安置し､検視終

了後は東松島高校体育館･小野地区体育館の２個所に安置しています｡ 
■場所 石巻西高校体育館(検視所)､東松島高校体育館･小野地区体育館 
■時間 ９時３０分～１８時 
※なお､死亡届は混乱を避けるため､本庁舎市民課のみの届け出です｡ 
問 市民課窓口サービス班 ℡８２－１１１１ 内線１１２２ 

○震災による被害状況 

３月２０日現在 

死者･行方不明 

 死者 ５９８人 

ライフライン被害 

 電気 全戸 

 ガス漏れ 不明 

 水道 全域 

家屋被害 

 全壊 不明 

 半壊･破損 不明 

道路被害 

 市内全域 不明 

避難所･人数など 

 市内８９個所 １４,７７４人 

 

ライフラインの確保状況 

災害により発生したゴミ処理について 

震災の影響による､道路の通行と施設利用に ご注意ください 

安否確認窓口はこちら 

遺体安置所のご案内 

▲津波の恐ろしさを実感する惨状｡津波は人も建物も全てをのみ込みました (野蒜新町地区) 

仮設住宅の建設について 

※用紙の都合上発行部数を少なくしています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 現在､市内の各金融機関の営業は下記のとおりで
す｡詳細については､営業店舗に問い合わせください｡ 
  ※１９日(土)～２１日(月･休)は休み 
■引出制限額 窓口で１０万円まで ※詳細は各店舗

で問い合わせください｡ 
■必要な物 通帳またはキャッシュカードがない場合

は運転免許証など身分証明書があれば可 
■ＪＡいしのまき ２２日(火)～ ９時～１５時 矢本･石

巻･蛇田支店 ※窓口で１０万円まで払い出しのみ 
■石巻信用金庫 ２２日(火)～ ９時～１５時 矢本･

向陽･鹿島台支店  
■石巻商工信用組合 ２２日(火)～ ９時～１５時 矢

本･蛇田･大街道･松島支店など  
■七十七銀行(市外のみ) ２２日(火)～ ９時～１５時 

蛇田支店､利府支店､涌谷支店､登米支店など 

 
 

４月１日発行予定の市報４月号は､震災のため

印刷が不可能になりましたので､休刊いたします｡ 
市からの情報は､号外で順次お知らせしますの

で､ご理解のほどよろしくお願いします｡なお､掲載

内容の詳細については､担当課までお問い合せく

ださい｡ 
問総務課秘書広報班 ℡８２－１１１１ 内線1219 

 
現在の避難所は下記のとおりですので､自宅から避難する場合は、最寄りの施設まで避難

してください｡なお､詳細については､災害対策本部までお問い合せください｡ 
問 災害対策本部 ℡８２-１１１１ 内線１４３７･１４３８ 
 

 
 

震災で被害を受けた方への相談窓口を開設してい

ます｡ 
■場所 災害対策本部前(本庁舎２０２会議室前) 
■時間 ９時～１９時 
■内容 震災被害に関する各種相談 
問 災害対策本部 

避難場所のお知らせ 

市報ひがしまつしま臨時号の発行について 

災害相談窓口 

 
 
 現在､各種税額の納入期限の延長を検討中です｡ 
 詳細については､決定次第お知らせします｡ 
問 納税推進課納税推進班 

℡８２－１１１１ 内線１１４１～１１４７ 

各種税金の納期限延長のお知らせ 

 
 
－石巻警察署からのお知らせ－ 

震災の避難で空き家になったところを狙い､家財や

車のガソリンの盗難が発生しています｡警察署では夜

間も定期パトロールなどを強化しています｡ 
定期的に自宅を確認したり､１人ではなく複数人で

行動するなど､盗難にご注意ください｡ 
問 石巻警察署 ℡９５－４１４１ 

空き家･車を狙った盗難が発生中 

各金融機関の営業状況のお知らせ 

使用されている避難場所 ３月２０日現在 

№ 名     称 避難者数 備 考 

１  上町集会所 ２０人   

２  矢本西市民センター １００人   

３  矢本第一中学校 ９００人   

４  矢本西小学校 ２５人   

５  矢本東小学校 １,４４５人   

６  関の内学供 ５０人   

７  浜須賀学供 １０人   

８  立沼地区センター ３０人   

９  鹿妻学供 ９０人   

１０  矢本西保育所 １７人   

１１  道地学供 １００人   

１２  小松学供 ８８人   

１３  手招集会所 ９人   

１４  小松台集会所 １５人   

１５  下小松生活センター ２５０人   

１６  農村婦人の家 （谷地） ７０人   

１７  五味倉生活センター ３０人   

  大曲市民センター - 
大曲小へ 
移動 

１８  大曲小学校 ７５０人   

１９  上区生活センター ６０人   

２０  北赤井学供 ６０人   

２１  赤井小学校 ８００人   

２２  下区生活センター ３０人   

２３  赤井地区体育館 ２００人   

２４  赤井南小学校 ２００人   

２５  矢本第二中学校 ２７０人   

２６  柳地区集会所 ３３９人   

２７  塩入地区センター ５０人   

２８  大塩小学校体育館 １５０人   

２９  小分木地区センター ４０人   

３０  大島地区センター １００人   

３１  裏沢地区センター ３０人   

３２  鳴瀬第一中学校 ４７５人   

３３  小野小学校 ２５０人   

３４  小野市民センター ２５９人   

  浜市小学校 - 
鳴瀬一中 
へ移動 

３５  西福田下地区センター ２０人   

３６  農村創作活動センター（上下堤） ５０人   

３７  浅井地区センター ３２０人   

３８  中下地区センター ４００人   

  野蒜小学校 - 
鳴瀬一中 
へ移動 

３９  大塚地区センター ４００人   

４０  宮戸小学校 ９００人   

４１  市役所本庁舎 ２１５人   

４２  市役所鳴瀬庁舎 ２５０人   

４３  矢本華の園 (道地) ６０人   

４４  願成寺 (鹿妻) ４０人   

４５  さつき苑 (大塩) ２５０人   

４６  上福田生活センター ４０人   

４７  大塩市民センター ４６０人   

４８  石巻西高校 ３５０人   

４９  有明集会所 ４０人   

５０  表沢集会所 ２０人   

５１  市コミュニティセンター ４５０人   

５２  東松島高校 ４００人   

５３  内康 (筒場) １５１人   

５４  下浦集会所 ５０人   

５５  やもと赤井の里 １００人   

 

 ３月２０日現在 

№ 名     称 避難者数 備考 

５６  市民体育館 １０人   

５７  鷹来の森運動公園 ６０人   

５８  真壁病院 ２００人   

５９  仙石病院 ３００人   

６０  藤野病院 ７人   

６１  下福田生活センター ４０人   

６２  月浜かみの家 ２０人   

６３  根古地区センター ２２人   

６４  肘曲地区センター ４０人   

６５  野蒜駅裏山 ７０人   

６６  定林寺 (中下) ２３９人   

６７  高松地区センター １６人   

６８  大塩中沢集会所 ９２人   

６９  ゆぷと ７０人   

７０  市老人福祉センター ４０人   

７１  花いちもんめ・慶和会 (西校前) １４０人   

７２  ロックタウン矢本駐車場 １５０人   

７３  はまなすの里 （鳴瀬庁舎裏） １２４人   

７４  法昌寺 (牛網) ３０人   

７５  川下地区センター ６０人   

７６  四季の里 (谷地) ３４人   

７７  往還集会所 ５０人   

７８  赤井ローソン前 １００人   

７９  前柳分館 １２３人   

８０  矢本愛育会カノン (駅前) ２０人   

８１  共生園 (大塩) ２５人   

８２  第２共生園 (大塩) １００人   

８３  ぎんの星 (鹿妻) ５０人   

８４  いずみの里 (大塩) １８人   

８５  
あいあい (小野駅前子育てセン
ター) １２０人   

８６  カネフジ運輸 (赤井) １７人   

８７  矢本菜の花 (小松) ６０人   

８８  百合の里 (根古) ２３人   

８９ 大溜地区センター １５人  

  
石巻･河南･須江中学校 
(安否確認のみ) 

１６人  

８９ 合   計 14,774人   

 
東松島市立 幼稚園･小学校･中学校 卒業式･修了式の開催   東松島市教育委員会 

卒業式・卒園式 修了式・閉園式 
学校名 

日 時 場 所 日 時 場 所 
登校日・休校など 

３月２４日（木） ３月２９日（火） 休校日 ３月２２日（火） 
矢本東小学校 

１４時００分 
【未定】 

９時３０分 
【未定】 

登校日 ３月２３日（水）８時３０分 

３月３１日（木） ３月３１日（木） 
大曲小学校 

１０時００分 
【未定】 

１０時３０分 
【未定】 ３月２２日以降 休校 

３月３１日（木） ３月３１日（木） 
赤井小学校 

１０時００分 
講堂 

１０時３０分 
講堂 ３月２２日以降 休校 

３月２３日（水） ３月２４日（木） 
大塩小学校 

１０時００分 
講堂 

９時００分 
講堂 登校日 ３月２２日（水） ８時１５分 

３月２８日（月） ３月２８日（月） ３月２２日～２５日休校  
矢本西小学校 

９時３０分 
講堂 

１０時３０分 
講堂 

※３月２２日～２５日で荷物引取り 

３月２８日（月） ３月２８日（月） ３月２２日以降、休校 
赤井南小学校 

１０時００分 
多目的ホール 

１１時００分 
多目的ホール 

その中で１日登校日を設ける 

３月２４日（木） 校庭 ３月２４日（木） 校庭 

※天候により２２～２４日 ※天候により２２～２４日 
  

宮戸小学校 
  １０時００分   １１時００分   

休校日 ３月２２・２３日  

３月２４日（木） ３月２４日（木） 登校日 ３月２２日（火） ９時００分 
小野小学校 

９時３０分 
体育館 

１０時３０分 
体育館 

休校日 ３月２３日（水） 

３月２８日（月） ３月２８日（月） 
浜市小学校 

１０時００分 
小野小学校 

１１時００分 
小野小学校 ３月２２日以降 休校 

３月２８日(月) ３月２８日(月) 
野蒜小学校 

１４時００分 
鳴瀬一中 

１５時００分 
鳴瀬一中 ３月２２日以降 休校 

３月２４日（木） ３月２４日（木） 登校日 ３月２２日（火） ９時００分 
矢本第一中学校 

１０時００分 
講堂 

１１時３０分 
講堂 

３月２３日（水） ９時００分 

３月３０日（水） ３月３０日（水） 
矢本第二中学校 

１０時００分 
矢本二中屋上 

１０時３０分 
矢本二中屋上 ３月２２日以降 休校 

３月２２日（火） ３月２２日（火） 
鳴瀬第一中学校 

１０時００分 
講堂 

１１時３０分 
講堂 ３月２３日以降 休校 

３月中に実施 【未定】 
鳴瀬第二中学校 実施済 

※後日、防災無線で連絡 
３月２２日以降 休校 

３月２４日（水） ３月２４日（水） 
矢本中央幼稚園 

１０時００分 
講堂 

９時００分 
講堂  

３月２４日（水） ３月２４日（水） 
大曲幼稚園 

１３時００分 
矢本中央幼稚園 

１４時００分 
矢本中央幼稚園  

 


