
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
         
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がんばろう!! ひがしまつしま 

 
●被災証明書 

震災で被害を受けた方の被災証明書発行窓口を設置しています｡ 
■場所 本庁舎１階福祉課前 
■時間 ９時～１９時 
●り災証明書 

り災証明書は､現在､現地確認中ですので､発行の準備が整いまし
たら､ホームページや市報臨時号などでお知らせしますので､もうしば
らくお待ちください｡※なお､現在､問い合わせをいただいても回答でき
ませんので､ご了承ください｡ 
問 災害対策本部 ℡８２-１１１１ 内線１４３７･１４３８ 
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■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/ 

震災でお亡くなりになられた方々の冥福を祈るとともに､ 
被災された皆様に､心よりお見舞いを申し上げます｡ 

 現在､市の災害対策本部では､人命救助､ 

行方不明者の捜索活動を最優先に取り組ん 

でいます｡あわせて避難されました市民皆様 

への食料や水､健康管理に努めております｡ 

また､ご自宅で不安な気持ちで耐えている 

皆様にも支援を行っていきます｡ 

 ライフラインは､避難者の皆様が一日でも    東松島市長 阿部 秀保 

早くご帰宅できるように､電気･水道は復旧作 

業中です｡少しずつではありますが通電した世帯もあり､水道の復旧も進ん

できております｡ご自宅を流出､倒壊されたご家族皆様のためにも､早急に

仮設住宅の建設が必要であり､現在､国･県へ要請を行っているところであ

ります｡ 

 今回の東日本大震災は､これまでの地震では国内最大規模であり被害も

大きく､本市でも多くの尊い命が犠牲となりました｡ 

 心からご冥福をお祈りいたします｡ 

 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｡ 

 

災害ゴミの受け入れを下記のとおり実施します｡ 

■期間 ３月２８日(月)～ ※本人確認ができるもの(免許証など)を持参｡ 業者

委託の場合は､依頼者の住所･氏名･;連絡先を確認します。 

■時間 ９時～１２時／１３時～１６時 

■場所 大曲浜県有地 ㈱ヤマニシ東側 

■対象ゴミ 東松島市内で浸水により使えなくなったもの <１０種類に分別> 

 ●建物倒壊･掃除ごみなど･･･①ガレキ､コンクリート ②鉄筋､鉄柱 ③木材､

家具､建具 ④ふとん､たたみ ⑤どろ､かや 

 ●可燃ごみ･･･⑥紙､衣類､プラスチック製品など 

 ●不燃ごみ･･･⑦鉄･アルミ製品､ビン､割れた瀬戸物､ガラスなど 

⑧電子レンジ､電気ポット､ドライヤーなど小型家電 

⑨乾電池､蛍光灯､ほか水銀を使用したもの 

 ●家電４品･･･⑩テレビ､洗濯機､冷蔵庫､エアコン､パソコン(本体) 

 ※処理が難しいもの･･･消火器､ボンベ､タイヤなどは受付で案内します｡ 

 ※一般家庭ゴミのうち､可燃ごみのみ集積所で不定期回収します(分別されて

いない可燃ゴミは収集しません)｡ 

■分別･搬入方法 分別して､下記の地区別受入日程表により該当する受入日

に各自(または登録業者への委託)で搬入してください 

問 環境課環境班 ℡８２－１１１１ 内線１１５３･１１５５･１１５６ 

災害ゴミ受入日程表 
受 入 地 区 

受入月日 
曜

日 午前 （９時～１２時） 午後 （１時～４時） 

３月２８日 月 矢本東･矢本西 

３月２９日 火 小 野･野 蒜 

３月３０日 水 大 曲･大 塩 

３月３１日 木 赤 井･宮 戸 

４月１日 金 矢本東 矢本東 

４月２日 土 矢本西 矢本西 

４月３日 日 小 野 小 野 

４月４日 月 赤 井 赤 井 

４月５日 火 大 曲 大 曲 

４月６日 水 野 蒜 野 蒜 

４月７日 木 大 塩 宮 戸 

４月８日 金 矢本東 矢本東 

４月９日 土 矢本西 矢本西 

４月１０日 日 小 野 小 野 

４月１１日 月 赤 井 赤 井 

４月１２日 火 大 曲 大 曲 

４月１３日 水 野 蒜 野 蒜 

４月１４日 木 野蒜･大曲 大 塩 

４月１５日 金 宮 戸 宮 戸 

４月１６日 土 

４月１７日 日 
以降､当分の間､毎日全地区受入 

 

  

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｡ 

ガソリンについては､市内で数店舗営業し給油状況が改善していますが､

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㈱ ℡０１２０－１７５－９６６ ℡９５－９９６１ 

●固定電話に関して･･･NTT東日本㈱ ℡１１３ 携帯℡０１２０－４４４－１１３ 

●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 

○震災による被害状況            ３月２７日現在 

死者･行方不明 

 死者 ７４５人 

ライフライン被害 

 電気 
         ３月２７日現在 

２２,５７４戸 
復旧個所１２，８１２戸 

 ガス漏れ 不明 

 水道 
            ３月２６日現在 

１５,００７戸 
復旧個所 ８，６０１戸 

家屋被害 

 全壊･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８２個所  ３月２７日現在    ７,８６８人 

 
ライフラインの確保状況 

一般家庭からの災害ゴミの直接受け入れのお知らせ 

※用紙の都合上発行部数を少なくしていますので､周りの方にもお知らせください｡ 

｢被災証明書｣の発行と｢り災証明書｣の発行準備 

 
▲大曲浜(下台地区)の被災状況｡船や建物もほとんどが流される惨状 

■主な内容 
震災関係のお知らせ 

 

デマ・流言・チェーンメールにご注意ください！  事実無根の情報やうわさに振り回されず､根拠のある正しい情報に基づいて行動しましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
東日本大震災の影響で運転免許を更新できなかった場合､有効期限が切

れても､当分の間運転できます｡ただし､震災発生前に有効期限が切れている

ときは対象外です｡ 
■有効期限の延長期間 ８月３１日まで 
問 宮城県警･石巻運転免許センター ℡８３－６２１１～６２１２ 

住家の被害状況やそれに伴う入居の必要性､入居希望者数を把握するた

め､応急仮設住宅のアンケート調査を行いました｡受け付けは２８日(月)で終

了しますが､希望者で未回答の方は至急提出ください｡ 
■受付期間 ３月２８日(月)まで 
■提出場所 本庁舎福祉課､鳴瀬総合支所､宮戸小学校避難所､矢本東･矢本

西･大塩･小野市民センター 
問 福祉課福祉総務班 電話８２－１１１１ 内線１１７２～１１７４ 

被害の大きかった地域での郵便･宅配について､個別の配達･集荷業務の再

開に見通しが立たず､支店･営業所に直接宅配物を受け取りに行く､または持ち

込みでの発送で対応している状況が続いています｡ 
配達･集荷の再開などについては､各社ごとに問い合せてください｡ 
■主な郵便･宅配業者問い合わせ先 
 ●郵便事業株式会社コールセンター 電話０１２０－２３－２８－８６ 
 ●ヤマト運輸コールセンター 電話０１２０－０１－９６２５ 
 ●佐川急便仙台店 電話０２２－２５８－８１８１ 
 ●西濃運輸石巻営業所 電話０２２５－８６－５７８５ 

被災により住宅が全壊などでＮＨＫの放送受信ができなくなったときは､Ｎ

ＨＫコールセンターに電話して解約することができます｡ 

■ＮＨＫコールセンターナビダイヤル 電話０５７０－０７７－０７７(受信料に

関する問い合わせ先)  ＮＨＫ仙台放送局 電話０２２－２１１－１００１ 

ＩＰ電話などで利用できない場合は､電話０５０－３７８６－５００３(有料) 

■受付時間 ９時～２２時(土･日･祝日は９時～２０時) 
■受付内容 受信料関係のお問い合わせ 

 
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｡ 
■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 
【各金融機関】 
■ＪＡいしのまき ２８日(月)～ ９時～１５時 矢本･石巻･蛇田支店ほか ※窓

口で１０万円まで払い出しのみ 
■石巻信用金庫 ２８日(月)～ ９時～１５時 矢本･向陽･鹿島台支店で通常営

業開始 
■石巻商工信用組合 ２８日(月)～ ９時～１５時 矢本･蛇田･大街道･松島支店

など ※窓口で１０万円まで払い出しのみ 
■七十七銀行(市外のみ) ２５日(金)～ ９時～１５時 蛇田･松島･利府･涌谷･

登米支店など ※窓口で１０万円まで払い出しのみ 
■イオン銀行 ロックタウン矢本内ATM コーナー ２３日(水)～２４時間 
■ゆうちょ銀行（窓口･ＡＴＭ） ２８日（月）～ 石巻･蛇田･広渕･鹿島台･南郷･松

島郵便局が営業再開 

 

２８日(月)､応急仮設住宅の建設に着手しました｡仮設住宅の概要について

は下記のとおりで､申し込みは後日､あらためてお知らせします｡ 
■入居対象 自宅が全壊または流出し､居住する住宅がない方 
 自己の資力では住宅の取得が困難な方(世帯単位での入居) 
 ･地域コミュニティ維持に配慮しつつ､妊婦や乳幼児･高齢者や障害者等社

会的弱者のいる世帯から優先的に入居できるよう調整を検討しています 
■施設規模例 ･６坪タイプ（１ＤＫ） １～２人  ･９坪タイプ（２ＤＫ） ３～４人

（標準タイプ）  ･１２坪タイプ（３Ｋ） ５人以上 
■入居期間 入居後原則２年以内（入居時期は未定です） 
■スケジュール 事前意向調査２８日(月)まで→ 市報などでお知らせ→ 申

請受付４月中→ 入居者調整→ 入居者決定→ 仮設住宅竣工→ 入居開始 
■光熱水費など  自己負担 
■その他 既設公営住宅や民間賃貸住宅なども借り上げて､同様の取扱を行

う予定です 

 
東松島高校体育館のご遺体は３月２８日(月)から､石巻西高校体育館のご

遺体は３月３０日(水)に小野地区体育館に移動し安置することになりました｡ 
■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 
※３月３１日(木)からの検視および安置所は小野地区体育館になります｡ 
■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 

遺体安置所移設のご案内 
応急仮設住宅の建設に着工 

 
 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 

各金融機関の営業状況のお知らせ 

災害相談窓口 
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 本庁舎１階正面玄関ロビー 
■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 

 
 

災害を体験した方々の心のケア･相談のための電話ホットラインが開設さ

れました｡一人で悩まず､お話してみませんか｡ ※平日､土･日曜も対応 
■相談先 昼間（９時～１７時） ℡０２２９－２３－０３０２ 
  早朝（６時～９時）と夜間（１７時～２時） ℡０２２９－２３－３７０３ 
問 宮城県精神保健福祉センター 

災害を体験した方のこころのケア 
県精神保健福祉センター「こころの健康相談電話」 

自動車税･軽自動車税は４月１日時点での車所有者に課税されますが､震

災で被災した車両への平成２３年度からの自動車税課税措置を停止すること

になりました｡課税を停止するには､４月１日時点での所有者からの申請が必

要で､納税通知書が届く前に申請手続きを希望する方は､下記に問い合わせ

ください｡ 

問 自動車税 宮城県総務部税務課 ℡０２２－２１１－２３２６ 
軽自動車税 税務課住民税班 ℡８２－１１１１ 内線１１３８ 

被災した車の自動車税･軽自動車税の課税停止 

乳幼児健康診査および予防接種の延期 
この度の災害に伴い､予定していた｢乳幼児健康診査｣および｢各種予防接

種｣について､しばらくの間延期することになりました｡ 

今後については予定が決まり次第､対象者に周知します｡ 
問 健康推進課健康推進班 電話８２－１１１１ 内線３１０９･３１１０ 

消毒用石灰の配布 
 自宅周りの消毒用の石灰を配布していますので､希望者は各市民センター

まで受け取りに来てください｡ 

■配布場所 各市民センター･大曲は大曲小･赤井は赤井小･野蒜は浅井地

区センター (大塩･宮戸は除く) 

問 農林水産課農政班 電話８２－１１１１ 内線２１４０ 

 

応急仮設住宅の希望調査が終了します 

ＮＨＫ受信料の解約方法 
震災に伴う車検有効期間･自動車保険の延長(更新猶予) 
●車検有効期間の延長～国土交通省からのお知らせ 

車検証に記載の｢使用の本拠｣が該当地域にある自動車は､震災による影

響で当面車検を受けることが困難であるため､｢有効期間の満了する日｣が､

平成２３年３月１１日～４月１０日までの車両は､４月１１日まで延長されます｡ 

また､当該車両の自賠責保険の契約期間についても､継続検査を受けると

きまでに契約すれば良いことになります｡ 

●自動車保険の延長 

任意保険については､契約した損保会社により契約更新の猶予期間が異

なりますので､契約会社まで問い合わせください｡ 

●自動車の廃車 

ナンバープレートと車検証と印鑑証明･実印を用意し東北運輸局宮城運輸

支局に提出が必要です｡ 

自動車が流されて行方不明などの場合は､東北運輸局宮城運輸支局まで

ご相談ください｡ 

問 国土交通省 東北運輸局宮城運輸支局  
   登録部門 電話０５０－５５４０－２０１１ 

郵便･宅配の配達･集荷状況 

自動車運転免許の有効期限の延長 

自宅に流入した自動車の撤去処理 
 津波により民有地に流入した自動車については､現在市で撤去について検

討中です｡自動車などについては､基本的には所有者が回収することになり

ますが､所有者がどうしても回収できないものについては一時的に市で撤去･

保管する予定です｡ 

問 災害対策本部 ℡８２-１１１１ 内線１４３７･１４３８ 
 

●宮城県議会議員一般選挙の日程延期 震災に伴い､4 月10 日執行予定の宮城県議会議員一般選挙が延期になりました。 

▲松島基地隊員が支援活動の合間に市内 
の小学生にお菓子のプレゼント 

 

▲陸上自衛隊でも給水作業や行方不明者捜索･食
糧支援・ガレキ撤去など多岐に災害支援 

  


