
震災による大崎市公式ホームページ
代理掲載について

当別町企画部情報課
2011 年 3 月 30 日

� 3/11　14:46地震発生（当別町では震度３）
� 17時　大崎市からHP代理掲載要請。対応開始

● 全情報機器がダメージを受けていることを想定し、可能な限りの支援及び環境構築を行うこ
とを基本として対応。要請に合わせて専用Webサーバ構築やVPN等ネットワーク環境の整備
などの検討指示。

� 18時　メールで取得した依頼記事をＨＰ掲載。
● 掲載記事は衛星電話での聞き取りのほか、gmailや職員個人の携帯メールなど、その時々で

使用可能な最速の手段を選択。
● 基本的には受信のみ。こちらからの提供情報はまとめておいて、連絡がつくタイミングで処

理する。

� 宮城県HPにリンク掲載。総務省HPもリンク掲載。携帯版に対応。
� 3/12以降、7:00～21:00でHP掲載、問合せ対応及び大崎市への情報提供を実施。

● 電話、メール等の問合せは合わせて約500件ほど。
● 3/15のHP掲載記事に、安否確認連絡先（宮城県警）を掲載、続けて災害対策本部の連絡先

を掲載以降ほぼ収束。

� 3/17　大崎市Webサーバ復旧。当別町サイトも同様に更新。
� 3/18　当別町支援チーム現地入り。HP更新業務、携帯向コンテンツ作成。
� 3/19　大崎市サイト全面復旧。当別町サイト更新停止。
� 3/21　当別町支援チーム帰還。

対応経過



アクセス数及び問合せ状況

訪問者数推移

・掲載直後からアクセス数が急増
・電話、メールによる問合せは期間中約500件
⇒休日は３～５名の職員で対応。
・問合せの大半が安否確認
⇒当初は当別町と分からずに連絡。
⇒当然、回答することは不可能だったが、どこ
にも連絡がつかない状況だったことで、連絡が
つかない状況であることを聞けるだけで安堵さ
れる方も非常に多かった。

アクセス数集計

アクセス状況及び遷移元

コンテンツ別アクセス数

経由サイト

・災害情報ページ及び関連するページ
で上位は独占。
・当別町の防災関連記事へのアクセス、
防災マップダウンロード数が増加

・ほとんどのアクセスが宮城県HP経由
・Yahoo知恵袋やSNS、Twitterの利用

も多く、ネット上のコミュニティも、情報
流通に大きく寄与。
⇒根拠のない情報や、不安をあおるよ
うな書き込みもいつくかみられたが、比
較的有益な情報が多かった。



 サイト内検索

【情報課】トップ > 総合案内 > 広報 > まちの話題 > 平成23年の話題 > 
【緊急】大崎市地震情報

宮城県大崎市災害情報（大崎市災害対策本部）

平成２３年３月１１日発生の地震による災害等情報についてお伝えします。

 
 
（３月１６日 １７時更新 １５時現在の情報をお伝えします） 
 

避難所  大崎市計        ８０カ所     ５，２１３人•
         古川地域     ３７カ所     ３，６２７人 

         松山地域       ３カ所       ３２６人 
         三本木地域    １５カ所       ４０９人 
         鹿島台地域     ３カ所       ４００人 
         岩出山地域     １カ所        １４人 
         鳴子温泉地域   ０カ所         ０人 
         田尻地域     ２１カ所       ４３７人 
 

人的被害•
         死 亡         ４人 
         重傷者        ７人 
         軽傷者       ２９人 
         行方不明者     ０人 

 

住家の被害 •
         全壊        １７２棟 
         半壊         ５１棟 
         一部損壊     ２７７棟 

 

給水状況•

地域 給水状況 給水場所 時間

古川地域
配水量を調整して給水
中

上古川配水場（大崎市水道
部）

午前７時から午後９
時

松山地域 断水中 松山総合支所
午前７時から午後９
時

三本木地域 断水中 三本木総合支所
午前７時から午後９
時
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鹿島台地域 断水中 鎌田記念ホール
午前８時から午後９
時

岩出山地域 一部断水中   

鳴子温泉地
域

一部断水中   

田尻地域 断水中 田尻総合支所
午前７時から午後９
時

 

電気 •
  古川地域から段階的に復旧しています。それ以外の地域については段階的に復旧作業中

です。

  火災の危険性があるため、ブレーカーを入れるときは、安全を確認してから入れてくださ

い。 
 

ガス •
  都市ガスは、使用できますのでご確認ください。

  プロパンガス、その他のガスについては、それぞれのガスによって異なりますのでご確認く

ださい。 
 

電話 •
  固定電話回線は復旧のめどが立っていません。

  携帯電話は、随時回復しています。 
 

公立の幼稚園、小中学校 •
  安全が確認されるまで、当分の間休校します。

 
 
（３月１６日 １１時３０分更新）

 

ミヤコーバス（高速バス） ： 古川発、鳴子発、小野田発 ⇒ 休日ダイヤ（当分の間）•

    ※ ただし、高速道路は通行しません。 
 

ミヤコーバス（路線バス） ： 色麻線 ⇒ 休日ダイヤ•

    （問）０２２９-２２-１７８１ 
 

JRバス（古川〜仙台線高速バス） ： 停留所と時間を限定し運行いたします。•
    運行期間 ： 平成23年3月16日（水）から3月18日（金）まで

    運行時間 ： 古川駅発 6時30分発（４両） 7時00分（５両）

    仙台駅発  18時00分発（４両） 18時40分（５両）

    ※ 他の便は運休します。

    ※ 古川駅及び仙台駅以外での乗車は出来ませんので注意してください。 
    ※ バス台数に制限がありますので、乗車できない場合があります。

    詳しいお問い合わせは、JRバス古川営業所 ０２２９-２３-５２２４
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歯科の状況（３月１６日） ： 応急のものに限られます。•
    大崎市民病院 歯科 
    古川民主病院 歯科

    歯科なおきクリニック（１６日午後から）

    森歯科医院

    徳永歯科医院（１７日より）

    鳴子地域は全医院、可能

    岩出山地域は、前原歯科クリニック ７２-４１８０

    伊藤歯科医院 ７２-１００９

    ※ あくまでも応急等に限られます。また、大変込み合っていますので必ずしも受診で

きるとは限りません。

 
 
（３月１６日 １０時３０分更新 ９時現在の情報をお伝えします）

 

給水状況•

地域 給水状況 給水場所 時間

古川地域
配水量を調整して給水
中

上古川配水場（大崎市水道
部）

午前９時から午後９
時

松山地域 断水中 松山総合支所
午前９時から午後９
時

三本木地域 断水中 三本木総合支所
午前９時から午後９
時

鹿島台地域 断水中 鎌田記念ホール
午前９時から午後９
時

岩出山地域 一部断水中   

鳴子温泉地
域

一部断水中   

田尻地域 断水中 田尻総合支所
午前９時から午後９
時

 

医療機関の診療状況確認•

病院
対応区
分

患者区分 外来・入院
レントゲ
ン

特記事項

大崎市民病院
重症ま
で

新規患者も
対応

外来のみ対
応

可 救急が前提での受入

佐藤病院
軽症の
み

新規患者も
対応

外来のみ対
応

可 ベッドは満床

徳永整形外科
病院

軽症の
み

新規患者も
対応

外来のみ対
応

不可  

永仁会病院 未 未 未 未 電話が通じず確認不可

古川星陵病院
軽症の
み

新規患者も
対応

外来のみ対
応

不可  
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三浦病院
軽症の
み

かかりつけの
み

外来のみ対
応

不可  

古川民主病院
軽症の
み

新規患者も
対応

入院患者の
受入

可 不可

片倉病院 未 未 未 未
職員の出勤状況により決
定する 

旭山病院 未 未 未 未 電話が通じず確認不可

 
（３月１５日 １５時更新）

 

避難所  大崎市計     ７９カ所     ６，４６４人 •
       古川地域     ３７カ所    ４，６１７人

       松山地域      ２カ所      ４４５人

       三本木地域    １５カ所      ４２３人 
       鹿島台地域     ３カ所      ３７０人

       岩出山地域     １カ所       ３５人 
       鳴子温泉地域   ０カ所        ０人 
       田尻地域     ２１カ所      ５７４人 

 

人的被害•
      死 亡        ４人 
      重傷者       ７人 
      軽傷者      ２８人 
      行方不明者    ２人 

 

住宅等の被害•
      全壊       １４５棟 
      半壊        ５１棟 
      一部損壊    ２７５棟

 

給水状況•
 古川地域は、配水量を調整して給水中。なお、午前９時から午後９時の間に、上古川配水場

（大崎市水道部）へ容器を持参した場合、水を配給します。

 松山地域、三本木地域、田尻地域は、断水中。（午前９時から午後９時まで総合支所に給水

車を配置）。

 鹿島台地域は、断水中。（午前９時から午後９時まで鎌田記念ホールに給水車を配置）。

 岩出山地域、鳴子地域は、一部断水中。

 

電気 •
 古川地域から段階的に復旧しています。それ以外の地域については段階的に復旧作業中

です。

 火災の危険性があるため、ブレーカーを入れるときは、安全を確認してから入れてください。

 

ガス•
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 都市ガスは、使用できますのでご確認ください。プロパンガス、その他のガスについては、そ

れぞれのガスによって異なりますのでご確認ください。

 

電話•
 固定電話回線は復旧のめどが立っていません。携帯電話は、随時回復しています。

 

公立の幼稚園、小中学校•
 安全が確認されるまで，当分の間休校します。

 

災害時のがれき等の搬入先について•
 古川地域  → 午前８時〜午後４時３０分 旧県合同庁舎跡地

 松山地域  → 午前９時〜午後４時 駅前市営住宅跡地、海洋センターとなり

 鹿島台地域 → 午前１０時〜午後４時 旧鹿島台商業高校跡地 
 三本木地域 → 午前９時〜午後４時 桑折字推路山地内

 岩出山、鳴子温泉・田尻地域 → 調整中 
 

家庭ゴミ•
 燃やせるゴミ（生活ゴミ）は、通常通り回収します。ただし、リサイクルゴミは古川、三本木地

域以外で回収します。

 
 
（３月１５日 １０時３０分更新）

 

大崎市災害対策本部  連絡先 ０２２９-２４-９９９０ •
 

先に掲載しました「宮城県大崎市地震まとめサイト」 http://oosaki.info/ に「大崎市の安否確
認願い一覧」が掲載されています。

•

 

広報おおさき号外（PDF：447KB）（JPEG：137KB）（HTML版）•
   

    

  イメージをクリックすると拡大表示されます。 
 
 
 
（３月１４日 １７時３０分更新 １５時現在の情報をお伝えします）
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避難所  大崎市計     ９５カ所    ９，６７０人 •
         古川地域     ４１カ所    ７，４５２人 
         松山地域      ３カ所      ４１０人 
         三本木地域   １５カ所      ５９６人 
         鹿島台地域    ８カ所      ４００人 
         岩出山地域    １カ所       １３人 
         鳴子温泉地域   ６カ所      １０９人

         田尻地域     ２１カ所      ６９０人

人的被害•
         死 亡         ４人 
         重傷者        ７人 
         軽傷者       ２７人 
         行方不明者     ３人 

住宅等の被害 •
         全壊       １４３棟 
         半壊        ５０棟 
         一部損壊    ２６５棟 

給水状況 •
   古川地域は、出力制限をして給水中。なお、午前９時から午後９時の間に、上古川配水場

（大崎市水道部）へ

   容器を持参した場合、水を配給します。 
   松山地域、三本木地域、鹿島台地域、田尻地域は、断水中。（午前９時から午後９時まで総

合支所に給水車を配置） 
   岩出山地域、鳴子地域は、一部断水中。

電気 •
  昨日から、古川地域で段階的に復旧しています。それ以外の地域については段階的に復旧作

業中です。

  火災の危険性があるため、ブレーカーを入れるときは、安全を確認してから入れてください。 

ガス •
  都市ガスは、使用できますのでご確認ください。プロパンガス、その他のガスについては、それ

ぞれのガスによって

  異なりますのでご確認ください。 

電話•
  固定電話回線は復旧のめどが立っていません。携帯電話は、随時回復しています。

公立の幼稚園，小中学校•
  安全が確認されるまで、当分の間休校 

災害時のがれき等の搬入先について•
  午前８時から午後４時３０分まで、図書館建設予定地（旧合同庁舎）へ搬入可能。

家庭ゴミ（古川地域のみ）•
  燃やせるゴミ（生活ゴミ）は、１４日（月）から通常通り回収します。ただし、リサイクルゴミは回収

しません。 

交通 •
  宮城交通バス： 一部の路線のみ運行 
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  JR東北バス、市民バス： 当面の間、全面運休

 
 
（３月１４日 １４時３０分更新）

 

先に、安否確認について掲載しましたが、訂正します。•
  安否確認については、宮城県警：０２２-２２１-２０００に確認してください。

  （訂正前の情報は削除しました）

 
 
（３月１４日 １４時更新）

 

避難所については、大崎管内避難所リスト（宮城県ホームページ内）を確認してください。  •
  現在、古川地域の避難所が掲載されています。 
 
（３月１４日 １２時更新）

 

電力： 昨日から、古川地域で段階的に復旧しています。火災の危険性があるため，ブレーカ
ーを入れるときは、安全を確認してから入れてください。

•

水道： 古川地域は、出力制限をしながら給水中です。水道は使えます。鳴子温泉地域、岩出
山地域は断水中です。給水については、調整中です。三本木地域、松山地域、鹿島台地域、
田尻地域は断水ですが，総合支所に給水車で水を提供しています。 

•

電話： 固定電話回線は復旧のめどが立っていません。携帯電話は随時回復しています。 •

ガス： 都市ガスは、使用できますのでご確認ください。プロパンガス、その他のガスについて
は、それぞれのガスによって異なりますのでご確認ください。

•

災害ゴミ： がれきなどの災害ごみについては、旧合同庁舎（古川駅前大通り二丁目 NTT
隣）に搬入可能です。搬入時間は午前８時から午後４時までとなります。

•

小中学校： 本日から当分の間、市内小中学校をすべて休校とします。ただし、児童館及び児
童センターは、朝７時３０分から夜７時まで受け入れます。

•

受入可能な医療機関： 大崎市民病院本院 混雑しています。その他の病院については、現
在、確認中です。 

•

保育園： 本日から受入可能ですが、午前中のみの保育にご協力願います。認可外保育園に
ついては、確認ができていないことから、各施設ごとの対応となります。

•

し尿処理： 汲み取りは，休止しています。ただし，緊急の場合のみ，対応します。  •

斎場： 現在、古川斎場と加美斎場のみ利用できます。 •

窓口業務： 本庁市民課窓口業務は，１６日（水）から再開予定です。各総合支所、各出張所
については、電力が回復したところから、随時、再開する予定です。 

•

  戸籍の受付のみ、市役所本庁舎守衛室で受け付けています。 

うその情報： 「有害物質を含む雨が降る」といったメールが飛び交っていますが、「まったくう
その情報」です。冷静に対応してください。 

•

 
 
（３月１４日 ８時更新）

 
  14日未明、大崎市松山千石字松山で火災が発生し、住宅１棟を全燃し、午前3時34分鎮火しま

した。  
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 けが人が1人、断水している地域もありますので、火の元には、十分気をつけて下さい。  
 

有志の方による大崎市地震情報まとめサイト http://oosaki.info/  が提供されています。•
 
  

 １３日の炊き出しの様子•

  

 イメージをクリックすると拡大表示されます

 
 
（３月１３日 ２１時更新）

 

救援物資提供のお願いについて •
    先に、救援物資提供のお願いを掲載しましたが、物流ルートがなく郵送や宅配便などはで

きない状況にあるようです。

    当面、直接搬入できる方に限らせていただきます。 
    ご理解のほどをお願いします。

 
 
（３月１３日 ２０時更新）

 

小中学校、幼稚園、児童館など •
   ３月１４日から当分のあいだ、市内小中学校、幼稚園をすべて休校、休園とします。  
   ただし、児童館および児童センターは、午前７時３０分から午後７時まで受け入れます。  

医療機関について •
   現在、受入可能な医療機関は大崎市民病院本院のみですが、混雑が予想されます。主な医

療機関については、次のとおりです。  
   古川民主病院、三浦病院、片倉病院はそれぞれ昼間のみ、消毒程度の診療を行っていま

す。  
   永仁会病院については昼間、人口透析のみを行っています。  
   佐藤病院、古川緑ケ丘病院については休院です。  

災害情報 •
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   大崎市の災害情報は、おおさきコミュニティFM（周波数79.4MH）で古川地域中心部約10km
圏内で、午後１時、午後３時、午後５時、聴取可能です。 
 
（３月１３日 １８時更新 １５時現在の情報をお伝えします）

 

避難所（各小中学校、高等学校、各集会所などを含む） •
   大崎市計   95カ所 9,742人  
   古川地域   41カ所 7,452人  
   松山地域    3カ所   410人  
   三本木地域 15カ所   596人  
   鹿島台地域  8カ所   400人  
   岩出山地域  1カ所    36人  
   鳴子温泉地域 6カ所   158人  
   田尻地域   21カ所   690人 
 

人的被害•
   軽傷者    21人  
   重傷者     7人  
   死亡者     4人  
   行方不明者  4人 
 

住宅など被害•
   全壊    143棟  
   半壊     46棟  
   一部損壊  262棟

 

給水状況 •
   古川地域 → 出力制限して一部給水中  
   松山、三本木、鹿島台、田尻地域 → 断水。各総合支所に給水車を配置（午前９時から午

後９時まで給水を行います）  
   岩出山、鳴子温泉地域 → 出力制限して一部給水中 
 

電気•
   現在、復旧作業中。復旧日は未定。 
 

ガス•
   都市ガスは供給中 
 

道路の通行止め箇所•
   志田橋（古川地域から松山地域）  
   塚目橋（古川地域）

 

その他•
   大崎市災害対策本部前（大崎市役所北会議室前）に衛星電話を10台設置（発信のみ）。多く

の方が利用しています。 
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（３月１３日 １４時更新）

 現在、物資輸送について東北、北海道への郵便・宅急便はほぼ全て受入停止状態となっている

模様ですが、

首都圏から山形及び、山形（真室川町）から大崎市（鳴子地域）への道路の通行が可能との情報

提供がありました。  
 
（３月１３日 １０時更新）

【救援物資提供のお願いについて】

 大崎市では、現在地震被害の復旧作業にあたっていますが、食糧等の物資が大変厳しい状態

にあります。

次の物資が不足していますので、物資の提供にご協力お願いします。

α（アルファ）米•

毛布•

副食（缶詰、レトルト食品等）•

紙おむつ（幼児用、こども用）•

ウェットティッシュ•

離乳食•

割りばし、紙の皿、紙コップ、紙のどんぶり等•

携帯電話の充電器（電池式等、電気が通ってなくてもつかえるもの）•
なお、大崎市では復旧作業にあたっていますので、物資を取りに行くことができません。

物資は、直接また郵送等で、大崎市役所・災害対策本部に届けて頂くよう、よろしくお願いします。

（届け先）

〒９８９−６１８８

宮城県大崎市古川七日町１−１ 大崎市役所災害対策本部「災害救援物資受付」 宛て

 
（３月１３日 ９時更新）

【地震による大崎市内の病院入院者及び介護施設入所者の状況】

 各施設の被害は軽微であり、地震による軽傷者はいましたが、重傷者及び死亡者の報告はあり

ません。

各施設で断水等は続いていますが、食糧の供給は行われています。 
 
（３月１３日 ７時更新）

【大崎市民の皆さんへお願い】 
 ガソリン、軽油、灯油が不足しています。

移動の際は、乗り合わせをしたり、日中は、ストーブを消すなどして、燃料を節約して、大事に使っ

てください。

 
（３月１２日 ２０時更新）

 
【大崎市の窓口業務について】

 大崎市では現在、災害対策本部を設置し、地震被害での対応に全力をあげています。

市役所の窓口業務については、当面受付できませんのでご理解をお願いします。 
ただし、戸籍届けの受付業務は行います。
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【家庭ごみの収集について】

 停電のため、処理場が稼動していないことから、１４日（月）から１８日（金）までごみ処理場を休

止します。

各家庭においてごみの保管をお願いします。

 
【公立保育所、認可保育園の受け入れについて】

 各保育所、保育園については、給食の提供が出来ないため、１４日（月）から午前中のみの保育

にご協力をお願いします。

 
 
（３月１２日 １７時更新）

 
【住宅などの応急危険度判定について】

 大崎市では、３月１２日から地震で被害を受けた住宅などの危険度を応急的に判定しています。

判定した情報を提供することで余震などによる倒壊や外壁の落下などによる二次災害を防止しま

す。

住宅などにそれぞれ赤、黄、緑の紙を貼って危険度を示していますのでご注意下さい。

  （赤色）→危険 建物に立ち入ることは危険です。立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置

を行ったあとにして下さい。

  （黄色）→要注意 十分注意してください。応急的に補修する場合は専門家にご相談下さい。

  （緑色）→調査済み 被災程度は小さいと考えられます。使用可能です。

 余震が続いていますので、通行には十分気をつけて下さい。 
 
 
（３月１２日 １４時更新 １２時現在の情報をお伝えします）

 
【避難所状況】 大崎市 計４４箇所 ９，１７１人

古川地域 ３７箇所 ７，６６０人•

松山地域 各地区集会所等 ３５０人•

三本木地域 １箇所 ５００人•

鹿島台地域 ２箇所 ３６３人•

岩出山地域 ３箇所 ３８人•

鳴子温泉地域 １箇所 ２６人•

田尻地域 各地区集会所等 ２３４人 •
 
【人的被害状況】 

重傷者 ６人•

死亡者 ４人•

行方不明者 １人•

 
【給水状況】

古川地域： 漏水箇所 １８箇所 今日中に作業終了予定。一部断水。•

断水： 松山地域、三本木地域、鹿島台地域、田尻地域•
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      各総合支所に給水車を配置（午後１０時から午前５時までは給水を行いません）

古川総合体育館に給水タンク車（１０トン）を配置•
  現在給水中につき、午後３時から再開

 
【電気】

現在復旧作業中 復旧は未定 •
 
【ガス】

都市ガスは供給中 •
 
【災害時のガレキ等の搬入先について】

  ３月１３日午前８時から午後４時まで、古川地域の図書館建設予定地（旧合同庁舎）へ搬入可

能

 
【税の申告相談について】

 １４日、１５日については延期といたします。

 変更後の日程については国税局と調整を行うため、未定です。

 
 
（３月１２日 １２時更新）

 
大崎市内の幼稚園、小中学校は当分の間、休校となります。

 
 
（３月１２日 ７時更新）

 
【人的被害状況】 

重傷者 ６人•

死亡者 ４人•

 
【避難所状況】

古川地域 ３６箇所 ６，１１０人•

鳴子温泉地域 １箇所 ２６人•

岩出山地域 ３箇所 ３８人•

鹿島台地域 ２箇所 ３６３人•

三本木地域 １箇所 ６４２人•

松山地域 各地区集会所等 ３５０人•

田尻地域 各地区集会所等 ２３４人•
   （合計）７，７６３人

 
 
（３月１１日 ２０時更新）

 

市内21か所に避難所を開設•
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【情報課】 

 
古川１小、 古川２小、 古川３小、 古川４小、 古川５小、

古川総合体育館と武道館、 Fプラザ、 古川中学校、

志田小学校、 大崎中央高校、 東大崎小学校、

富永公民館、 清滝公民館、 敷玉公民館、

古川高校の北体育館、 三本木ひまわり園、

栄町集会所、 西古川公民館、 福沼公会堂、

古川工業高校体育館、 あやめ学園

 

19:30現在、避難している人の数は、2700人にのぼる。 
 

•

 
（３月１１日 １９時更新 ） 
 
宮城県大崎市では、家屋の倒壊、道路破損が市内に多数あります。

負傷者も多数出ている模様です。

現在、調査確認中です。

大崎市では、次の避難所を開設しました。

 
【避難所状況】

古川中学校 体育館 避難人数 １２２人•

古川第一小学校 体育館 避難人数 １４５人•

中央公民館⇒祥雲閣へ移動 非難人数 ３０人•

古川第三小学校 体育館 避難人数 １１８人•

古川第四小学校 体育館 避難人数 ５４人•

古川第五小学校 体育館 避難人数 ３５０人•

古川総合体育館 避難人数 ３００人•

古川第二小学校 音楽室 避難人数 ５０人•

Ｆプラザ 避難人数 １４０人•

清滝公民館 避難人数 ６人•

富永地区公民館 避難人数 ３０人•

あやめ学園 避難人数 ３０人•

三本木ひまわり園 避難人数 ５００人（新幹線乗客避難）•

 
【ライフライン状況】

鳴子、岩出山を除く地域で水道の水圧低下•

市内全域で停電中•

 
 
大崎市役所との連携により当別町ＨＰを使って、現地の状況をお伝えしています。

情報提供 大崎市役所 秘書広報課

トップ > 総合案内 > 広報 > まちの話題 > 平成23年の話題 > 
【緊急】大崎市地震情報
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当別町企画部情報課  
電話：0133-23-3069､FAX：0133-23-3206  
情報管理係 E-mail：it-johoｱｯﾄﾏｰｸ
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広報広聴係 E-mail：kouhoｱｯﾄﾏｰｸ
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(迷惑ﾒｰﾙ対策の為、送信する場合は"ｱｯﾄ
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◆水道

古川地域は 3 月 15 日までに供給を再開し、岩出山・鳴子温泉地

域では配水場からの配水を再開しましたが、電力事情や水源の状

態などにより、不安定な供給状態が続きます。松山・三本木・鹿

島台・田尻地域の全面復旧は、早い地域でも 18 日以降、遅い地

域では 28 日以降の見通しです。臨時給水は、松山総合支所、三

本木総合支所、鹿島台鎌田記念ホール、田尻総合支所で、7 時か

ら 21 時までとなっています。

◆電気

13 日以降、古川地域から徐々に復旧しています。安全を確認し

ながらの作業となるため、具体的な復旧時期は未定です。さらに、

発電所も被害を受けているため、完全復旧には時間が必要です。

◆ガス

都市ガスは供給中です。

◆電話

災害対策本部前に NTT が衛星電話を 10 台設置。市役所本庁舎

正面玄関では、ドコモが携帯電話の充電サービスをしています。

◆主要な道路の通行止め個所

志田橋、塚ノ目陸橋

◆交通機関

市民バスは 3 月 18 日まで運休。その他公共交通機関もしばらく

の間運休や変則運転が続く見込みです。

◆一般家庭ごみ

14 日から収集を再開しています。リサイクルごみは古川・三本

木地域以外で回収しています。

◆災害ゴミ（倒壊家屋の廃材やブロック塀など）

古川地域→旧県合同庁舎跡地　松山地域→駅前市営住宅跡地、海

洋センター隣　鹿島台地域→旧鹿島台商業高校跡地　三本木→桑

折字推路山地内　岩出山・鳴子温泉・田尻地域→調整中

※エアコン、テレビ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、パソコンは不可

◆し尿くみとり

休止していますが、緊急の場合のみ対応します。

◆下水道

電気が復旧するまで、本稼動できません。節水に努めてください。

◆斎場

古川、松山、加美斎場が利用できます。

◆市役所・総合支所

3 月 16 日から市民課、納税課、保険給付課、鳴子総合支所で窓口

業務を再開、その他の業務は復旧状況をみて再開時期を決めます。

なお、中断している税の申告は、あらためてお知らせします。

◆幼稚園・小中学校・公民館・その他社会教育施設など

安全確認ができるまで休みとします。卒業式・修了式などは、あ

らためて学校からお知らせします。

◆市の各種行事

4 月 10 日までに予定していた市が主催する各種行事は中止また

は延期します。あらためてお知らせします。

◆公立保育園・認可保育園

午前中のみの受け入れにご協力をお願いします。

◆児童館・児童センター

7 時 30 分から 19 時まで受け入れます。

◆安否確認

安否確認したくてもできない状況が続いています。通信環境が悪

く被災地でも情報収集に苦労しています。災害伝言ダイヤルや

ホームページを利用してください。どうしても心配であれば、宮

城県警 022-221-2000 に照会ください。

◆病院

大崎市民病院本院は受け入れ可能ですが、混雑が予想されます。

電気などの復旧状況により、受け入れ可能な病院も増えます。

◆仮設住宅

住むところを失った人のために、準備を進めています。

◆ガソリンなど

長期にわたり、品薄の状態が続くことが予想されます。乗り合わ

せをするなどして、大切に使いましょう。

◆紙オムツ・粉ミルク、その他入手困難な必需品

災害対策本部および各総合支所にご相談ください。

◆り災証明

家屋に被害があった場合の「り災証明」は、3 月 21 日から、古

川地域は災害対策本部で、その他の地域は各総合支所で申請を受

け付けます。

◆情報

災害対策本部前と各総合支所に、災害掲示板を設置しています。

また、姉妹都市の当別町の全面的な協力を受け、当別町ホームペー

ジに、大崎市の災害情報を掲載しています。

携帯電話からも見ることができます。

◆ボランティア

古川地域の f プラザ内に災害ボランティアセンターを設置しまし

た。手伝いたい人、手伝って欲しい人は、相談してください。

◆被害を広げないために

火災や泥棒、根拠のない情報に注意してください。また、余震が

続いていますので、くれぐれもご注意ください。

　3月 11日午後 2時 45分ごろ、観測史上最大の地震が

発生し、東北・関東地方に深刻な被害をもたらしました。

大崎市は、ただちに災害対策本部を市役所本庁舎北会議室

に設置して、災害対策に全力をあげています。3月 14日

現在、軽症 13人、重症 5人、死亡 4人、行方不明 7人。

家屋の全壊 85棟、半壊 41棟、一部損壊 249 棟、約 1万

人が避難所で生活しています。市民の皆さんで力を合わせ、

この危機を乗り越えましょう。

おおさき広報

災害情報

家屋 り災証明

ライフライン

市役所・学校・公共施設はいつから

情報

心配

※大崎緊急災害 FM放送（周波数 79.4MH）⇒古川地域大宮地内から約 10km圏内で、1日 3回（13時、15時、17時）、市内の情報が確認できます。

注意してください
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