
お知らせ : 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料(3/31) 

東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料  

 3 月 31 日（木）午後 3 時 

 

■避難人員 9,500 人（昨日と同じ）※避難所：45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 357 体（昨日より 5 体増） 

  うち身元確認済み 279 体（昨日より 50 体増） 

 

■火葬の進捗状況（町内対応分） 

・昨日まで 213 体（本日 22 体 火葬予定） 

 

■り災・被災証明書の申請受付について 

 災害救助法の適用を受けるため、4 月 3 日（日）から、11 箇所の避難所において、順次、り災・

被災証明書の申請受付を行います。 

 なお、証明書発行の方法等については、現在検討中であり、追ってお知らせします。 

 

■第一次集団避難の状況について 

 第一次の状況について、回答数が 5,124 人となりました。 

 そのうち、集団避難を希望した人数は、1,448 人（28.3％）、希望しなかった人数は、3,676 人

（71.7％）となり、避難先が決定した方は、1,120 人（充足率 77.3％）となりました。 

 集団避難の内訳は、栗原市 282 人、登米市 235 人、大崎市 570 人、加美町 33 人となっていま

す。 

 なお、今回の集団避難から外れた 328 人については、第二次募集の申し込みで希望を反映さ

せたいと思います。 

 また、第一陣の集団避難の出発は、4 月 3 日（日）午前 10 時頃に予定しており、各避難所に送

迎バスを配車する予定です。 

※詳細については、調整中です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お知らせ : 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料（3/30） 

東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料  

 3 月 30 日（水）午後 3 時 

 

■避難人員 9,500 人（昨日と同じ）※避難所：45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 352 体（昨日より 2 体増） 

うち身元確認済み 229 体（昨日より 1 体増） 

 

■火葬の進捗状況（町内対応分） 

・昨日まで 191 体（本日 22 体 火葬予定） 

 

■集団避難の回答状況等 

・回答数 5,124 人 

・集団避難を希望した人数 1,448 人（28.3％） 

・集団避難を希望しなかった人数 3,676 人（71.7％） 

※避難先についてはまだ調整中ですが、避難先が決定しそうな方は 1,135 人程度（充足率

78.4％） 

※明日午前 10 時頃から各避難所ごとに決定者一覧を掲載する予定です。 

 

■仮設住宅の建設着工について 

・仮設住宅の第一次工事が本日午前 10 時に着工しました。（登米市津山町横山地区に 56 戸建

設）40 日前後で完成する見込みです。 

・第二次工事は、志津川自然の家敷地内に 70 戸の建設予定（着工未定） 

※仮設住宅への入居手続きやスケジュールは現在調整中です。 

 

■第 15 旅団チムグクル支援隊の来町 

志津川高校の避難所に駐留している沖縄陸上自衛官で構成する「第 15 旅団チムグクル支援隊」

が、沖縄の歌「結いまーる」を披露します。 

・日時 明日 31 日（木）午後 5 時から 志津川高校柔道場 

 

 

 

 

  



お知らせ : 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料（3/25,3/27） 

 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料 

 3 月 25 日（金）午後 3 時 

 

■避難人員 9,420 人（前日より 95 名増） ※避難所： 45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 328 体（前日より 6 体増） 

うち身元確認済み 322 体（前日より 3 体増） 

 

■火葬の進捗状況（町対応分） 

・昨日まで 81 体（本日 16 体 火葬予定） 

 

■被災した方々の集団避難について 

明日（26 日）、8 箇所の避難所にて集団避難についての説明会を開催します。（避難所には通知

済みです） 

・対象者： 東北地方太平洋地震により、家屋を失った方、または半壊により住居困難な方。 

・期間： 平成 23 年 4 月から平成 23 年 9 月を予定（仮設住宅の完成まで） 

・避難先： 栗原市（6 箇所）666 名、登米市（2 箇所）240 名、大崎市（2 箇所）1500 名、加美町（1

箇所）300 名、色麻町（3 箇所）200 名、 

山形県庄内町（8 箇所）385 名、山形県山形市（1 箇所）135 名 

※計 4 市 3 町（23 箇所） 3,426 人程度 

 

■役場窓口業務の開始について 

・業務開始日： 平成 23 年 3 月 28 日（月）から 

・受付時間： 午前 9 時から午後 3 時まで 

・業務場所: ベイサイドアリーナ テニスコート内仮庁舎 

・取扱業務 

1 住民票・印鑑証明書の発行 

2 転出・転居の受付 

3 戸籍の受付（出生届、死亡届、火葬許可書など） 

4 各種相談（健康保険証など） 

・手数料: 無料です。 

 

※明日（26 日）の定例会見は、避難所説明会のため中止となります。 

 

 

 

 



東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料  3 月 27 日（日）午後 3 時 

 

■避難人員 9,500 人（一昨日より 80 名増）※避難所：45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 340 体（一昨日より 12 体増） 

うち身元確認済み 225 体（一昨日より 3 体増） 

 

■火葬の進捗状況（町内対応分） 

昨日まで 125 体（本日 22 体 火葬予定） 

 

■ボランティアセンターの運営について 

昨日 26 日午後から運営を開始したボランティアセンターについて、本日 13 時現在、111 名登録

（避難者 43 名、加美町ほか 68 名） 

され、現在ベイサイドアリーナ内の避難所にて救援物資の搬入サポートなどを行っています。 

 

■集団避難の回答状況について 

昨日、8 会場にて説明会を行った「集団避難」について、本日 13 時現在、150 件の回答が提出さ

れた。 

締め切りは明日となっており、集計や内容等の詳細がまとまり次第再度お知らせします。 

 

■国土交通省東北地方整備局長の現地視察について 

本日、午前10時30分、国土交通省 東北地方整備局 徳山局長が最長され、町内の被災状況を

視察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



お知らせ : 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料（3/29） 

 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料  

 3 月 29 日（火）午後 3 時 

 

■避難人員 9,500 人（昨日と同じ）※避難所：45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 350 体（昨日より 6 体増） 

うち身元確認済み 228 体（昨日より 3 体増） 

 

■火葬の進捗状況（町内対応分） 

昨日まで 169 体（本日 22 体 火葬予定） 

 

■役場窓口業務（昨日の件数） 

・住民票・印鑑証明書 168 件 

・転出等の届出 23 件 

・戸籍の受付（死亡届）22 件 

・保険証・自動車税等の相談 360 件 

 

■集団避難の回答状況（昨日までの状況） 

・回答数 5,052 人 

※現在集計中であるが、全体の傾向として、約 3 分の 2 の方が集団避難を希望していない状況と

なっています。 

また、希望した方の約半数が、近隣の登米市を第 1 希望と記入しています。 

 

■イスラエル医療チームの開設 

栗原市の支援により、本日からイスラエル医療チームの診療所が開設されました。 

医療機器も充実しており、町の医療チームと連携しながら運営することになり、医療体制が強化

されました。 

（開設は 2 週間の予定） 

 

■仮設住宅の建設着工について 

仮設住宅の第一次工事が明日着工します。本町では、登米市津山町横山地区に 50 戸の建設を

予定しています。 

 

■赤ちゃん一時避難プロジェクト（湯沢町） 

このプロジェクトに 2 組 7 人の親子が参加し、本日、受入先の新潟県湯沢町に第一便として出発

しました。お母さんが安心して過ごせることが、小さなお子さんにとって何よりの栄養となるものと

思われます。 



お知らせ : 東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料（3/28） 

東北地方太平洋沖地震に係るプレス発表資料  

 3 月 28 日（月）午後 3 時 

 

■避難人員 9,500 人（昨日と同じ）※避難所：45 箇所 

 

■今日の 13 時現在で 

・搬入遺体数（3 会場） 344 体（昨日より 4 体増） 

うち身元確認済み 225 体（昨日より 増減なし） 

 

■火葬の進捗状況（町内対応分） 

昨日まで 146 体（本日 22 体 火葬予定） 

 

■役場窓口業務の開始について 

本日、午前 9 時からベイサイドアリーナテニスコート内仮庁舎で一部窓口業務を開始しました。 

本日、13 時現在の申請件数は、住民票・印鑑証明書が 101 件、転出等の届出が 16 件、戸籍の

受付（死亡届）10 件となっています。 

 

■集団避難の回答状況について 

一昨日、8 会場にて説明会を行った「集団避難」について、本日 13 時現在、約 1,000 件の回答が

提出されています。 

集計や内容等の詳細がまとまり次第、再度お知らせします。 

 

■宮城県知事の現地視察について 

本日、午後 1 時 10 分、村井知事が来町され、町内の被災状況を視察した。（避難所：ベイサイド

アリーナ、歌津中学校） 

 


