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■位置・地勢 
気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、東は太平洋、南は

南三陸町、西は岩手県一関市及び登米市、北は岩手県陸前

高田市に接しており、北上山系の支脈に囲まれ、そこから

流れ出る大川や津谷川などが西から東に向かって流れ、太

平洋に注いでいます。 

沿岸は、半島や複雑な入り江など、屈曲に富んだリアス

海岸を形成し、気仙沼湾は、湾口に大島を抱き、四季静穏

な天然の良港となっています。 

このリアス海岸特有の海岸美により、三陸復興国立公園

及び、県立自然公園気仙沼の指定を受けています。総面積

は３３２．４４平方キロメートル（国土地理院平成２６年

全国都道府県市区町村別面積調より）で、県内では７番目

の広さです。 
 

 

■市章 
市章は、気仙沼市の「け」の文字をモチーフにデザイン

化したもので、楕円を基調とした渦は、共生、協働、市の

限りない発展を表し、波打つ曲線は太平洋と活力あふれる

姿を、青と緑の色は海と大地の恵みを表現しています。 

（右図の黒部分が「青」、グレー部分が「緑」） 

 

 

■市民憲章   （平成１９年３月７日制定） 
わたくしたちの気仙沼市は、豊かな海や山の恵みと、先

人のたゆまぬ努力により栄えてきました。 

わたくしたちは、このふるさとを大切にし、人と自然が

輝き、活力に満ちたまちの実現をめざし、市民憲章をさだ

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の花鳥木魚・５つの都市宣言   
 

【市の花・鳥・木・魚】     【５つの都市宣言】 

◆花：ヤマツツジ    ◆非核平和都市宣言 

◆鳥：ウミネコ    ◆交通安全都市宣言 

◆木：クロマツ    ◆「気仙沼スローフード」都市宣言 

◆魚：カツオ    ◆男女共同参画都市宣言 

◆魚食健康都市宣言 

 

１ 自然を愛し、海と緑の美しいまちをつくります。 

１ 心とからだを鍛え、健康で明るいまちをつくります。 

１ 働くことを喜び、産業の盛んなまちをつくります。 

１ いたわり、助けあい、きまりを守って安全安心なまちをつくります。 

１ 学ぶ心を大切にし、文化の香り高いまちをつくります。 

 

宮城県気仙沼市 
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■東日本大震災による被害 
（地震・被害概要） 

 

 ・発生：平成 23 年 3月 11 日(金) 14 時 46 分ごろ 

・震源：北緯 38.1 度,東経 142.9 度,深さ 24km 

・マグニチュード ： 9.0 

・各地の震度：（気象庁発表） 

〔赤 岩〕6弱 

〔笹が陣〕5 強 

〔本吉町〕5 強 

・死者数：1,042 人 (平成 27年 3 月 12 日現在) 

・行方不明者数：224 人 (平成 27 年 3月 12 日現在) 

・住家被災棟数：15,815 棟(平成 26 年 3 月 31 日現在) 

・災害義援金住家被害支給件数：確認中 8,912 件(平成 27年 2 月 28 日現在) 

    
（気仙沼市ホームページより） 

 

（津波浸水範囲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土地理院ホームページ http://www.gsi.go.jp/kikaku/kikaku60003.html より） 
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■気仙沼市震災復興計画 

 気仙沼市では、東日本大震災からの復興に向け、気仙沼市震災復興会議、気仙沼市震災復興市

民委員会での議論や市民の皆さん、市議会、産業界などからの意見を踏まえ、平成２３年１０月

７日に「気仙沼市震災復興計画」を策定しました。 

 本計画の目標期間（平成２３年度から平成３２年度までの１０年間）のうち，平成２７年度ま

での５年間は取組を集中的に進める「集中復興期間」としています。 
 

 

 
（広報けせんぬま 平成 23 年 11 月 15 日特集号より抜粋） 



 

4 

 
（広報けせんぬま 平成 23 年 11 月 15 日特集号より抜粋） 
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■災害情報の伝達 

 市では、市民の皆さんへより迅速、確実に災害情報をお伝えするため、多様な情報メディアを 

活用して災害情報を配信しています。 

 災害の種類や状況に応じて情報メディアも影響を受けますので、複数の情報メディアを活用し、

情報を入手してください。 

 

＜災害時における情報伝達メディア＞ 

種別 情報メディア 
国民保護 

武力攻撃 
津波 

震度情報 
(宮城北部 
震度４以上) 

特別警報
(大雨･暴
風など) 

気象警報 
(大雨･洪水

など) 

土砂災害 

警戒情報 

竜巻注意 

情報 
避難情報 火災 

屋外 
スピーカ 

防災行政無線 ●※1 

サイレン 
● 

サイレン ● ●  ● 
 

● ● 

電話 
消防本部テレフォンサービス 
TEL 0180-992-699 

 ● ●      ● 

Ｅメール 
ｴﾘｱﾒｰﾙ／緊急速報ﾒｰﾙ ※2 □ □ □ 

緊急地震速報 
  ○ 

 
○  

被災者支援メール ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

ラジオ 
災害 FM：76.5MHz 

（本吉地域：76.8MHｚ） 
● ● ● ●  ● ● ●  

テレビ テレビ データ放送 ※3 □ □ □ □ □ □ □ ○ ○ 
Ｋ-ＮＥＴのみ 

インター

ネット 

市公式ホームページ 
http://www.city.kesennuma.lg.jp/ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

ツイッター 

http://twitter.com/bosai_kesennuma 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

フェイスブック 

http://www.facebook.com/bosaikesennuma 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

表示板 
デジタルサイネージ 
（魚市場・市立病院） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

※1 ●は音声、○と□は文字でお伝えします。□の情報は、消防庁、気象庁、通信事業者から配信されます。 

※2 通信事業者（NTT ドコモ、au、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸモバイル）のサービスであり、対応機種でのみ受信できます。 

※3 ＮＨＫ仙台放送局、東北放送㈱、気仙沼ケーブルネットワーク㈱でご利用になれます。 

 

＜被災者支援メールの登録方法＞ 

 Ｅメールによる情報配信サービスです。利用には、以下の手順により事前に登録が必要です。 

○登録方法 手順１：受信する携帯情報端末から次のアドレスに空メールを送信。05999@nopamail.jp 

      手順２：返信されたメールから利用規約を確認し、ＩＤとパスワードを登録。  

※通信料は利用者の負担となります。ドメイン指定受信等の設定変更が必要な場合があります。 

 

■災害時の避難所・避難場所 

いざという時のために、普段からお近くの避難所・避難場所を確認しておきましょう。 

＜避難所＞ 

 ご自宅で生活することができなくなった方々が、一時的に生活する所のことで、小中学校や公民

館などに、災害の種類や被害に応じて設置されます。 

＜避難場所・津波避難ビル＞ 

  津波の危険が迫った時など、緊急的に避難する高台やグラウンド建物などのことです。 

 ■問い合わせ先／総務部 危機管理課    ℡22-3402 

        唐桑総合支所 総務企画課 ℡32-4520 

本吉総合支所 総務企画課 ℡42-2973 

 

防災･災害対策 

 
防災・災害対策 
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■家屋への被害が発生したとき 

 災害により家屋に被害が発生したときには、調査に伺いますので、ご連絡願います。 

損害保険・共済などへの申請のため「り災証明書」が必要な場合は、申し出てください。 

 また、皆さんも写真を撮っておくなど、被害状況の記録をお願いします。 

 

■「避難行動要支援者避難支援」への取り組み 

 避難行動要支援者とは、障害や高齢などにより、自力での避難が難しい方をいいます。 

 この取り組みは、災害時に手助けが必要と思う方からの同意を得て、市、社会福祉協議会、消防、

警察、民生委員、自治会長等関係機関がその方の情報を共有し、避難支援などに役立てるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 災害時の対応段階には、自分や家族を守る「自助」、となり近所の助け合いによる「共助」、

公的機関の救助や支援の「公助」があります。 

 地震などの災害を止めることはできませんが、事前の対策をしておくことで被害を減らすこ

とはできます。 

 家庭や職場内での家具転倒防止の対策や、災害時の持ち出し袋を用意するなど、ご自分にで

きる対策の取り組みをお願いします。 

 

「自助」による減災への取り組み 
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≪避難所・避難場所一覧≫                    
 

避難所・避難場所一覧 
気仙沼地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

1 九条小学校 九条 327 避難所 57.0m 

2 気仙沼高等学校 常楽 130 避難所 40.3m 

3 大曲コミュニティセンター 九条 1 避難所 112.2m 

4 条南中学校 田中前四丁目 8 避難所 3.2m 

5 旭が丘学園 舘山二丁目 2-32 避難所 37.3m 

6 駅前コミュニティセンター 古町一丁目 2-15 避難所 16.5m 

7 古町児童館 古町二丁目 2-51 避難所 33.8m 

8 気仙沼小学校 笹が陣 3-1 避難所 35.0m 

9 気仙沼中学校 笹が陣 4-1 避難所 32.9m 

10 市民会館 笹が陣 4-2 避難所 28.5m 

11 陣山高台 陣山 避難場所 38.9m 

12 柏崎高台 柏崎 避難場所 23.8m 

13 気仙沼市魚市場（屋上） 魚市場前 8-25 津波避難ビル 9.3m 

14 条南中学校（校舎４階） 田中前四丁目 8 津波避難ビル 16.0m 

15 気仙沼合同庁舎（屋上） 朝日町 1-2 津波避難ビル 19.8m 

16 気仙沼漁業協同組合製氷工場 朝日町 22-1 津波避難ビル 29.3m 

17 ホテル一景閣 弁天町一丁目 4-7 津波避難ビル 19.2m 

18 気仙沼パークホテル 魚市場前 6-23 津波避難ビル 18.4m 

  

鹿折地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

19 白山小学校 上東側根 245 避難所 40.4m 

20 白山コミュニティセンター 上東側根 278-6 避難所 41.2m 

21 中才保育所 東中才 145-2 避難所 11.5m 

22 鹿折保育所 東中才 410-1 避難所 13.2m 

23 鹿折小学校 西八幡町 54-1 避難所 3.7m 

24 鹿折中学校 大峠山 1-263 避難所 33.5m 
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25 三坂高台 栄町 避難場所 45.4m 

26 大浦高台 大浦 避難場所 39.3m 

27 旧浦島小学校 ニノ浜 83-2 避難所 43.3m 

28 梶ヶ浦高台 ニノ浜 避難場所 36.2m 

29 鶴ヶ浦生活文化センター 三ノ浜 74-1 避難所 19.8m 

  

松岩地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

30 松岩公民館 松崎浦田 143-1 避難所 34.9m 

31 松岩小学校 松崎五駄鱈 5 避難所 32.4m 

32 松岩中学校 松崎柳沢 186 避難所 67.2m 

33 気仙沼市総合体育館 赤岩牧沢 44-180 避難所 65.3m 

34 気仙沼西高等学校 赤岩牧沢 155-1 避難所 110.6m 

35 水梨コミュニティセンター 赤岩迎前田 127 避難所 110.5m 

36 水梨小学校 物倉山 6 避難所 116.3m 

37 八幡神社境内 松崎中瀬 避難場所 20.1m 

38 片浜高台 松崎片浜 避難場所 35.7m 

39 前浜高台 松崎前浜 避難場所 34.9m 

40 広域防災センター 赤岩五駄鱈 43-2 避難所 24.9m 

  

新月地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

41 新月公民館 松川前 69-2 避難所 14.2m 

42 新城小学校 茗荷沢 239-13 避難所 71.8m 

43 新月中学校 切通 100 避難所 15.5m 

44 月立小学校 塚沢 65 避難所 120.2m 

45 前木生活改善センター 前木 98 避難所 102.3m 

46 月立保育所 台 209 避難所 85.7m 

47 旧落合小学校 象ケ鼻 114 避難所 119.8m 

48 市民健康管理センター 東新城二丁目 2-1 避難所 8.1m 
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階上地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

49 階上公民館 長磯船原 20 避難所 16.0m 

50 階上小学校 長磯鳥子沢 23 避難所 15.1m 

51 階上中学校 長磯中原 125 避難所 31.5m 

52 気仙沼カントリークラブ 長磯大窪 152-38 避難場所 91.7m 

53 琴平神社境内 波路上岩井崎 避難場所 10.8m 

54 最知高台 最知南最知 避難場所 15.1m 

  

大島地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

55 大島公民館 廻舘 110 避難所 36.4m 

56 大島小学校 高井 40-2 避難所 33.6m 

57 大島中学校 高井 40 避難所 30.8m 

58 崎浜保育所 駒形 96 避難所 23.2m 

59 外浜高台 外浜 避難場所 70.2m 

60 大島開発総合センター 中山 115-4 避難所 25.6m 

61 磯草高台 磯草 避難場所 63.4m 

62 亀山自治会館 亀山 7-1 避難所 82.0m 

  

面瀬地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

63 面瀬小学校 松崎下赤田 58 避難所 13.3m 

64 面瀬中学校 岩月寺沢 44 避難所 21.5m 

65 岩月保育所 岩月宝ケ沢 47-8 避難所 19.5m 

66 岩月高台 岩月千岩田 避難場所 16.3m 

  

中井地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

67 崎浜集会所 唐桑町津本 23-2 避難所 61.6m 

68 松圃集会所 唐桑町松圃 131-2 避難所 58.0m 

69 中井小学校 唐桑町中井 134-3 避難所 42.1m 
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70 中井公民館 唐桑町中井 92-1 避難所 48.2m 

71 中井老人憩の家 唐桑町中井 30-2 避難所 51.3m 

  

唐桑地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

72 中集会所 唐桑町中 98-5 避難所 59.5m 

73 唐桑中学校 唐桑町北中 130 避難所 64.2m 

74 鮪立児童館 唐桑町鮪立 166-1 避難所 28.2m 

75 鮪立老人憩の家 唐桑町鮪立 165-1 避難所 30.4m 

76 唐桑小学校 唐桑町明戸 208-6 避難所 13.6m 

77 唐桑公民館 唐桑町馬場 181-1 避難所 24.3m 

78 唐桑体育館 唐桑町馬場 181-1 避難所 24.3m 

79 石浜集会所 唐桑町高石浜 176-3 避難所 30.6m 

  

小原木地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

80 保健福祉センター「燦さん館」 唐桑町石浜 282-3 避難所 68.0m 

81 小原木中学校 唐桑町舘 68 避難所 65.3m 

82 舘老人憩の家 唐桑町岩井沢 103-4 避難所 35.6m 

  

小泉地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

83 本吉浜区多目的集会場 本吉町今朝磯 58 避難所 22.9m 

84 小泉小学校 本吉町平貝 63 避難所 23.2m 

85 小泉中学校 本吉町平貝 123 避難所 22.8m 

  

津谷地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

86 馬籠小学校 本吉町小金山 1-1 避難所 107.1m 

87 本吉上沢多目的集会場 本吉町大東 25-3 避難所 94.4m 

88 本吉馬籠林業センター 本吉町向畑 11-3 避難所 76.7m 

89 本吉漆原コミュニティセンター 本吉町漆原 9-1 避難所 58.1m 
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90 本吉松ヶ沢コミュニティセンター 本吉町宮内 44-98 避難所 73.6m 

91 本吉山田生活改善センター 本吉町猪の鼻 84-2 避難所 20.2m 

92 本吉表山田振興会館 本吉町岳の下 3-6 避難所 15.2m 

93 津谷小学校 本吉町津谷松岡 126 避難所 30.1m 

94 津谷中学校 本吉町津谷桜子 2 避難所 48.2m 

95 本吉総合体育館 本吉町津谷新明戸 136 避難所 13.6m 

96 本吉公民館 本吉町津谷新明戸 136 避難所 13.2m 

97 本吉津谷松尾コミュニティセンター 本吉町津谷松尾 100-5 避難所 22.1m 

98 本吉松岡タウンセンター 本吉町津谷松岡 110-1 避難所 25.0m 

99 本吉津谷舘岡コミュニティセンター 本吉町津谷舘岡 63-1 避難所 58.3m 

100 本吉登米沢多目的集会場 本吉町登米沢 193-1 避難所 40.1m 

101 本吉風越コミュニティセンター 本吉町風越 23-1 避難所 56.4m 

102 本吉林の沢振興会館 本吉町林の沢 45-13 避難所 35.0m 

103 本吉狼の巣多目的集会場 本吉町坊の倉 258 避難所 129.6m 

104 本吉坊の倉振興センター 本吉町坊の倉 153-18 避難所 81.2m 

105 本吉下川内多目的集会場 本吉町東川内 163-4 避難所 32.8m 

106 本吉上川内コミュニティセンター 本吉町東川内 18-1 避難所 60.3m 

  

大谷地区 

No． 名 称 住 所 区 分 標高 

107 
東日本大震災復興記念 
前浜マリンセンター 

本吉町前浜 225-1 避難所 34.8m 

108 大谷小学校 本吉町三島 28 避難所 16.7m 

109 大谷中学校 本吉町三島 60-4 避難所 16.8m 

110 大谷公民館 本吉町三島 34-1 避難所 18.9m 

111 本吉寺谷コミュニティセンター 本吉町寺谷 30-2 避難所 28.7m 

112 本吉上郷地区コミュニティセンター 本吉町石川原 107-96 避難所 57.5m 

 
※標高は、ＴＰ（東京湾平均海面）を基準とした高さであり、おおよその高さです。 

※避難所の標高は敷地（校庭等）で計測した高さです。 
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■応急仮設住宅住所一覧 
 計 91 団地 3,484 戸(うちグループホーム型仮設住宅 36 戸) 

 

No. 団 地 名 郵便番号 所 在 地 
建設 

戸数 

1 気仙沼公園住宅 988-0073 気仙沼市笹が陣４番５号 106 

2 気仙沼中学校住宅 988-0073 気仙沼市笹が陣４番１号 85 

3 小泉中学校住宅 988-0333 気仙沼市本吉町平貝１２３番地 93 

4 旧唐桑小学校住宅 988-0534 気仙沼市唐桑町宿浦４００番地２ 84 

5 小原木小学校住宅 988-0512 気仙沼市唐桑町岩井沢９７番地３ 30 

6 鹿折中学校住宅 988-0812 気仙沼市大峠山１番地２６３ 120 

7 水梨コミュニティー住宅 988-0163 気仙沼市赤岩迎前田１２７番地 80 

8 階上中学校住宅 988-0238 気仙沼市長磯中原１２５番地 96 

9 面瀬中学校住宅 988-0206 気仙沼市岩月寺沢４４番地 153 

10 大谷中学校住宅 988-0273 気仙沼市本吉町三島６０番地４ 186 

11 旧新城小学校住宅 988-0825 気仙沼市田尻沢３３番地１ 41 

12 津谷小学校住宅 988-0308 気仙沼市本吉町津谷松岡１２６番地 20 

13 福祉の里住宅 A 988-0532 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地７ 35 

14 気仙沼市総合体育館住宅 988-0171 気仙沼市赤岩牧沢４４番地１８０ 89 

15 大島中学校住宅 988-0613 気仙沼市高井４０番地 35 

16 大島国民休暇村住宅 988-0603 気仙沼市外畑１６番地 28 

17 後九条児童遊園住宅 988-0065 気仙沼市後九条２７０番地 17 

18 反松公園住宅 988-0056 気仙沼市上田中二丁目９番地 96 

19 津谷高岡住宅 988-0384 気仙沼市本吉町高岡７番地１ 17 

20 旧小泉中学校住宅 988-0334 気仙沼市本吉町外尾２５番地 21 

21-1 福祉の里住宅 B 988-0532 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地７ 45 

21-2 福祉の里住宅 C 988-0532 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地７ 19 

22 田中公園住宅 988-0053 気仙沼市田中前三丁目３番地 20 

23 新王平グラウンド住宅 988-0622 気仙沼市中山３５３番地７１ 25 

24 はまなす台住宅 988-0264 気仙沼市本吉町長根２３２番地１０ 15 

25 切通住宅 988-0822 気仙沼市切通２１２番地 20 

26 赤岩五駄鱈住宅東(１～５号棟) 988-0104 気仙沼市赤岩五駄鱈１５６番地 22 

27-1 蔵内住宅 A 988-0325 気仙沼市本吉町蔵内１５番地１ 13 

27-2 蔵内住宅 B 988-0326 気仙沼市本吉町柳沢１１４番地１ 5 

28 東八幡前住宅 988-0811 気仙沼市東八幡前１４８番地１ 13 

29 岩ヶ崎公園住宅 988-0066 気仙沼市東新城二丁目４番地 22 

30 松岩中学校住宅 988-0141 気仙沼市松崎柳沢１８６番地 83 

31 五右衛門ヶ原運動場住宅 988-0851 気仙沼市下八瀬４３５番地３ 170 

32 漁火パーク住宅 988-0541 気仙沼市唐桑町北中９８番地１８ 21 

33 中井小学校住宅 988-0563 気仙沼市唐桑町中井１３４番地３ 20 

34 五右衛門ヶ原テニスコート住宅 988-0851 気仙沼市下八瀬４３５番地３ 32 

35 小原木中学校住宅 988-0511 気仙沼市唐桑町舘６８番地 57 

 
■問い合わせ先／建設部建築住宅課 ℡22-6600（内線 536・537） 

        

 

仮設住宅団地 

 
被災者生活支援 
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No. 団 地 名 郵便番号 所 在 地 

建設 

戸数 

36 三峰公園住宅 988-0141 気仙沼市松崎柳沢１８６番地４ 10 

37 水梨小学校住宅 988-0169 気仙沼市物倉山６番地 40 

38 浦島小学校住宅 988-0816 気仙沼市二ノ浜８３番地２ 23 

39 松崎柳沢住宅(後沢) 988-0141 気仙沼市松崎柳沢５２番地１ 13 

40 大峠山住宅 988-0813 気仙沼市浪板７４番地６ 26 

41 赤岩五駄鱈住宅西(６～７号棟) 988-0104 気仙沼市赤岩五駄鱈１５６番地 8 

42 田谷公園住宅 988-0045 気仙沼市田谷１４番地１ 20 

43 神山公園住宅 988-0044 気仙沼市神山８番地１ 18 

44 東新城コミュニティ住宅 988-0066 気仙沼市東新城一丁目４番地１２ 9 

45 山田大名広場住宅 988-0344 気仙沼市本吉町宮内４４番地１ 35 

46 長磯前林住宅 988-0224 気仙沼市長磯前林４４番地１ 60 

47 旧本吉農業改良普及センター跡地住宅  988-0308 気仙沼市本吉町津谷松岡１５２番地１ 27 

48 駒場公園住宅 988-0053 気仙沼市田中前二丁目１１番地 20 

49-1 南最知住宅南(東) 988-0213 気仙沼市最知南最知３０４番地１２ 39 

49-2 南最知住宅南(西) 988-0213 気仙沼市最知南最知３１６番地１ 15 

50 天ヶ沢住宅 988-0277 気仙沼市本吉町天ヶ沢１０３番地１ 50 

51 松崎柳沢住宅(上沢) 988-0141 気仙沼市松崎柳沢２２９番地 16 

52 南最知住宅北 988-0213 気仙沼市最知南最知３０４番地２３ 14 

53 新月中学校住宅 988-0822 気仙沼市切通１００番地 22 

54 旧月立小学校住宅 988-0864 気仙沼市塚沢７２番地 29 

55 松崎外ケ沢 GH   解体 

56 松崎柳沢 GH   解体 

57 田中前四丁目 GH 988-0053 気仙沼市田中前四丁目７番地３ 18 

58 赤岩舘森住宅 988-0102 気仙沼市赤岩舘森３４番地１ 6 

59 今朝磯住宅 988-0323 気仙沼市本吉町今朝磯１６番地１ 9 

60 外尾住宅 988-0334 気仙沼市本吉町外尾７２番地 8 

61 卯名沢住宅 988-0313 気仙沼市本吉町卯名沢１０１番地３ 10 

62 条南中学校住宅 988-0053 気仙沼市田中前四丁目８番地 70 

63 西八幡前住宅 988-0817 気仙沼市西八幡前２１７番地２ 13 

64 東新城一丁目住宅 988-0066 気仙沼市東新城一丁目４番地１３ 9 

65 東新城二丁目住宅   解体 

66 赤岩老松住宅北 988-0105 気仙沼市赤岩老松５３番地２ 10 

67 岩月宝ヶ沢住宅南 988-0207 気仙沼市岩月宝ヶ沢９３番地１５ 8 

68 大峠山住宅上 988-0812 気仙沼市大峠山１番地３０５ 15 

69 面瀬ふれあい住宅 988-0124 気仙沼市松崎高谷２９８番地 14 

70 小泉小学校住宅 988-0333 気仙沼市本吉町平貝７３番地１ 10 

71 五右衛門ヶ原野球場住宅 988-0851 気仙沼市下八瀬４５３番地３ 108 

72 赤岩老松住宅南 988-0105 気仙沼市赤岩老松１３３番地１ 7 

73 赤岩杉ノ沢住宅 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢１１番地２ 20 

74 赤岩石兜住宅 988-0182 気仙沼市赤岩石兜１４７番地２ 8 

75 田中前二丁目住宅北 988-0053 気仙沼市田中前二丁目３番地３ 8 

76 田中前二丁目住宅南 988-0053 気仙沼市田中前二丁目７番地３ 13 

77 長磯七半沢住宅 988-0221 気仙沼市長磯七半沢６０番地 58 

78 西八幡町住宅 988-0817 気仙沼市西八幡町４８番地 12 
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No. 団 地 名 郵便番号 所 在 地 

建設 

戸数 

79 松崎萱住宅 988-0121 気仙沼市松崎萱３８番地４ 10 

80 渡戸住宅 988-0833 気仙沼市渡戸１番地 10 

81 松川住宅 988-0852 気仙沼市松川１４番地 10 

82 気仙沼西高校住宅 988-0171 気仙沼市赤岩牧沢１５５番地１ 30 

83 市営テニスコート住宅 988-0171 気仙沼市赤岩牧沢１３８番地６ 56 

84 旧折壁小学校住宅 029-1201 岩手県一関市室根町折壁字大里１４０ 92 

85 旧千厩中学校住宅 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字構井田８８ 228 

86 岩月宝ヶ沢住宅北 988-0207 気仙沼市岩月宝ヶ沢３４０番地３ 8 

87 松崎高谷住宅 988-0124 気仙沼市松崎高谷２０５番地１ 7 

88 松川新田住宅 988-0852 気仙沼市松川４１４番地２ 7 

89 東新城一丁目住宅北 988-0066 気仙沼市東新城一丁目１番地４ 12 

90 松崎柳沢住宅(上沢下) 988-0141 気仙沼市松崎柳沢２２４番地１ 8 

91 西中才住宅 988-0805 気仙沼市西中才３番地２ 10 

92 赤岩舘森住宅北 988-0102 気仙沼市赤岩舘森２６番地５ 8 

93 東新城三丁目住宅 988-0066 気仙沼市東新城三丁目２番地５ 8 

＊団地 No．は県設定の番号に準拠しています。 

＊５５～５７の団地は高齢者向けグループホーム型福祉仮設住宅です。 

（気仙沼市Webよりhttp://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1326186289670/index.html） 

 

 
 

 

 

 

■サポートセンター 
 仮設住宅入居者等に対する総合相談の実施や交流活動等により、孤立化・ひきこもり等を防止し、

安心した生活が送られるよう支援しています。 

設置場所：気仙沼地区―市営野球場応急仮設住宅内事務所  Tel：26-5751 

唐桑地区―保健福祉センター燦さん館  Tel：32-3497 

     本吉地区―大谷公民館 Tel：44-3294 

（平成27年4月から大谷中学校応急仮設住宅内に変更する予定です。） 

      一関地区―旧千厩中学校応急仮設住宅集会所 Tel：0191-52-5802 

開館日時：午前９：００から午後５：００まで（原則土曜日・日曜日は開館） 

 

■生活支援相談員 
 仮設住宅・みなし仮設（民間賃貸住宅）・在宅避難者宅などで、訪問・相談・企画調整・自治活動

支援を行っています。 

問い合わせ先：気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター（Tel 22-0722） 

 

■生活援助員（ＬＳＡ） 
災害公営住宅や防災集団移転先での高齢者等の生活再建や自立生活を支援するため、仮設住宅を

含めて巡回訪問し、安否確認や見守り・声がけ・相談等を行っています。 

 

■地域支援員（気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課） 
  住民同士が互いに支え合う地域づくりに取り組み、コミュニティの維持・振興を図るため、地域

支援員が既存自治会や仮設住宅自治会の運営支援等を行っています。 

 
 

サポート体制 
■問い合わせ先／高齢介護課      ℡22-6600（内線 402・403） 

        地域包括支援センター ℡22-6600（内線 418・419） 

        地域づくり推進課   ℡22-6600（内線 331） 
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

被 

災 

さ 

れ 

た 

方 

へ 

の 

支 

援 
制 
度 

被災者生活再建
支援金 

住宅の被災状況や再建方法に応じて支援金が支給されます。 
●金額：基礎支援金：３７.５万円～１００万円 
     加算支援金：３７.５万円～２００万円 
●必要書類： り災証明書、預金通帳の写し、新築・購入契約書など 
 

市危機管理課 
℡ ２２－３４０２ 
 

がけ地近接等危
険住宅移転事業 

災害危険区域内の住宅から災害危険区域外へ移転する際に、住宅再建にか
かる資金を借り入れた場合の利子相当額等について下記の限度額の範囲内
で補助を受けられます。 
●金額 ：除却や引越し費用の助成：８０万２千円 

建物取得への利子補給：４５７万円 
土地取得への利子補給：２０６万円 
敷地造成への利子補給：５９万７千円 

必要書類等、詳しくはお問い合わせください。 
 

市建築住宅課住宅建築支援
係 
℡ ２２－６６００ 
内線５６８・５８８ 
 

東日本大震災被
災住宅再建補助
金 

 

(1) 災害危険区域内被災者住宅再建補助（災害危険区域指定日前に再建し
た場合のみ） 
ア 市内災害危険区域外再建 
 ・補助限度額 
   借入再建…７８６万円（利子補給等） 
イ 市外再建 
 ・補助限度額 
   借入再建…１００万円（利子補給等） 
   自力再建… ５０万円 
ウ 災害危険区域内再建 
 ・補助限度額 
   借入再建…１００万円（利子補給等） 
   自力再建… ５０万円 
(2) 災害危険区域外被災者住宅再建補助（市内の災害危険区域外で再建し
た場合のみ） 
 ・補助限度額 
   借入再建…３００万円（利子補給等） 
(3) 制度未利用被災者住宅再建補助（市内の災害危険区域外で再建した場
合のみ） 
 ・補助限度額 
   再建…１５０万円 
   補修…１００万円 
※災害危険区域指定日は平成24 年7 月9 日です。 
※(1)のウ、(2)、(3)は全壊または大規模半壊等の世帯が対象となります。 
※自力再建の場合は、再建にかかった費用から被災者生活再建支援金加算

支援金（修繕の場合は加算支援金及び応急修理制度補助金）を控除した
額（それぞれ上限額あり）が補助金額となります。  

(4) 災害公営住宅入居者への引越費用補助 
 ・補助限度額 ２０万円 
※詳しい補助要件や必要書類についてはお問い合わせください。 
 

市建築住宅課住宅建築支援
係 
℡ ２２－６６００ 
内線５６８・５８８ 

災害弔慰金 震災により亡くなられた方のご遺族に弔慰金が支給されます。 
●金額：亡くなられた方に扶養されていた場合：５００万円 
     その他の場合           ：２５０万円 
 

市社会福祉課社会福祉係 
℡ ２２－６６００ 
内線４３１・４３２ 

被災者支援制度 
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

災害義援金 日本赤十字社等や宮城県並びに市に寄せられた義援金が、被災状況により
配分されます。詳しくはお問い合わせください。 
●金額： 死亡・行方不明        ：１２６万５千円 

災害障害見舞金対象者   ：２８万円 
住家被害に関する義援金  ：５５万５千円～１１６万円 
津波浸水区域の住家被害  ：１４万６千円～３８万８千円 
（仮設住宅未利用世帯加算 １０万円） 
震災により孤児になられた方 ：５２万円 
母子・父子世帯         ：３８万３千円 
高齢者施設・障害者施設入所者：２８万３千円 

      全世帯               ：１万円 
●必要書類：り災証明書、預金通帳の写しなど 
 

市社会福祉課社会福祉係 
℡ ２２－６６００ 
内線４３１・４３２ 

災害障害見舞金 震災により重度の障害を受けられた方に見舞金が支給されます。 
●金額：生計維持者の方が障害を受けた場合：２５０万円 
     その他の場合               ：１２５万円 
●必要書類：医師の診断書など 

市社会福祉課障害福祉係 
℡ ２２－６６００ 
内線４３６ 

災害援護資金 震災で世帯主が全治１か月以上の負傷を負われた場合、住居・家財に大きな
被害を受けた場合、生活立て直しのための貸付が受けられます(所得制限が
あります)。 
●金   額：１５０万円～３５０万円(利率 年１.５％ 保証人をたてる場合は無

利子） （据置期間６年) 
●必要書類： 医師の診断書、り災証明書など 
 

市社会福祉課社会福祉係 
℡ ２２－６６００ 
内線４３１・４３２ 

母子・寡婦福祉資
金 

母子家庭や寡婦の方について、経済的に自立し安定した生活を送るための貸
付が受けられます。 
●金   額： 貸付種類により異なります。（無利子～利率１.５％） 
●必要書類： 貸付種類により異なります。 
 

県気仙沼保健福祉事務所 
℡ ２２－１３５６ 
 

住宅の二重ローン
支援制度 

宮城県では、次の条件の全てを満たす方を対象に、既存の住宅ローンにかか
る 5 年間の利子相当額（上限５０万円）を補助します。 
●条件 
① 震災により自ら居住していた住宅（県内に限る）に被害を受けた方 
② ①の被災した住宅に５００万円以上の既存住宅ローンを有する方 

（新たな住宅ローンを契約した前月末時点） 
③ 新たに５００万円以上の住宅ローンを組んで再建される方 
 
※ その他条件など詳しくは、右記へお問い合わせください。 
 

宮城県土木部住宅課 
企画調査班 
℡０２２－２１１－３２５６ 
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

介護保険サービ
ス利用者負担額
の免除 

震災により被災された方で、次の要件を満たす方に「利用者負担額免除証明
書」を発行しますので、介護保険サービスを利用する際に提示することで利用
者負担額が免除されます。 
（免除期間は、平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日まで。） 
●要件 
①住家が全壊、大規模半壊若しくは全焼した方であって、市県民税非課税世
帯に属する方。 
（住家が半壊で、その住宅をやむを得ず解体し、被災者生活再建支援金の対
象となった場合を含む。） 
②主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明となった世帯であった方で、市
県民税非課税世帯に属する方。 
※手続き等詳しくは、右記へお問い合わせください。 

市高齢介護課 
℡ ２２－６６００ 
内線４０６・４０７ 
 

医療費窓口負担
の支払の免除 

震災により被災された国民健康保険または後期高齢者医療制度加入の方で、
次の要件を満たす方に『一部負担金免除証明書』を発行します。医療機関等
を受診する際に窓口で提示することにより、医療費の支払いが免除されます。
（免除期間は平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日まで。入院時の食費
や治療用装具、柔道整復等は対象になりません。） 
●要件 
①住家が全壊、大規模半壊若しくは全焼した方であって、市県民税非課税世
帯に属する方。 
（住家が半壊で、その住宅をやむを得ず解体し、被災者生活再建支援金の対
象となった場合を含む。） 
②主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明となった世帯であった方で、市
県民税非課税世帯に属する方。 
※手続き等詳しくは、右記へお問い合わせください。 

市保険課 
℡２２－６６００ 
内線３７６・３７７ 
(医療給付係) 
 
内線３７８・３７９ 
(後期高齢者医療係) 
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

事 

業 

者 

向 

け 

支 

援 

制 

度 

農林漁業セーフ
ティネット資金 

認定農業者、認定漁業者などの方々が、資材費、労務費等の長期運転資
金の貸付を受けられます。 
●金額 
 １,２００万円を限度（無利子） 

日本政策金融公庫仙台支店 
℡０２２－２２１－２３３１ 

農業経営基盤強
化資金（スーパー
Ｌ） 

認定農業者の方が、経営改善を目的とした総合的な資金の貸付を受けら
れます。 
●金額 個人：３億円を限度（無利子） 

 法人：１０億円を限度（無利子） 

日本政策金融公庫仙台支店 
℡０２２－２２１－２３３１ 

農業近代化資金 認定農業者の方が、建構築物・農機具等の施設や農地・牧野等土地の復
旧に要する資金の貸付を受けられます。 
●金額 個人：１,８００万円を限度（無利子） 
    法人：２億円を限度（無利子） 

南三陸農業協同組合 
℡３１－４５５２ 

東日本大震災農
業経営安定資金 

被害を受けた農業者が、農業経営維持の安定と地域農業基盤の拡充を目
的とした資金の貸付を受けられます。 
●金額／３千万円を限度（貸付利率は利用対象、貸付金額・期間等により
異なります。詳しくはお問い合わせください。） 

南三陸農業協同組合 
℡３１－４５５２ 

漁業近代化資金 沿岸漁業又は水産加工業を営む方が、漁船、水産加工施設等の取得・整
備に要する資金の貸付を受けられます。 
●金額 個人：９,０００万円を限度（無利子） 
    法人：１億８,０００万円を限度（無利子） 

県漁業協同組合 
℡０２２５－２１－５７１１ 

東日本大震災 
復興特別貸付 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、災害復旧のための
設備資金及び運転資金の貸付を受けられます。 
●金額 各融資制度の限度額に上乗せ６,０００万円 
※金利等 詳しくはお問い合わせください。 

日本政策金融公庫（東京） 
℡ ０１２０－１５４－５０５ 

東日本大震災 
復興特別貸付 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、災害復旧のための
設備資金及び運転資金の貸付を受けられます。 
●金額 ３億円を限度 
※金利等 詳しくはお問い合わせください。 

商工中金仙台支店 
℡０２２－２２５－７４１１ 

東日本大震災 
復興緊急保証 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、金融機関から借入
等を行う場合、信用保証協会が保証を行います。 
●金額 ２億８千万円以内 

宮城県信用保証協会気仙沼支
店 
℡２２－１９７２ 

災害復興住宅 
融資 

住宅に被害が生じ、「り災証明書」の発行を受けた方に、災害復興住宅融資
を実施しています。また既に融資を受けている方々に対する返済方法の変
更等についても相談に応じます。 

住宅金融支援機構（災害専用
ダイヤル） 
℡０１２０－０８６－３５３ 

生活復興支援 
資金 

被災した低所得世帯の方々が、当面の生活費等の貸付を受けられます。
（所得制限があります） 
●金額 一時生活支援費：月２０万円以内 
（単身世帯は１５万円以内） 
生 活 再 建 費：８０万円以内 
住 宅 補 修 費：２５０万円以内 
●利率：年１．５％（保証人を立てる場合は無利子） 
●必要書類 事前相談でお問い合わせください。 

市社会福祉協議会 
事前相談専用電話 
℡０８０－５９４９－７５６３ 
℡０８０－５９４９－７５６４ 

中小企業者等二
重債務問題対応
策 

東日本大震災により被害を受けた事業者の事業再開・継続を支援する
ことを目的に、金融、会計、経営診断、事業再生などの専門家が相談
に応じます。 
※詳しくは、お問い合わせください。 

宮城県産業復興相談センター気仙沼
事務所（気仙沼商工会議所内） 
℡２２－４６００ 
宮城県産業復興相談センター本吉唐
桑事務所（本吉唐桑商工会内） 
℡４２－２０２８ 

仮設施設整備事
業（独立行政法
人中小企業基盤
整備機構） 

被災し事業再開が困難な中小企業者等に対し、早期の再開を支援す
るため、仮設店舗や仮設工場等を設置し、市を通じて無償でお貸ししま
す。２者以上の事業者で共同での申請が必要です。 
※詳しくは、お問い合わせください。 

市商工課 
℡２２－６６００ 
内線５２１・５２２ 

事業復興型雇用
創出助成金 
 

国・県・市の各種支援事業を実施している事業主が被災求職者を雇用
した場合に、賃金の経費の一部を最大３年間助成が受けられます。 
●助成額  最大２２５万円（３年間合計） 
●対象者  平成２３年１１月２１日以降平成２６年６月３０日までの間

に新たに雇い入れた場合 
※詳しくは、お問い合わせください。 

市商工課 
℡２２－６６００ 
内線５２１・５２２ 
宮城県経済商工観光部雇用対策課 
℡022-211-2779 
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種 類 届出人 届出期限 届出に必要なもの 

出生届 

（子どもが生まれ

たとき） 

父または母 
生まれた日から

１４日以内 
出生証明書（届書）、届出人の印鑑、母子健康手帳 

死亡届 

（亡くなったとき） 

同居の親族 

その他の親族 

同居者 

家主 

後見人・保佐

人・補助人・

任意後見人 

死亡の事実を知

った日から７日

以内 

死亡診断書または死体検案書（届書）、届出人及び窓口に来

る方の印鑑 

＊その他住民基本台帳カード、印鑑登録証、国民健康保険

被保険者証等をお持ちの方はご持参ください。 

＊後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方が届出する場

合は登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。 

婚姻届 

（結婚するとき） 
夫と妻 

期限はありませ

ん（届けた日か

ら効力が生じま

す。）。 

夫と妻の印鑑（旧姓のもの）、戸籍全部事項証明書または戸

籍謄本（本籍が市外の方）、父母の同意書（未成年の方）、住

民基本台帳カード（お持ちの方で姓が変わる方） ※ 

離
婚
届 

（離
婚
す
る
と
き
） 

協議の 

場合 
夫と妻 

期限はありませ

ん（届けた日か

ら効力が生じま

す。）。 

夫と妻の印鑑、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本（本籍が

市外の方）、住民基本台帳カード（お持ちの方で姓が変わる

方） ※ 

調停の 

場合 
申立人 

調停成立の日か

ら１０日以内 

申立人の印鑑、調停調書謄本、戸籍全部事項証明書または戸

籍謄本（本籍が市外の方）、住民基本台帳カード（お持ちの

方で姓が変わる方） 

裁判の 

場合 
申立人 

裁判確定の日か

ら１０日以内 

申立人の印鑑、審判（判決）書謄本、確定証明書、戸籍全部

事項証明書または戸籍謄本（本籍が市外の方）、住民基本台

帳カード（お持ちの方で姓が変わる方） 

離婚の際に称

していた氏を称

する届 

離婚の際に氏

（姓）が変わ

った方 

離婚の日の翌日

から３か月以内 

届出人の印鑑、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本（本籍が

市外の方）、住民基本台帳カード（お持ちの方で姓が変わる

方） 

転籍届 

（本籍を変更する

とき） 

戸籍の筆頭者

と配偶者 

期限はありませ

ん（届けた日か

ら効力が生じま

す。）。 

届出人の印鑑、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本（同じ市

内に本籍を変更する場合は不要です。） 

上記のほかに、認知届、養子縁組（離縁）届、入籍届、分籍届等があります。 

・戸籍の届出では住所は変わりません。住所を変更するには、住所変更届が必要です。 

・氏名等が変わる方は、市から発行されている保険証等をお持ちください。 

※婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届には、届書に証人（成人）２人の署名押印が必要で

す。また、これらの届出及び認知届の届出に来る方の本人確認をいたしますので、本人確認書類（住

民基本台帳カード、運転免許証等）をお持ちください。 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課     ℡22-3422 

唐桑総合支所 市民生活課  ℡32-4522  

本吉総合支所 市民生活課  ℡42-2974 

階上出張所 ℡27-2300 大島出張所 ℡28-2601 

 
戸籍関係 

 
届出・証明 
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種  類 届出期限 届出に必要なもの 

転入届               

（他の市区町村から市内に引

っ越してきたとき）         

転入をした日 

から１４日以内 

転出証明書、本人確認書類（運転免許証等）、印鑑、国民年

金手帳（加入者）、住民基本台帳カード（お持ちの方）、そ

の他（介護保険受給資格証明書など） 

在留カードまたは特別永住者証明書等（外国人住民の方） 

転出届                   

（他の市区町村へ引越しすると

き）                 

転出の日までに 
本人確認書類（運転免許証等）、印鑑、住民基本台帳カード

（お持ちの方）、その他（介護保険受給資格証明書など） 

転居届                

（市内で引っ越したとき） 

転居をした日 

から１４日以内 

本人確認書類（運転免許証等）、印鑑、住民基本台帳カード

（お持ちの方）、その他（介護保険受給資格証明書など） 

在留カードまたは特別永住者証明書等（外国人住民の方） 

世帯変更届 

（世帯主が変わったときや世帯

を分けたり、一緒にしたとき） 

変更のあった日

から１４日以内 

本人確認書類（運転免許証等）、印鑑、国民年金手帳（加入

者）、住民基本台帳カード（お持ちの方）、その他（介護保

険受給資格証明書など） 

※届出に来る方が同一世帯員でない場合は、委任状が必要です。 

※住民基本台帳カード（住基カード）をお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークを活用した転出手

続きになります。 

この場合、転出証明書は交付されませんので、転入先の市区町村で転入届をされる際は、必ず住基

カードをご持参いただくことになります。 

また、今お持ちの住基カードは、転入届後９０日以内に継続利用の手続きをすると引き続きご利用

いただけます。 

※外国人住民の方が転入するときは、世帯主との続柄が確認できる書類（外国語の場合は翻訳を添付）

が必要な場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課     ℡22-3422 

唐桑総合支所 市民生活課  ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課  ℡42-2974 

階上出張所 ℡27-2300 大島出張所 ℡28-2601 

 

住民異動関係 
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■印鑑登録、印鑑登録証明書交付申請等に必要なもの 
 印鑑登録ができるのは、満１５歳以上の方です。 

 

区  分 本人申請の場合 代理人申請の場合 

印鑑登録申請 

１ 登録する印鑑 

２ 本人であることを確認できるもの（次の

どちらか） 

 ア 官公署発行の顔写真付き本人確認書類

（住民基本台帳カード・運転免許証等） 

 イ 市内で印鑑登録をしている方の保証書 

１ 登録する方の印鑑 

２ 代理権授与通知書 

※登録する方の意思確認のため、郵送による

文書照会を行い、本人の回答書を受けてか

ら登録するため、日数を要します。 

印鑑登録証明

書交付申請 
印鑑登録証（実印は必要ありません。） 

必要とする方の印鑑登録証 

（実印は必要ありません。） 

１ 印鑑登録廃

止申請 

２ 印鑑登録証

亡失届 

印鑑登録廃止申請のとき 

・印鑑登録証 

１ 印鑑登録廃止申請のとき 

 ア 印鑑登録証 

 イ 代理権授与通知書 

２ 印鑑登録証亡失届のとき 

  代理権授与通知書 

 ※印鑑登録等には手数料がかかります。（２４ページを参照） 

 ※官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方・保証人のいない方は、印鑑登録証の即

日発行ができません。詳しくはお問い合わせください。 

 
 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課     ℡22-3422 

唐桑総合支所 市民生活課  ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課  ℡42-2974 

階上出張所 ℡27-2300 大島出張所 ℡28-2601 

 
印鑑登録関係 
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 平成 24 年（2012 年）7月 9日より住民基本台帳法及び入国管理法の改正により、外国人登録制度が

廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるとともに新しい在留管理制度が始まりました。 

「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」にかわります。 

当分の間、「外国人登録証明書」は在留カード等にみなされますが、切替までの有効期限にご注意く

ださい。 

 

■切替までの有効期限 

※ 短期滞在や在留資格がない方には新たな証明書は発行されません。 

※ 住居地の変更手続き及び特別永住者の方に関する手続きは市役所が窓口となりますが、中長期在留

者の方の在留資格の変更、在留期間の更新、氏名や国籍等の変更手続きは、入国管理局が窓口とな

ります。 

※ 住所や世帯変更等の手続きについては、２０ページ「住民異動関係」をご覧ください。 

 

■特別永住者証明書をお持ちの方の手続き 

現在の在留資格 新たな証明書 現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限 
手続き窓口及び 

問い合わせ先 

特別永住者 特別永住者証明書 

16 歳以上の方：「次回確認（切替）申請期

間」に表示の誕生日まで 

※上記期限が 2015 年 7月 8日までに到来す

る方は、2015 年 7 月 8日まで 

市役所市民課 

℡ 22-3422(直通） 

16 歳未満の方：16 歳の誕生日まで 

中

長

期

在

留

者 

永 住 者 在 留 カ ー ド 

16 歳以上の方：2015 年 7 月 8日まで 

仙台入国管理局 

℡ 022-256-6076㈹ 

16 歳未満の方：2015 年 7 月 8日または 16

歳の誕生日のいずれか早い日まで 

そ の 他 の 

在留資格者 
在 留 カ ー ド 

16 歳以上の方：在留期間の満了日まで 

16 歳未満の方：在留期間の満了日または 16

歳の誕生日のいずれか早い日まで 

種  類 届出期間 届出に必要なもの 

有効期間の 

更新申請 

１６歳以上の方 ： 有効期間満

了日の２か月前から有効期間満

了日までの間 

１６歳未満の方 ： １６歳の誕

生日の６か月前から誕生日まで 

パスポート（所持している方のみ）、特別

永住者証明書、 

写真１枚（縦４cm 横３cm、３か月以内に

撮影した正面、無帽、無背景のもの） 

再交付申請 

(1)紛失・滅失等した場合  

失ったことを知った日から１

４日以内 （国外で失ったこと

を知った場合は、再入国して

から１４日以内） 

 

(2)汚損・き損等の場合 ： 随時 

パスポート（所持している方のみ）、特別

永住者証明書（紛失の場合以外）、 

写真１枚（縦４cm 横３cm、３か月以内に

撮影した正面、無帽、無背景のもの）、 

※１６歳未満の方は、写真は不要です。 

 紛失の場合：失ったことがわかる資料  

（遺失物届出証明書、盗難届出証明書、

り災証明など） 

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・

地域」に変更があったとき 

変更があったときから１４日以

内 

パスポート（所持している方のみ）、特別

永住者証明書、 

写真１枚（縦４cm 横３cm、３か月以内に

撮影した正面、無帽、無背景のもの）、 

※１６歳未満の方は、写真は不要です。 

 変更が生じたことを証するもの（国など 

 の権限のある機関によって作成された

もの） 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課      ℡22-3422 

        唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

        本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 
外国人住民関係 
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 住民基本台帳カードは、「顔写真なし」と「顔写真付き」の２種類あります。有効期限は１０年です。 

※外国人の方は、在留期間や在留区分によって有効期限が異なります。 

※市役所では即日交付できますが、総合支所では即日交付はできません。また、出張所では取り扱い

ません。 

 

■本人申請の場合 

種類 記載内容 交付申請に必要なもの 

顔写真なし 

（Ａタイプ） 
氏名 

①印鑑 

②官公署発行の顔写真付き本人確認書類（運転免許証等）１点とその他

の本人確認書類１点（健康保険証等） 

※顔写真付き本人確認書類がない場合は、郵送による文書照会を行い、

回答書を持参してから、本人確認をするため、日数を要します。 

③「顔写真付き」住民基本台帳カード希望の場合は、申請前６か月以内

に撮影した、無帽・正面・無背景の写真（縦 4.5 ㎝・横 3.5 ㎝）1枚 

顔写真付き 

（Ｂタイプ） 

住所、氏名、生年月日、

性別 

※住民基本台帳カード交付時に、４桁の暗証番号（パスワード）を入力していただきます。このパス

ワードは本人しか分かりませんので、忘れないようにしてください。 

※代理人申請については、お問い合わせください。 

※公的個人認証の電子証明書が必要な場合は、別途申請が必要となります。 
 

★住民基本台帳カードには２つのタイプがあり、申請の際に選ぶことができます。 

※手数料は、１枚 500 円です。（両タイプとも） 

顔写真なし（Ａタイプ） 顔写真付き（Ｂタイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課      ℡22-3422 

        唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

        本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 

 
住民基本台帳カード 
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種      類 必要なもの 手 数 料 

戸籍の全部・個人事項証明（戸籍謄・抄本） ・印鑑 ・本人確認書類 450 円/１通 

戸籍の一部記載事項証明 〃 450 円/１件 

除かれた戸籍の全部・個人事項証明（除籍謄・抄本） 

 

〃 750 円/１通 

除かれた戸籍の記載事項証明 〃 450 円/１件 

届出・申請の受理証明又は記載事項証明 〃 350 円/１通 

特別の受理証明に関するもの 〃 1,400 円/１通 

住民票の写し 
謄本（世帯全員分） 〃 

200 円/1 人 

1 人増毎 50 円加算 

抄本（１人分） 〃 200 円/1 人 

住民票の記載事項証明 〃 200 円/1 件 

住民基本台帳カード 
・印鑑 ・本人確認書類 

・写真（Ｂタイプのみ必要） 
500 円/1 枚 

公的個人認証の電子証明書 
・住基カード 

・印鑑 ・本人確認書類 
500 円/1 件 

広域交付住民票の写し 

※本人・同一世帯員のみ 

謄本（世帯全員分） ・印鑑  

・官公署発行の顔写真付き本

人確認書類 

200 円/1 人 

1 人増毎 50 円加算 

抄本（１人分） 200 円/1 人 

住民基本台帳の閲覧 ※特別な事情によるもの 200 円/1 人 

戸籍の附票の写し ・印鑑 ・本人確認書類 200 円/１通 

身分に関する証明 ・印鑑 ・本人確認書類 200 円/１通 

埋火葬に関する証明 ・印鑑 ・本人確認書類 200 円/１通 

印鑑登録 

・登録する印鑑 

・官公署発行の顔写真付き本

人確認書類 

200 円/１件 

印鑑証明 ・印鑑登録証 200 円/１枚 

臨時運行許可 
・自賠責保険証 ・印鑑 

・本人確認書類 
750 円/１両 

船員法関係 
船員手帳の交付並びに書換え  1,950 円/１冊 

船員手帳の訂正  430 円/１件 

※本人以外の方が申請される場合、委任状（代理権授与通知書）が必要となることがあります。 

※「住民基本台帳カード」「公的個人認証の電子証明書」「住民基本台帳の閲覧」については、出張所

では取り扱いませんので、ご注意願います。 

※住民基本台帳の閲覧は特別の理由がある場合に限られます。詳しくはお問い合わせください。 

※「船員法関係」については、東北運輸局気仙沼海事事務所または唐桑総合支所の取扱いとなります。 

※下記の証明書の発行については、小泉公民館・大谷公民館でも取り扱います。 

   戸籍・除かれた戸籍の全部・個人事項証明書（謄抄本）、住民票の写し、戸籍の附票の写し、 

身分に関する証明、印鑑証明 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課     ℡22-3422 

唐桑総合支所 市民生活課  ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課  ℡42-2974 

階上出張所 ℡27-2300 大島出張所 ℡28-2601 

 

 

戸籍･住民票などの 

証明 
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■市税の主なもの 
税の種類 納税義務者 

市
民
税 

個人市民税 

１月１日現在、市内に住所がある方で、前年中に所得があった方 

１月１日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有

する方（家屋敷課税） 

法人市民税 市内に事務所・事業所を持つ法人など 

固定資産税 １月１日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有する方 

都市計画税 １月１日現在、都市計画区域内に土地・家屋を所有する方 

軽自動車税 
４月１日現在、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車（農

耕作業用を含む。）を所有する方 

 

■納 期 

１ 個人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 

税目 

月 

個人市民税 
固定資産税・都市計画税 

（年４回） 

軽自動車税 

（年１回） 普通徴収 

（年４回） 

特別徴収 

（年１２回） 

５月  

毎 月 
 
※６月から翌年５

月まで 

○ ○ 

６月 ○   

７月  ○  

８月 ○  
 

９月  ○  

１０月 ○   

１１月  ○  

１月 ○   

 

 

２ 法人市民税 

・原則として、事業年度終了の日の翌日から２か月以内 
 

 

 

 

 

■問い合わせ先／総務部 税務課       ℡22-3404 

        唐桑総合支所 総務企画課 ℡32-4520 

本吉総合支所 総務企画課 ℡42-2600（内線 318～319） 

市 税 

 
税 金 

※ 軽自動車の車検には

納税証明が必要です。  

※ 譲渡や廃車などの異

動があった場合は、関

係機関に必ず届出を

してください。 
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■納付方法 
≪現金納付（納付書による納付）≫ 

 本庁・総合支所・出張所・金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行（郵便局）で納付

してください。 

また、納税貯蓄組合を通じて納付する方法もあります。 

  
≪口座振替による納付≫ 

 市税の納付には、口座振替をおすすめします。 

なお、残高不足による振替不能防止のため「総合口座」での口座振替がお勧めです。 

詳しくは、６７ページの「口座振替」をご覧ください。 

 

■各種証明書 
 税の各種証明書については、本庁・総合支所及び出張所で交付します。 

種  類 手数料 備  考 

所得・課税に関する証明 200 円／1件  

納税に関する証明 200 円／1件 １人につき 1年度ごとの 1税目 

固定資産に関する証明 200 円／1件 1 筆・1棟・1種増毎 50 円加算 

住宅用家屋証明 800 円／1件  

営業または業務に関する証明 200 円／1件  

扶養親族に関する証明 200 円／1件  

固定資産税名寄帳・図面の閲覧等手数料 200 円／1回  

※証明書の申請には、印鑑と本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）が必要になります。本人・同一世帯

の方・納税管理人以外の方が申請する場合は、委任状（代理人選任届）が必要です。 

※証明書の交付は、郵便でも申請できます。 

※下記の証明書の発行については、小泉公民館・大谷公民館でも取り扱います。 

 

（所得・課税に関する証明、納税に関する証明、固定資産に関する証明、扶養親族に関する証明） 
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■次のような場合は、必ず１４日以内に届出をしてください。 

 別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要です。 

市保険課、唐桑・本吉総合支所のほか、階上・大島出張所でも届出ができます。 

区    分 届出に必要なもの 

国民健康保険に加

入するとき 

 
※新たに加入する

方は口座振替での

納税をお願いしてい

ます。 

 

他の健康保険をやめたとき 

印鑑、職場の健康保険をや

めた証明書 

（資格喪失連絡票） 口座振替申

込のため、下

記のものを

ご持参くだ

さい。 

 

●預金(貯金) 

通帳 

●届出印 

 

記入後、金融

機関への届

出が必要に

なります。 

他の健康保険の被扶養者からはずれたとき 

印鑑、被扶養者でなくなっ

た証明書 

（資格喪失連絡票） 

他の市区町村から転入してきたとき 

印鑑、転出証明書、 

特定同一世帯所属者である

旨の証明書（該当する方） 

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書 

外国籍の方が加入するとき 印鑑、在留カード等 

子どもが生まれたとき 印鑑、母子健康手帳 

国民健康保険を脱

退するとき 

他の健康保険に加入したとき 印鑑、国民健康保険の保険証、職場の健康

保険証（後者が未交付の場合は、加入した

ことを証明するもの） 他の健康保険の被扶養者になったとき 

他の市区町村へ転出するとき 印鑑、保険証 

生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 

外国籍の方が脱退するとき 印鑑、保険証、在留カード等 

死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの 

その他のとき 

住所・氏名・世帯主が変わったとき 印鑑、保険証 

世帯を分けたとき 

世帯を一緒にしたとき 
印鑑、保険証 

被保険者証を紛失したとき 
印鑑、本人確認できるもの（運転免許証な

ど） 

修学により他の市区町村へ住所を変更する

とき 
印鑑、保険証、在学証明書 

福祉施設入所等により他の市区町村へ住所

を変更するとき 
印鑑、保険証 

保険証＝国民健康保険被保険者証 

 

■問い合わせ先／市民生活部 保険課     ℡22-3419 

        唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

        本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 
国民健康保険 

 
医療保険・国民年金 
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■医療費が高額になるときは 
○「限度額適用認定証」（住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）の交付を受けま

しょう。 

あらかじめ国保の窓口に申請し、限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すれば、医療機関への支

払いを高額療養費の自己負担限度額までで済ませることができます。 

住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。 

  ○同じ月内の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額

を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。 

《70 歳未満の方の自己負担限度額（月額）》（平成 27年 1月から） 《70 歳から 75 歳の方の自己負担限度額（月額）》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注➀：多数該当とは､過去 12 ヶ月以内に４回以上高額療

養費の支給があった場合、４回目以降の自己負担

限度額です 

高額療養費の算定には様々な条件があり、自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。 

詳しくは市保険課にお問い合わせください。 

国民健康保険以外の保険に加入されている方は、ご加入の保険にお問い合わせください。 
 

■国民健康保険税 
 ○保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納付金分を合わせたものとなります。 

・医療保険分と後期高齢者支援金分は、所得割、均等割、平等割の合計です。 

・介護納付金分は、所得割、均等割の合計です。 

また、介護納付金分は介護保険の第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の人）についてのみ

算定します。 

 ○保険税率及び賦課限度額は、年度ごとに医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞ

れに定めています。 

 

■納 期 
〈特別徴収〉 一定の要件を満たした方は、原則として、年６回の老齢（退職）年金、障害年金及び

遺族年金から天引きされます。 

４月、６月、８月 仮徴収 保険税が確定しないため、前年度２月分の保険税額と同じ金額となります。 

１０月、１２月、 

翌年２月 
本徴収 

保険税を確定し、仮徴収額を差し引いて、残りの３回の額が均等になるように

振り分けた金額です。 
 
〈普通徴収〉 上記特別徴収以外の方は、年１２回(暫定賦課４回・本賦課８回)に振り分けて、毎月

納付書や口座振替での納付となります。 

４月～７月 暫定賦課 保険税が確定しないため、前年の保険税額の４／１２の金額となります。 

８月～翌年３月 本賦課 
保険税を確定し、暫定賦課額を差し引いて、残りの８回の額が均等になるよう

に振り分けた金額です。 

 
※ 口座振替取扱い金融機関については、６７ページをご覧ください。 

 

注➀ 

注➀ 

ア
基礎控除後の所得

９０１万円超

２５２，６００円＋
<医療費－842,000円>×1％
（多数該当：140,100円　）

イ
基礎控除後の所得

６００万円超～

９０１万円以下

１６７，４００円＋
<医療費－558,000円>×1％
（多数該当：93,000円　）

ウ
基礎控除後の所得

２１０万円超～

６００万円以下

８０，１００円＋
＜医療費－267,000円＞×1％

（多数該当：44,400円　）

エ
基礎控除後の所得

２１０万円以下

５７，６００円
（多数該当：44,400円　）

オ 住民税非課税
３５，４００円

（多数該当：24,600円　）

所得要件 自己負担限度額世帯区分

注➀ 

注➀ 

注➀ 

注➀ 

外来（個人単位） 外来＋入院・世帯単位

24,600円

15,000円

一　　般 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ

8,000円

低所得Ⅰ

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者 44,400円
80,100円＋

<医療費－267,000円>×1％
（多数該当：44,400円）
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■対象者 

７５歳以上の方または、一定の障害がある６５歳から７４歳までの方で加入を希望する方。 

 

■後期高齢者医療制度で医療を受けるとき 

医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証を提出してください。一部負担金は、外来、入院

とも、かかった費用の１割です。ただし、一定以上の所得がある方は３割を負担します。 

 

■医療費が高額になった場合 

  １か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分があとから高額療養費として

払い戻しされます。 

ただし、差額ベッド代、食事代、日用品や保険適用外診療は医療費に含みませんので、払い戻し

の対象にはなりません。 

 

≪自己負担限度額（月額）≫ （表１） 

区    分 
窓口での 

負担割合 

外来限度額 

（個人ごと） 

外来と入院を合わせた限度額 

（世帯ごと） 

現役並み所得者 ３割 ４４，４００円  
８０，１００円＋１％ 注① 

（４４，４００円） 注② 

一般 

１割 

１２，０００円  ４４，４００円 

低所得者Ⅱ ※ 
８，０００円  

２４，６００円 

低所得者Ⅰ ※ １５，０００円 

注①  ：「＋１％」は、医療費が 267,000 円を超えた場合に、超過額の１％を追加されます。 

注② ：（ ）は、過去１２か月以内に世帯単位（外来+入院）の限度額を超える高額療養費の支給月数が４か月

以上ある場合の、４か月目からの金額です。 

○高額介護合算療養費について 

計算期間内（８月～翌年７月）の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が一定額

を超えた場合、申請により支給されます。 

 

■入院したときは、食事代の負担があります 
≪入院時の食事代≫ （表２） 

区      分 １食あたり負担額 

現役並み所得および一般 ２６０円 

低所得者Ⅱ※ 
９０日以内の入院 ２１０円 

９０日を超える入院 （過去１２か月の入院日数） １６０円 

低所得者Ⅰ※ １００円 

 

 

※低所得者Ⅰ、Ⅱの方（住民税非課税世帯）は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に

提示すると、医療費の支払いが医療機関ごとに限度額までとなり、食事代の負担も軽くなります。 

申請方法についてはお問い合わせください。 

 

■問い合わせ先／ 

市民生活部 保険課      ℡22-6600（内線 378･379） 

 唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

 本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 
後期高齢者医療制度 



 

30 

 
≪保険料の決め方≫ ※保険料総額は 100 円未満切り捨て 

■保険料 

保険料は、宮城県後期高齢者医療広域連合で、次の方法で個人ごとに決定します。 

なお、世帯の所得により軽減措置があります。 
  

 

 

 

 

 

 

※「均等割額」と「所得割率」は、２年ごとに設定されます。 
 

 

■納期 
〈特別徴収〉原則として、年６回の老齢（退職）年金、障害年金及び遺族年金から天引きされます。 

〈普通徴収〉上記特別徴収以外の方は、７月（１期）から翌年３月（９期）まで、納付書や口座振

替での納付となります。 

※ 口座振替取扱金融機関については、６７ページをご覧ください。 

 

■資格関係の届出 
 次のような場合は、各窓口へ届出をしてください。 
 

区    分 必要なもの 期  限 申請窓口 

他市区町村へ転出するとき 
保険証 

印鑑 
すみやかに 

保険課 

 

唐桑総合支所 
（市民生活課） 

 
本吉総合支所 

（市民生活課） 

 

階上出張所 

大島出張所 

他市区町村から転入してきたとき 

他市区町村の転出証明書 

印鑑 

※宮城県外から転入した場合、負担区分

証明書 

１４日以内 

死亡したとき 

（葬祭費支給申請） 

死亡した方の保険証 

葬祭を行った方の印鑑、預金通帳等 

葬祭を行った方が確認できる書類 

          （会葬礼状等） 

すみやかに 

保険証を紛失したり、汚れて使えなく

なったとき 

（再交付申請） 

印鑑 

窓口にお越しになる方の身分証明書 

 ※別世帯の方が手続きするときは委

任状も必要です 

保険証（汚損の場合） 

【注意】自宅以外で紛失したり盗難にあ

ったときは、警察署（交番・駐在所も可）

にも届出してください。 

随時 

６５歳～７４歳で一定の障害がある方

が、加入を希望するとき 

印鑑 

次のうちのいずれか 

・障害年金の証書 

・障害者手帳（身体・療育・精神） 

・医師の診断書 

随時 

保険課 
生活保護を受けなくなったとき 

保護廃止決定通知書 

印鑑 
すみやかに 

生活保護を受けるようになったとき 

保険証 

保護開始決定通知書 

印鑑 

すみやかに 

保険証 ＝ 後期高齢者医療被保険者証 
 

均等割額（※） 
（被保険者１人当たり） 

 

保険料 

 

＝ 
 

＋ 
所得割額 

（［前年の総所得金額 

   －３３万円]×所得割率（※）） 
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■加入する方 
 日本国内に住所がある２０歳以上６０歳未満のすべての方が加入しなければなりません。 

 

■加入者の種類 
国民年金の加入者（被保険者）は次の３種類に分けられます。 

被保険者の種類 内          容 

１号被保険者 自営業者・学生など（厚生年金や共済年金に加入していない方） 

２号被保険者 会社員・公務員など（厚生年金や共済年金に加入している方） 

３号被保険者 第２号被保険者に扶養されている配偶者 

 

○次のような方は、希望により国民年金に加入できます。（任意加入被保険者） 

  ・日本国内に住所のある６０歳以上６５歳未満の方 

  ・受給資格期間に納付等の期間が足りない６５歳以上７０歳未満の方 

  ・老齢（退職）年金の受給者で６０歳未満の方 

  ・日本国籍があり、外国に住所のある２０歳以上６５歳未満の方 

 

■次のような場合は、届け出をしてください。 

区  分 届出の種類 届出期限 届出に必要なもの 

20 歳になった 

とき 

国民年金の加入届 14 日以内 被保険者資格届書、印鑑、学生証（学生納

付特例を申請される場合） 

勤めを辞めた 

とき 

国民年金の加入届 

配偶者の種別変更届 

14 日以内 印鑑、年金手帳、退職を証明する書類 

厚生（共済）年金の脱退届 － 勤務先にお問い合わせください。 

住所、氏名を 

変更したとき 

（第１号被保険者） 

国民年金の住所、氏名変更届出書 

14 日以内 印鑑、年金手帳、年金証書（受給者のみ） 

60 歳になった 

とき 

国民年金納付満了 － 届出の必要はありません。 

国民年金の繰上げ支給の請求（希

望者） 

－ 印鑑、年金手帳、住民票謄本（住民票コー

ド）、戸籍謄本、預金通帳、その他必要な

書類 

厚生年金特別支給の請求 － 年金事務所へお問い合わせください。 

65 歳になった 

とき 

国民年金の裁定請求 － 印鑑、年金手帳、住民票謄本（住民票コー

ド）、戸籍謄本、預金通帳、その他必要な

書類 

死亡したとき 

老齢・障害・遺族・寡婦年金受給

者の未支給死亡届 

（死亡届とは別に必要） 

14 日以内 印鑑、年金手帳、年金証書、住民票除票、

住民票謄本、戸籍謄本、預金通帳（請求者

名義）、その他必要な書類 

※階上出張所・大島出張所でも届出ができます。 

※必要な書類については、事前にお問い合わせください。 

■問い合わせ先／市民生活部 市民課     ℡22-3423 

        唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 
国民年金 
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■年金の種類 

種  類 支 給 の 要 件 

老齢基礎年金 

25年の受給資格期間がある方が、原則として65歳以上になったときから支給されます。

加入可能年数すべての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料

の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。 

障害基礎年金 

国民年金加入中の病気やけがで障害が残った（政令で定められた１・２級の障害）とき

や 20 歳前の病気やけがで障害の状態になった方で、一定の条件を満たす人に「障害基

礎年金」が支給されます。 

遺族基礎年金 

国民年金加入者（被保険者）または老齢基礎年金を受ける資格があった配偶者が受給前

に死亡したとき、18 歳（障害者は 20 歳）未満の子がある妻（夫）または子に「遺族基

礎年金」が支給されます。 

寡婦年金 
老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、一定の条件を満たす妻

に 60 歳から 65 歳まで「寡婦年金」が支給されます。 

死亡一時金 
国民年金の保険料を３年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基

礎年金または寡婦年金を受けられない場合に「死亡一時金」が支給されます。 

付加年金 
月額 400 円の付加保険料を納めた方に、200 円×納めた月数の額が老齢基礎年金に加算

されます。 

 

■納付の方法等 

被保険者の種類 納 付 方 法 

第１号被保険者 

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局・指定されたコンビニエンス

ストアで納付してください。また口座振替や、クレジットカードによる納付も利用でき

ます。 

第２号被保険者 給料から天引きされます。 

第３号被保険者 
自分で納める必要はありません。第２号被保険者である配偶者が加入している厚生年金

や共済年金が負担します。 

 

○保険料は、２０歳から６０歳までの４０年間納めることになっています。 

  定額保険料・・・月額 15,250 円（平成 26 年度）※平成２７年度は月額 15,590 円になります。 

  付加保険料・・・月額 400 円（申出必要） 

○割引制度 

  １年分または半年分などの保険料を一括納付したり、納付月の保険料をその月末に口座振替する

と割引される制度です。また、口座振替に限り２年前納ができます。 

○保険料の免除制度 

 保険料の納付が困難なときは、申請によって納付が免除または猶予される制度があります（申請

免除）。申請免除には「全額免除」・「４分の３免除」・「半額免除」・「４分の１免除」・「納付猶予    

（３０歳未満）」があります。 

  また、所得が無い学生の方は、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が利用

できます。 

保険料の免除は、過去２年分までさかのぼって申請することができます。
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■児童手当 

対象者 支給額（月額） 支給時期 

中学校修了前（15歳に達した日以降

の最初の３月３１日まで）の児童を養

育している方 

・３歳未満 一律       15,000円 

・３歳以上小学校修了前 

 第１子及び第２子    10,000円 

第３子以降       15,000円 

・中学生  一律       10,000円 

・特例給付（所得制限以上）一律 5,000円 

2月・6月・10月にそれぞれの前

月分までが支給されます。 

※手当を受けるためには、認定請求が必要です。また、所得制限があります。 

 

■児童扶養手当 

対象者 支給額（月額） 支給時期 

「父」又は「母」がいないか、「父」又は

「母」が一定の障害の状態にある家

庭等で、18歳に達した日以降の最初

の3月31日までの児童（障害がある

場合は20歳未満）を扶養している

「父」、「母」又は「養育している方」 

○児童1人のとき： 

・全部支給される方 41,020円 

・一部支給される方 

 41,010円～9,680円(10円刻みの額) 

○児童2人のとき： 5,000円加算 

○児童3人以上のとき： 

 第3子以降1人につき3,000円加算 

（平成26年4月以降） 

4月・8月・12月に、それぞれの

前月分までが支給されます。 

※手当を受けるためには、認定請求が必要です。また、所得制限があります。 

 

■特別児童扶養手当 

対象者 支給額（月額） 支給時期 

在宅の20歳未満で、身体または精神

に重度（1級）及び中度（2級）の障害

のある児童を養育している方 

重度障害児（1級）   49,900円 

中度障害児（2級）   33,230円 

（平成26年4月以降） 

4月・8月はそれぞれの前月分ま

で、11月は11月分までが支給さ

れます。 

※手当を受けるためには、認定請求が必要です。また、所得制限があります。 

 

■医療費助成制度 

名称 対象者 助成内容 備考 

子ども医療費助成 

０歳～中学３年生 

（9歳に達した年度の末日まで） 

通院は小学３年生、入院は中学３年生

までとして、医療費保険診療分の一部

負担額を助成（高額療養費等は除く） 

所得制限あり 

母子・父子家庭医療

費助成 

18歳に達した日以降の最初の3

月31日までの間にある児童を扶

養している方及び当該児童 

入院：医療費自己負担額から月1件

2,000円を控除した額 

通院：医療費自己負担額から月1件

1,000円を控除した額 

所得制限あり 

■問い合わせ先／保健福祉部 子ども家庭課  ℡22-3429  市民生活部保険課 ℡22-3419 

        唐桑総合支所 保健福祉課  ℡32-4811 市民生活課    ℡32-4522 

本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 市民生活課    ℡42-2974 

 

 

児童福祉 

 
福 祉 
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■認可保育所 

 １ 施設及び利用定員 下記のとおりです。 

 ２ 対 象 年 齢  ２ケ月から就学前の児童（施設により入所可能年齢が異なります） 

 ３ 保 育 時 間  月曜日から土曜日の午前７時３０分から午後６時３０分まで（施設により若

干異なります） 

 ４ 休 所 日  日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 ５ 保育料(月額)  住民税所得割額等に応じて決定されます（下記のとおりです）。 

            同一世帯から同時に複数の児童が入所した場合、２人目は半額、３人目以

降は無料となります。 

≪施設及び利用定員≫ 

１ 市立の保育所 

２ 私立の保育所 

                             

≪保育料（月額）≫ 

生活保護法による
被保護世帯
住民税非課税世帯

住民税所得割額
20,000円未満

住民税所得割額 20,000円以上
48,600円未満

住民税所得割額 48,600円以上
63,600円未満

住民税所得割額 63,600円以上
78,600円未満

住民税所得割額 78,600円以上
97,000円未満

住民税所得割額 97,000円以上
117,000円未満

住民税所得割額 117,000円以上
137,000円未満

住民税所得割額 137,000円以上
169,000円未満

住民税所得割額 169,000円以上
209,000円未満

住民税所得割額 209,000円以上
249,000円未満

住民税所得割額 249,000円以上
301,000円未満

住民税所得割額 301,000円以上
397,000円未満

住民税所得割額
397,000円以上

C12 60,000 58,900 36,000 35,300 31,000 30,400

C13 66,000 64,800 36,000 35,300 31,000 30,400

C10 45,000 44,200 34,000 33,400 31,000 30,400

C11 48,000 47,100 36,000 35,300 31,000 30,400

C8 35,000 34,400 31,000 30,400 29,000 28,500

C9 42,000 41,200 32,000 31,400 29,000 28,500

C6 28,000 27,500 24,000 23,500 24,000 23,500

C7 30,000 29,400 27,000 26,500 27,000 26,500

C4 22,000 21,600 20,000 19,600 20,000 19,600

D5 24,000 23,500 21,000 20,600 21,000 20,600

C２ 15,000 14,700 13,000 12,700 13,000 12,700

C3 21,000 20,600 18,000 17,600 18,000 17,600

C1 13,000 12,700 10,000 9,800 10,000 9,800

6,000 5,800 4,000

階層区分

A 0 0 0 0

保育料（月額）
３歳未満児

標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

0 0

B

３歳児 ４歳以上児

3,900 4,000 3,900

 

※年度途中入所の場合は、児童の４月１日現在の年齢の基準額が適用されます。 

※同一世帯から２人以上の児童が同時入所している場合、２人目は半額、３人目は無料となります。 

 

（1）内の脇保育所 

（4）牧沢きぼう保育所 

（7）階上保育所 

（45 人） 

（70 人） 

（55 人） 

（2）かやの実保育所 

（5）崎浜保育所 

（8）新月保育所 

（60 人） 

（45 人） 

（80 人） 

（3）松岩保育所 

（6）鹿折保育所 

（9）津谷保育所 

（45 人） 

（75 人） 

（70 人） 

（1）気仙沼第二保育所 （40 人） （2）新生保育園  （30 人） 

■問い合わせ先／保健福祉部 子ども家庭課  ℡22-3429 

        唐桑総合支所 保健福祉課  ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 

 

保育所 
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母子世帯等の場合は、次のとおり保育料が軽減になります。 

住民税非課税世帯

住民税所得割額
20,000円未満

住民税所得割額 20,000円以上
48,600円未満

保育料（月額）
３歳未満児

標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

B

C２

C1 8,800

14,000 13,700 12,000 11,700 12,000

階層区分

0 0 0 0 0 0

12,000 11,700 9,000 8,800 9,000

11,700

３歳児 ４歳以上児

 

 

≪認可保育所での保育を希望する場合≫ 

 平成２７年４月から認可保育所に入所する際には、利用（入所）のための認定を受けていただきま

す。認定は、年齢や利用希望によって次の３つの区分がありますが、認可保育所の利用を希望する場

合には、保育認定（２号・３号認定）を受けていただく必要があります。 

なお、認定申請は、保育所入所申込みと同時にしていただくことになります。 

認定区分 対象 利用先

１号認定

（教育標準時間認定）

２号認定

（保育認定）

３号認定

（保育認定）

子どもが満３歳以上で、幼稚園での教育を希望する
場合

幼稚園

子どもが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」
に該当し、保育所での保育を希望する場合

認可保育所

子どもが満３歳未満で、「保育を必要とする事由」
に該当し、保育所での保育を希望する場合

認可保育所

 

 

≪保育認定を受けるためには≫ 

 保育認定は、保護者のいずれもが次の事由に該当することが必要です。 

 また、保育認定は、保育の必要量として、保護者の保育を必要とする事由や就労時間に応じて「保

育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。 

 

 ●保育を必要とする事由 

  □ 就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間や居宅内の労働など） 

  □ 妊娠、出産 

  □ 保護者の疾病、障害 

  □ 同居または長期入院等をしている親族の看護・介護 

  □ 災害復旧 

  □ 求職活動（起業準備を含む） 

  □ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

  □ 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要なこと 

  □ その他、上記に類する状態として市が認める場合 

 

 ●保育の必要量 

  □ 保育標準時間・・・・両親のフルタイム就労等を想定した利用時間（１日最長１１時間の中で

必要となる保育時間） 

              

  □ 保育短時間・・・・・両親またはいずれかがパートタイム就労等（短時間就労等）を想定した

利用時間（１日最長８時間の中で必要となる保育時間） 
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■小規模保育所 

 １ 施設及び定員  下記のとおりです。 

 ２ 対 象 年 齢  ４月１日現在で満３歳から就学前の児童 

 ３ 保 育 時 間  月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後３時まで 

 ４ 休 所 日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 ５ 保育料（月額）   （1）生活保護世帯     0円 

            （2）母子・父子家庭  8,500円 

            （3）上記以外     17,000円 

  ※小原木保育園  （1）生活保護世帯      0円 

           （2）市民税非課税世帯 4,000円 

           （3）上記以外     8,000円 

同一世帯から同時に複数の児童が入所した場合、２人目から半額 
≪施設及び定員≫ 

１ 市立の保育所 

 

■入所申し込み 

 保育所では、年度途中での入所も随時受け付けております。 

 ※入所可能な施設をご案内できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

■児童館 

 自由に利用でき、安全に遊べる施設です。 

 １ 施設 

 ２ 利用時間  火曜日から土曜日の午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 

 

■ファミリー・サポート・センター 

  会員登録制の相互援助活動により、子どもの短時間預かりや送迎など、子育てのお手伝いをする

仕組みです。 

≪会員登録≫ 

  子育ての援助を希望する方（利用会員）、子育ての援助ができる方（協力会員）は、登録が必要で

す。詳しくは、本庁子ども家庭課内のファミリー・サポート・センター、または総合支所保健福祉

課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）中才保育所 

（4）月立保育所 

（7）くぐなり保育所 

 

（50 人） 

（30 人） 

（30 人） 

 

（2）前沢保育所 

（5）岩月保育所 

（8）小原木保育園 

（50 人） 

（60 人） 

（50 人） 

（3）石甲保育所 

（6）波路上保育所 

 

（60 人） 

（55 人） 

 

（1）古町児童館 

（4）鮪立児童館 

 

（2）赤岩児童館 

 

（3）大島児童館 
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１ 施 設  （１）気仙沼小学校区（校地内施設） 

（２）九条小学校区 （学校教室） 

（３）鹿折小学校区 （校地内施設） 

（４）松岩小学校区 （校地内施設） 

（５）新城小学校区 （校地内施設） 

（６）階上小学校区 （校地内施設・学校教室） 

（７）面瀬小学校区 （校地内施設・学校教室） 

（８）津谷小学校区 （本吉子育て支援センター内） 

（９）馬籠小学校区 （学校教室） 

（10）小泉小学校区 （学校教室） 

（11）大谷小学校区 （校地内施設） 

 

 

２ 対 象 児 童  保護者が就労等により、放課後等に留守家庭となる１～６年生までの児童 

 

 

３ 定 員  各施設にお問い合わせください。 

（利用希望児童数が定員を超過した場合は、世帯や児童の状況を総合的に判断

し、事業実施者にて優先順位を決定します。） 

 

４ 開所日・時間  （１） 月 ～ 金曜日：授業終了後   ～ 午後６時３０分 

（２） 土 曜 日：午前７時３０分 ～ 午後６時３０分 

（３） 長期休業期間：午前７時３０分 ～ 午後６時３０分 

※上記施設（８）～（１１）の施設は、終了時間は午後７時となります。 

 

 

５ 休 所 日  （１） 日曜日・祝日 

（２） お盆期間 

（３） 年末年始期間 

（４） 災害等による学校臨時休業日 

（５） 上記（１）～（４）のほか、事業実施者が必要と認める日 

※各施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。 

 

６ 短 期 利 用  事前面接・事前登録が必要（詳しくは各クラブにお問い合わせください。） 

          ※定員を超過する場合は利用できません。 

１ 一時預かり 

●対  象 ：保護者の就労や通院等により、やむを得ず緊急・一時的

に留守家庭となる児童 

●受入期間 ：１日単位（希望により連続、複数日も可） 

●利用申込 ：原則３日前までに事業実施者に申し込みが必要 

 

２ 長期休業期間のみの預かり 

●対  象 ：保護者の就労や通院等により、長期休業期間中に留守家

庭となる児童 

●受入期間 ：休業期間中の午前７時３０分から午後６時３０分まで 

       （本吉地域は午後７時まで） 

●利用申込 ：受付期間などは事業実施者が設定 

 

 

 

■問い合わせ先／保健福祉部 子ども家庭課  ℡22-3429 

        本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 

   

学童保育センター 
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７ 保護者負担額  １ 通常利用（通年） 

児童１人あたり、月額 ５，０００円（おやつ代含む） 

 

２ 短期利用 

（１）一時預かり（１回あたり） 

①午前７時３０分～午後１時の利用     ５００円 

②午後１時～午後６時３０分（本吉地域は午後７時）の間の利用 

                       ５００円 

③午前７時３０分～午後６時３０分（本吉地域は午後７時）の間の利用 

１，０００円 

※午後１時を基準とし、基準時間をまたぐ場合は利用時間を問わず 

１，０００円 

 

（２）長期期間中のみの預かり 

①夏季休業期間の利用          ７，５００円 

②冬季休業期間の利用          ３，５００円 

③学期末・始休業期間の利用       ３，５００円 

 

※別途、保護者会費が必要となる場合があります。 

 

 

８ 利用申込方法  （１）気仙沼地域 

各クラブに直接申し込んでください。 

（２）本吉地域 

本吉総合支所保健福祉課に問い合わせください。 

 

※施設により事業実施者が異なります。利用方法は各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 
 
 
 

■身体障害者手帳 

  身体障害者（児）の方が、サービスを利用するために必要な手帳です。この手帳は、目・耳・肢

体・心臓・じん臓・呼吸器・直腸など、身体に一定以上の障害がある場合に交付の対象になります。 

 

■療育手帳 

  知的障害者（児）の方が、サービスを利用するために必要な手帳です。 

 

■精神障害者保健福祉手帳 

  精神障害者の方がサービスを利用するための手助けとして、また、指導・相談を受けるために必

要な手帳です。手帳は 2年ごとの更新手続きが必要です。 

 

■手 当 

名  称 対 象 者 支 給 額 備  考 

特別障害者手当 

精神又は身体に重度の障害を有するために、

日常生活において常時特別な介護を必要と

する 20 歳以上の在宅で生活している方 

月額 26,000 円 

（平成 27 年 3月現在） 

所得制限あり 

障害児福祉手当 

精神又は身体に重度の障害を有するために、

日常生活において常時特別な介護を必要と

する 20 歳未満の在宅で生活している方 

月額 14,140 円 

（平成 27 年 3月現在） 

所得制限あり 

経過的福祉手当 

昭和 61 年 3 月 31 日において 20 歳以上であ

り、昭和 61 年 4 月 1 日において従前の福祉

手当の受給資格を有し、特別障害者手当の支

給要件に該当せず、障害基礎年金を受けられ

ない方 

月額 14,140 円 

（平成 27 年 3月現在） 

所得制限あり 

特別児童扶養手当 
３３ページを参照 

 

■医療費助成制度 

名  称 対 象 者 支 給 額 備  考 

心身障害者医療費助

成 

身体障害者手帳 1・2 級および内部障害 3 級

の方、療育手帳 A判定（職親委託の場合Ｂ判

定含む）の方、特別児童扶養手当 1級の受給

者 

健康保険の適用となる

医療費自己負担額を全

額助成 

所得制限あり 

 

■自立支援のサービス 

  障害のある方の自立した生活を支えるため、障害者総合支援法に基づく次の各サービスを実施し

ています。 

これらのサービスの利用に関しては、福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害支援

区分の認定が必要となる場合もあります。 

また、障害児（18 歳未満）については、児童福祉法による通所サービスを実施しています。 

 

■問い合わせ先／保健福祉部 社会福祉課   ℡22-6600（436～439） 

        唐桑総合支所 保健福祉課  ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 

        障害者生活支援センター  ℡24-5161 
障害者福祉 
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名  称 内  容 

介 
 
 

 

護 
 
 
 

給 
 

 
 

付 

居宅介護 

入浴、排泄、食事の介護など、居宅での生活全般にわたるサービス 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移

動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護 

行動の際に生じる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援。行動において

著しい困難のある方が対象となります。 

療養介護 

医療を受けながら、介護の提供を受けることができるサービス。主に日中、病院

などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生

活上の援助などを行います（18 歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付

の対象となります。）。 

生活介護 

主に日中、入浴、排泄、食事の介護や創作活動及び生産活動などのサービスを行

います。常に介護を必要とする方が対象となります（18 歳未満については、児童

福祉法に基づく施設給付の対象となります。）。 

短期入所 

家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設での介護を行います。 

施設入所支援 

施設入所者に対して提供される介護サービス（主に夜間に提供されるもの）です

（18 歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。）。 

訓 

練 
等 
給 

付 

自立訓練 

身体機能や生活能力向上のための訓練など、自立した日常生活や社会生活を営む

ために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 

就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。 

就労継続支援 
通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象とする継続的な就労支援を行

います。 

共同生活援助 

共同生活を営む住居において、相談、その他日常生活上の援助を主に夜間に提供

されるものです（原則として、18 歳以上の方を対象としています。）。 

障
害
児
給
付 

児童発達支援 

日常で必要となる基本動作の指導、集団生活への適応訓練などを行うサービス。

未就学児の場合は児童発達支援、就学児の場合は放課後等デイサービス。 

放課後等デイサービス 

自立支援医療 

指定医療機関での特定の医療に要する、医療費の自己負担額の一部を公費負担す

る制度で、更生医療・育成医療・精神通院の三種類があります。利用にあたって

は、事前に申請をしていただき、「自立支援医療受給者証」の交付を受ける必要

があります。 
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名  称 内  容 

補装具費の支給 

事前の申請により、その必要に応じ、補装具（義肢、装具、車いすなど）の購入、

または修理に要する費用の助成を受けることができます。 

地
域
相
談
支
援
事
業 

地域移行支援 

施設や精神科病院に長期入所していた方が、地域での生活に移行するために必要

な準備を支援します。 

地域定着支援 

居宅で単身生活を送る方の緊急時の支援を行います。 

地 

域 

生 

活 

支 

援 

事 

業 

相談支援事業 
様々な相談に応じます。 

訪問入浴サービス事業 

重度の障害のため、居宅での入浴が困難な方は、移動訪問入浴車による入浴サー

ビスを利用することができます。 

移動支援事業 

外出時の円滑な移動を支援します（自立支援給付の対象とならないケースを対象

にします。）。 

日常生活用具給付事業 
在宅での日常生活を送るために必要となる用具について、障害程度等に応じて給

付します。 

意志疎通支援事業 
手話通訳を派遣する事業などを行います。 

地域活動支援センター事

業 

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、多様な活動の場を設けます。 

日中一時支援事業 

障害者等を日中、一時的に預かることにより、家族の負担を軽減するとともに、

社会に適応するための訓練等を行います。 

自動車運転免許取得助

成事業 

障害者の就労や社会参加を促進するため、自動車運転免許取得に要する費用の一

部を助成します（事前の申請が必要です。）。 

※所得税非課税世帯対象 

自動車改造費助成事業 

障害者の就労や社会参加を促進するため、自らが所有し運転する自動車の操作及

び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成します（事前の申請が必要で

す。）。 

※所得税非課税世帯対象・障害の部位・等級による条件があります。 

障害者社会参加促進助

成事業 

障害者の社会参加促進を図るため、タクシー券または燃料券を交付しています。 

 ※障害の等級による条件があります。 

※原則として手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）の取得が必要です。 

※制度改正により、変更されることがあります。 

 

■その他のサービス 

  在宅酸素療法者酸素濃縮器利用電気料金の助成や、難聴児補聴器給付事業などのサービスがあり

ます。 

※原則として、サービスの利用には事前の申請が必要となります。 
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事 業 名 対     象 内     容 利用者負担金 

ひとり暮らし高齢者

等緊急通報システ

ム事業 

在宅のひとり暮らし高齢者 家庭用緊急通報機器を貸与し、簡

単な操作による通報で協力員が

駆けつけ、緊急時に対応します。 

電話回線使用料 

高齢者日常生活用

具給付等事業 

要援護高齢者、 

ひとり暮らし高齢者 

日常生活用具を給付または貸与

します。 

生計中心者の所得

税額に応じた額 

外出支援サービス

事業 

「要介護１以上の単身世帯、高齢

者のみの世帯、高齢者のいる２人

世帯に属し、居宅に車両の乗り入

れが困難な方」か「要介護１以上

の市民税非課税世帯の在宅高齢

者等」 

居宅と保健福祉施設及び医療機

関等との間の移動を支援します。 

月４回まで（１回＝片道） 

平成 24 年４月以降

は無料 

給食（配食）サービ

ス事業 

65 歳以上の単身世帯、高齢者のみ

の世帯、または身体障害者で食事

の調理が困難な方 

栄養バランスのとれた食事を提

供し、利用者の安否を確認しま

す。 

週２回以内 

食材料費として、 

1 食 300 円 

軽度生活支援事業 

おおむね 65 歳以上の単身世帯及

び高齢者のみの世帯に属する市

民税非課税世帯の高齢者であっ

て、日常生活上の援助が必要と認

められる方 

外出時の援助、食事・食材の確保、

寝具類等大物の洗濯・日干し・ク

リーニングの洗濯物搬出入など

です。 

週１回程度（約１時間）月４回ま

で 

1 回 85 円 

生きがい活動支援

通所事業 

おおむね 65 歳以上の高齢者など 各種講座を開催します（講座会場

までの送迎有）。 

無料（材料費等は実

費） 

訪問理美容サービ

ス事業 

要介護３以上の単身世帯、高齢者

のみの世帯、または身体障害者で

一般の理美容サービスを利用す

ることが困難な方 

在宅で散髪等の理美容サービス

です。 

 

理美容料金は、実費

（市は、出張経費を

負担する。） 

家族介護用品支給

事業 

要介護３以上で介護用品が必要

な在宅高齢者を介護する家族で

市民税非課税世帯 

（介護保険特別給付のおむつ購

入費の支給対象者を除きます。） 

給付券を交付し、登録店で給付

（使い捨て手袋、清拭剤、ドライ

シャンプー等）を受けられます。 

給付限度額を超え

る金額 

■問い合わせ先／保健福祉部 高齢介護課  ℡22-6600(内線 402・403) 

        唐桑総合支所 保健福祉課 ℡32-4811 

        本吉総合支所 保健福祉課 ℡42-2975 

 
高齢者福祉 
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事 業 名 対     象 内     容 利用者負担金 

介護家族支援レス

パイト事業（緊急時

のショートステイ） 

緊急の理由で、一時的に要援護高

齢者の介護ができなくなった方 

短期入所ベッドを利用して、要援

護高齢者を一時的に介護します

（７日間以内）。 

1 日 2,060 円 

 

※変更する場合が

あります 

認知症高齢者家族

やすらぎ支援事業 

在宅で、軽度の認知症高齢者を介

護する家族 

市に登録した「やすらぎ支援員」

が認知症高齢者の自宅を訪問し、

見守りや話し相手をします（月 20

時間まで）。 

1 時間 60 円 
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■生活保護 

  生活保護は、憲法の理念に基づき生活に困っている方に対して、健康で文化的な最低限度の生活

を保障するとともに、その世帯の自立を助長する制度です。 

  生活保護を受けるには申請手続きが必要です。世帯の収入、資産、各種援助制度等を活用しても、

最低限度の生活を維持するうえで不足しているお金や物品を支給します。 

保護の種類 保 護 の 範 囲 

生 活 扶 助 衣食その他、日常生活に必要な費用（飲食物、光熱、衣料、寝具、移送費など） 

教 育 扶 助 義務教育に必要な費用（教科書、学用品など） 

住 宅 扶 助 家賃、地代、住宅の維持・補修に必要な費用 

医 療 扶 助 病気の治療などに必要な費用 

介 護 扶 助 介護などに必要な費用 

出 産 扶 助 出産に必要な費用 

生 業 扶 助 
商売をはじめたり、技術を覚えたり、就職するときに必要な費用、高等学校等の教材代・授

業料など 

葬 祭 扶 助 葬祭に必要な費用 

 

■生活福祉資金貸付制度 

  低所得者世帯や高齢者のみの世帯、障害者世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うこと

により、世帯の生活安定と経済的自立を図ることを目的に宮城県社会福祉協議会が資金の貸付を行っ

ています。 

資金の種類 資 金 の 内 容 受付窓口 

福 祉 資 金 

生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、住宅の増改築・

補修、障害者自動車の購入、負傷又は療養に必要な経費、就職・技能習

得等の支度経費等、日常生活上一時的に必要な資金 

社会福祉協議会 

℡22-0709 

福祉資金・緊急小口資金 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の資

金 

教 育 支 援 資 金 
学校教育法に規定されている学校の授業料、または入学するための支度

資金 

総 合 支 援 資 金 
2年以内の失業や離職等の減収により生活困窮した場合、再就職や生活

再建までの聞に必要な資金 

不動産担保型生活資金 
居住している自己所有の不動産に将来にわたって住み続けることを希

望する高齢者世帯に、不動産(土地)を担保として生活費を貸付する資金 

生活復興支援資金 
東日本大震災により被災した世帯に、当面の生活に必要となる経費等の

貸付を行い、生活の復興を支援するための資金 

 

 

■問い合わせ先／保健福祉部 社会福祉課   ℡22-3428 

        唐桑総合支所 保健福祉課  ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 社会福祉 
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■加入対象者 

 ４０歳以上のすべての方が加入します。 

加入者（被保険者）は年齢によって、次の２つに分かれます。 

区  分 対象年齢 受給対象者 被保険者証の交付 

第１号 

被保険者 

65 歳以上の方 気仙沼市の「要介護・要支援認定」を

受けた方（要介護者・要支援者） 

※介護が必要になった原因は問われ

ません。 

65 歳になられた月の翌月初めに交付

されます（誕生日が 1日の場合は当月

に交付）。 

※手続きは必要ありません。 

第２号 

被保険者 

40 歳から 64 歳ま

での医療保険加

入者 

介護保険で対象になる病気（特定疾

病）が原因で介護が必要になった方 

第 2号被保険者の方は、要介護認定を

受けた方と保険証の交付申請をした

方に交付されます。 

 

■介護サービス 

 介護サービスを利用される場合は、介護が必要であると認定される（要介護１～５）必要があり、

原則として利用料の１割を負担していただきます（制度改正により平成 27 年 8月から一部の方の利用

負担割合が変わります）。 

 また、支援が必要であると認定された方（要支援 1・2）は、各種介護予防サービスが利用できます。 

≪在宅で利用できるサービス≫ 

サービスの種類 要介護１～５の方 要支援１・２の方 

訪問介護（ホームヘルプ） 

【介護予防訪問介護】 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体

介護や家事援助を利用できます。 

利用者が自力では困難な行為につい

て、家族の支援などが受けられない場

合には、ホームヘルパーによるサービ

スが利用できます。 

訪問入浴介護 

【介護予防訪問入浴介護】 

移動入浴車で家庭を訪問し、入浴介助

を利用できます。 

居宅に浴室がない場合や、感染症など

の理由からその他の施設における浴室

の利用が困難な場合に限り、訪問によ

る入浴介助が利用できます。 

訪問看護 

【介護予防訪問看護】 

医師の指示に基づいて、看護師が家庭

を訪問し、じょくそうの処置、点滴の

管理などの必要な看護や家庭へのアド

バイスを受けられます。 

医師の指示に基づいて、看護師が家庭

を訪問し、介護予防を目的とした療養

上の世話や家庭へのアドバイスを受け

られます。 

訪問リハビリテーション 

【介護予防訪問リハビリテーショ

ン】 

医師の指示に基づいて、理学療法士や

作業療法士が家庭を訪問し、リハビリ

テーションや福祉用具の使用方法の指

導等を受けられます。 

医師の指示に基づいて、理学療法士や

作業療法士が家庭を訪問し、介護予防

を目的とした短期集中的なリハビリテ

ーションや福祉用具の使用方法の指導

等を受けられます。 

居宅療養管理指導 

【介護予防居宅療養管理指導】 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

歯科衛生士などが訪問し、療養上必要

な助言・指導を受けられます。 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

歯科衛生士などが訪問し、介護予防を

目的とした療養上必要な助言・指導を

受けられます。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 

■問い合わせ先／保健福祉部 高齢介護課  ℡22-6600(内線 402～409) 

        唐桑総合支所 保健福祉課 ℡32-4811 

        本吉総合支所 保健福祉課 ℡42-2975 介護保険 

 
介護保険 
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≪施設等に出かけて利用できるサービス≫ 

サービスの種類 要介護 1～5 の方 要支援 1・2 の方 

通所介護（デイサービス） 

【介護予防通所介護】 

デイサービスセンターで入浴や食事、

日常動作訓練などを日帰りで利用でき

ます。 

デイサービスセンターで基本的サービ

スや、生活行為向上のための日常動作

訓練などを受けられるほか、その人の

目標に合わせた選択的なサービスを日

帰りで利用できます。 

通所リハビリテーション 

（デイケア） 

【介護予防通所リハビリテーシ

ョン】 

老人保健施設や病院等で、リハビリテ

ーションを日帰りで利用できます。 

老人保健施設や病院等で、リハビリテ

ーションを受けられるほか、その人の

目標に合わせた選択的なサービスを日

帰りで利用できます。 

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

【介護予防短期入所生活介護】 

家族が一時的に介護できない場合に、

特別養護老人ホームなどに短期入所し

て、介護サービスが利用できます。 

家族が一時的に介護できない場合に、

特別養護老人ホームなどに短期入所し

て、生活行為の維持・向上に向けた支

援を受けられます。 

短期入所療養介護 

（医療型ショートステイ） 

【介護予防短期入所療養介護】 

老人保健施設や医療施設に短期入所

し、医学的な管理のもとで、医療上の

ケアを含む日常生活の支援や機能訓

練、医師の診療などが受けられます。 

老人保健施設や医療施設に短期入所

し、介護予防を目的とした医療上のケ

アを含む日常生活の支援や機能訓練、

医師の診療などが受けられます。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 

 

≪地域密着型サービス≫ 

サービスの種類 サービスの内容 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

要介護高齢者の方を対象に、日中・夜間を通じて、密接に連携をとっている介護

職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすること

で、随時対応も受けられます。 

※要支援１・２と認定された方は対象外です。 

 

サービスの種類 サービスの内容 

小規模多機能型居宅介護 

【介護予防小規模多機能型居

宅介護】 

施設への通いを中心に、利用する方の選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿

泊を組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 
 

サービスの種類 要介護 1～5 の方 要支援 2 の方 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

【介護予防認知症対応型共同

生活介護】 

認知症のために介護を必要とする人

（要介護と認定された人）が少人数（5

～9人程度）で共同生活を営みながら、

介護サービスが利用できます。 

 

認知症の高齢者が少人数（5～9人程度）

で共同生活を営みながら、生活機能の

向上にも配慮した支援や介護サービス

が利用できます。 

 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 2 の方のみ利用できるサービスの名称です。 
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サービスの種類 要介護 1～5 の方 要支援 1・2 の方 

認知症対応型通所介護 

【介護予防認知症対応型通所

介護】 

デイサービスセンターで認知症の方を

対象に、食事や入浴、専門的な介護サ

ービスが日帰りで利用できます。 

軽度の認知症が心配される高齢者を対

象にデイサービスセンターで認知症予

防サービスが日帰りで利用できます。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 

 

≪特定施設から提供されるサービス≫ 

サービスの種類 要介護 1～5 の方 要支援 1・2 の方 

特定施設入居者生活介護 

【介護予防特定施設入居者生

活介護】 

指定を受けた有料老人ホームやケアハ

ウスに入居している方が、要介護と認

定された場合は、日常生活上の支援や

介護サービスが利用できます。 

 

指定を受けた有料老人ホームやケアハ

ウスに入居している方が、要支援と認

定された場合は、介護予防を目的とし

た日常生活上の支援や介護サービスが

利用できます。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 

 

≪生活しやすくするサービス≫ 

サービスの種類 要介護 1～5 の方 要支援 1・2 の方 

福祉用具貸与 

【介護予防福祉用具貸与】 

日常生活の自立を助けるための福祉用

具の貸与を受けられます。 

福祉用具のうち、介護予防に資するも

のについて貸与を受けられます。 

特定福祉用具購入費の支給 

【特定介護予防福祉用具購入

費の支給】 

入浴や排泄などに使用する福祉用具を

購入した場合は、申請によりその費用

の一部の支給が受けられます。 

 

入浴や排泄などに使用する福祉用具の

うち介護予防に資するものを購入した

場合は、申請によりその費用の一部の

支給が受けられます。 

※対象となる品目や支給限度額が別途定められています。 

※指定を受けた事業者以外で購入した場合は対象になりません。 

住宅改修費の支給 

【介護予防住宅改修費の支給】 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に要した費用の一部の支給が受け

られます。 

※対象となる改修の種類、支給限度額が別途定められています。 

※事前の申請が必要です。 

※サービスの種類の項で、【 】内は、要支援 1・2の方が利用できるサービスの名称です。 

 

≪施設サービスの利用≫ 

施設の種類 サービスの内容 

指定介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症の方が入所し、介護職員などが食事・入浴などの介護や機能訓

練等を行う入所施設 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

寝たきり等で看護や介護を必要とする高齢者及び認知症の方に対して、リハビリ

テーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、家庭への復帰を支援

する入所施設 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護（小規模特養） 

定員が３０人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴、機能訓練等を行

う入所施設 

※要支援１・２と認定された方は対象外です。 
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■市町村特別給付サービス 

サービスの種類 対   象   者 利 用 方 法 

おむつ購入費の支給 

要介護１～５に認定され、紙おむつや尿取りパット

など使い捨てのものを使用している方 

ただし、入院及び施設入所している方や他の公の制

度によりおむつ購入費の支給を受けている方を除

きます。 

 

担当のケアマネジャーに相談し、

ケアマネジャーを通じて申請書

を市に提出します。 

支給決定されると利用券(最大６

か月分)が交付されます。10 月及

び 4月に更新となります。 

あんしん訪問介護 

サービス費の支給 

要介護１～５に認定され、下記の要件のいずれかに

該当する方 

・ひとり暮らしの方 

・認知症の方 

・退院予定の方 

・その他特別な事情(家族の疾病等)がある方 

担当のケアマネジャーに相談し、

ケアマネジャーを通じて申請書

を市に提出し利用します。 

 

 

 

■資格関係の届け出 

区  分 
必 要 な 手 続 き 

要介護認定を受けている方 要介護認定を受けていない方 

転入したとき 

認定申請書の提出 

受給資格証明書の提出 

※転入後 14 日以内に届け出をしてくださ

い。15 日を過ぎますと、再度、認定申請

を行う必要があります。 

手続きの必要はありません。 

（後日、市から被保険者証が送付されま

す。） 

転出するとき 

被保険者証の返還 

受給資格証明書の交付手続き 
被保険者証の返還 

死亡したとき 
被保険者証の返還 

氏名、市内での住所 

が変わったとき 

手続きの必要はありません。 

（後日、市から新しい被保険者証が送付されましたら、古い被保険者証を返還してくだ

さい。） 

 

■介護保険料の納め方 

被保険者の区分 納 付 方 法 

第１号被保険者 

特別徴収 老齢（退職）年金、障害年金及び遺族年金が、年額 18 万円以上の方 

※年 6回の年金から直接差し引かれます。 

普通徴収 上記特別徴収以外の方は、毎月、納付書や口座振替での納付となります。 

※特別徴収と普通徴収の組み合わせで納付する場合もあります。 

第２号被保険者 

加入されている医療保険の算定方法によって決まります。 

医療保険の保険料に、介護保険料分を上乗せして納めます。 
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■妊娠したとき 

種  別 対  象 内  容 備  考 

母子健康手帳の交付 

妊婦 妊娠の届出をした方に対して交付します。 母子健康手帳は、お子さん

の健康管理をするうえで

必要な成長の記録など、母

と子の健康に関する情報

を一貫して記録するもの

です。 

父子健康手帳の交付 

妊婦の夫 妊娠の届出をした方の夫に対して母子健

康手帳と同時に交付します。 

父子健康手帳は父と母が

協力して楽しく子育てを

していくための情報をわ

かりやすくまとめたもの

です。 

パパママ教室 

妊婦と家族 妊婦と家族が妊娠・出産・育児・食生活・

歯の健康について理解するための教室で

す。 

 

妊婦健康診査 

妊婦 妊娠中の身体の異常の有無を早期に発見

し、適切な指導や治療を受けるための健康

診査です。 

医療機関で実施 

■お子さんが生まれてから 

種  別 対  象 内  容 

新生児訪問 
生後２８日未満（時期を過

ぎても対応可） 

希望する新生児（未熟児を含む）と母親（産婦）に訪問

し、健康相談を行います。 

養育医療給付事業 
医師が認めた未熟児等 未熟児等に対する養育に必要な医療の給付を行います。 

乳児家庭全戸訪問 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

４か月までの乳児 子育て支援の情報提供や健康相談を行います。 

ブックスタート事業 

４か月までの乳児 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業・４か月児健診の

いずれかにおいてブックスタートパック（絵本・アドバ

イス集）を配布します。 

乳児一般健康診査 

（2 か月・8 か月～9 か月） 

２か月児 

８か月児～９か月児 

疾病等に対する予防措置として、身体の異常の有無を早

期に発見するための健康診査です。※医療機関で実施 

４か月児健康診査 
３か月児～４か月児 身体の異常の有無を早期に発見するための健康診査と

育児支援のための健康相談です。 

１歳６か月児健康診査 
１歳６か月児～ 

１歳７か月児 

身体発育・精神発達等の異常の有無を早期に発見するた

めの健康診査と健康相談です。 

２歳６か月児健康診査 
２歳６か月児～ 

２歳７か月児 

乳歯のむし歯が発生しやすい時期の歯科健康診査と健

康相談です。希望者にフッ化物塗布を行います。 

３歳児健康診査 
３歳６か月児～ 

３歳７か月児 

身体発育・精神発達の面から重要な時期の総合的な健康

診査と健康相談です。 

子育て相談 
就学前の乳幼児と家族 乳幼児の発育発達及び食事や育児に関する健康相談で

す。 

離乳食教室 
５か月児～ 

６か月児と家族 

乳児期の栄養と離乳食の進め方についての講話と実習

です。 

かみかみ教室 
１歳前後の幼児と家族 幼児食やおやつ、むし歯予防についての講話及びグルー

プワークです。 

■問い合わせ先／保健福祉部  健康増進課  ℡21-1212 

唐桑総合支所 保健福祉課 ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課  ℡42-2975 

 
母子保健事業 

 
健康・医療 
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■定期の予防接種 
法律によって種類と対象者が定められています。対象年齢期間内は無料で受けられます。 

予防接種の種類 対象年齢 回 数 備 考 

ＢＣＧ 
１歳未満 

（標準：生後５か月～８か月未満) 
１回 

 

麻しん風しん（ＭＲ）１期 １歳～２歳未満 １回 
 

麻しん風しん（ＭＲ）２期 小学校入学前 1年間(いわゆる年長児) １回 
 

ヒブワクチン 生後２か月～５歳未満 １～４回 
接種開始年齢により

回数が異なります。 

小児用肺炎球菌ワクチ

ン 
生後２か月～５歳未満 １～４回 

不活化ポリオワクチン 

生後３か月～７歳６か月未満 

（標準：初回 生後３か月～12 か月） 

（標準：追加 初回終了から 12 月～18 月) 

４回 

生ポリオワクチンを

１回受けている場合

は３回接種。 

四種混合 

（ジフテリア・百日せき・

破傷風・不活化ポリオワ

クチン） 

生後３か月～７歳６か月未満 

（標準：初回 生後３か月～12 か月） 

（標準：追加 初回終了から 12 月～18 月) 

４回 

不活化ポリオワクチ

ンと三種混合ワクチ

ンのどちらも接種し

ていない方。 

三種混合 

（ジフテリア・百日せき・

破傷風） 

生後３か月～７歳６か月未満 

（標準：初回 生後３か月～12 か月） 

（標準：追加 初回終了から 12 月～18 月) 

４回 

 

二種混合 

（ジフテリア・破傷風） 
11 歳～13 歳未満（標準：小学６年生） １回 

 

日本脳炎１期 
生後６か月～７歳６か月未満 

（標準：初回 3歳・追加 4歳） 

初回２回 

追加１回 

 

日本脳炎２期 ９歳～13 歳（標準：小学４年生） １回 
 

※日本脳炎予防接種 

特例措置者 

平成７年４月２日～平成19年４月1日生まれ

で４回の接種が終わっていない方 
不足分の回数 

20 歳未満接種可能 

水痘（水ぼうそう） １歳～３歳未満 ２回 
 

子宮頸がん予防ワクチ

ン 

小学 6年生～高校 1年生相当の女性 

（標準：中学 1年生） 
３回 

 

高齢者インフルエンザ 

65 歳以上 

60～64 歳で心臓，腎臓，呼吸器，免疫疾患に

より日常生活に重度の障害を有する方 

１回 

自己負担金：2,000

円 

成人用肺炎球菌 

65,70,75,80,85,90,95,100 歳 

60～64 歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫疾患に

より日常生活に重度の障害を有する方 

１回 

4,500 円 

※市から配布されている予防接種の説明書をよく読み、効果と副反応（リスク）を理解した

うえで接種しましょう。 

■問い合わせ先／保健福祉部 健康増進課  ℡21-1212 

唐桑総合支所 保健福祉課 ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課 ℡42-2975 

 
予防接種 
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■任意の予防接種 
法律で決められた予防接種ではありませんが、本人、保護者の希望により受けることができます。 

種 類 対象年齢（費用助成年齢） 回 数 自己負担金 

おたふくかぜ １歳～６歳未満 １回 １,０００円 

成人用肺炎球菌 ７５歳以上の、定期接種対象外の方 １回 ５，２４０円 

 

※接種場所：指定医療機関 

※予防接種法の改正により内容が変更される場合があります。 
※自己負担金等は変更になる場合があります。 

 

 

■予防接種の償還払い制度について 
やむを得ない事情により、指定医療機関において接種を受けることができない場合、定期の予防接

種に限り、接種にかかった費用の一定額を返還します。 

詳しくは、接種を受ける前にご連絡ください。 
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種  別 実施方法 対  象 内  容 自己負担金 

一般健康診査 集団健診 20～39 歳 

身体測定、血液検査、

血圧、尿検査、等 

2,000 円 

特定健康診査 
※加入する医療

保険ごとに実施 
40～75 歳未満 

※医療保険ごとに異

なります 

後期高齢者 

健康診査 
集団健診 75 歳以上 無料 

胃がん検診 集団検診 35 歳以上 胃部レントゲン撮影 
1,600 円（70 歳以上

は 500 円） 

子宮がん検診 

（頸部・体部） 

個別・ 

集団検診 
20 歳以上の女性 問診、内診、細胞診他 

2,100 円（70 歳以上

は 735 円） 

前立腺がん 

検診 
集団検診 50 歳以上の男性 血液検査 1,000 円 

大腸がん検診 集団検診 35 歳以上 
便潜血反応検査（2 日

法） 

500 円（70 歳以上は

200 円） 

乳がん検診 

(マンモグラフィ) 
集団検診 

40 歳以上の女性 

（隔年） 

問診、乳房レントゲン撮

影 

40 歳～64 歳 

2,400 円 

65 歳～69 歳 

1,500 円 

70 歳以上 

600 円 

肺がん検診 集団検診 

①40 歳～64 歳 

②65 歳～69 歳 

③70 歳以上 

胸部レントゲン撮影、喀

痰検査 

①撮影：300 円 

喀痰：900 円 

②撮影：150 円 

喀痰：900 円 

③撮影：100 円 

喀痰：300 円 

歯周疾患検診 個別検診 

①40 歳 

②50 歳 

③60 歳 

④70 歳 

問診、歯や歯ぐきの検

査、入れ歯のチェック、

保健指導 

①500 円 

②500 円 

③500 円 

④無料 

肝炎ウィルス 

検診 
集団検診 

40 歳以上で肝炎ウィルス検

診を受けたことのない方 
血液検査 

800 円（70 歳以上は

無料） 

骨粗鬆症検診 集団検診 

①30 歳～65 歳（5 歳刻み）

の女性 

②70 歳の女性 

骨量測定 
①900 円 

②無料 

結核検診 集団検診 65 歳以上 胸部レントゲン撮影 無料 

＊自己負担金等が変更になる場合があります。詳しくは、お問い合わせのうえ受診してください。 

■問い合わせ先／保健福祉部 健康増進課  ℡21-1212 

唐桑総合支所 保健福祉課 ℡32-4811 

本吉総合支所 保健福祉課 ℡42-2975 

 
健康診査 
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■市立病院および市立本吉病院 

 市立病院 市立本吉病院 

外来 
診療科 

内科・心療内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小

児科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器

科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション

科・放射線科・麻酔科・歯科口腔外科の計18科です。 

内科、小児科、外科、整形外科、精神科の計５科で

す。 

受
付 

初
診
の
方 

午前８時３０分から午前１１時まで、２階総合受付案内

で「診療（新患）申込書」に必要事項を記入し、保険証

と一緒に窓口にお出しください。 

 

午前は午前８時３０分から午前１１時まで、午後は午後

１時３０分から午後４時（木曜日は午後７時）まで、待合

室受付窓口で「診療（新患）申込書」に必要事項を記

入し、保険証と一緒に窓口にお出しください。 

再
診
の
方 

午前７時から午前１１時まで、正面玄関の再来受付機

で受付してください。 

なお、保険証は、各計算窓口にお出しください。 

※午前８時３０分から９時まで、燦さん館、本吉総合支

所及び大島出張所においても受付いたします。 

午前８時３０分から午前１１時まで、午後は午後１時３０

分から午後４時（木曜日は午後７時）まで、待合室受付

窓口の診察券入れに診察券を入れてください。 

診療日 

・月曜日から金曜日の週５日診療いたします。ただし、

祝日は休診となります。 

 

・月曜日から金曜日の週５日診療いたします。ただし、

祝日は休診となります。 

・金曜日は午前のみの診療となります｡ 

・夜間や休日等の時間外は、救急の方のみ診療いたします。診療ご希望の際は事前に電話を入れてください。 

診察券 

・全科共通で、受付のほか検査等でも使用します。 

・紛失された場合には、200 円で再発行いたします。 

紛失された場合には、再発行いたしますので受付窓口

にお話しください。 

健康保
険証等 

月に１回各計算窓口にお出しください（※公費受給者証などを含む。）。 

また、変更があった場合は、その都度速やかに各計算窓口にお出しください。 

領収証 

領収証は、高額療養費の申請や所得税の医療費控除を申請される場合に必要です。なお、領収証の再発行は

いたしませんので、大切に保管してください。もし、紛失等で必要なときは、医療費受領証明書（１通 540 円）を発

行いたします。 

院外 
処方箋 

 

外来受診患者さんのお薬は、原則的に「院外処方

箋」を発行しております。患者さんは、総合受付前に

設置されています気仙沼薬剤師会の「院外処方箋無

料ＦＡＸコーナー」をご利用ください。処方箋は、ご指

定する薬局にＦＡＸで送信されて、お薬はそちらの薬

局から受け取ることとなります。 

 

外来受診患者さんのお薬は、原則的に「院外処方

箋」を発行しております。患者さんは、病院薬局窓口

で「院外処方箋」を受け取り、ご希望の薬局でお薬を

お受け取りください｡ 

 

・院外処方箋の有効期間は、発行の日を含めて４日以内となっておりますので、忘れずにお受け取りください。再

発行の場合、その費用は全額患者さんの負担となります。 

医療 
相談室 

患者さんやその家族の皆様からの医療・介護・生活相

談・医療費の支払い等について、相談に応じておりま

す。 

ー 

 

■問い合わせ先／市立病院   ℡22-7100 

市立本吉病院 ℡42-2621 

 

病 院 外来診療のご案内 
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■他に受診可能な医療機関一覧＜病院・診療所＞ 

地 区 医 療 機 関 名 主な診療科目 電 話 所在地 

気仙沼 

 

猪苗代病院 

整外、外、内、形成 

消、皮、泌、肛、リハ

ビリ 

２２－７１８０  南町一丁目３－７  

猪苗代医院 
整外、リハビリ、外、

内、リウマチ、皮 
２４－７１８０  三日町二丁目１－９  

遠藤産婦人科医院 産婦 ２２－６８２８  本郷１２－２  

大里胃腸科内科医院 内、胃 ２２－７１５７  南郷２－２  

大友病院 内、リハビリ ２２－６８６８  三日町二丁目２－２５  

おだか医院 胃、外、内、皮 ２２－３２１０  田中前四丁目１０－２  

葛内科胃腸科医院 内、胃 ２２－６７５０  田中前二丁目８－８  

佐々木小児科医院 小児 ２２－６８１１  本郷９－２  

三条小児科医院 小児 ２３－００８８  田中前二丁目８－４  

条南整形外科 
整外、リウマチ、リハビ

リ 
２９－６７１１  田中前二丁目１－１０  

武田眼科医院 眼 ２３－３２８５  南郷９－７  

中原クリニック 
脳 神 外 、 内 、

整 外 、 リ ハ ビ リ 
２３－１０２８  田谷１－２  

村岡外科クリニック 外、胃 ２３－３９９０ 田中前四丁目４－７ 

森産婦人科医院 産婦 ２２－６８０８  入沢４－５  

森田医院 内、胃、循 ２２－６６３３  八日町一丁目４－１  

松 岩 

小野寺医院 消、内、泌 ２３－９８９０  赤岩五駄鱈７６－１  

すがわら内科

クリニック 
内、循内 ２５－８８２５ 松崎萱１２１－３ 

三峰病院 精神、神経、内 ２２－６６８５  松崎柳沢２１６－５  

階 上 鈴木医院 内、腎臓内科 ２７－２３１５  長磯原ノ沢５０－２  

新 月 

あいざわクリニック 
内、呼、消、胃、リハ

ビリ 
２１－１１６０  東新城二丁目９－１ 

う ち ク リ ニ ッ ク 泌、内、皮 ２３－００８７  東新城一丁目６－１３   

小林直樹眼科 眼 ２３－５８５５  東新城三丁目１０－８  

齊藤外科 

クリニック 
外、皮、麻酔、肛 ２２－７２６０  東新城一丁目１２－１  

志 田 整 形 外

科医院 
整外、リハビリ ２２－６８３８ 東新城二丁目６－４ 

鹿 折 
小松クリニック  内 、心 内 、精 神 ２１－５７７０  東八幡前２７０－６  

光が丘保養園 精神、神経 ２２－６９２０  浪板１４０  

大 島 大島医院 内、小児、消、皮 ２８－２６０３  高井２１５－２  

唐 桑 小野医院 内、循内、小児 ３２－３１２８  唐桑町宿浦４０５－８    

南三陸町 

歌津八番クリニック 内、小児 ３６－９５１１  南三陸町歌津字枡沢７７－１  

公立南三陸診療所  ４６－３６４６  南三陸町志津川字沼田５６-２ 

佐藤徹内科クリニック 
内、小児、呼、循、

胃、アレルギー 
４７－１１７５  南三陸町志津川字沼田 144-45  
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＜歯科医院等＞ 

地 区 医療機関名 電 話 所在地 

気仙沼 

金 沢 歯 科 医 院 ２４－１１５５  新町４－６  

菅 野 歯 科 医 院 ２２－２２３５  古町三丁目３－２７  

熊 谷 歯 科 医 院   ２３－２２１１  八日町二丁目３－１１ 

条 南 歯 科 医 院 ２３－５５７０  田中前一丁目４－１５  

菅 原 歯 科 医 院 ２４－１８１８  南郷５－３ 

鈴 木 歯 科 医 院 ２２－０８２７  魚町二丁目３－４ 

田中前加藤歯科医院 ２２－１１６７  田中前一丁目４－７  

ファミリー歯科医院 ２４－２８２２  田中前二丁目６－８  

本郷遠藤歯科医院 ２４－２８２５  本郷１１－５  

米倉歯科クリニック ２２－９９５５ 南郷１－３  

松 岩 皆 川 歯 科 医 院 ２２－９６１１  赤岩五駄鱈３６  

鹿 折 小 松 歯 科 医 院 ２３－５５７１  東八幡前１１２－１  

新 月 
猪苗代歯科医院 ２２－７１８４  松川前２３ 

千 葉 歯 科 医 院 ２２－１３６０  東新城三丁目１０－２０  

階 上 みうら歯科クリニック ２７－４１４５  長磯船原１－１  

大 島 大島歯科クリニック ２８－３４３４  廻舘１０９－５  

唐 桑 佐 藤 歯 科 医 院 ３２－２３０９  唐桑町馬場２０９－１  

本 吉 

大谷仮設歯科診療所  ４４－３１３１  本吉町三島２３－１  

三 浦 齒 科 醫 院 ４２－２４１８  本吉町津谷明戸２４－２  

山 谷 歯 科 医 院 ４２－３５７７  本吉町津谷新明戸２１０ 

南三陸町 

歌津仮設歯科診療所 ３６－３７１７ 南三陸町歌津字枡沢８８－５ 

公立南三陸診療所 
（歯科口腔外科） ４６－３６４６  南三陸町志津川字沼田５６  

志津川仮設歯科診療所 ４６－５６７８  南三陸町志津川字沼田１５０－１５ 

茶 園 歯 科 医 院 ４６－３６２９ 南三陸町志津川字十日町３４－１ 

 

 
＜矯正（歯並び）専門＞ 

地 区 医療機関名 電 話 所在地 

気仙沼 
気仙沼矯正歯科医院  ２４－８６９９  本郷９－７ 

さいとう矯正歯科クリニック ２５－４１８７  田中前三丁目１－１１  

 
 
＊詳しくは、各医療機関にお問い合わせのうえ、受診してください。 
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■ごみの収集 

ごみの種類等 気仙沼地域 唐桑地域 本吉地域 

燃やせるごみ 

（生ごみ・紙くず・木くず・皮類・ゴム・軟質プラスチック・貝殻） 
週２回 

燃
や
せ
な
い
ご
み 

ビン・缶類，ペットボトル，発泡スチロール・食品トレイ 月２回 週１回 週１回 

金属・硬質プラスチック類，陶磁器・ガラス類 月１回 週１回 年６回 

資源ごみ 

古紙類 

（新聞紙・ちらし，ダンボール，雑誌，牛乳パック，紙箱類，包装紙類） 

※紙ひもで十字に結んで出してください。 

月１回 週１回 指定日持込 

※休業日・・・土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

※金属・硬質プラスチック類、陶磁器・ガラス類、資源ごみの収集日（収集が月１回のごみ）が休業

日にあたる場合、振替収集日を広報けせんぬまにてお知らせします。 

※燃やせるごみ・燃やせないごみは、それぞれ指定ごみ袋（市内スーパーなどで販売）に入れて出し

てください。 

※詳しくは、ごみ出しルールポスターを参照してください。 

 

■ごみの持ち込み 

１ 持ち込み先  ごみ処理場（クリーン・ヒル・センター） 気仙沼市九条９３－１ 

※次ページの地図を参照してください。 

２ 受 付 時 間  午前９時～１２時、午後１時～４時 

３ 休 業 日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

４ 処理手数料（税別） 

（１）燃やせるごみ、資源ごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ  300 円（50Kg 当り） 

（２）発泡スチロール、食品トレー            2,100 円（50Kg 当り） 

※ 50Kg 未満は 50Kg として計算します。 

（３）犬・猫等の死体            ７Kg 未満  1,200 円（1体当り） 

７Kg 以上    2,500 円（1体当り） 

 ５ その他 

・産業廃棄物は持ち込めません。 

  ・一般廃棄物であっても処理できない物があります。 

・個人で持ち込むことができない場合は、許可業者に依頼してください（許可業者は、タウンペ

ージの「一般廃棄物処理」の項目に掲載されています。また、許可業者によっては料金が異な

りますので、事前にご確認ください。）。 

 

■問い合わせ先／ 

市民生活部 廃棄物対策課 ℡22-9680 

（クリーン・ヒル・センター） 

唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 

 

ごみ処理・し尿処理 

 
生活環境 
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ごみの持ち込み先： ごみ処理場（クリーン・ヒル・センター） 

 
 

■し尿のくみ取り 
  し尿のくみ取りについては下記の業者に委託していますので、申し込み・お問い合わせは下記へ

お願いします。 

 

  委託業者名    気仙沼清掃事業協業組合    電話２２－８６８８ 

  くみ取り手数料   ５３円（税別、１０リットル当り） 

            （１０リットル未満は１０リットルとして計算します。） 

 

■資源化物リサイクル団体に対する助成 
  ごみの発生抑制・減量化を図り、ごみのない住みよいまちをつくるため、資源化物のリサイクル

に取り組む団体に対して、資源化物を回収し資源再生業者に売却した場合、下記のとおり助成しま

す（事前に申請が必要です。）。 

  １ 対象団体  自治会（地区衛生組合）、老人クラブ、婦人会、ＰＴＡ、子ども会育成会等 

  ２ 対象品目  古紙類、金属類、ビン類、古着類 

 ３ 助成の額  重量 1㎏につき 8円（ただし、1.8 リットル以上のビン類は 1 ㎏、1.8 リットル

未満のビン類は 0.5 ㎏に換算します。） 
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  ※ 補助金・助成金については、事前にお問い合わせください。 
 

■浄化槽設置に対する補助 
 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、

生活雑排水（台所、風呂、洗濯などの排水）と、し尿を併

せて処理する浄化槽（１０人槽以下）を設置される方に対

して、右記のとおり補助します。補助金の交付を希望する

方は、事前にお問い合わせください。 

 

※右の表は平成２７年４月１日現在のものです。 

 

 
 

■低炭素社会対応型浄化槽の設置に対する補助 
 東日本大震災により被災された方が、低炭素社会対応型

浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を右記のとおり補

助します。 

 
 
 
 
 
 

■太陽光発電設備の設置に対する補助  （平成２７年４月１日現在のものです。） 
 再生可能エネルギーの普及促進を図るため、太陽光発電設備を設置する方に対し補助金を交付し

ます。 

（補助額：１ｋｗ当り 2.5 万円 上限額：個人住宅 10 万円） 

 
 

■生ごみ処理機等購入に対する助成 
  家庭から排出される生ごみの減量化・再資源化対策として、生ごみ処理機（堆肥化容器含む）を

設置する方に対して、その購入に係る費用の一部を助成します。 

  １ 生ごみ堆肥化容器  購入額の 1/2（限度額 2,000 円） 

  ２ 電動式生ごみ処理機  購入額の 1/3（限度額 20,000 円） 

人槽区分 補助金の額 

５人槽  ９３，０００円  

６～７人槽  １１１，０００円  

８～１０人槽  １４７，０００円  

人槽区分 補助金の額 

５人槽  ３３２，０００円  

７人槽  ４１４，０００円  

１０人槽以上  ５４８，０００円  

■問い合わせ先／市民生活部 環境課      ℡22-3417 

        唐桑総合支所 市民生活課 ℡32-4522 

本吉総合支所 市民生活課 ℡42-2974 
環境対策 
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市営住宅に入居を希望する方は、入居募集期間中に、入居申込書に必要書類を添えて申し込んでく

ださい。入居募集期間については、市広報でお知らせします。 

 

■入居の条件 
 １ 現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者を含む）がいる方。単身者の場合は、一定

の資格を有する方 

 ２ 現に住宅に困っていることが明らかな方（持ち家がない方） 

 ３ 市税等を滞納していない方 

 ４ 入居者及び同居する親族が暴力団員でないこと 

 ５ 所得が基準額以下の方 

  

≪市営住宅≫ 

名  称 所 在 地 戸数 

市営九条住宅 九条 489-2 22 戸 

市営田中住宅 
田中 117-2 

常楽 115-1 
10 戸 

市営西八幡住宅 西八幡前 129 8 戸 

市営赤岩住宅 赤岩泥ノ木 30 12 戸 

市営浦田住宅 松崎五駄鱈 101-3 6 戸 

市営後沢住宅 松崎五駄鱈 163 17 戸 

市営川原崎住宅 

川原崎 19 

川原崎 25-1 

茗荷沢 32 

65 戸 

市営岩月住宅 岩月宝ケ沢 232-5 60 戸 

市営鶴巻住宅 
松崎鶴巻 40-1 

松崎地生 63-2 
68 戸 

市営鹿折住宅 東中才 442-6 54 戸 

市営三日町住宅 三日町三丁目１-１ 30 戸 

名  称 所 在 地 戸数 

市営滝の入住宅 滝の入 6-43 4 戸 

市営中井住宅 唐桑町中井 467-2 5 戸 

市営宿住宅 唐桑町宿浦 406 6 戸 

市営舘住宅 唐桑町載鈎 128-1 4 戸 

市営馬籠住宅 本吉町小金山 9-11 9 戸 

市営舘岡住宅 本吉町津谷舘岡 63-1 2 戸 

市営台住宅 本吉町登米沢 46-8 14 戸 

市営大沢住宅 
本吉町大沢 56-1 

本吉町大沢 58-1 
30 戸 

市営赤牛住宅 本吉町小金沢 18-1 12 戸 

市営寺谷住宅 本吉町寺谷 6-1 11 戸 

市営面瀬住宅 岩月宝ケ沢 274-1 80 戸 

 

※市営面瀬住宅の入居条件は、上記と異なります。詳しくはお問い合わせください。 

 
 

■問い合わせ先／建設部 建築住宅課   ℡22-6600（536・537） 

        唐桑総合支所 建設課  ℡32-4526 

本吉総合支所 建設課  ℡42-2977 市営住宅 



 

60 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■料金 

上水道料金・下水道料金・ガス料金を一括して請求します。 

納入には金融機関等で直接納入する方法と口座振替がありますが、便利で確実な口座振替をお勧めしていま

す。また、平成２５年４月からは、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行（郵便局）でも納付が可能となりま

した。 

口座振替を希望される方は、通帳と印鑑、新しい領収書か「ガス上下水道メーター検針のお知らせ」を持参

して最寄りの口座振替取扱い金融機関（６７ページを参照）に申し込んでください。 

 
■引越しのときなど 

  次のような場合には、あらかじめご連絡ください。 

  ・転入・転出・転居などをするとき 

  ・家の改築、取り壊しなどで一時休止するとき 

  ・長期間使用しないとき 

  ・所有者や使用者を変更するとき（所有者変更の場合は、書類での届出が必要です。） 

 
■排水設備設置工事資金の融資あっせん（公共下水道・集落排水事業） 

 家庭の負担を少しでも減らすため、金融機関から排水設備設置工事資金を借り入れできるようあっせんをし

ます。 

なお、供用開始から３年以内の方については、利子を全額市が負担します。 

申し込み手続きは、指定工事店が手伝ってくれます。 

 
 ○融資を受けられる方 

  ・住宅の所有者、または占有者（所有者の同意を得た方） 

  ・各市税、受益者負担金（分担金）等を滞納していない方 

  ・十分な返済能力をお持ちの方 

 ○融資あっせん額 

  ・１戸につき、１００万円以内 

  ・貸家、アパートなどの共同住宅については、１世帯につき１００万円以内で、３００万円が限度です。 

■問い合わせ先／ガス水道部 管理課   ℡23-2561 

本吉水道事務所      ℡42-2649 

■問い合わせ先／建設部 下水道課   ℡23-1010 

       唐桑総合支所 建設課 ℡32-4526 

本吉総合支所 建設課 ℡42-2977 

■問い合わせ先／ガス水道部 ガス課   ℡22-7090 

上水道 

下水道 

ガ ス 
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■市立幼稚園 

 １ 施設（定員）  

 

 

             

 ２ 対 象 年 齢  ４月１日現在で満３歳から就学前の児童 

 ３ 保 育 時 間  月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後３時まで 

 ４ 休 園 日  土曜日、日曜日、祝日、学年始休業（４月１日から同月７日まで）、夏季休業（８
月１２日から同月１８日まで、※本吉地域４園については８月１日から同月２５日
まで）、冬季休業（１２月２９日から１月４日まで、※本吉地域４園については１
２月２９日から１月７日まで）、学年末休業（３月２５日から同月３１日まで） 

 ５ 授業料（月額）  8,000円  

 ６ 授業料の減免  （平成２７年度から） 

（1）低所得世帯及び多子世帯減免 下表のとおり 

小学３年以下
の第１子

小学３年以下
の第２子

小学３年以下
の第３子以降

全額 全額 全額

母子世帯等
障害者（児）世帯
その他世帯

全額 全額 全額

上記以外の世帯 1/2 3/4 全額

母子世帯等又は障害者
（児）世帯もしくはその他
世帯であって課税額が
７７，１００円以下の世帯

1/8 5/8 全額

上記以外の世帯 － 1/2 全額

市町村民税
が所得割非
課税の世帯

市町村民税
が所得割課
税の世帯

生活保護法（昭和２５年法律第１４４
号）による被保護世帯

 

（2）天災等による生活困窮世帯 １／３ 

（3）月途中に入退園した場合で在園日数が１５日に満たないとき １／２ 

（4）その他特別の理由があると認められた場合 必要と認める割合 

7 入園申し込み  毎年１０月ごろに各幼稚園で受け付けています。  

（1）唐桑幼稚園（80人） 

（3）津谷幼稚園（180人） 

（5）小泉幼稚園（90人） 

（2）松圃幼稚園（90人） 

（4）馬籠幼稚園（55人） 

（6）大谷幼稚園（180人） 

■問い合わせ先／教育委員会 学校教育課       ℡22-3441 

唐桑教育センター ℡32-4528 

本吉教育センター ℡42-2210 

 

幼稚園 

 
教 育 
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■入 学 

 ○入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の１月末までに教育委員会から入学すべき学校及び入学
期日を記載した入学通知書を発送します。 

 
○次の場合は、ご連絡ください。 
・入学通知書が届かないとき 
・入学通知書を受けとった後に転居、転出するとき 
・入学通知書の記載内容に誤りがあるとき 
・心身に障害のある場合や病弱等により、入学先の変更、延期をしたいとき 
 

■通学区域 

○学区外通学 

子どもたちを取り巻く生活環境や通学路事情等の変化を踏まえ、学区外通学を希望する場合の許可基準を

設けております。 

 
≪学区外通学が認められる場合は、以下のとおりです≫ 

・児童生徒が心身に障害を抱えている場合や、特別支援学級・病院内学級に入級する場合 

・新築・増改築における一時転居、学年途中での市内転居、下校後の保護観察が不十分、福祉施設への入所

など、家庭の事情による場合 

・いじめや不登校など、生徒指導上、教育的配慮を必要とする場合 

・入学すべき学校以外の学校の方が安全に通学できる場合等で、通学距離や安全に配慮する場合 

・上記以外で教育長が適当と認める場合 

 
 
 
 
 
 
■就園奨励費補助金 

私立幼稚園に就園している園児の保護者の方に対し、経済的負担の軽減を図るため、所得状況に応じて、在

園幼稚園を通して保育料等の補助をしています。 

※子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園は、所得状況に応じた保育料になりますので対象外です。 

 

■就学援助費 

 市立小・中学校に在学する児童、生徒のいる家庭で、経済的にお困りの方に就学援助を行います。 

≪援助を受けられる方≫ 

１ 生活保護が停止または廃止された方 

２ 市民税が非課税または減免された方 

■問い合わせ先／教育委員会 学校教育課       ℡22-3441 

唐桑教育センター ℡32-4528 

本吉教育センター ℡42-2210 

 
就学援助制度 

■問い合わせ先／教育委員会 学校教育課       ℡22-3441 

唐桑教育センター ℡32-4528 

本吉教育センター ℡42-2210 

 
小学校･中学校 
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３ 個人事業税・固定資産税及び国民年金保険料が減免されている方 

４ 国民健康保険税の減免、または徴収猶予を受けている方 

５ 児童扶養手当を受けている方 

６ 生活福祉資金の貸付を受けている方 

７ 上記以外の経済的理由で就学が困難な方 

 

■奨学資金貸付制度 

１ 対 象 者  気仙沼市に３年以上居住（ただし、東日本大震災において家屋が半壊以上のり災証明を受

けた場合は、この３年の期限によらず本市に居住）している高等学校以上の学校に進学（在

学）する方で、次に該当する方 

         ・学業成績優秀である方、品行方正である方、身体健全である方 

         ・学費の支弁が困難であると認められる方 

２ 貸付金額  高校生 15,000円（交通機関利用者 10,000円を限度とした実費） 

  （月額） 高専生 17,000円（1年生から3年生） 

30,000円（4年生及び5年生） 

大学生 30,000円（短大・専門学校含む） 

３ 償還方法  １年据え置きで７年以内 

４ 貸付利子  無利子 
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■会議、発表会などで公民館等を利用したい 

・公民館 

・市民会館・はまなすの館（ホール） 

各施設を利用する場合は、それぞれの施設に使用申請書を提出してください（電話でも予約を受け付け

ております。）。 

 

■本を読みたい、借りたい、調べたい 

 ・図書館（気仙沼図書館、気仙沼図書館唐桑分館、本吉図書館） 

    移動図書館車「おおぞら号」が気仙沼・唐桑地区へ、「おひさま号」が本吉地区へ本を積んで巡回して

います。コースや日程などは図書館にお問い合わせください。また調べたいことがある場合、電話または

メールでお問い合わせください。 

   原則月曜日及び祝日が休館日となっています。 

 

■文化サークルに入会したい（気仙沼市文化協会ほか） 

  生涯学習課又は各教育センターにお問い合わせください。 

 

■スポーツをするため体育館、運動広場を借りたい 

 ・体育館（気仙沼市総合体育館、本吉総合体育館、唐桑体育館） 

 ・市営野球場、市営テニスコート、各運動広場（大島みどりのふれあい広場、本吉山田大名広場の一部を除く）

は、仮設住宅用地のため使用できません。 

   体育館は各施設にお問い合わせください。 

 

■スポーツ団体に入会したい 

体育協会・スポーツ少年団については、気仙沼市総合体育館にお問い合わせください。 

※各施設については、「市の主要施設」（８１ページ）をご覧ください。 

■問い合わせ先／教育委員会 生涯学習課       ℡22-3442 

唐桑教育センター ℡32-4528 

本吉教育センター ℡42-2210 

 
生涯学習 
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※平成２６年１２月２７日現在 

 

■ミヤコーバス運行の市内路線バス 問い合わせ先：ミヤコーバス気仙沼営業所（TEL22-7163） 

路線名 経  路 

1 御崎線 御崎～宿～只越～鹿折唐桑駅前～市役所前～市立病院入口～市総合体育館・岩井崎入口 

2 大沢線 大沢～只越～鹿折唐桑駅前～市役所前～気仙沼駅前～東新城一丁目～市立病院入口～市総合体育館 

3 鹿折金山線 鹿折金山～鹿折唐桑駅前～市役所前～気仙沼駅前～東新城一丁目～市立病院入口～気仙沼西高校 

※鹿折唐桑駅～気仙沼駅間は、ＢＲＴ大船渡線として運行 

4 新月線 上八瀬～松川前～市役所前、 金成沢～松川前～市役所前 

5 松岩線 気仙沼西高校～市立病院入口～市民会館、  金取～片浜～市役所前～市民会館 

6 九条線 羽田～市立病院入口～市民会館、 田柄～不動の沢～市民会館 

7 三陸線 津谷営業所～大谷学校入口～階上公民館前～市立病院入口～市役所前～河原田 

8 大島線 新王平～大島支所前～浦の浜 

9 本吉内陸線 滝沢～馬籠～山田～津谷営業所 

10 本吉川内線 両国橋～下川内～津谷営業所 

11 本吉三陸線 蔵内南～小泉小学校入口～津谷まちなか 

 

■気仙沼ハイタク運行の乗合タクシー  問い合わせ先：なすやタクシー（TEL22-5866） 

路線名 経  路 

1 上廿一線 上廿一～市営運動場～松川前～東新城～市立病院前～市役所前 

 
■五十番タクシー運行の乗合タクシー  問い合わせ先：五十番タクシー（TEL 22-0050） 

路線名 経  路 

1 小々汐線 鶴ヶ浦～市役所前～市立病院前～東新城～気仙沼駅前 

 
■大島汽船運行の航路  問い合わせ先：大島汽船（TEL23-3315） 

路線名 経  路 

1 大島航路 浦の浜～エースポート 

 
■岩手県交通運行の路線バス  問い合わせ先：岩手県交通千厩バスターミナル（TEL 0191-52-3167） 

路線名 経  路 

1 気仙沼千厩線 市役所前～気仙沼駅前～新月駅前～室根支所前～千厩バスターミナル 

 

 
公共交通情報 
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■JR線運行情報 

問い合わせ先：JR気仙沼駅（TEL 22-7177），気仙沼BRT営業所（TEL 41-0012） 

路線名 経  路 

1 JR大船渡線 
一ノ関駅～気仙沼駅 （鉄道で運行中） 

気仙沼市～陸前高田市～大船渡市  （BRT（バス高速輸送システム）により仮復旧） 

2 JR気仙沼線 
気仙沼市～本吉～南三陸町志津川～登米市柳津  （BRT（バス高速輸送システム）により仮復旧） 

前谷地駅～柳津駅 （鉄道で運行中） 

 

■その他の公共交通情報（高速バス等） 

路線名 経  路 運行業者（問い合わせ先） 

1 

高速バス 

仙台気仙沼線 

仙台大船渡線 

仙台－気仙沼 （河原田～東北道・三陸道経由～県庁・市役所前（仙台市）） 
ミヤコーバス気仙沼営業所 
(22-7163) 
宮城交通 

(tel 022-771-5310) 仙台－大船渡 （大船渡市～気仙沼駅前～東北道経由～県庁・市役所前（仙台市）） 

2 けせんライナー号 大船渡市～気仙沼市役所前～東北道経由～池袋駅西口 
岩手県交通釜石予約ｾﾝﾀ  ー
(tel 0193-25-2525) 

3 特急一関線 一ノ関駅前～千厩～気仙沼市役所前～大船渡市 
岩手県交通千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
(tel 0191-52-3167) 
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税金・料金等の納付は納め忘れのない便利で確実な口座振替がおすすめです。 

新規に口座振替をご利用される方は、預貯金口座届出印（通帳印）を持参し、口座振替取扱い金融機関（下記

のとおり）備え付けの「歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」や「ガス上下水道料金等預金口座振替依

頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、お申し込みください。 

なお、市営住宅使用料につきましては、上記以外の別様式でのお申し込みとなります。 

≪口座振替の対象科目≫ 

≪口座振替取扱い金融機関≫ 

１ 株式会社 七十七銀行 7 仙北信用組合 

２ 株式会社 岩手銀行 8 東北労働金庫 

３ 株式会社 東北銀行 9 南三陸農業協同組合 

４ 株式会社 北日本銀行 10 宮城県漁業協同組合 

５ 株式会社 仙台銀行 11 株式会社 ゆうちょ銀行 

６ 気仙沼信用金庫   

※市営住宅使用料の窓口納付及び口座振替について 

取扱金融機関が上記と異なる場合があります。 

詳しくは宮城県住宅供給公社東部管理事務所気仙沼出張所（市役所建設部建築住宅課内）までお問い

合わせください。ＴＥＬ０７０－５０２９－６６５２（受付時間 午前９時から午後５時１５分まで） 

１ 市・県民税 11 高齢者住宅整備資金償還金 

２ 固定資産税・都市計画税 12 身障者住宅整備資金償還金 

３ 軽自動車税 13 学童保育費 

４ 国民健康保険税 14 幼稚園授業料 

５ 認可保育所費負担金 15 有機肥料センター使用料 

６ 小規模保育所費負担金 16 市営墓地清掃料 

７ 市営住宅使用料 ※ 17 ガス上下水道料金 

８ 下水道受益者負担金（分担金） 

 ９ 介護保険料 

10 後期高齢者医療保険料 

 
口座振替（公金の納付方法） 
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相談内容 日 時 ・ 場 所 担 当 

市政・一般相談 
■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）9：00～16：30 

■場所／市民相談室 

秘書広報課 

℡22-3411 

登記相談 

■日時／毎月1日 10：00～12：00 

■場所／市民相談室 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

弁護士相談 

■日時／毎月10日 11：00～15：30 

■場所／市民相談室 ※定員8人で、申込は１日から 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

暮らしの困りごと相談 

■日時／毎月15日 10：00～12：00 

■場所／市民相談室 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

行政・人権相談 

■日時／毎月20日 10：00～12：00 

■場所／地域交流センター 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

定例人権相談 

■日時／毎月第２木曜日 10：00～12：00 

■場所／唐桑総合支所２階会議室 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

唐桑総合支所 

（総務企画課） 

℡32-4520 

■日時／毎月第２月曜日  9：00～12：00 

■場所／本吉老人福祉センター 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

本吉総合支所 

（総務企画課） 

℡42-2973 

定例行政相談 

■日時／毎月第２木曜日 10：00～12：00 

■場所／唐桑総合支所２階会議室 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

唐桑総合支所 

（総務企画課） 

℡32-4520 

■日時／毎月第２・４月曜日  9：30～11：30 

■場所／本吉老人福祉センター 

（変更する場合があります。市広報などで確認してください。） 

本吉総合支所 

（総務企画課） 

℡42-2973 

消費生活相談 
■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）9：00～16：00 

■場所／市民相談室 

商工課 

℡22-3437 

震災による住宅ローン

等減免相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）9：00～17：00 

■場所／一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会 

■相談先／コールセンター  0120-380-883 

一般社団法人 

個人版私的整理ガイド

ライン運営委員会 

宮城支部  

℡022-212-3025 

 
各種相談窓口 
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相談内容 日 時 ・ 場 所 担 当 

家庭児童相談 
■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）9：00～16：00 

■場所／子ども家庭課 

子ども家庭課 

℡22-6600(内線443) 

ドメスティックバイオレ

ンス（DV）相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く） 9：00～17：00 

■場所／男女共生推進室 

■相談専用電話 24-5988 

男女共生推進室 

(DV 総合相談窓口) 

℡22-6600(内線334) 

高齢者福祉・介護、 

生活相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）8：30～17：00 

■場所／地域包括支援センター（ワン・テン庁舎内） 

北部地域包括支援センター 

南部地域包括支援センター 

地域包括支援センター 

℡22-6600 

(内線418・419) 

 

北部地域包括支援セ

ンター 

℡25-9755 

 

南部地域包括支援セ

ンター 

℡31-1052 

青少年相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く） 10：00～16：00 

■場所／青少年育成支援センター 

    気仙沼中央公民館（旧気仙沼河北新報社ビル）内 

青少年育成支援センタ

ー 

℡24-0766 

福祉・生活相談 

■日時／月・火・水・金曜日（祝日を除く） 9：00～15：00 

■場所／社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

℡22-0709 

■日時／月曜日 9：30～11：30 

■場所／社会福祉協議会 本吉支所 

（本吉老人福祉センター内） 

社会福祉協議会 

本吉支所 

℡42-2231 

労働に関する総合的

な相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く） 8：45～17：00 

■場所／気仙沼公共職業安定所（ハローワーク気仙沼）内 

気仙沼総合労働相談コーナー 

※相談用電話 41-6725 

宮城労働局企画室 

℡022-299-8834 

労働条件・安全衛生の

確保対策、労災保険給

付等の相談 

■日時／月曜日～金曜日（祝日を除く） 8：30～17：15 

■場所／石巻労働基準監督署 気仙沼臨時窓口 

（気仙沼商工会議所会館４階） 

※電話 25-6921 

宮城労働局労働基準

部監督課 

℡022-299-8838 

※相談は無料で、秘密は厳守されます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

各種相談の日程の最新の情報は、「広報けせんぬま」などでご確認ください。 
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〒９８８－８５０１ 

  気仙沼市八日町一丁目１番１号 

  TEL 22-6600 ／ FAX 24-3566 本 庁 

 
庁舎のご案内 ※平成２７年３月１３日現在 
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課 名 所在地 （施設名） 電話番号 

階上出張所 長磯船原20 27-2300 

大島出張所 廻舘110 28-2601 

震災復興・企画課 
情報化推進室 

三日町一丁目1-11 
（旧商工会議所電算センター内） 

23-3980 

廃棄物対策課 九条93-1 
（ｸﾘｰﾝ・ﾋﾙ・ｾﾝﾀｰ内） 

22-9680 

健康増進課 東新城二丁目2-1 
（市民健康管理センター「すこやか」内） 

21-1212 

下水道課 笹が陣3-5 ※震災に伴い移転 23-1010 

ガス水道部 上田中二丁目3-1 ※震災に伴い移転 23-2560 

ガス課 幸町一丁目1-26 22-7090 

教育委員会 魚市場前1-1（気仙沼中央公民館内） 
教育総務課 22-3440 
学校教育課 22-3441 
生涯学習課 22-3442 

■本庁舎以外の主な部署 
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73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒９８８－０５３５ 

 気仙沼市唐桑町馬場１８１番地１ 

 TEL 32-3130 ／ FAX 32-3092 唐桑総合支所 

【唐桑公民館】 （唐桑総合支所庁舎裏） 

■唐桑総合支所庁舎以外の主な部署 

課 名 所在地 （施設名） 電話番号 

唐桑総合支所 

保健福祉課 

唐桑町石浜282-3 

（保健福祉センター「燦さん館」内） 
32-4811 
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〒９８８－０３９３ 

 気仙沼市本吉町津谷舘岡１０番地 

 TEL 42-2600 ／ FAX 42-2465 本吉総合支所 

【はまなすの館】  気仙沼市本吉町津谷新明戸136番地  TEL 42-2210 

■本吉総合支所庁舎以外の主な部署 

課 名 所在地 （施設名） 電話番号 

ガス水道部 

本吉水道事務所 

本吉町津谷舘岡80-12 

（本吉総合支所東分庁舎内） 
42-2649 
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市役所 本庁 
 

 
  

部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号 

秘書広報課 秘書係 

広報広聴係 

秘書、交際、儀式、広報・広聴、市民相談 22-3411 

（市民相談室） 
総
務
部 

総務課 行政係 

人事係 

文書情報係 

市議会、行政組織、寄附採納、行政区・行政

連絡事務、平和行政、職員の任免・服務・給

与、文書管理、例規の審査、情報公開 

22-3401 

 

FAX 

24-3566 

 階上出張所 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、在留関連

事務、埋火葬許可、国民健康保険、介護保

険、後期高齢者医療、国民年金、母子健康

手帳の交付、市税・保険税などの収納、税証

明、原付自転車登録、自動車臨時運行許可 

27-2300 

 大島出張所 28-2601 

危機管理課 防災情報係 

交通防犯係 

消防団係 

災害対策、災害対策本部、防災訓練、防災

無線、交通安全運動、防犯、消防団 

22-3402 

 

22-6688 

（内線205） 

（消防団係） 

財政課 財政係 

管理契約係 

管財係 

財政計画、予算の調整、工事の入札、契約、

公有財産の統括管理、庁舎管理 

22-3407 

税務課 税制係 

固定資産係 

市民税係 

収納係 

市民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画

税などの市税の賦課・収納、税証明、固定資

産の評価、税申告受付、原付自転車登録、納

税貯蓄組合 

22-3404 

22-3405 

震
災
復
興
・企
画
部 

震災復興・企画課 震災復興・企画係 

政策・調整係 

統計係 

震災復興支援チーム 

総合計画、震災復興計画、広域行政、地域

振興計画、新市建設計画、新市基本計画、

行財政改革、ＩＬＣ誘致、スローシティ（スローフ

ード）、統計調査 

22-3408 

 情報化推進室 

（旧気仙沼商工会議所情報センター内） 

地域情報化の推進、行政情報化の推進 23-3980 
（情報化推進室） 

地域づくり推進課 地域づくり推進係 コミュニティ活動の支援、住民自主組織の育

成、市民憲章、集会施設、国際交流、友好都

市、市民活動支援センター 

22-6600 

（内線332） 

 男女共生推進室 男女共同参画 22-6600 

（内線334） 
市
民
生
活
部 

環境課 環境衛生係 

環境政策係 

飼犬の登録、防疫・害虫駆除、公害防止、浄

化槽の設置推進、エネルギー関係、CO2 削

減関係、改葬許可、火葬場、市営墓地、大曲

コミュニティセンター、簡易専用水道 

22-3417 

廃棄物対策課 

（クリーン・ヒル・センター

内） 

廃棄物対策係 

収集業務係 

ごみ処理係 

し尿処理係 

災害廃棄物対策係 

一般廃棄物の収集・運搬・処分及びし尿処理 22-9680 

24-2421 

(し尿処理場) 

22-3413 

(災害廃棄

物対策係) 

市民課 市民係 

国民年金係 

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、在留関連

事務、母子健康手帳の交付、自動車臨時運

行許可、埋火葬許可、住民基本台帳カード、

22-3422 

22-3423 

 
市役所の業務案内 ※平成２７年３月１３日現在 
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部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号 

国民年金 

保険課 医療給付係 

国保賦課係 

国保収納係 

後期高齢者医療係 

国民健康保険、高額療養費、子ども医療費助

成、保険税の賦課・収納、税証明、後期高齢

者医療、保険料の徴収・収納 

22-3419 

保
健
福
祉
部 

高齢介護課 高齢企画係 

介護保険料係 

介護認定給付係 

高齢者福祉、介護保険事業、介護保険料の

賦課・徴収、老人福祉センター、介護認定申

請受付、介護認定調査 

22-6600 

（内線 402

～409） 

地域包括支援センター 高齢者総合相談、指定介護予防支援事業 22-6600

（内線 418・

419） 

健康増進課 

（市民健康管理センター

「すこやか」内） 

健康増進係 

健康予防係 

地域保健・医療、母子保健、歯科保健、栄養

指導、保健推進員、予防接種、検診、献血、

介護予防事業、特定保健指導 

21-1212 

社会福祉課 社会福祉係 

障害福祉係 

生活保護係 

身体・知的・精神障害者福祉、、生活保護、

民生（児童）委員、戦傷病者・戦没者遺族の

援護、軍人恩給、日本赤十字社事業、災害

援護・応急仮設住宅の入退居 

22-3428 

 

子ども家庭課 育成支援係 

児童福祉係 

保育所、児童館、児童手当、児童扶養手当、

母子・父子家庭医療費助成 

22-3429 

産
業
部 

産業再生戦略課 産業再生係 

企業戦略係 

企業誘致や地場企業の支援 22-6600 

（内線５２８・ 

  ５２９） 

水産課 加工振興係 

漁業振興係 

魚市場係 

漁業の振興、水産加工業の振興、漁船誘致、

魚市場 

22-6600 

(内線 513・

514) 

22-3435 

 

22-7119 

（魚市場係） 

水産基盤整備課 基盤整備係 

漁業集落整備係 

魚市場整備係 

漁港整備・漁港管理、漁場整備、漁港背後集

落の整備、魚市場施設の整備 

22-3414 

商工課 商工労働係 

物産振興係 

消費生活係 

商工業の振興、中小企業金融、雇用対策、 

生活路線バス、離島航路、物産振興、 

消費生活相談 

22-6600 

（ 内線５ ２ 1 ～  

５２３・５２５） 

22-3437 

（消費生活相談） 

観光課 観光係 

施設管理係 

観光振興・自然公園に関すること、市営駐車

場・各種観光施設に関すること 

22-3438 

農林課 農政係 

林政係 

農林土木係 

地籍調査係 

農業・畜産業の振興、農業金融、農業振興地

域整備、米穀の生産調整、農業災害対策、林

業の振興、市有林の経営管理、保安林、鳥獣

保護、農林土木事業、土地改良事業、治山・

林道事業、地籍調査 

22-3439 



 

77 

部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号 

建
設
部 

計画・調整課 企画係 

調整係 

震災復興事業の推進に関する国・県等の関

係機関との連絡調整、部内の震災復興事業

の進行管理 

22-3415 

土木課 道路行政係 

道路整備係 

災害復旧係 

応急対策係 

市道・市管理河川等の整備・維持管理・災害

復旧、市道等の占用、市道等の境界、市設街

路防犯灯に関すること 

22-3451 

都市計画課 都市計画係 

都市施設係 

緑化推進係 

都市計画 

街路・公園整備事業 

都市公園の管理、緑化推進事業 

22-6600 

(内線581～

584、587、

388) 

 

 土地区画整理

室 

業務係 

整備係 

土地区画整理事業 22-3416 

建築住宅課 市営・仮設住宅係 

建築営繕係 

住宅建築支援係 

市営住宅、応急仮設住宅施設の維持管理、

市有建築物の営繕工事、建築物等の指導及

び調査並びに建築確認申請、開発行為の規

制及び指導、住環境の改善及び指導、がけ

地近接等危険住宅移転事業、東日本大震災

被災住宅再建補助事業、防災集団移転に係

る住宅移転事業 

22-3455 

災害公営住宅整備課 災害公営住宅第一係 

災害公営住宅第二係 

災害公営住宅の建設及び入居者申込 22-3421 

用地課 用地第一係 

用地第二係 

用地（公有財産含む）の取得及び登記事務 22-3458 

防災集団移転推進課 防災集団移転第一係 

防災集団移転第二係 

防災集団移転に係る移転造成団地等の設計

積算管理及び防集事務（交付金申請・住民合

意形成等） 

22-3426 

下水道課 下水道推進係 

業務係 

災害復旧係 

下水道整備係 

公共下水道事業、集落排水事業、排水設備

の確認申請 

23-1010 

 終末処理場 終末処理場・長崎浄化センター・都市下水路

ポンプ場の維持管理 

三陸道・大島架橋・ 

・唐桑最短道・本吉バイ

パス整備促進課 

三陸縦貫道・唐桑最短

道・本吉バイパス促進係 

大島架橋促進係 

三陸縦貫自動車道・大島架橋・唐桑最短道・

国道３４６号本吉バイパスの整備促進 

22-3454 
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部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号 

ガ
ス
水
道
部
（公
営
企
業
） 

管理課 庶務係 

経理資材係 

業務係 

給水の申込受付、検針業務、ガス上下水道

料金の収納、指定給水装置工事事業者・ガス

指定工事店の指定、職員の任免・服務・給

与、出納、予算・決算・経理 

23-2560 

23-2561 

 

工務課 施設係 

給水管理係 

漏水防止係 

復興推進係 

給水装置係 

水道施設の整備、給水装置工事の受付・審

査・指導・承認、配水施設・給水管の維持管

理、応急給水、緊急対応、漏水防止 

23-2562 

施設整備課 復興推進整備係 水道施設の復旧・復興事業 23-2562 

浄水課 浄水第一係 

浄水第二係 

水質検査係 

浄水場の維持管理、水質管理、水質検査、舘

山浄水場、新月浄水場 

24-2111 
(浄水第一係) 

23-9900 
(浄水第二係) 

23-6664 
(水質検査係) 

ガス課 事業推進係 ガスの製造・供給、ガス消費機器の販売・修

理、ガス指定工事店の指導監督、ガス施設の

維持管理 

22-7090 

会計課 審査係 

出納係 

物品・現金の出納・保管、支出命令の審査、

決算の調製 

22-3460 

議会事務局 庶務係 

議事係 

本会議・委員会、議決書・抄本の作成、会議

録の調製・保存、請願・陳情 

22-3457 

監査委員事務局  監査、決算審査、出納検査 22-6600 

(内線484) 

選挙管理委員会事務局  各種選挙の管理・執行、選挙の啓発 22-3459 

農業委員会事務局 庶務係 

農地農政係 

農業委員会の運営、農業関係の調査・研究、

農作業標準賃金額、農業者年金、農業後継

者の育成、農地の転用等 

22-6600 

(内線381) 

教
育
委
員
会
事
務
局 

教育総務課 総務係 

施設係 

教育委員会の運営、教育行政、教育施設の

整備、教育財産の管理 

22-3440 

学校教育課 学事係 

指導係 

保健給食係 

学校・幼稚園の管理、学校職員の研修、就学

援助、奨学・育英、教育課程、学校給食、学

校保健 

22-3441 

生涯学習課 生涯学習係 

文化振興係 

体育振興係 

生涯学習の振興、社会教育の推進、社会教

育機関の設置・管理、社会教育団体の育成、

文化芸術の振興、文化財の保護・管理、スポ

ーツの普及、社会体育施設の管理運営、学

校体育施設の利用、スポーツ団体育成 

22-3442 

教育機関・施設 市民会館、幼稚園、小学校、中学校、共同調理場、公民館、図書館、体育館、運動広

場、青少年育成支援センター 

※電話番号については、「市の主要施設」（８１ページ）をご覧ください。 
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唐桑総合支所 
 

 

課・室名 係  名 主な担当業務等 電話番号 

総務企画課 総務防災係 

地域づくり推進係 

行政区・行政連絡事務、情報公開、防災・災害対策、 

防犯対策、消防団、交通安全、税証明、原付自転車登録、 

市税の収納、税申告受付、広報、コミュニティ活動の支援、 

住民自治組織の育成、唐桑地域自治区（唐桑町地域協議会） 

32-4520 

 

FAX 

32-3092 

市民生活課 環境衛生係 

市民生活係 

一般廃棄物の収集・運搬、飼犬の登録、防疫・害虫駆除、 

公害防止、改葬許可、市営墓地、市営火葬場、 

唐桑一般廃棄物最終処分場、戸籍、住民基本台帳、 

印鑑登録、在留関連事務、母子健康手帳の交付、 

自動車臨時運行許可、埋火葬許可、海事関係事務、 

住民基本台帳カード、国民年金、国民健康保険、 

子ども医療費助成、高額療養費、後期高齢者医療 

32-4522 

保健福祉課 

（保健福祉センター

「燦さん館」内） 

保健福祉係 母子健康手帳、新生児訪問、予防接種、健康相談、 

健康教育、各種検診、介護保険料、要介護認定申請、 

高齢者福祉サービス、市立病院再来受付、患者輸送バス、 

献血、障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具、 

心身障害者医療費、児童手当、児童扶養手当、 

特別児童扶養手当、母子・父子家庭医療費助成、 

日本赤十字、市民交通傷害保険、生活保護 

32-4811 

 

FAX 

32-4810 

産業課 産業係 漁業の振興、漁港管理、商工業の振興、物産振興、 

観光振興、観光施設の管理、農業・林業・畜産業の振興、 

農林施設の管理、農業委員会に関する相談・窓口、 

唐桑漁村センターの管理、漁業集落防災機能強化事業に関する

相談・調整 

32-4527 

建設課 建設係 道路・河川敷などの占用、市設街路灯の設置要望、 

市道などの維持補修・境界確認、市営住宅、 

大沢地区農業集落排水施設の管理 

32-4526 

会計課 唐桑分室 

（総務企画課兼務） 

物品・現金の出納・保管 32-4523 

唐桑水道事務所 給水管理係 

施設管理係 

給水管の維持補修、 

大沢浄水場 

23-2560 

（水道事務所

代表電話） 

唐桑教育センター 

（唐桑公民館内） 

教育行政に関する相談、幼稚園の管理、奨学・育英、 

学校給食、社会教育・生涯学習の振興、 

文化芸術・スポーツの振興 

32-4528 

32-4529 

教
育
機
関
・施
設 

唐桑体育館、 

小学校（唐桑・中井・小原木）、 

中学校（唐桑・小原木）、 

幼稚園（唐桑・松圃）、 

小原木共同調理場、 

公民館（唐桑・中井・小原木）、 

気仙沼図書館唐桑分館 

※電話番号については、「市の主要施設」（８１ページ）をご覧ください。 
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本吉総合支所 
 

 

課・室名 係  名 主な担当業務等 電話番号 

総務企画課 総務防災係 

地域づくり推進係 

行政区・行政連絡事務、情報公開、防災・災害対策、 

防犯対策、消防団、交通安全、税証明、市税の収納、 

税申告受付、公図・課税台帳、納税貯蓄組合、 

小泉・大谷公民館での税証明の発行、原付自転車登録、 

広報、地域公共ネットワーク、コミュニティ活動の支援、 

住民自治組織の育成、本吉地域自治区（本吉町地域協議会）、交

通安全施設、消防施設、はまなす台・馬籠住宅団地 

42-2973 

 

FAX 

42-2465 

市民生活課 環境衛生係 

市民生活係 

一般廃棄物の収集・運搬、飼犬の登録、防疫・害虫駆除、 

公害防止、改葬許可、市営墓地、本吉斎場（火葬場）、 

本吉一般廃棄物最終処分場、戸籍、住民基本台帳、 

印鑑登録、在留関連事務、母子健康手帳の交付、自動車臨時運

行許可、埋火葬許可、住民基本台帳カード、小泉・大谷公民館で

の諸証明の発行、国民年金、国民健康保険、 

子ども医療費助成、高額療養費、後期高齢者医療 

42-2974 

保健福祉課 保健福祉係 高齢者福祉、介護保険事業、地域保健・医療、母子保健、 

歯科保健、栄養指導、保健推進員、市立病院の受付、 

予防接種、検診、献血、在宅高齢者介護予防事業、 

戦没者遺族の支援、軍人恩給、日本赤十字社事業、 

児童手当、保育所、学童保育、障害者福祉 

母子・父子家庭医療費助成 

42-2975 

  

産業課 産業係 

地籍調査係 

水産振興、漁港管理、農業・林業・畜産業の振興、 

水産農林畜産施設の管理、農業委員会に関する相談・窓口、商工

業の振興、物産振興、観光振興、 

観光施設の管理、地籍調査 

42-2976 

建設課 建設係 道路・河川敷などの占用、市設街路灯の維持補修、 

市道などの維持補修・境界確認、市営住宅、下水道事業、 

津谷街浄化センター 

42-2977 

会計課 本吉分室 

（総務企画課兼務） 

物品・現金の出納・保管、支出負担行為の審査 42-2600 

（内線317） 

本吉水道事務所 給水管理係 

施設管理係 

給水の申込受付、給水管の維持補修、 

給水装置工事の監督、大洞山浄水場、泉沢浄水場 

42-2649 

本吉教育センター 

教育機関・施設 

教育行政に関する相談、幼稚園の管理、奨学・育英、 

学校給食、学校林、社会教育・生涯学習の振興、 

文化芸術・スポーツの振興 

42-2210 

教
育
機
関
・施
設 

本吉総合体育館、テニスコート、はまなすの館、本吉山田大名広場、 

小学校（津谷・馬籠・小泉・大谷）、中学校（津谷・小泉・大谷）、 

幼稚園（津谷・馬籠・小泉・大谷）、本吉共同調理場、 

公民館（本吉・小泉・大谷）、サンライズ森の工房、 

本吉図書館、池田文庫 

※電話番号については、「市の主要施設」（８１ページ）をご覧ください。 
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種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

市
役
所
・総
合
支
所
・出
張
所 

市役所 八日町一丁目1-1 22-6600 

唐桑総合支所 唐桑町馬場181-1 32-3130 

本吉総合支所 
本吉町津谷舘岡 
10 

42-2600 

階上出張所 長磯船原20 27-2300 

大島出張所 廻舘110 28-2601 

病
院
・保
健
・福
祉
施
設 

市立病院 田中184 22-7100 

市立本吉病院 
本吉町津谷明戸 
222-2 

42-2621 

市民健康管理センター
「すこやか」 

東新城二丁目2-1 21-1212 

保健福祉センター 
「燦さん館」 

唐桑町石浜282-3 32-4811 

仮称 本吉健康福祉セン
ター 

本吉町津谷新明戸
136 

ー 

障害者通所施設 
「松峰園」 

松崎柳沢216-8 23-9922 

障害者通所施設 
「みのりの園」 

本吉町中島358-1 42-3730 

老人福祉センター 
「福寿荘」 

松崎柳沢216-13 23-1022 

本吉老人 
福祉センター 

本吉町津谷舘岡 
51-6 

42-2231 

バリアフリー体験 
学習館 

本吉町中島358-6 42-2911 

本吉健康農園 本吉町中島358-4 ー 

社
会
教
育
・コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
施
設 

気仙沼中央公民館 
（旧気仙沼河北新報社ビル） 

魚市場前1-1 22-6760 

鹿折公民館 
（鹿折小学校内） 

西八幡町54-1 22-6937 

松岩公民館 松崎浦田143-1 22-6818 

新月公民館 松川前69-2 22-7189 

階上公民館 長磯船原20 27-2305 

面瀬地域ふれあい 
センター 

松崎高谷299 24-9393 

大島公民館 廻舘110 28-2614 

唐桑公民館 唐桑町馬場181-1 32-4530 

種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

中井公民館 唐桑町中井92-1 32-3900 

小原木公民館 
唐桑町岩井沢 
103-4 

34-3261 

本吉公民館（農村環境改
善センター内） 

本吉町津谷新明戸 
136 

42-2606 

小泉公民館 
（小泉中学校内） 

本吉町平貝123 42-2652 

大谷公民館 本吉町三島34-1 44-2003 

気仙沼図書館 笹が陣3-30 22-6778 

気仙沼図書館唐桑分館 唐桑町馬場143-1 25-7845 

本吉図書館 
本吉町津谷新明戸 
136 

42-4785 

市民会館 笹が陣4-2 22-6616 

はまなすの館 
本吉町津谷新明戸
136 

42-2210 

勤労青少年ホーム 
（気仙沼中央公民館内） 

魚市場前1-1 22-6760 

青少年育成支援センター 
（気仙沼中央公民館内） 

魚市場前1-1 24-0766 

放送大学気仙沼視聴学
習室（気仙沼図書館内） 

笹が陣3-30 22-0964 

気仙沼市・宮城教育大学連携セ
ンター（気仙沼中央公民館内） 

魚市場前1-1 29-6037 

地域交流センター 
（ワン・テンビル2階） 

八日町一丁目 
1-10 

22-6600 
（内線 463） 

市民活動支援センター 

（地域交流センター内） 
八日町一丁目 
1-10 

22-6600 
（内線 337） 

大島開発総合センター 中山115-4 28-2620 

大曲コミュニティセン
ター 

九条1 24-3885 

八瀬地域郷土文化保存
伝承館 

早稲谷141 22-3442 

サンライズ森の工房 本吉町西川内88 42-2606 

生活改善センター 前木98 ー 

水梨コミュニティ 
センター 

赤岩迎前田127 ー 

気仙沼駅前コミュニ 
ティセンター 

古町一丁目2-15 23-6370 

白山コミュニティ 
センター 

上東側根278-6 ー 

 
市の主要施設 

平成２７年度  開所予定 
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種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

松圃集会所 唐桑町松圃131-2 32-2829 

石浜集会所 
唐桑町高石浜 
176-3 

32-3483 

崎浜集会所 唐桑町津本23-2 32-2824 

中集会所 唐桑町中98-5 32-2805 

中井老人憩の家 唐桑町中井30-2 32-2810 

鮪立老人憩の家 唐桑町鮪立165-1 32-2808 

舘老人憩の家 
唐桑町岩井沢 
103-4 

34-3744 

宿集会所 唐桑町馬場177-1 32-2816 

本吉浜区多目的集会場 本吉町今朝磯 58 ー 

本吉上沢多目的集会場 本吉町大東 25-3 ー 

本吉馬籠林業センター 本吉町向畑 11-3 ー 

本吉漆原コミュニティ
センター 

本吉町漆原 9-1 ー 

本吉松ヶ沢コミュニ 
ティセンター 

本吉町宮内44-98 43-2970 

本吉山田生活改善 
センター 

本吉町猪の鼻84-2 ー 

本吉表山田振興会館 本吉町岳の下 3-6 ー 

本吉津谷松尾コミュニ
ティセンター 

本吉町津谷松尾 
100-5 

ー 

本吉松岡タウン 
センター 

本吉町津谷松岡 
110-1 

ー 

本吉津谷舘岡コミュニ
ティセンター 

本吉町津谷舘岡 
63-1 

ー 

本吉登米沢多目的 
集会場 

本吉町登米沢 
193-1 

42-2691 

本吉風越コミュニティ
センター 

本吉町風越 23-1 42-1675 

本吉林の沢振興会館 
本吉町林の沢 
45-13 

― 

本吉狼の巣多目的 
集会場 

本吉町坊の倉258 ― 

本吉坊の倉地区農林 
漁家婦人活動施設 

本吉町坊の倉  
153-18 

― 

本吉下川内多目的 
集会場 

本吉町東川内 
163-4 

― 

本吉上川内コミュニ 
ティセンター 

本吉町東川内  
18-1 

― 

東日本大震災復興記念
前浜マリンセンター 

本吉町前浜225-1  ― 

本吉寺谷コミュニティ
センター 

本吉町寺谷30-2 44-3833 

本吉上郷地区コミュニ
ティセンター 

本吉町石川原 
107-96 

44-3831 

種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

体
育
施
設 

気仙沼市総合体育館 
「ケー・ウエーブ」 

赤岩牧沢44-180 21-3421 

唐桑体育館 唐桑町馬場181-1 32-4529 

本吉総合体育館 
本吉町津谷新明戸 
136 

42-3111 

大島みどりのふれあい
広場 

高井149－3 28-2614 

本吉山田大名広場 
（一部使用可能） 

本吉町宮内44－1 42-2210 

産
業
関
連
施
設 

魚市場 魚市場前8-25 22-7119 

気仙沼駅前駐車場 古町一丁目182-32 22-3438 

内湾地区駐車場 南町三丁目 22-3438 

気仙沼駅前観光案内所 古町一丁目5-23 22-4669 

気仙沼市観光サービス
センター 

魚市場前7-13 
（「海の市」２F） 

22-4560 

唐桑半島ビジターセン
ター・津波体験館 

唐桑町崎浜4-3 32-3029 

漁火パーク 唐桑町北中98-18 32-4340 

国民宿舎からくわ荘 唐桑町崎浜4-1 32-3174 

鹿折金山資料館 上東側根14 29-5008 

本吉放牧場 
「モ～ランドもとよし」 

本吉町角柄15-4 43-2468 

本吉有機肥料センター 本吉町角柄15-4 43-2630 

本吉農村環境改善 
センター 

本吉町津谷新明戸 
136 

42-2606 

本吉農林水産物直売 
センター 

本吉町三島94-12 44-3180 

大谷鉱山歴史資料館 
本吉町高瀬ヶ森 
58-16 

44-2816 

小泉川さけふ化場 
本吉町新圃の沢 
1-1 

42-2466 

水
道
・下
水
道
施
設 

舘山浄水場 舘山二丁目5-30 24-2111 

新月浄水場 金成沢118 23-9900 

大沢浄水場 
唐桑町荒谷前 
118-11 

34-3504 

大洞山浄水場 
本吉町林の沢 
183-1 

－ 

泉沢浄水場 本吉町泉沢127-5 － 

気仙沼終末処理場 
川口町二丁目 
110-1 

23-1010 

津谷街浄化センター 
本吉町津谷明戸 
281-1 

42-2977 
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種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

長崎浄化センター 長崎295 28-3087 

大沢クリーンセンター 唐桑町港110-3 34-3260 

環
境
関
連
施
設 

ごみ処理場 
（クリーン・ヒル・センター） 

九条93-1 22-9680 

し尿処理場 田中3-2 24-2421 

大曲一般廃棄物最終 
処分場 

九条94-1 24-4114 

唐桑一般廃棄物最終 
処分場 

唐桑町西舞根 
156-14 

24-5081 

火
葬
場 

斎場 大峠山1-27 22-6824 

唐桑斎場 唐桑町只越367-2 32-2823 

本吉斎場 
本吉町津谷松尾 
119 

42-2648 

認
可
保
育
所 

内の脇保育所 南が丘一丁目3-5 22-6777 

かやの実保育所 九条453 22-6637 

松岩保育所 松崎五駄鱈143 22-6768 

牧沢きぼう保育所 松崎柳沢216-13 22-6775 

崎浜保育所 駒形96 28-2652 

鹿折保育所 東中才410-1 23-1026 

階上保育所 長磯船原51-1 27-2308 

新月保育所  川原崎101  22-6698 

津谷保育所 本吉町津谷舘岡21 42-2031 

小
規
模
保
育
所 

中才保育所 東中才145-2 29-5719 

前沢保育所 松崎高谷255 23-1936 

石甲保育所 赤岩石兜4-1 22-6709 

月立保育所 台244-1 55-2901 

岩月保育所 岩月宝ヶ沢47-8 27-2318 

波路上保育所 波路上原35-1  27-2306 

くぐなり保育所 廻舘108-3 28-3601 

小原木保育園 
唐桑町岩井沢 
107-1 

34-3833 

児
童
館 

古町児童館 古町二丁目2-51 23-4648 

赤岩児童館 赤岩老松117 22-6879 

種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

大島児童館 
（大島小学校内） 

高井40-2 28-2655 

鮪立児童館 唐桑町鮪立166-1 32-3189 

幼
稚
園 

唐桑幼稚園 唐桑町馬場143-1 32-2299 

松圃幼稚園 唐桑町神の倉1-1 32-3186 

津谷幼稚園 
本吉町津谷松岡 
174-1 

42-2810 

馬籠幼稚園 本吉町向畑14 43-2020 

小泉幼稚園 本吉町平貝32 42-3361 

大谷幼稚園 本吉町寺谷9-2 44-2203 

学
童
保
育
セ
ン
タ
ー 

気仙沼学童保育センター 笹が陣3-１ 24-3023 

九条学童保育センター 九条327 24-2150 

鹿折学童保育センター 西八幡町54-１ 22-8848 

松岩学童保育センター 松崎五駄鱈５ 22-7822 

新城学童保育センター 茗荷沢239-13 22-0377 

階上学童保育センター 長磯鳥子沢23 
090- 

8258-7787 

面瀬学童保育センター 松崎下赤田58 24-3500 

津谷学童保育センター 本吉町津谷舘岡21 42-2031 

馬籠学童保育センター 本吉町小金山1-1 43-2585 

小泉学童保育センター 本吉町平貝63 42-3341 

大谷学童保育センター 本吉町三島28 44-2776 

小
学
校 

気仙沼小学校 笹が陣3-１ 22-6966 

九条小学校 九条327 22-6984 

鹿折小学校 西八幡町54-１ 22-6876 

白山小学校 上東側根245 

29-5053 

松岩小学校 松崎五駄鱈5 22-7153 

水梨小学校 物倉山6 23-8440 

面瀬小学校 松崎下赤田58 22-7800 

新城小学校 茗荷沢239-13 22-6696 

平成27年3月31日で閉校予定 
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種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

月立小学校 塚沢65 55-2260 

階上小学校 長磯鳥子沢23 27-2303 

大島小学校 高井40-2 28-2604 

唐桑小学校 唐桑町明戸208-6 32-3142 

中井小学校 唐桑町中井134-3 32-3146 

小原木小学校 唐桑町岩井沢97-3 34-3201 

津谷小学校 
本吉町津谷松岡 
126 

42-2613 

馬籠小学校 本吉町小金山1-1 43-2222 

小泉小学校 本吉町平貝63 42-2651 

大谷小学校 本吉町三島28 44-2202 

中
学
校 

気仙沼中学校 笹が陣4-1 22-6989 

条南中学校 田中前四丁目8 24-3131 

鹿折中学校 大峠山1-263 22-6764 

松岩中学校 松崎柳沢186 22-7158 

面瀬中学校 岩月寺沢44 27-4288 

新月中学校 切通100 22-5340 

種

別 
名  称 所 在 地 電話番号 

階上中学校 長磯中原125 27-2304 

大島中学校 高井40 28-2610 

唐桑中学校 唐桑町北中130 32-3144 

小原木中学校 唐桑町舘68 

34-3614 

津谷中学校 本吉町津谷桜子2 42-2654 

小泉中学校 本吉町平貝123 42-2619 

大谷中学校 本吉町三島60-4 44-2004 

学
校
給
食
共
同
調
理
場 

気仙沼中央給食センター 新田3-2 29-6701 

気仙沼共同調理場 笹が陣3-1 23-1216 

松岩共同調理場 松崎五駄鱈5 23-1217 

大島共同調理場 高井40-2 28-3506 

小原木共同調理場 唐桑町舘68 34-3087 

本吉共同調理場 
本吉町津谷桜子 
2-36 

42-2633 

平成27年3月31日で閉校予定 
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あ 赤岩石兜 あかいわいしかぶと 988-0182 
 赤岩老松 あかいわおいまつ 988-0105 
 赤岩大石倉 あかいわおおいしくら 988-0172 
 赤岩大滝 あかいわおおたき 988-0174 
 赤岩小田 あかいわおだ 988-0185 
 赤岩上羽田 あかいわかみはだ 988-0166 
 赤岩五駄鱈 あかいわごだんたら 988-0104 
 赤岩四十二 あかいわしじゅうに 988-0164 
 赤岩杉ノ沢 あかいわすぎのさわ 988-0181 
 赤岩高前田 あかいわたかまえだ 988-0161 
 赤岩舘下 あかいわたてした 988-0101 
 赤岩舘森 あかいわたてもり 988-0102 
 赤岩泥ノ木 あかいわどろのき 988-0183 
 赤岩長柴 あかいわながしば 988-0173 
 赤岩羽田 あかいわはだ 988-0167 
 赤岩平貝 あかいわひらがい 988-0184 
 赤岩前田 あかいわまえだ 988-0162 
 赤岩牧沢 あかいわまきさわ 988-0171 
 赤岩水梨子 あかいわみずなし 988-0168 
 赤岩港 あかいわみなと 988-0103 
 赤岩宮口下 あかいわみやぐちした ー 
 赤岩迎前田 あかいわむかえまえだ 988-0163 
 赤岩物見 あかいわものみ 988-0165 
 明戸 あけど 988-0062 
 浅根 あさね 988-0623 
 朝日町 あさひちょう 988-0034 
 阿月  ※1 あよいづき 988-0847 
 新町 あらまち 988-0071 
い 磯草 いそくさ 988-0606 
 磯沢 いそざわ 988-0854 
 一景島 いっけいじま 988-0032 
 入沢 いりさわ 988-0083 
 岩ヶ崎 いわがさき 988-0061 
 岩月千岩田 いわつきせんがんだ 988-0201 
 岩月台ノ沢 いわつきだいのさわ 988-0202 
 岩月宝ヶ沢 いわつきたからがさわ 988-0207 
 岩月寺沢 いわつきてらさわ 988-0206 
 岩月長平 いわつきながだいら 988-0204 
 岩月箒沢 いわつきほうきさわ 988-0205 
 岩月星谷 いわつきほしや 988-0203 
う 魚市場前 うおいちばまえ 988-0037 
 魚浜町 うおはまちょう 988-0008 
 後九条 うしろくじょう 988-0065 
 内松川 うちまつかわ 988-0866 
 浦の浜 うらのはま 988-0605 
お 大岩井山 おおいわいやま 988-0812 
 大浦 おおうら 988-0814 
 太田一丁目 おおた 1 ちょうめ 988-0082 
 太田二丁目 おおた 2 ちょうめ 988-0082 
 大峠山 おおとうげやま 988-0812 
 大初平 おおはつだいら 988-0602 
 大林 おおばやし 988-0821 
 大前見島 おおまえみじま ー 
 大向 おおむかい 988-0612 
 落合 おちあい 988-0843 
か 角地 かくじ 988-0862 
 柏崎 かしざき 988-0014 
 鹿ノ倉 かのくら 988-0837 
 上田中一丁目 かみたなか 1 ちょうめ 988-0056 
 上田中二丁目 かみたなか 2 ちょうめ 988-0056 
 上西側 かみにしがわ 988-0806 
 上東側 かみひがしがわ 988-0803 
 上東側根 かみひがしがわね 988-0801 
 神山 かみやま 988-0044 
 亀山 かめやま 988-0607 
 唐桑町明戸 からくわちょうあけど 988-0533 

か 唐桑町荒谷前 からくわちょうあらやまえ 988-0503 
 唐桑町石浜 からくわちょういしはま 988-0532 
 唐桑町岩井沢 からくわちょういわいさわ 988-0512 
 唐桑町浦 からくわちょううら 988-0581 
 唐桑町大畑 からくわちょうおおはた 988-0521 
 唐桑町欠浜 からくわちょうかけはま 988-0544 
 唐桑町釜石下 からくわちょうかまいしした 988-0501 
 唐桑町上川原 からくわちょうかみかわら 988-0522 
 唐桑町上小・ ※2 からくわちょうかみこさば 988-0562 
 唐桑町上鮪立 からくわちょうかみしびたち 988-0572 
 唐桑町神の倉 からくわちょうかんのくら 988-0553 
 唐桑町北中 からくわちょうきたなか 988-0541 
 唐桑町小・ ※2 からくわちょうこさば 988-0561 
 唐桑町小田 からくわちょうこだ 988-0514 
 唐桑町小長根 からくわちょうこながね 988-0543 
 唐桑町境 からくわちょうさかい 988-0523 
 唐桑町崎浜 からくわちょうさきはま 988-0554 
 唐桑町鮪立 からくわちょうしびたち 988-0571 
 唐桑町宿浦 からくわちょうしゅくうら 988-0534 
 唐桑町台の下 からくわちょうだいのした 988-0502 
 唐桑町高石浜 からくわちょうたかいしはま 988-0531 
 唐桑町竹の袖 からくわちょうたけのそで 988-0504 
 唐桑町唯越 からくわちょうただこし 988-0526 
 唐桑町只越 からくわちょうただこし 988-0524 
 唐桑町舘 からくわちょうたて 988-0511 
 唐桑町津本 からくわちょうつもと 988-0552 
 唐桑町出山 からくわちょうでやま 988-0506 
 唐桑町堂角 からくわちょうどうかく 988-0525 
 唐桑町中 からくわちょうなか 988-0542 
 唐桑町中井 からくわちょうなかい 988-0563 
 唐桑町西舞根（200 番以上） からくわちょうにしもうね 988-0927 
 唐桑町西舞根（その他） からくわちょうにしもうね 988-0527 
 唐桑町載鈎 からくわちょうのせかぎ 988-0513 
 唐桑町馬場 からくわちょうばば 988-0535 
 唐桑町東舞根 からくわちょうひがしもうね 988-0582 
 唐桑町松圃 からくわちょうまつばたけ 988-0551 
 唐桑町港 からくわちょうみなと 988-0505 
 川上 かわかみ 988-0834 
 川口町一丁目 かわぐちちょう 1 ちょうめ 988-0033 
 川口町二丁目 かわぐちちょう 2 ちょうめ 988-0033 
 川崎尻 かわさきじり 988-0846 
 川畑 かわばた 988-0041 
 川原崎 かわらざき 988-0824 
 河原田一丁目 かわらだ 1 ちょうめ 988-0022 
 河原田二丁目 かわらだ 2 ちょうめ 988-0022 
 金成沢 かんなりざわ 988-0831 
き 切通 きりどおし 988-0822 
く 九条 くじょう 988-0064 
 久保 くぼ 988-0842 
 蔵底 くらそこ 988-0081 
 黒石山 くろいしやま 988-0868 
 黒沢 くろさわ 988-0863 
け 化粧坂 けしょうざか 988-0072 
こ 小芦 こあし 988-0836 
 小々汐 こごしお 988-0815 
 槻  ※3 こぶつき 988-0832 
 小前見島 こまえみじま ー 
 駒形 こまがた 988-0633 
 駒場 こまば 988-0054 
さ 最知荒沢 さいちあらさわ 988-0214 
 最知川原 さいちかわら 988-0211 
 最知北最知 さいちきたさいち 988-0215 
 最知南最知 さいちみなみさいち 988-0213 
 最知森合 さいちもりあい 988-0212 
 幸町一丁目 さいわいちょう 1 ちょうめ 988-0026 
 幸町二丁目 さいわいちょう 2 ちょうめ 988-0026 
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さ 幸町三丁目 さいわいちょう 3 ちょうめ 988-0026 
 幸町四丁目 さいわいちょう 4 ちょうめ 988-0026 
 栄町 さかえちょう 988-0012 
 魚町一丁目 さかなまち 1 ちょうめ 988-0013 
 魚町二丁目 さかなまち 2 ちょうめ 988-0013 
 魚町三丁目 さかなまち 3 ちょうめ 988-0013 
 笹が陣 ささがじん 988-0073 
 沢田 さわだ 988-0016 
 三ノ浜 さんのはま 988-0818 
し 潮見町 しおみちょう 988-0031 
 潮見町二丁目 しおみちょう 2 ちょうめ 988-0031 
 四反田 したんだ 988-0063 
 下新田 しもしんでん 988-0828 
 下八瀬 しもやっせ 988-0851 
 常楽 じょうらく 988-0051 
 白石 しらいし 988-0807 
 新関根 しんせきね 988-0868 
 新台 しんだい 988-0867 
 新田 しんでん 988-0829 
 新浜町一丁目 しんはまちょう 1 ちょうめ 988-0005 
 新浜町二丁目 しんはまちょう 2 ちょうめ 988-0005 
 陣山 じんやま 988-0011 
 新早稲谷 しんわせや 988-0865 
せ 関根 せきね 988-0868 
そ 象ヶ鼻 ぞうがはな 988-0844 
 外畑 そとばたけ 988-0603 
 外浜 そとはま 988-0601 
 反松 そりまつ 988-0055 
た 台 だい 988-0867 
 高井 たかい 988-0613 
 高判形山 たかはんぎょうやま 988-0802 
 滝の入 たきのいり 988-0087 
 田尻 たじり 988-0611 
 田尻沢 たじりざわ 988-0825 
 舘山一丁目 たてやま 1 ちょうめ 988-0076 
 舘山二丁目 たてやま 2 ちょうめ 988-0076 
 田中 たなか 988-0052 
 田中前一丁目 たなかまえ 1 ちょうめ 988-0053 
 田中前二丁目 たなかまえ 2 ちょうめ 988-0053 
 田中前三丁目 たなかまえ 3 ちょうめ 988-0053 
 田中前四丁目 たなかまえ 4 ちょうめ 988-0053 
 田谷 たや 988-0045 
 田谷前 たやまえ 988-0046 
つ 塚沢 つかざわ 988-0864 
と 百目木 どうめき 988-0826 
 所沢 ところざわ 988-0057 
な 内ノ脇 ないのわき 988-0025 
 内の脇一丁目 ないのわき 1 ちょうめ 988-0025 
 内の脇二丁目 ないのわき 2 ちょうめ 988-0025 
 内の脇三丁目 ないのわき 3 ちょうめ 988-0025 
 長磯赤貝 ながいそあかがい 988-0237 
 長磯後沢 ながいそうしろざわ 988-0226 
 長磯大窪 ながいそおおくぼ 988-0225 
 長磯七半沢 ながいそしちはんざわ 988-0221 
 長磯下原 ながいそしもばら 988-0232 
 長磯鳥子沢 ながいそとりこざわ 988-0223 
 長磯中原 ながいそなかはら 988-0238 
 長磯二本松 ながいそにほんまつ 988-0236 
 長磯浜 ながいそはま 988-0231 
 長磯原 ながいそはら 988-0233 
 長磯原ノ沢 ながいそはらのさわ 988-0234 
 長磯船原 ながいそふなはら 988-0222 
 長磯前林 ながいそまえばやし 988-0224 
 長磯牧通 ながいそまぎどおり 988-0235 
 長磯森 ながいそもり 988-0227 
 長岩間 ながいわま 988-0835 
 長崎 ながさき 988-0621 
 仲町一丁目 なかまち 1 ちょうめ 988-0024 
 仲町二丁目 なかまち 2 ちょうめ 988-0024 
 中みなと町 なかみなとちょう 988-0007 

な 中山 なかやま 988-0622 
 名木沢 なぎさわ 988-0855 
 浪板 なみいた 988-0813 
 南郷 なんごう 988-0043 
に 錦町 にしきちょう 988-0002 
 錦町一丁目 にしきちょう 1 ちょうめ 988-0002 
 錦町二丁目 にしきちょう 2 ちょうめ 988-0002 
 西中才 にしなかさい 988-0805 
 西八幡町 にしはちまんちょう 988-0817 
 西八幡前 にしはちまんまえ 988-0817 
 西みなと町 にしみなとちょう 988-0006 
 二ノ浜 にのはま 988-0816 
は 波路上明戸 はじかみあけど 988-0244 
 波路上岩井崎 はじかみいわいさき 988-0241 
 波路上後原 はじかみうしろばら 988-0252 
 波路上内田 はじかみうちだ 988-0251 
 波路上内沼 はじかみうちぬま 988-0247 
 波路上崎野 はじかみさきの 988-0242 
 波路上杉ノ下 はじかみすぎのした 988-0245 
 波路上瀬向 はじかみせむかい 988-0246 
 波路上野田 はじかみのだ 988-0254 
 波路上原 はじかみはら 988-0253 
 波路上牧 はじかみまぎ 988-0243 
 波路上向田 はじかみむかいだ 988-0255 
 波路上向原 はじかみむかいばら 988-0256 
 浜 はま ー 
 浜町一丁目 はまちょう 1 ちょうめ 988-0004 
 浜町二丁目 はまちょう 2 ちょうめ 988-0004 
 浜見山 はまみやま 988-0015 
ひ 東新城一丁目 ひがししんじょう 1 ちょうめ 988-0066 
 東新城二丁目 ひがししんじょう 2 ちょうめ 988-0066 
 東新城三丁目 ひがししんじょう 3 ちょうめ 988-0066 
 東中才 ひがしなかさい 988-0804 
 東八幡前 ひがしはちまんまえ 988-0811 
 東みなと町 ひがしみなとちょう 988-0001 
ふ 福美町 ふくみちょう 988-0086 
 古町 ふるまち 988-0077 
 古町一丁目 ふるまち 1 ちょうめ 988-0077 
 古町二丁目 ふるまち 2 ちょうめ 988-0077 
 古町三丁目 ふるまち 3 ちょうめ 988-0077 
 古町四丁目 ふるまち 4 ちょうめ 988-0077 
へ 弁天町一丁目 べんてんちょう 1 ちょうめ 988-0036 
 弁天町二丁目 べんてんちょう 2 ちょうめ 988-0036 
ほ 細尾 ほそお 988-0861 
 本郷 ほんごう 988-0042 
ま 前木 まえぎ 988-0845 
 町裏 まちうら ー 
 松川 まつかわ 988-0852 
 松川前 まつかわまえ 988-0853 
 松崎浦田 まつざきうらだ 988-0114 
 松崎大萱 まつざきおおかや 988-0155 
 松崎尾崎 まつざきおさき 988-0131 
 松崎面瀬 まつざきおもせ 988-0153 
 松崎片浜 まつざきかたはま 988-0113 
 松崎上赤田 まつざきかみあかだ 988-0134 
 松崎上金取 まつざきかみかねとり 988-0157 
 松崎萱 まつざきかや 988-0121 
 松崎北沢 まつざききたさわ 988-0111 
 松崎五駄鱈 まつざきごだんたら 988-0122 
 松崎地生 まつざきじしょう 988-0143 
 松崎下赤田 まつざきしもあかだ 988-0133 
 松崎下金取 まつざきしもかねとり 988-0156 
 松崎外ヶ沢 まつざきそとがさわ 988-0152 
 松崎高谷 まつざきたかや 988-0124 
 松崎立石 まつざきたていし 988-0151 
 松崎鶴巻 まつざきつるまき 988-0144 
 松崎中瀬 まつざきなかぜ 988-0123 
 松崎猫渕 まつざきねこぶち 988-0154 
 松崎馬場 まつざきばば 988-0132 
 松崎前浜 まつざきまえはま 988-0112 
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ま 松崎丸森 まつざきまるもり 988-0142 
 松崎柳沢 まつざきやなぎさわ 988-0141 
 廻舘 まわりだて 988-0604 
み 三作浜 みさくはま 988-0631 
 三日町一丁目 みっかまち 1 ちょうめ 988-0085 
 三日町二丁目 みっかまち 2 ちょうめ 988-0085 
 三日町三丁目 みっかまち 3 ちょうめ 988-0085 
 港 みなと ー 
 港町 みなとまち 988-0021 
 南が丘一丁目 みなみがおか 1 ちょうめ 988-0023 
 南が丘二丁目 みなみがおか 2 ちょうめ 988-0023 
 南町一丁目 みなみまち 1 ちょうめ 988-0017 
 南町二丁目 みなみまち 2 ちょうめ 988-0017 
 南町三丁目 みなみまち 3 ちょうめ 988-0017 
 南町四丁目 みなみまち 4 ちょうめ 988-0017 
 南町海岸 みなみまちかいがん 988-0018 
 茗荷沢 みょうがさわ 988-0823 
も 本浜町一丁目 もとはまちょう 1 ちょうめ 988-0003 
 本浜町二丁目 もとはまちょう 2 ちょうめ 988-0003 
 本町一丁目 もとまち 1 ちょうめ 988-0074 
 本町二丁目 もとまち 2 ちょうめ 988-0074 
 本吉町赤牛 もとよしちょうあかうし 988-0284 
 本吉町天ヶ沢 もとよしちょうあまがさわ 988-0277 
 本吉町石川原 もとよしちょういしかわら 988-0268 
 本吉町泉 もとよしちょういずみ 988-0339 
 本吉町泉沢 もとよしちょういずみさわ 988-0336 
 本吉町猪の鼻 もとよしちょういのはな 988-0347 
 本吉町後田 もとよしちょううしろだ 988-0261 
 本吉町歌生 もとよしちょううとう 988-0324 
 本吉町卯名沢 もとよしちょううなざわ 988-0313 
 本吉町漆原 もとよしちょううるしばら 988-0371 
 本吉町狼の巣 もとよしちょうおいのす 988-0301 
 本吉町大椚 もとよしちょうおおくぬぎ 988-0306 
 本吉町大沢 もとよしちょうおおさわ 988-0304 
 本吉町大柴 もとよしちょうおおしば 988-0356 
 本吉町大東 もとよしちょうおおひがし 988-0358 
 本吉町大朴木 もとよしちょうおおぼうき 988-0287 
 本吉町大森 もとよしちょうおおもり 988-0283 
 本吉町大谷 もとよしちょうおおや 988-0272 
 本吉町沖の田 もとよしちょうおきのだ 988-0262 
 本吉町尾田 もとよしちょうおでん 988-0372 
 本吉町風越 もとよしちょうかざこし 988-0311 
 本吉町鹿の子 もとよしちょうかのこ 988-0354 
 本吉町上川内 もとよしちょうかみかわうち 988-0388 
 本吉町狩猟 もとよしちょうかりょう 988-0373 
 本吉町川原 もとよしちょうかわはら ー 
 本吉町北明戸 もとよしちょうきたあけど 988-0317 
 本吉町木戸 もとよしちょうきど ー 
 本吉町九多丸 もとよしちょうくだまる 988-0275 
 本吉町窪 もとよしちょうくぼ 988-0265 
 本吉町蔵内 もとよしちょうくらうち 988-0325 
 本吉町今朝磯 もとよしちょうけさいそ 988-0323 
 本吉町幸土 もとよしちょうこうど 988-0303 
 本吉町午王野沢 もとよしちょうごおうのさわ 988-0351 
 本吉町小金沢 もとよしちょうこがねさわ 988-0285 
 本吉町小金山 もとよしちょうこがねやま 988-0364 
 本吉町小浜 もとよしちょうこばま 988-0321 
 本吉町小峰崎 もとよしちょうこみねざき 988-0348 
 本吉町猿内 もとよしちょうさるうち 988-0279 
 本吉町直伝 もとよしちょうじきでん 988-0261 
 本吉町信夫 もとよしちょうしのぶ 988-0353 
 本吉町下川内 もとよしちょうしもかわうち 988-0385 
 本吉町下宿 もとよしちょうしもじゅく 988-0332 
 本吉町下要害 もとよしちょうしもようがい 988-0361 
 本吉町菖蒲沢 もとよしちょうしょうぶざわ 988-0269 
 本吉町新北明戸 もとよしちょうしんきたあけど 988-0316 
 本吉町新圃の沢 もとよしちょうしんはたのさわ 988-0315 
 本吉町新南明戸 もとよしちょうしんみなみあけど 988-0337 
 本吉町菅の沢 もとよしちょうすげのさわ 988-0328 
も 本吉町外尾 もとよしちょうそでお 988-0334 

 本吉町平椚 もとよしちょうたいらくぬぎ 988-0352 
 本吉町高 もとよしちょうたか 988-0286 
 本吉町高岡 もとよしちょうたかおか 988-0384 
 本吉町高瀬ヶ森 もとよしちょうたかせがもり 988-0278 
 本吉町滝沢 もとよしちょうたきさわ 988-0355 
 本吉町滝根 もとよしちょうたきね 988-0274 
 本吉町岳の下 もとよしちょうたけのした 988-0346 
 本吉町舘下 もとよしちょうたてした 988-0345 
 本吉町田の沢 もとよしちょうたのさわ 988-0277 
 本吉町土樋下 もとよしちょうつちどいした 988-0261 
 本吉町角柄 もとよしちょうつのがら 988-0374 
 本吉町津谷明戸 もとよしちょうつやあけど 988-0382 
 本吉町津谷桜子 もとよしちょうつやさくらご 988-0341 
 本吉町津谷新明戸 もとよしちょうつやしんあけど 988-0381 
 本吉町津谷舘岡 もとよしちょうつやたておか 988-0307 
 本吉町津谷長根 もとよしちょうつやながね 988-0305 
 本吉町津谷松尾 もとよしちょうつやまつお 988-0309 
 本吉町津谷松岡 もとよしちょうつやまつおか 988-0308 
 本吉町寺谷 もとよしちょうてらがい 988-0266 
 本吉町寺沢 もとよしちょうてらさわ 988-0267 
 本吉町寺要害 もとよしちょうてらようがい 988-0362 
 本吉町道貫 もとよしちょうどうめき 988-0269 
 本吉町登米沢 もとよしちょうとよまざわ 988-0318 
 本吉町中川内 もとよしちょうなかかわうち 988-0387 
 本吉町長窪 もとよしちょうながくぼ 988-0327 
 本吉町中沢 もとよしちょうなかざわ 988-0375 
 本吉町中島 もとよしちょうなかじま 988-0331 
 本吉町中平 もとよしちょうなかだいら 988-0357 
 本吉町長根 もとよしちょうながね 988-0264 
 本吉町長畑 もとよしちょうながはたけ 988-0267 
 本吉町西川内 もとよしちょうにしかわうち 988-0386 
 本吉町二十一浜 もとよしちょうにじゅういちはま 988-0322 
 本吉町幣掛 もとよしちょうぬさかけ 988-0342 
 本吉町野々下 もとよしちょうののした 988-0271 
 本吉町圃の沢 もとよしちょうはたのさわ 988-0314 
 本吉町林の沢 もとよしちょうはやしのさわ 988-0302 
 本吉町東川内 もとよしちょうひがしかわうち 988-0389 
 本吉町日門 もとよしちょうひかど 988-0276 
 本吉町平貝 もとよしちょうひらがい 988-0333 
 本吉町深萩 もとよしちょうふかはぎ 988-0363 
 本吉町府中 もとよしちょうふちゅう 988-0281 
 本吉町坊の倉 もとよしちょうぼうのくら 988-0383 
 本吉町洞沢 もとよしちょうほらさわ 988-0263 
 本吉町前浜 もとよしちょうまえはま 988-0282 
 本吉町馬籠町 もとよしちょうまごめまち 988-0365 
 本吉町馬籠町頭 もとよしちょうまごめまちがしら 988-0366 
 本吉町松ヶ沢 もとよしちょうまつがさわ 988-0343 
 本吉町三島 もとよしちょうみしま 988-0273 
 本吉町道外 もとよしちょうみちそと 988-0312 
 本吉町南明戸 もとよしちょうみなみあけど 988-0338 
 本吉町宮内 もとよしちょうみやうち 988-0344 
 本吉町向畑 もとよしちょうむかいばた 988-0367 
 本吉町谷地 もとよしちょうやち 988-0283 
 本吉町柳沢 もとよしちょうやなぎさわ 988-0326 
 本吉町山谷 もとよしちょうやまや 988-0278 
 本吉町上野 もとよしちょうわの 988-0359 
 本吉町蕨野 もとよしちょうわらびの 988-0335 
 物倉山 ものくらやま 988-0169 
や 柳沢 やなぎざわ 988-0841 
よ 要害 ようがい 988-0634 
 八日町一丁目 ようかまち 1 ちょうめ 988-0084 
 八日町二丁目 ようかまち 2 ちょうめ 988-0084 
 横沼 よこぬま 988-0632 
 芳ノ口 よしのくち 988-0863 
わ 早稲谷 わせや 988-0865 
 渡戸 わたど 988-0833 
 和野 わの 988-0827 

※1 阿月の「（よい）」は、「雨（あめかんむり）に「月」 

※2 唐桑町上小・、唐桑町小・の「（さば）」は、「魚（さかなへん）」に、「青」 

※3 槻の「（こぶ）」は、「疒（やまいだれ）」に、「米」と「女」 

 



 

 
88 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

■広報紙 

  市政情報をお届けする広報紙「広報けせんぬま」を発

行し、現在、気仙沼市にお住いの全世帯に配布していま

す。 

応急仮設住宅に入居されている方には、委託業者を通じて各戸に直接配付しています。 

※東日本大震災により市外に避難された世帯には、無料で郵送しています。郵送を希望される方は

電話などでご連絡ください。 

 

 

■けせんぬま復興ニュース 

  復興に関する進捗状況や関連情報を掲載した「けせんぬま復興ニュース」を、毎月２回発

行し、広報紙と一緒に配布しています。 

 

 

■ウェブサイト（公式ホームページ） 

  市政情報や観光情報を紹介する市公式サイト「気仙沼市公式 Web サイト」と、携帯電話用サイト

を公開しています。 

【市公式Ｗｅｂサイト】 http://www.city.kesennuma.lg.jp/ 

【携帯サイト】  http://www.city.kesennuma.lg.jp/mobile 

 

 

■フェイスブック 

  市では、ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Facebook（フェイスブック）」を活用し、

世界に向け気仙沼の情報を発信しています。 

【気仙沼市公式フェイスブックページ 「はまらいんや気仙沼」】 

 http://www.facebook.com/prkesennuma 

【気仙沼市海外向け Facebook ページ「KESENNUMA - BUILDING FOR THE FUTURE」】 

 https://www.facebook.com/kesennuma 

 

 

■ダイヤル広報［電話番号：０２２６－２３－１１１１］ 

電話の音声応答装置を利用して、目の不自由な方などに「広報けせんぬま」の掲載内容をお知ら

せしています。約３分間の音声情報で、広報紙の主な掲載情報をお知らせし、内容は毎週月曜日に

更新しています。２４時間毎日利用できます。 

 

 

■けせんぬまさいがいエフエム（77.5MHz）・ 

けせんぬまもとよしさいがいエフエム（76.8MHｚ） 

日々更新される市からの最新情報をはじめ、暮らしの情報や被災者支援情報、公共交通機関の情

報などを発信する地域コミュニティ FM ラジオで 24 時間放送しています。 

番組表やインターネット放送は、けせんぬまさいがいエフエムのホームページで確認できます。 

【けせんぬまさいがいエフエム URL】 http://www.km-saigaifm.com/ 

 

発
行
日 

●広報けせんぬま 毎月 １日 

● 〃 お知らせ版 毎月１５日 

 
市政の情報・市政へのご意見 

 

■問い合わせ先／秘書広報課 ℡22-6600（内線 207･208） 市政の情報 
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■市民ファクス［ファクス番号：０２２６－２４－５５１５］ 

市民の皆さんが市政への建設的な意見や提案をファクスで伝える制度です。受信内容は市長と担

当部署が検討し、本人へファクスで回答します。 

●利用方法／「住所」「氏名」「ファクス番号」「意見・提言内容」を記入し、市秘書広報課あてに

送信してください（記入が無い場合は回答しかねる場合があります。ご了承くださ

い。）。 
 

市政へのご意見 
 

 

■問い合わせ先／秘書広報課 ℡22-6600（内線 207･208） 
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