
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

本吉地域の状況について（平成２３年４月 27 日現在） 
 
■死亡者数：51 人 ■行方不明者数：94 人 ■避難所：15 箇所 ■避難者：1,840 人 
 
■ライフライン 

電  気 ・現在も一部の地域が停電しています。問い合わせ先：東北電力 ☎0120-175-366 

水  道 ・現在給水車により 60 ヶ所で給水をしています。 

・狼の巣ポンプ場と馬籠配水池に設置した仮設浄水場及び南明戸水源の仮設ポンプ

施設から配水管等の点検修理をしながら順次通水しています。 

・北部系は、取水･導水のための施設全体が、被害を受けたため、現在仮施設の準備をし

ています。仮施設の設置は、5月下旬の見込みです。 

・通水した地区：小泉町地域・小泉西区・北区地域・高１区・中郷区の一部区域、山田

地域・川内地域・馬籠地域の全域（900戸） 
・復旧の見通し 

地区 主な地域 見通し ※1 

小泉浜地域 5月上旬 

小泉町地域 順次通水中 小泉 

在地域 6月上旬 

津谷地域 5月下旬～6月上旬（一部地域は順次通水中）※2

浜地域 5月下旬～6月上旬 津谷 

北区地域 5月下旬～6月上旬 

高地域・前浜地

域・日門地域 

順次通水中（漏水量が多く通水作業を中断して

います。） 

大谷・三島地

域・中郷地域 
6月上旬（一部地区は通水済み） 

大谷 

上郷地域 6月上旬 

  ※1 配水管の破損状況により予定を変更することがあります。 

  ※2 配水池からの送水量や高低差により通水できない地域があります。 
 
・臨時給水場所を設置します。 

設置時期 ５月１日（予定） 

津谷地区 浄勝寺第２駐車場 
設置場所 

大谷地区 はまなす台団地内の未分譲区画（長根 232-16）

その他 
・仮設給水場所は無人です。（職員はいません。） 
・給水栓（蛇口等）はキレイに使用してください。 
・飲料水としてお使いください。 

※震災前と比べ供給できる水道水の量が減少しておりますので、通水が完了した地

域では節水にご協力をお願いします。 
 
問い合わせ先：本吉水道事務所  ☎42-2600 内線 362 

下 水 道 ・処理場の機能が停止しています。トイレの汚物は、少量の水で流し、洗い水や排水は、
庭にまくなどして、下水道への流入量を減らすよう特段のご協力をお願いします。 

問い合わせ先：本吉総合支所建設課 ☎42-2977 

固定電話 ・一部の地域で不通（問い合わせ先：NTT ☎0120-444-113） 
・本吉総合支所及び一部の避難所で無料公衆電話を設置しています。 

道  路 国道４５号 小泉地区の一部が通行不可（小泉大橋付近） 

 

主 な 業 務 担 当 課 電 話 番 号 

震災関係総合、安否確認、り災証明 総務企画課 ４２－２９７３ 

戸籍、国保加入、火葬、ごみ収集、防疫 市民生活課 ４２－２９７４ 

避難所、支援物資、義援金、仮設住宅 保健福祉課 ４２－２９７５ 

農業・漁業・商工業相談 産業課 ４２－２９７６ 

道路、下水道 建設課 ４２－２９７７ 

水道 本吉水道事務所 ４２－２６００ 

本吉総合支

所の震災関

連業務の窓

口 

避難所（教育施設） 教育センター ４２－２２１０ 
 

お 知 ら せ 
災害義援金

の第 1 次配

分 

日本赤十字社等に全国から寄せられた災害義援金について、このたび宮城県から
の第 1次配分を受け、４月２７日（水）から申請を受け付けています。 
なお、今後の追加配分については、県の決定等の都度、適宜お知らせします。 

○義援金第１次配分内容 
死 亡 者 １人当たり ３５万円（県配分基準どおり） 
行方不明者 １人当たり ３５万円（  同  上   ） 

○義援金を受け取られる方 
遺族又は行方不明者の家族（配偶者、子、父母、孫及び祖父母） 

○申請受付及び交付 
・４月２７日（水）から受付（当分の間、土・日・祝日も受け付けます） 
・審査後、市から申請金融機関に振込み又は現金で交付 

○申請受付及び問合せ窓口（申請書は下記の窓口及び各避難所に用意しています） 

地区 時間 申 請 受 付 窓 口 電話番号 
ワンテンビル交流室Ａ・Ｂ 
(5 月 7 日からは社会福祉事務所) 

22-6600 
内線 293 

大島出張所 28-2601 
気仙沼 8:30～17:15 

階上出張所 27-2300 

唐 桑 8:30～17:15 
唐桑総合支所保健福祉課 
(保健福祉センター燦さん館内) 

32-4811 

本 吉 8:30～17:15 本吉総合支所保健福祉課 42-2975 

※郵送でも受け付けます。必要書類を添付し社会福祉事務所（〒988-8501 気仙沼
市八日町 1-1-1）に送付願います。 

○申請に必要なもの 

・申請者を確認できるもの（例：運転免許証、健康保険被保険者証等） 

・亡くなられた場合は、死亡診断書、検案書、土葬許可書等の写し 

・行方不明の場合は、所定の事項を申請書に記入願います。 

・振込み希望の方は、金融機関の振込み口座確認書類（紛失又は流失等の場合は、

金融機関にお問い合わせ願います。） 

・現金交付希望の方は、別途受け取り日をお知らせします。 
問い合わせ先：気仙沼市社会福祉事務所 ☎22-6600 内線 293 

本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 
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仮設住宅の

入居申し込

み 

現在、本吉地域内において、小泉中学校校庭 93 戸、大谷中学校校庭 186 戸、津谷

地区に 45 戸の応急仮設住宅の建設が発表されており、不足分は順次建設される見込

みです。 

○仮設住宅へ入居を希望する方は、申込書を本吉総合支所又は各避難所に提出して

ください。 

・小泉中学校校庭の仮設住宅への入居の申し込みは、５月５日（木）まで 

・小泉中学校校庭以外の申し込みについては、５月１０日（火）まで 

※本吉総合支所におきましては、全体の申し込み状況を把握し、今後の仮設住宅

の建設に反映させたいと思いますので、入居を希望する全世帯は「入居申込書」

を期限までに提出願います。 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

被災者への

衣料品等の

配布 

本吉地域内の避難所で生活をしている方及び地域内の親戚等のお宅に避難されて

いる方を対象に衣料品等の配布を行います。 

１．日時：平成２３年５月８日（日） 午前１０時から午後２時 

※雨天の場合は５月１５日（日）に延期します。 

２．場所：本吉総合体育館 駐車場 

３．対象：東日本大震災で被災された方 

４．配布するもの：衣類、下着、靴等 

５．配布方法：１人１５分以内で、用意したビニール袋に自分で必要なものを入れ

ていただく。 

※数量を制限する品があります。なくなり次第終了させていただきます。 

※駐車スペースが少ないことからなるべく乗り合わせでお願いします。本吉総合支

所駐車場を利用ください。 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

食料・物資

の配布 
・本吉総合体育館においての物資の配布を当分の間中止することとします。（体育館

の玄関において行っていた飲料水についても同様です。） 

・食料（カップ麺等）については 寄の避難所で配布いたします。 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

日本財団の

弔意金・見

舞金 

震災の犠牲者の遺族・親族に対して、4/13～15 に、日本財団から弔慰金・見舞金が

贈呈されましたが、この期間に受領できなかった方の分について、財団から市が預か

りお渡ししています。 

１．内容： ①弔慰金：死亡者（1人 5万円） ②見舞金：行方不明者（１人５万円）

２．支給対象者：死亡者・行方不明者の親族（代表の方１名） 

３．期限：平成２３年７月２９日まで（取扱時間：平日の９:００～１６:３０） 

４．支給場所：本吉総合支所保健福祉課 

※本吉総合支所での交付は、本吉地域に住所のある方が対象です。 

それ以外の方は、気仙沼市社会福祉事務所（市役所）で支給します。

５．必要なもの：①受取人の身分を証明するもの（運転免許証等）、②行方不明者の場

合は、警察署への届の写し等、③印鑑 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

ＦＭ放送 「けせんぬまもとよしさいがいエフエム」が開局しました。 

周波数７６．８ＭＨｚで「各避難所・市民の皆様へのお知らせ」を中心に情報をお知

らせしています。なお、「けせんぬまさいがいエフエム」は、７７．５ＭＨｚで放送し

ていますので、場所により切り替えをお願いします。 

問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 

４か月児健

診 
東日本大震災で休止しておりました，４か月児健診を下記のとおり開催します。 

１．場  所：気仙沼市民健康管理センター「すこやか」 和室 

       気仙沼市東新城二丁目２－１  ☎２１－１２１２ 

２．受付時間：午後０時１５分から午後０時３０分  

・５月 ６日（金） 対象：平成２２年１２月生まれ 

・５月１２日（木） 対象：平成２３年１月１日から１月1９日生まれ 

・５月１３日（金） 対象：平成２３年１月２０日から１月３１日生まれ 

３．持参するもの：母子健康手帳，問診表（流出等した方は再交付します） 

          バスタオル，オムツ，その他必要なもの 

※1 歳 6 ヶ月児健診，2 歳 6 ヶ月児歯科健診，3 歳児健診の日程については追ってご

連絡いたします。 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

入浴支援 陸上自衛隊（第４後方支援連隊補給隊、対馬警備隊）による入浴支援（野外風呂「や

まねこの湯」）が「はまなすホールの前の広場」で行われており、５月９日（月）まで

は、行政区毎に曜日を指定しておりましたが、５月１０日（火）からは、行政区の指定

は行いません。ご都合の良い日程でご利用ください。 

入浴時間：【4/24～5/ 1】 男10～13時、女13～15時、男16～19時、女19～21時 

【5/ 2～5/ 9】 女10～13時、男13～15時、女16～19時、男19～21時 

【5/10～5/16】 男10～13時、女13～15時、男16～19時、女19～21時 

【5/17～5/23】 女10～13時、男13～15時、女16～19時、男19～21時 

※今後も定期的に男女の入浴時間を変更いたします。詳しくは「やまねこの湯」待合室

でご確認ください。 

問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 

ごみ収集 

 

 

・本吉地域内の「可燃ごみ」「不燃ごみ」は、通常どおり指定日収集を行っています。

・５月・６月の不燃ゴミ「金属・硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ」「陶磁器片・ｶﾞﾗｽ片」の収集日 

5/11 津谷地域（津谷桜子地区を除く）、高１、高２、前浜、天ヶ沢、山谷 

5/25 馬籠地域、山田地域、津谷桜子地区、狼の巣、坊の倉、下川内、上川内 

6/8 小泉浜地域、小泉町地域、在区地域、登米沢、風越、津谷大沢、林の沢 

6/22 日門、三島、大谷南、大谷東、寺谷、中郷、上郷南、上郷北 

・「粗大ごみ」「資源ごみ」の旧ごみ処理場（林の沢）への持ち込みは今しばらくお

待ち下さい。 

○休業日：４月２９日（金）、５月３日（火）・４日（水）・５日（木） 

ただし、４月２９日（金）は「火・金コースの可燃ごみ」のみ臨時収集します。 

また、４月２９日（金）のみクリーンヒルセンターでごみの直接持込を受付けます。

（受入時間：9～12時、13～16時） 

問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

 

お早めに申

し込みくだ

さい。 

３月１１日に発生した「東日本大震災」により、 

本吉地域においても沿岸部を中心に甚大な被害 

を被り、多くの市民の生命や財産を無くす結果とな

りました。このような事態の中、早速、長崎県より駆けつけて頂きまし

た、陸上自衛隊第１６普通科連隊（伊﨑義彦連隊長）及び第４施設大隊

（武隈康一大隊長）の皆様方には本吉地域の捜索活動や、公共施設のが

れき撤去、救援物資の輸送、給水支援、入浴支援等に昼夜を分かたず多

大なるご尽力をいただいており、心から感謝申し上げます。 

ご支援ありがと
うございます。

①自衛隊 


