
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

本吉地域の状況について（平成２３年５月１２日現在） 
 
■■■■死亡者数死亡者数死亡者数死亡者数：55人 ■■■■行方不明者数行方不明者数行方不明者数行方不明者数：90人 ■■■■避難所避難所避難所避難所：15箇所 ■■■■避難者避難者避難者避難者：1,555 人 
    
■■■■ライフラインライフラインライフラインライフライン    

電  気    ・現在も一部の地域が停電しています。（5月31日までに復旧見込み） 

問い合わせ先：東北電力 ☎0120-175-366 

水  道    ・現在、給水車により 57ヶ所で給水をしています。 

・臨時給水所を「浄勝寺第 2 駐車場」、「はまなす台団地」、「仙翁寺」に設置してい
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：小泉浜地域・小泉町地域・小泉西区・津谷街地域・北区地域・高地域・
中郷地域の一部区域、山田地域・川内地域・馬籠地域の全域 

（通水戸数1,500戸） 
・復旧の見通し 

地区 主な地域 見通し ※1 

小泉浜地域 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（一部地区は通水完了） 

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 6月上旬（一部地区は順次通水中） 

大谷・三島地域・中郷地域 6月上旬（一部地区は順次通水中） 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。 
 
※震災前と比べ供給できる水道水の量が減少しています。使用量が増加し配水池の水位

が低下した場合は、一時的に断水する場合がありますので、通水が完了した地域では、

さらなる節水にご協力をお願いします。 
 
※断水の影響により水道水が白く濁ることがあります。水道水をコップに入れた時に、

下の方から徐々に透明になる場合は、空気の混入によるものですので、安全性に問題
はありません。 

 
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） 

Ｊ  Ｒ ＪＲ気仙沼線振替輸送（気仙沼～志津川間）を5月9日からミヤコーバスにより行われ

ています。（ＪＲ気仙沼駅☎22-7177） 
 
 

災害義援金災害義援金災害義援金災害義援金
のののの第第第第 1111 次配次配次配次配

分分分分・・・・追加配追加配追加配追加配
分分分分（（（（住家分住家分住家分住家分））））    

1. 義援金第１次及び追加配分内容 
・人的被害：死 亡 者       １人当たり３５万円（県配分基準） 

行方不明者       １人当たり３５万円（ 同 上 ） 
・住家被害：全壊(全焼・全流失)   １戸当たり３５万円（ 同 上 ） 

大規模半壊、半壊(半焼) １戸当たり１８万円（ 同 上 ） 
※全壊等は、「り災証明書」の区分によります。 

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

・住家被害：被災した住家（アパートなども含む）に居住していた世帯の世帯主 
3. 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 

ワンテン庁舎シルバープラザ 
（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 

・当分の間、土・日・祝日も受け付けます。 
・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。 
4. 交付方法 

・審査後、市から申請金融機関に振込み又は現金で交付 
5. 申請に必要なもの 

・印鑑 ・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） 
・振込み希望の方は、金融機関の預金通帳など 

［人的被害の場合］ 
・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など 

・行方不明の場合は、所定の事項を申請書に記入願います。（人的被害の場合） 
［住家被害の場合］ 

・り災証明書 ・賃貸借契約書（アパート等の場合） 
※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。 

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 

被災者生活被災者生活被災者生活被災者生活
再建支援金再建支援金再建支援金再建支援金    

被災した方の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。 
・受付は５月１６日から。詳しくは、「広報けせんぬま5/15号」をご覧ください。 

・基礎支援金：５０万円～１００万円、加算支援金：５０万円～２００万円 
（単身世帯の場合は、いずれも4分の3の額） 

問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 
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日本財団日本財団日本財団日本財団のののの

弔意金弔意金弔意金弔意金・・・・見見見見
舞金舞金舞金舞金    

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 

入 浴 支 援入 浴 支 援入 浴 支 援入 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」で行われています。ご都合の良い日程

でご利用ください。入浴時間は次のとおり 

【5/10～16、5/24～30】  男10～13時、女13～15時、男16～19時、女19～21時 

【5/17～23、5/31～6/6】 女10～13時、男13～15時、女16～19時、男19～21時  
問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 

私 有 地私 有 地私 有 地私 有 地 のののの    
がれきがれきがれきがれき撤去撤去撤去撤去 

1. がれき撤去開始日：５月１６日（月） 

2. がれき撤去の地区：中郷、大谷東、津谷大沢、風越、蔵内 

※上記以外の行政区については、順次、紙面等で周知し撤去

を行います。 

3. 損壊家屋撤去の申し込みついて 

(1) 申 込 先：本吉総合支所市民生活課 

(2) 必要書類：①「家屋等解体運搬申請書」（本吉総合支所市民生活課及び各避難

所に用意しています。）、②「リ災証明書（写し）」 

4. 注意事項 

(1) ご自分の所有物で必要な物は、可能な限り事前に回収してください。 

(2) 自宅敷地内のがれきの撤去を希望しない場合は、市にご連絡ください。  
問い合わせ先：市土木課がれき撤去担当 ☎22-5212 

本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

津波津波津波津波によりによりによりにより

被災被災被災被災したしたしたした自自自自

動車動車動車動車のののの撤去撤去撤去撤去 

1. 撤去の方法 

(1) 「移動通知書」を車両に貼り付け、一定期間（一週間程度）経過後は、市が一

次保管場所へ移動します。 

(2) 移動した車両については、所有者へ通知するとともに、車両ナンバーを市のホ

ームページ等に掲載します。 

(3) 車両ナンバーの消失により、不明の場合は、車種等を掲載します。 

2. 保管後の取り扱い 

(1) 所有者の意思確認を行い、引渡し又は処分を行います。 

(2) 保管場所に移動後一定期間引取りのない自動車は処分します。 

3. 撤去作業スケジュール 

(1) 平成２３年５月１６日（月）から「移動通知書」貼り付け。 

(2) 平成２３年５月２３日（月）から自動車撤去作業。  
問い合わせ先：市土木課がれき撤去担当 ☎22-5212 

本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

ご みご みご みご み 収 集収 集収 集収 集    

 

 
不燃ゴミ 

地 区 ・ 地 域 可燃ゴミ 
空缶等※１ 金属等※２ 

小泉浜 1、小泉浜 2、小泉新町、小泉仲町、小泉下町、
小泉西、小泉東、登米沢、風越、津谷大沢、林の沢 

月・木 火 6/8 

日門、三島、大谷南、大谷東、寺谷、中郷、上郷南、上
郷北 

月・木 金 6/22 

津谷下町（津谷桜子地区を除く）、津谷街、津谷仲町、
津谷上町、津谷舘岡、高１、高２、前浜、天ケ沢、山谷 

火・金 木 7/13 

馬籠上沢、馬籠、馬籠町、漆原、松ケ沢、猪の鼻、表山
田、津谷桜子地区、狼の巣、坊の倉、下川内、上川内 

火・金 月 7/27 
 
粗大ごみ及び古紙類・古着類の受付（林の沢旧ごみ処理場） 6/1、6/12、7/6、7/20 
 

※１空缶等：「空缶・空瓶」「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ」「発泡ｽﾁﾛｰﾙ」 ※２金属等：「金属・硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ」「陶磁器片・ｶﾞﾗｽ片」 

☆災害ごみついては、がれき仮置き場に搬入願います。 
☆ごみ出しは、当日の午前８時３０分までに出してください。 

問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診    1. 対象・実施月日 

健 診 名 実施月日 対 象 者 

５月２６日（木） H21.8.1～8.31 生まれ 
１歳６か月児健康診査 

５月２７日（金） H21.9.1～9.22 生まれ 

５月２４日（火） H20.9.1～9.16 生まれ 
２歳６か月児健康診査 

５月２５日（水） H20.9.17～10.4 生まれ 

５月１９日（木） H19.7.30～8.17 生まれ 
３歳児健康診査 

５月２０日（金） H19.8.18～9.5 生まれ 

2. 会場：気仙沼市民健康管理センター「すこやか」和室 

※今年度の乳幼児健診は本吉地域の方も「すこやか」で実施します。 
3. 受付時間：午後０時１５分～午後０時３０分 

4. 持参するもの：母子健康手帳・問診票（流出等の方は再交付します）・バスタオル  
問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

子育子育子育子育てててて相談相談相談相談    1. 日時：５月３１日（火） 受付時間：午前９時３０分～１０時 

2. 場所：松岡タウンセンター  
3. 持参するもの：母子健康手帳  
問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

生活福祉資生活福祉資生活福祉資生活福祉資
金金金金「「「「緊急小緊急小緊急小緊急小

口資金口資金口資金口資金」」」」 

宮城県社会福祉協議会で貸付けしておりました生活福祉資金「緊急小口資金」の借
入申込については、５月１０日をもって受付を終了しました。 

この他の資金の相談については、下記までご連絡願います。 
問い合わせ先：気仙沼市社会福祉協議会本吉支所（災害ボランティアセンター本吉支

所）☎080-1696-2231 
 
 

 
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、緊急消防援助隊 山梨県隊と香川県隊

の皆様方（震災直後から 4 月 3 日まで、のべ 563 名）には，本吉地域の

捜索活動に多大なるご尽力をいただきました。心から感謝申し上げます。 

ご支援ありがとう
ございます。 
②消防援助隊 

粗大粗大粗大粗大ごみのごみのごみのごみの    
回収回収回収回収をををを再開再開再開再開
しますしますしますします。。。。    

 


