
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

本吉地域の状況について（（（（平成平成平成平成 23232323 年年年年 5555 月月月月 27272727 日現在日現在日現在日現在）））） 

■■■■死亡者数死亡者数死亡者数死亡者数：57 人 ■■■■行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者数数数数：88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：1,221 人 
 

電  気    ・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 54 ヶ所で給水をしています。また、臨時給水所を「浄勝寺第 2 駐車

場」、「中郷会館前」、「仙翁寺」に設置しています。 

・未通水地区の復旧の見通し：６月上旬から中旬（順次通水しています。） 
 
※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。 
 
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 ・一部の地域が不通です。（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） 

 
 
 

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 

【5/31～6/ 6】 女10～13時、男13～15時、女16～19時、男19～21時 

【6/ 7～6/13】 男9～11時、女15～17時、男17～19時、女19～21時 

【6/14～6/20】 女9～11時、男15～17時、女17～19時、男19～21時 

問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 

拾得物拾得物拾得物拾得物のののの公開公開公開公開    ■場 所：①階上公民館 ②面瀬ふれあいセンター ③唐桑体育館 ④本吉総合体育館 

■日 時：9時～16時 当分の間、土・日・祝日も公開します。 

※1 拾得した地域と公開場所は、一致しておりませんので、ご了承ください。 

※2 金庫、現金、通帳等の有価物については、気仙沼警察署(☎22-7171)にお問い合わせください。 

問い合わせ先：本吉総合支所総務企画課 ☎42-2973 

市 立病 院市 立病 院市 立病 院市 立病 院 のののの    
受付業務受付業務受付業務受付業務のののの再再再再
開開開開    

震災前まで本吉総合支所で行なっていたFAXによる「気仙沼市立病院の受付業務」を再開します。 

■日 時：月～金曜日 午前８時３０分から午前９時 

■場 所：本吉総合支所保健福祉課（受診する方の診察券を持参してください。） 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

支援物資支援物資支援物資支援物資（（（（古古古古
着着着着））））のののの配布配布配布配布    

全国から寄せられた支援物資（古着）を必要な方に配布します。 

■日 時：６月３日(金)～６月１６日(木) 10:00～12:00、13:30～15:00 

■場 所：本吉総合体育館玄関先 

■配布物：古着（ほとんどが冬物、春物） ※数を制限する場合があります。 

■対象者：どなたでも結構です。（被災者等は問いません。） ※袋を持参してください。 

■日程に先立ち、6月2日は被災者に限定して配布を行います。時間、場所は上記のとおりです。 

問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課 ☎42-2975 

スキップクラスキップクラスキップクラスキップクラ

ブブブブ入会者募集入会者募集入会者募集入会者募集    

スキップクラブは親子の交流をとおして、サークルづくりをお手伝いするクラブです。 

■対 象：気仙沼市内在宅の乳幼児とその保護者（保育所・幼稚園児以外の乳幼児と保護者） 

妊産婦の参加も歓迎しています。 

■内 容：ゲーム、遠足、子育てに関する講話の聴講など様々な活動をとおして交流を深めます。 

■開催日：毎週木曜日 ※子育て支援センター(津谷保育所内)の開放日(月～金曜日)には、自由

にサークル活動をすることができます。 

■参加料：1,000円（保険料） 

■参加申込：子育て支援センター(津谷保育所)に備え付けの申込み用紙に必要事項を記入のうえ、

申込みください。（随時受付をしております。） 

問い合わせ先 津谷保育所（担当：小野寺・阿部） ☎42-2031 

ご みご みご みご み 収 集収 集収 集収 集    

 

■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。 

■不燃ごみ「金属・硬質プラスチック」「陶磁器片・ガラス片」の収集日は次のとおり 

小泉地区、登米沢区、風越区、津谷大沢区、林の沢区 6/ 8、8/10 

日門区、大谷・三島地域、寺谷区、中郷区、上郷南区、上郷北区 6/22、8/24 

津谷地域（津谷桜子地区を除く）、高地域、前浜区、天ヶ沢区、山谷区 7/13、9/14 

馬籠地域、山田地域、津谷桜子地区、狼の巣区、坊の倉区、川内地域 7/27、9/28 

■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 
■災害ごみついては、がれき仮置き場（旧ハマダ本吉店跡地等）に搬入願います。 

問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

個 人敷 地内個 人敷 地内個 人敷 地内個 人敷 地内    

のののの消毒等消毒等消毒等消毒等    

個人所有の敷地内及び建物等の消毒剤を必要の方にお渡しします。 

■消 毒 剤：クレゾール石鹸液（500ｍL）・消石灰（20Kg） 

■受付場所：本吉総合支所 市民生活課 環境衛生係 

問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課 ☎42-2974 

本 吉本 吉本 吉本 吉 図 書館図 書館図 書館図 書館    
のののの貸出業務貸出業務貸出業務貸出業務のののの
再開再開再開再開 

東日本大震災により、図書館のご利用を館内閲覧に限らせていただいておりましたが、６月１日

から貸出業務を再開いたします。多くの方のご利用をお待ちしております。 

■開館日：毎週火～日曜日（休館日：月曜日） 

■開館時間：午前９時～午後５時（当面夜間開館は実施いたしません。変更ある場合は、別途お

知らせいたします。） 

問い合わせ先 本吉図書館☎42-4785 

被 災者 支援被 災者 支援被 災者 支援被 災者 支援    
特別行政相談特別行政相談特別行政相談特別行政相談
所所所所    

被災された皆様の生活の安定・再建の一助として相談所を設けますので、お気軽にご利用くださ

い。（先着順、無料、秘密厳守） 

■日 時：６月９日(木) 午前１０時３０分～午後３時３０分 

■場 所：小泉中学校体育館 

■主 催：総務省東北管区行政評価局・気仙沼市・宮城地域行政苦情相談連絡協議会 

※本吉地域の主な避難所と相談会場（小泉中学校）を結ぶ連絡バスをご用意します。 

仙翁寺 12：45→寺谷コミュニティセンター12：50→大谷公民館 12：55→清涼院 13：05→本吉公民館

13：15→松尾コミュニティセンター13：20→小泉中学校 13：30（道路事情により、遅れる場合があり

ます。）帰りは、小泉中学校から15:30に出発します。 

問合せ先：震災行政相談専用フリーダイヤル ０１２０－５１１５５６ 

雇用雇用雇用雇用・・・・労働労働労働労働・・・・
年金出張相談年金出張相談年金出張相談年金出張相談
会会会会 

■日 時：６月１０日（金） 午前１１時～午後３時 

■場 所：本吉総合体育館２階研修室 

■相談内容：失業認定、雇用保険の受給手続き、休業の助成金、年金関連 等 

■主 催：宮城労働局・日本年金機構・宮城県社会保険労務士会 
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■■■■東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに係係係係るるるる被災者支援制度被災者支援制度被災者支援制度被災者支援制度（現時点で見込まれる支援制度） 
 

支援項目 支援内容 問合せ先など 

被災者生活再建

支援金 

 

●支援金：①基礎支援金（申請期限：平成24年4月10日まで） 

・全壊などの場合：100万円 ・大規模半壊の場合：50万円 

②加算支援金（申請期限：平成26年4月10日まで） 

・建設・購入する場合：200万円 ・補修する場合：100万円 

・賃貸の場合（公営住宅を除く）：50万円 

※単身世帯の場合は、いずれも4分の3の額 

●対象：震災により住宅に被害を受けた世帯（貸主の方や店舗は対象になりません） 

●本吉総合支所総務企画課で受付しています。（平日9：00～16：30） 

市危機管理課 

☎22-3402 

本吉総合支所総務企

画課 ☎42-2973 

災害義援金の第

1次配分・追加配

分（住家分） 

●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 

行方不明者       １人当たり 35万円 

・住家被害 全壊(全焼・全流失)   １戸当たり 35万円 

大規模半壊、半壊(半焼) １戸当たり 18万円 

●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 

●本吉総合支所総保健福祉課で受付しています。（平日8：30～17：15） 

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 

日本財団の弔意

金・見舞金 

公益法人日本財団では、東日本大震災に関する独自の被災者支援策として、犠牲

者（死者・行方不明者）の遺族・親族に対し、弔慰金・見舞金を贈呈しています。 

●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） 

●支給対象者：死亡者・行方不明者の親族（代表の方１名） 

●期限：平成23年7月29日まで 

●本吉総合支所総保健福祉課で受付しています。（平日8：30～17：15） 

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 

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：生計維持者の方が亡くなられた場合 500万円、その他の場合 250万円 

※詳細は後日お知らせします。 

市社会福祉事務所 

☎22-6600 内線293 

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、り災証明書 

※詳細は後日お知らせします。 

市社会福祉事務所 

☎22-6600 内線293 

災害援護資金 震災で世帯主が全治１か月以上の重傷を負われた場合、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、同意書、り災証明書など 

※詳細は後日お知らせします。 

市社会福祉事務所 

☎22-6600 内線293 

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3％） 

●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 

☎22-6661 

児童扶養手当・

特別児童扶養手

当の所得制限の

緩和 

震災により、住宅・家財などの財産が価格の２分の１以上の損害を受けた場合、

適用されていた所得制限が解除されます。 

●必要書類：児童扶養手当・特別児童扶養手当被災状況書、り災証明書など 

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 

 

 

 

支援項目 支援内容 問合せ先など 

国民年金保険料

の免除 

震災により、住宅・家財などの財産が価格の２分の１以上の損害を受けた場合、

適用されていた所得制限が解除され、保険料が全額免除されます。 

ただし、免除を受けた期間に対し、受け取る年金額が２分の１に減額されます。 

●必要書類：年金手帳、印鑑 

市市民課 

☎22-3423 

医療費の一部負

担金等の免除 

 

住宅が半壊以上の被害を受けた方や主たる生計維持者が亡くなられた方などを

対象に、病院等での医療費の支払いが免除されます。 

詳しくは、6月1日発行の「保険課からのお知らせ」をご覧ください。 

市保険課 ☎22-6600 

内線376･378 

応急仮設住宅等 本市の建設・建設予定状況（第１次～第9次配分） 計 1,902戸 

気仙沼公園 106 戸 面瀬中 153 戸  

気仙沼中 85 戸 市総合体育館 89 戸  

鹿折中 120 戸 階上中 96 戸  

水梨コミュニティセンター 80 戸 旧新城小跡地 41戸  

後九条児童遊園 17戸 反松公園 96戸  

入
居
者
選
考
済 

田中公園 20戸 切通地区 25戸   

赤岩五駄鱈地区 22戸 東八幡前地区 13戸   

岩ヶ崎公園 27戸 松岩中 80戸   

気仙沼地区 

五右衛門ヶ原運動場135戸     

大島中 35戸 大島国民休暇村 28戸   大島地区 

新王平グラウンド 27戸     

旧唐桑小跡地 84 戸 小原木小 30 戸   唐桑地区 

福祉の里 99戸 漁り火パーク 21戸   

小泉中 93 戸 大谷中 186 戸   

高岡住宅跡地 17 戸 津谷小 20 戸   

旧小泉中跡地 21戸 はまなす台 20戸   

本吉地区 

蔵内地区 16戸     

 ※ 戸数は変動する場合があります。 
 
＜民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱い＞ 

宮城県では、今回の大震災で被災された皆様が、民間賃貸住宅に契約して入居し、

一定の要件を満たした場合、その住宅を県が借り上げ、仮設住宅の取り扱いとす

ることとなりました。 

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 

住宅の応急修理

制度 

住宅が半壊以上の被害を受けた方で、応急的修理を行うことで居住が可能となる

場合、市が業者に修理依頼します。 

●金額：52万円を限度  ●必要書類：り災証明書など 

市都市計画課 

☎22-3452 

 
 
 

震災直後から他県の警察本部の皆さんに、捜

索活動や防犯パトロールなど様々な業務で支

援をいただいています。 

本吉地域には千葉・神奈川・長崎県警など延べ約250 名の警察官

に活動いただき、特に長野県警には、4 月 15 日から 24 時間体制で

警察官４名・パトカー２台により警戒活動を継続していただいてい

ます。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警察支援部隊 


