
気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6274

母子保健事業
問保健福祉部健康増進課 TEL.21-1212
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.25-7645

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 妊婦とご家族が妊娠・出産・育児・食生活・歯

の健康について学ぶ教室です。
妊婦
健康診査 妊婦 妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るため、

妊娠中に定期的に受ける健康診査です。
医療機関で実施します。妊娠届提出時に助成券を交
付しています。

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）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・8～9か月）

2か月児
8か月児～9か月児

お子さんの健やかな発育と発達の確認のための健康診査です。
※医療機関で実施

4か月健康診査 3か月児～4か月児 お子さんの心身の発育・発達の保持増進のための健康診査と子育てに関する個別相談を行います。

1歳6か月児健康診査 1歳6か月児～
1歳8か月児

お子さんの身体や心の発育等の健康診査（内科･歯科）や子育てに関する個別相
談も行います。希望者に対してフッ素を塗布します。

2歳6か月児健康診査 2歳6か月児～
2歳7か月児

むし歯予防のため、歯の汚れを染め出し、仕上げ磨きの体験や歯科健診と子育て
に関する個別相談も行います。希望者に対してフッ素を塗布します。

3歳児健康診査 3歳5か月児～
3歳8か月児

お子さんの身体や心の発育等の健康診査（内科･歯科）、尿検査・目と耳の検査や
子育てに関する個別相談を行います。

子育て相談 就学前の乳幼児とご家族 お子さんの発育発達および食事や子育てに関する健康相談です。
離乳食教室 4か月児～6か月児とご家族 乳児期の栄養と離乳食の進め方についての講話と調理実習です。

かみかみ教室 8か月児～1歳児前後の
乳幼児とご家族 幼児食やおやつ、むし歯予防についての講話および試食です。

子育て世代包括支援センター
種別 対象 内容

子育て世代
包括支援
センター事業

妊娠中、子育て中の方
およびご家族

妊娠期から子育て期のさまざまな相談や悩みに対応するほか、各種サービス
の紹介なども行います。

１stバースデイ
プレゼント事業

1歳前後のお子さんと
ご家族

1歳のお誕生日記念としての絵本のプレゼントと子育てに関する情報提供を
行います。
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特定不妊治療費の助成
種別 対象 内容

特定不妊治療費
助成事業 特定不妊治療を受けた方 「宮城県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の助成決定を受けた方

に対し治療費の一部を助成します。

予防接種
問保健福祉部健康増進課 TEL.21-1212
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.25-7645

乳幼児・小中高校生に行う予防接種
　対象年齢内は無料で接種が受けられます。病気にかかりやすい時期を考慮して決められた、標準期間内に接種を受け
ましょう。

定期予防接種（予防接種法によって定められています。）

種類 対象年齢 回数 期間 費用
Ｂ型肝炎 1歳に至るまで（標準:生後2か月～9か月に至るまで） 3回 通年 無料

ヒブ
生後2か月～60か月に至るまで
（標準:初回　生後2か月～7か月に至るまで）
（標準:追加　初回終了後7月～13月までの間隔をおく）

初回:3回
追加:1回 通年 無料

小児用肺炎球菌
生後2か月～60か月に至るまで
（標準:初回　生後2か月～生後7か月に至るまで）
（標準:追加　 初回終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月～15か月に至

るまで）

初回:3回
追加:1回 通年 無料

四種混合
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
・ポリオ

第1期（ＤＰＴ－ＩＰＶ）　生後3か月～90か月に至るまで
（標準:初回　生後3か月～12か月に達するまで）
（標準:追加　初回終了後12月～18月までの間隔をおく）

初回:3回
追加:1回 通年 無料

第2期（ＤＴ:ジフテリア・破傷風）
11歳～13歳未満（標準:11歳～12歳に達するまで） 1回 通年 無料

ＢＣＧ 1歳に至るまで（標準:生後5か月～8か月に至るまで） 1回 通年 無料

麻しん風しん混合
（ＭＲ）

第1期
生後12か月～24か月に至るまで 1回 通年 無料

第2期
5歳～7歳未満の児であって、小学校就学前の1年間（いわゆる年長児） 1回 通年 無料

日本脳炎
第1期　生後6か月～90か月に至るまで
（標準:初回　3歳～4歳に達するまで）
（標準:追加　4歳～5歳に達するまで）

初回:2回
追加:1回 通年 無料

第2期　9歳～13歳未満（標準:9歳～10歳に達するまで） 1回 通年 無料

日本脳炎

※特例措置
●平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれた方で、20歳未満にある方
●平成19年4月2日～平成21年10月1日に生まれた方で、平成22年3月31日
までに第1期の接種が終了していない方で、生後6か月～90か月または9歳
～13歳未満の方

不足分の
回数 通年 無料

水痘
（みずぼうそう）

生後12か月～36か月に至るまで
（標準:1回目　生後12か月～15か月に達するまで）
（標準:2回目　1回目終了後6月～12月までの間隔をおく）

2回 通年 無料

子宮頸がん予防 小学6年生～高校1年生相当の女子（標準:中学1年生） 3回 通年 無料

種類 対象年齢 回数 期間 自己負担金
おたふくかぜ 1歳～6歳未満 1回 通年 1,000円

任意予防接種（市が費用助成を行っている予防接種を掲載しています。）
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種類 対象年齢 回数 期間 自己負担金

高齢者
インフルエンザ

●65歳以上の方
●60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限される程度の障害がある方およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害がある方

1回 10月～
1月 2,000円

高齢者肺炎球菌

●65歳以上の方
●60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限される程度の障害がある方およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害がある方 1回 通年 4,500円
※特例措置
平成31年4月1日～令和5年3月31日までの間、
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる
日の属する年度の初日から末日までの間にある方

風しん抗体検査
および予防接種

令和元年度～令和3年度までの3年間実施
●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までの間に生まれ
た男性

1回 通年
無料

※抗体検査結果が陰性の
場合、予防接種も無料

成人に行う予防接種
定期予防接種（予防接種法によって定められています。）

種類 対象年齢 回数 期間 自己負担金

高齢者肺炎球菌 ●75歳以上で定期接種の対象外の方で、過去一度も高齢
者肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方 1回 通年 5,240円

任意予防接種（市が費用助成を行っている予防接種を掲載しています。）

※接種方法・場所:個別接種・指定医療機関
　（ 指定医療機関は広報（随時）、市ホームページ、届出時に配付された「予防接種のお知らせと予診票」をご確認ください。）
※予防接種法の改正より、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。

指定医療機関で接種できないときは
　定期予防接種は現住所のある市町村長が行うことになっていますが、特別な事情がある場合に限り、指定医療機関外に
おいて、下記の方法で受けることができます。接種方法等については、事前にお問い合わせください。
① 宮城県広域化予防接種事業登録医療機関において接種を受ける（ＢＣＧ接種は除く）。指定医療機関と同じ自己負担金額
で接種が受けられます。事前に気仙沼市の予診票が必要となります。
②償還払い制度
　 いったん接種費用を全額支払い、接種を受けた後に費用の一定額を返還します。接種前の申請と接種後の償還払い申請
が必要となります。

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 20～40歳未満

●身体測定
●血液検査
●血圧
●尿検査　等

1,000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
●65～74歳で後期高齢者医
療制度に加入している方

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）

健康診査
問保健福祉部健康増進課 TEL.21-1212
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.25-7645
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※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。

種別 実施方法 対象 内容 自己負担金
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 集団検診

30～40歳未満の女性 ●問診
●超音波検査 1,800円

40歳以上の女性（隔年）
●問診、
●乳房レントゲン撮影
（マンモグラフィ）

40歳～64歳　2,400円
65歳～69歳　1,500円
70歳以上　600円

結核・肺がん検診 集団検診

①40歳～65歳未満
②65歳～70歳未満
③70歳以上

●胸部レントゲン撮影 ①300円 ②150円 ③100円

（ 胸部レントゲン撮影の受
診者のうち、原則50歳
以上で喫煙歴の長い方）

●喀痰細胞診検査 ①900円 ②900円 ③300円

歯周病検診 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）

骨粗しょう症検診 集団検診
①30歳～65歳
　（5歳刻み）の女性
②70歳の女性

●超音波検査 ①900円
②無料

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。

問市立病院 TEL.22-7100
 市立本吉病院 TEL.42-2621病院　外来診療のご案内

市立病院および市立本吉病院

〈 広 告 〉
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地区 医療機関名 主な診療科目 電話 所在地

気
仙
沼

猪苗代医院
整外、
リハビリ、
外、内、皮

24-7180 三日町二丁目1-9

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

大里胃腸科内科
婦人科医院

内、胃腸、
産婦 22-7157 南郷2-2

大友病院
内、
リハビリ、
神経内

22-6868 三日町二丁目2-25

おだか医院 外、皮、
胃腸内科 22-3210 田中前四丁目10-2

葛内科胃腸科医院 胃腸内科 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
脳神経外、
内、整外、
リハビリ

23-1028 田谷1-2

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

村岡外科
クリニック 外、消 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 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、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 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

齋藤外科クリニック 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、心療内、
精神 21-5770 東八幡前270-6

市立病院 市立本吉病院

受付
初診の方

総合受付で受付してください（受付時間：8：30～11：00）
受付後、「基本スケジュール票」をお渡しします。各ブロッ
クで受付してください。

午前は8：30～11：00まで、午後は13：30～16：00（水
曜日の16：00～19：00は原則予約制）まで、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
緒にお出しください。

再診の方
再来受付機で受付してください（受付期間：7：45～11：00）
再来受付機から「基本スケジュール票」が発行されますの
で、備え付けのクリアファイルに入れてください。

午前は8：30～11：00まで、午後は13：30～16：00（水曜
日の16：00～19：00は原則予約制）まで、受付窓口に診
察券をお出しください。

診療日

●月曜日から金曜日の週5日診療します。ただし、祝日
は休診となります。
●12/29から1/3は休診となります。
●原則として、外来診療の予約制を実施しています。

●月曜日から金曜日の週5日診療します。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｡
●12/29から1/3は休診となります。

●夜間や休日等の時間外は、救急の方のみ診療します。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円で再発行します。

紛失された場合には、再発行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回各計算窓口に出してください（※公費受給者証などを含む。）。
また、変更があった場合は、その都度速やかに窓口に出してください。

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、領収証の再発行はしない
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
行しています。患者さんは、薬局窓口前に設置されている
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
発行しています。患者さんは、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日以内となっていますので、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、相談に応じています。 ー
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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
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
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
米倉歯科クリニック 22-9955 南郷1-3

松岩
菅野歯科医院 22-2235 赤岩杉ノ沢47-37
鈴木歯科医院 22-0827 赤岩五駄鱈80-9
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（休止） ー ー

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

歯科医院等

矯正（歯並び）専門

※ 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。

地区 医療機関名 電話 所在地
唐桑 佐藤歯科医院 32-2309 唐桑町馬場209-1

本吉

大谷歯科診療所 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

小野寺歯科医院 36-3717 南三陸町歌津字枡沢88-5
南三陸病院
（歯科口腔外科） 46-3646 南三陸町志津川字沼田14-3
志津川歯科 46-5678 南三陸町志津川本浜97

地区 医療機関名 主な診療科目 電話 所在地

鹿折 光ヶ丘保養園 精神、
心療内 22-6920 浪板140

大島 大島医院 内、整外 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

本吉 もとよし
クリニック 内、リハビリ 25-7585 本吉町津谷長根86-3

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

南三陸病院

内、外、
整外、小児、
眼、泌、
耳鼻咽喉、
皮、婦人

46-3646
南三陸町
志津川
字沼田14-3

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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問市民生活部循環型社会推進課 TEL.22-9680
 （クリーン・ヒル・センター） 
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

ごみ処理・し尿処理

　種類ごとに分別してください。収集日についてはお問い合わせください。

ごみの収集

ごみの種類等 収集回数

燃やせるごみ
生ごみ・紙くず・木くず・皮類・ゴム・
プラスチック（1辺40ｃｍ未満のもの）・貝類

週2回

燃やせないごみ
金属・硬質プラスチック類
（1辺40ｃｍ以上のもの）、
陶磁器・ガラス類

月1回

リサイクルできるごみ
ビン・缶類、ペットボトル、
発泡スチロール・食品トレイ（白のみ）、灰

週1回

資源ごみ
新聞紙・折込チラシ、ダンボール、雑誌・本、
牛乳パックなどの紙パック
▶ 紙ひもで十字に結んで出してください。
雑がみ▶紙袋に入れて出してください。

週1回

※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、リサイクルできるごみはそれぞれ指定ごみ袋に入れて、必ず口を
結んで出してください。
　（口を結ぶ際は、ひもやガムテープ等は使用しないでください）
※詳しくは、ごみ出しルールポスターを参照してください。

50㎝程度に切る

〈 広 告 〉
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　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。

　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、下記のとおり奨励金を交付します（事前に申
請が必要です）。
1.対象団体
（1）自治会（地区衛生組合）
（2）老人クラブ
（3）婦人会
（4）ＰＴＡ
（5）子ども会育成会等
2.対象品目
（1）古紙類
（2）金属類
（3）ビン類
（4）古着類
3.奨励金の額
　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）

ごみの持ち込み し尿のくみ取り

資源化物リサイクル団体に対する奨励金

問 TEL.22-8688

9：00～12：00、13：00～16：00受付時間

くみ取り料金

土曜日、日曜日、祝日、年末年始休業日

（1） 燃やせるごみ（資源ごみ含む）、燃やせないごみ、リ
サイクルできるごみ（発泡スチロール、食品トレイ
を除く）、粗大ごみ（可燃・不燃）
▶区分ごとに300円（50Kg当たり）

（2）発泡スチロール・食品トレイ
▶2,100円（50Kg当たり）
　※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体当たり）
▶7Kg以上　2,500円（1体当たり）

●くみ取り手数料:60円（税別10リットル当たり）
●処  理  手  数  料:  3円（税別10リットル当たり）
※以上の合算料金が、くみ取り料金となります。

処理手数料（税別）

九条93-1場　　所

ごみ処理場（クリーン・ヒル・センター）

気仙沼清掃事業協業組合

●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、市ホームページの
「暮らしの情報」やタウンページの「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
料金が異なりますので、事前にご確認ください）。

その他

気仙沼高グラウンド

大曲
コミュニティー
センター

気仙沼高
九条小

ホーム
センター

総合体育館
ケー・ウェーブ

リアス・アーク
美術館

条南中

ガソリン
スタンド

気仙沼市立病院

田
中
ト
ン
ネ
ル

不動の沢駅

45

神  山 
 川

中谷地田中前

クリーン・ヒル・センター
（循環型社会推進課事務所・ごみ処理場）

〈 広 告 〉
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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。

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するた
め、公共下水道の事業計画区域などの集合区域以外で、
住宅に浄化槽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。

　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

東日本大震災により被災された方が、太陽光発電設備を設置する場合、補助金を交付します。
（補助額:1kW当り　2万5千円　上限額:個人住宅　10万円）

浄化槽設置に対する補助

低炭素社会対応型浄化槽の設置に対する補助

太陽光発電設備の設置に対する補助

環境対策
問市民生活部環境課 TEL.22-3417
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

人槽区分 補助金の額
5人槽 93，000円

7人槽 111，000円

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 548，000円

〈 広 告 〉
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　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）

生ごみ処理機等購入に対する助成

〈 広 告 〉
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クマ・イノシシを目撃した際はご連絡ください

鳥獣対策 問農林課　農政係　林政係 TEL.22-3439

●あわてない
　落ち着いてクマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。
●騒がない
　クマを驚かすので、大声を出したり、走って逃げたりするのはやめましょう。
●近づかない
　子グマの近くには、母グマがいる可能性が高いので、近づくのはやめましょう。

もしもクマに出会ってしまったら（近くにクマがいることに気付いたら）

気仙沼市産業部農林課農政係　　　　　　　　　　　TEL.22-3439（直通）
気仙沼市本吉総合支所産業課産業係　　　　　　　　TEL.42-2976（直通）
気仙沼市唐桑総合支所産業課産業係　　　　　　　　TEL.32-4527（直通）
宮城県気仙沼地方振興事務所林業振興部森林管理班 TEL.24-8285（直通）

　イノシシは非常におとなしい性格ですので、こちらからは何もせず放っておいてください。ほとんどの場合は何もせず
去っていきます。
●あわてない
　万が一近づいてきても慌てずにゆっくりと後ずさりしてください。急に動くとイノシシも驚き思いもよらない事故につ
ながる可能性があります。
●さわがない・おどさない
　石や棒などでイノシシを挑発するのは大変危険です。逆上したイノシシが向かってくることがあります。
●威嚇音を発しているときは
　イノシシが、たてがみを逆立て、「シュー」、「カッカッカッ」、「クチャクチャ」など威嚇音を発している場合には特に注意が
必要です。

もしもイノシシに出会ってしまったら

※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 問市農林課 農政係 TEL.22-3439

個人で設置する場合 団体で設置する場合

内　容

●防護柵などの設置に要する経費（電気柵は６万円以上、
防護ネットなどは２万円以上）の２分の１以内で、助成額の
上限は電気柵が10万円、それ以外は５万円です。
※ 事前に購入したものは助成対象となりませんので、必ず
交付決定通知を受けたあとに資材を注文してください。

●市農業災害防除対策協議会から電気柵を無償で貸与し、
団体に設置と維持管理をしていただきます。
※ 申込多数の際は被害状況や申請内容により選定します。
※ 農地が隣接する３戸以上の団体で、合計耕作面積がおお
むね1.5ヘクタール以上などの要件がありますので、事
前にご相談ください。

申込先
市農林課　　　　　　 TEL.22-3439
唐桑総合支所 産業課　TEL.32-4527
本吉総合支所 産業課　TEL.42-2976

市農業災害防除対策協議会
事務局 市農林課　TEL.22-3439

有害鳥獣被害防護柵の設置を支援します

4月2日から（予算の範囲内）受付期間
支援内容

市内に住所がある農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けている（または受けるおそれがある）た
め、農地に防護柵などを設置予定の方

対　象
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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、宮城県住宅供給公社東部管理
事務所へ申し込んでください。入居募集期間については、市広報・ホームページでお知らせします。

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）

入居の条件

問宮城県住宅供給公社気仙沼出張所【管理委託業者】
 （市第2庁舎建築・公営住宅課内） TEL.22-4436
 建設部建築・公営住宅課 TEL.22-6600（537・566）
 唐桑総合支所建設課 TEL.32-4526
 本吉総合支所建設課 TEL.42-2977

市営住宅

災害公営住宅　計2,087戸

市営住宅　計514戸
名称 所在地 戸数

市営九条住宅 九条489-2 22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 16戸

市営川原崎住宅
川原崎19・
川原崎25-1・
茗荷沢32

61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

※ 市営滝の入住宅と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。

名称 所在地 戸数
市営鹿折南住宅 錦町一丁目2-1　1～5号棟

錦町二丁目2-1　6～8号棟 284戸

市営魚町入沢住宅 魚町一丁目4-1　1号棟
入沢4-11　2～4号棟 59戸

市営魚町二丁目住宅 魚町二丁目1-8 15戸
市営南町一丁目住宅 南町一丁目4-10 36戸
市営南町二丁目住宅 南町二丁目4-19 24戸
市営八日町住宅 八日町二丁目3-6 11戸
市営気仙沼駅前 古町三丁目3-10 194戸
市営四反田住宅 四反田94-1 70戸
市営幸町住宅 幸町三丁目2-1 176戸
市営内の脇住宅 内の脇一丁目10-1 144戸
市営南郷住宅 南郷25-1 165戸
市営舘山住宅 舘山一丁目1-43 30戸
市営田中住宅 田中117-2 18戸
市営九条北住宅 九条375-28 8戸
市営赤岩五駄鱈住宅 赤岩五駄鱈209-1 21戸

市営表松川住宅
切通7-1　 1号棟
  〃  15-1　2号棟・3号棟
  〃  18-1　4号棟
  〃  40　　5号棟・6号棟

72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

名称 所在地 戸数
市営唐桑大沢住宅 唐桑町台の下15 28戸
市営只越住宅 唐桑町堂角45-8 11戸
市営宿明戸住宅 唐桑町明戸291-31 16戸
市営宿浦住宅 唐桑町宿浦400-4 14戸
市営鮪立住宅 唐桑町上鮪立63-3 7戸
市営小鯖住宅 唐桑町中井50-7 16戸
市営大浦住宅 大浦29-4 18戸
市営牧沢住宅 赤岩牧沢138-28 244戸
市営面瀬中央住宅 松崎鶴巻123-1 109戸
市営長磯浜南住宅 長磯下原36 20戸
市営長磯浜北住宅 長磯七半沢3 56戸
市営長磯原住宅 長磯下原3-5 18戸
市営森前林住宅 長磯前林1-5 12戸
市営大島住宅 浅根66-2 38戸
市営大谷住宅 本吉町長根186-3 72戸
市営山谷住宅 本吉町山谷124-2 13戸
市営津谷街住宅 本吉町津谷松岡161-7 16戸
市営津谷下町住宅 本吉町登米沢9-9 15戸
市営小泉住宅 本吉町外尾152-7 37戸

3.市税等を滞納していない方
4.入居者およ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
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下水道につなぎましょう

気仙沼市の指定給水装置工事事業者について

上水道に関するこんなときは…

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）

　下水道が整備された地域の方は、下記のような義務も
負うことになります。みなさんが住んでいる地域に下水
道が整備されましたら、一日も早くトイレの水洗化と下水
道への接続をお願いいたします。
●くみ取り便所の水洗トイレへの改造：整備後3年以内
●し尿浄化槽の廃止（下水道への接続）：すみやかに
● 家庭内（台所・風呂）や事業所からの汚水についての排
水設備工事：すみやかに

　市のホームページの「気仙沼市指定給水装置工事事業
者」のページにアクセスしていただくか、市水道事務所ま
でお問い合わせください。

　1日も早く下水道を利用していただくため、排水設備工
事資金の借り入れを市内の金融機関にあっせんしていま
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。

水道を引きたいときは
家庭で水道工事を行う場合は、届出が必要となります

ので、市が指定する給水装置工事事業者にお申込みくだ
さい。
道路で水漏れを発見したときは
水道本管の漏水を見つけたら、市水道事務所にお知ら

せください。
水道管や蛇口が壊れたときは
宅地内の水道管や蛇口が壊れた場合は、メーターを過

ぎたところでしたらメーターボックス内のバルブを回すと
水が止まります。公道上で発生した漏水は市で修理しま
すが、個人宅等の敷地内での漏水に係る費用は個人負担
となります。

上水道・下水道
問ガス水道部管理課 TEL.23-2561 本吉水道事務所 TEL.42-2649
 建設部下水道課 TEL.23-1010 唐桑総合支所建設課 TEL.32-4526
 本吉総合支所建設課 TEL.42-2977

〈 広 告 〉
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料金 引越しのときなど

ガスくさいと感じたら ガスが出ないときは

地震の際は

ガス

　上水道料金・下水道料金・市ガス料金を一括して請
求します。
　納入には金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ
銀行（郵便局）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すすめしていま
す。口座振替を希望される方は、通帳と印鑑、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（89ページを参照）
に申し込んでください。

１．窓や戸を大きく開けてください。
２．ガス栓やメーターガス栓を閉めてください。
３． 火気は絶対に使わず、換気扇や電灯などの電気スイッチ
類にも触れないようにしてください。

４．すぐに供給元のガス事業者へ連絡してください。

　長時間のガス使用や、大きな地震により、まれにマイ
コンメーターが作動し、赤ランプが点滅してガスが止
まってしまう場合があります。その場合でもガス漏れな
どの異常がない限り、お客様自身でマイコンメーターを
復帰してガスを使えるようにすることができます。

　震度５以上の地震では、自動的にガスが遮断されます。
揺れがおさまってから、使用中のガス機器を止め、ガス栓
も閉めてください。

　ガスには、市ガス課で供給している「都市ガス（13A）」とプロパンガス販売業者で供給している「プロパンガス（LPガ
ス）」があります。（市ガス課で公営住宅等にLPガスを供給している所もあります。）ガス器具はガスの種類にあったも
のをご使用ください。

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）

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。

上・下水道・ガス　共通

〈 広 告 〉
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公共交通情報 ※平成31年4月8日現在

ミヤコーバス運行の市内路線バス 気仙沼ハイタク運行の乗合タクシー
問ミヤコーバス気仙沼営業所　TEL.22-7163 問気仙沼ハイタク　TEL.24-0026

路線名 経路

1 御崎線
御崎～宿～只越上～鹿折唐桑駅前～市
役所前～田谷本郷・市営牧沢住宅・岩井
崎入口・市立病院

2 大沢線 大沢～只越上～鹿折唐桑駅前～市役所
前～田谷本郷・市立病院

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～田谷本郷・
市営牧沢住宅・市立病院
※ 上鹿折駅～気仙沼駅間は、大船渡線Ｂ
ＲＴとして運行

4 新月線 上八瀬～松川前～市役所前

5 松岩線 市営牧沢住宅～田谷本郷～市民会館、
金取～片浜～市役所前～市民会館

6 九条線 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～田谷本郷～市役所前～河原田、
階上公民館前～片浜～市立病院

8 大島線
新王平～浦の浜～鹿折唐桑駅前～市役
所前～気仙沼駅前～東新城一丁目～田
谷本郷・市立病院

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

路線名 経路

1 上廿一線 上廿一～市営運動場前～気仙沼駅前～
市役所前・市立病院・田谷本郷

2 金成沢線 金成沢～松川前～市役所前、金成沢～東
新城一丁目～田谷本郷～市立病院

なすやタクシー運行の乗合タクシー
問なすやタクシー　TEL.22-5866

路線名 経路

1 羽田線 羽田～田中前～市役所前、
羽田～市立病院～市役所前

本吉タクシー運行の乗合タクシー
問本吉タクシー　TEL.42-3110

路線名 経路

1 本吉三陸線 蔵内南～小泉小学校前～小泉団地～本
吉病院～本吉総合支所

気仙沼ハイタク運行の市内循環バス
問気仙沼ハイタク　TEL.24-0026

路線名 経路

1 市内中央
循環線

市立病院～田谷本郷～気仙沼駅前～
市役所前～海の市前～南郷住宅入口
～市立病院

〈 広 告 〉
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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－気仙沼
（河原田～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
TEL.22-7163

仙台
大船渡線

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））

宮城交通
TEL.022-261-5333
岩手県交通
TEL.0192-26-3730

2 けせんライナー（夜行高速バス）

釡石市～気仙
沼市役所前～
東北道経由～
池袋駅西口

岩手県交通釡石予約センター
TEL.0193-25-2525

3 一関大船渡線
一関気仙沼線

一ノ関駅前～
千廐～気仙沼
市役所前～大
船渡市

岩手県交通千廐
バスターミナル
TEL.0191-52-3167

岩手県交通運行の路線バス
問 岩手県交通千廐バスターミナルTEL.0191-52-3167

路線名 経路

1 気仙沼
千廐線

市役所前～気仙沼駅前～新月駅前～室
根支所前～千廐バスターミナル

JR 線運行情報

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）により運行中）

2 JR気仙沼線

気仙沼市～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
運行中）
前谷地駅～柳津駅（鉄道およびBRT（バ
ス高速輸送システム）により運行中）

問JR東日本お問い合わせセンター　
TEL.050-2016-1600

口座振替（公金の納付方法）

口座振替の対象科目 口座振替取扱金融機関
1 市・県民税

2 固定資産税・都市計画税

3 軽自動車税

4 国民健康保険税

5 認可保育所費負担金

6 小規模保育所費負担金

7 下水道受益者負担金（分担金）

8 介護保険料

9 後期高齢者医療保険料

10 認定こども園費負担金

11 災害援護資金貸付金償還金

12 学童保育費

13 幼稚園授業料

14 有機肥料センター使用料

15 市営墓地清掃料

16 ガス上下水道料金

1 株式会社　七十七銀行

2 株式会社　岩手銀行

3 株式会社　東北銀行

4 株式会社　北日本銀行

5 株式会社　仙台銀行

6 気仙沼信用金庫

7 仙北信用組合

8 東北労働金庫

9 南三陸農業協同組合

10 宮城県漁業協同組合

11 株式会社　ゆうちょ銀行

　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。
　口座振替をご利用される方は、金融機関に備え付けの「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」に必要事項を記入のうえ、下記の口座振替取扱金融機関の窓口にお申し込みくだ
さい。また、預金通帳の届出印を忘れずに持参してください。

市営住宅使用料の窓口納付および
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・公営住宅課内）までお
問い合わせください。
TEL.22-4436（受付時間　9：00～17：15）
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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）お
よび中度（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）
●中度障害児（2級）
（平成31年4月以降）

52,200円
34,770円

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。

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
（15歳に達した年度の末日まで）

入院・通院にかかわらず、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
養している方および当該児童

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

※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

医療費助成制度

児童福祉
問保健福祉部子ども家庭課 TEL.22-3429 市民生活部保険課 TEL.22-3419
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811 市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975 市民生活課 TEL.42-2974

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　
●3歳以上小学校修了前
　第1子および第2子
　第3子以降
●中学生
●特例給付（所得制限以上）

一律 15,000円

10,000円
15,000円

一律 10,000円
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。

対象者 支給額（月額） 支給時期

「父」または「母」がいないか、「父」または「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　42,910円
　一部支給される方　42,900円～10,120円
　　　　　　　　　　(10円刻みの額)
●児童2人のとき:
　全部支給される方　10,140円
　一部支給される方　10,130円～5,070円
　　　　　　　　　　(10円刻みの額)
●児童3人以上のとき:
　全部給付される方　6,080円
　一部支給される方　6,070円～3,040円
　　　　　　　　　　(10円刻みの額)
（令和元年8月支給分以降）

4月・8月・11月・1月・3月に、
それぞれの前月分までが支
給されます。
令和2年1月より、奇数隔月
支給となる予定です。

※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。

※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。

児童手当

児童扶養手当

子
育
て
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保育所・認定こども園
問市保健福祉部子ども家庭課 TEL.22-3429
 唐桑総合支所保健福祉課  TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課  TEL.42-2975

認可保育所・認定こども園

市立の保育所・こども園（保育所部門）

私立の保育所

2．対象年齢　2か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7：30～18：30（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）　市町村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）。

（1）内の脇保育所 ………（45人）
（4）牧沢きぼう保育所 …（70人）
（7）新月保育所 …………（80人）

（1）気仙沼第二保育所 …（40人） （2）新生保育園 …………（50人）

（2）かやの実保育所 ……（60人）
（5）崎浜保育所 …………（45人）
（8）津谷保育所 …………（70人）

（3）松岩保育所 …………（45人）
（6）階上保育所 …………（55人）
（9）鹿折こども園 ………（87人）

認可保育所
1．施設および利用定員　下記のとおりです。

階層区分
助成内容備考

3歳未満児 3歳児 4歳以上児
標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

A 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0

B 市町村民税非課税世帯 6,000 5,800 4,000 3,900 4,000 3,900

C1 市町村民税所得割額 20,000円未満 13,000 12,700 10,000 9,800 10,000 9,800

C2 市町村民税所得割額 20,000円以上
48,600円未満 15,000 14,700 13,000 12,700 13,000 12,700

C3 市町村民税所得割額 48,600円以上
63,600円未満 21,000 20,600 18,000 17,600 18,000 17,600

C4 市町村民税所得割額 63,600円以上
78,600円未満 22,000 21,600 20,000 19,600 20,000 19,600

C5 市町村民税所得割額 78,600円以上
97,000円未満 24,000 23,500 21,000 20,600 21,000 20,600

〈 広 告 〉
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階層区分
助成内容備考

3歳未満児 3歳児 4歳以上児
標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

C6 市町村民税所得割額 97,000円以上
117,000円未満 28,000 27,500 24,000 23,500 24,000 23,500

C7 市町村民税所得割額 117,000円以上
137,000円未満 30,000 29,400 27,000 26,500 27,000 26,500

C8 市町村民税所得割額 137,000円以上
169,000円未満 35,000 34,400 31,000 30,400 29,000 28,500

C9 市町村民税所得割額 169,000円以上
209,000円未満 42,000 41,200 32,000 31,400 29,000 28,500

C10 市町村民税所得割額 209,000円以上
249,000円未満 45,000 44,200 34,000 33,400 31,000 30,400

C11 市町村民税所得割額 249,000円以上
301,000円未満 48,000 47,100 36,000 35,300 31,000 30,400

C12 市町村民税所得割額 301,000円以上
397,000円未満 60,000 58,900 36,000 35,300 31,000 30,400

C13 市町村民税所得割額 397,000円以上 66,000 64,800 36,000 35,300 31,000 30,400

多子世帯における保育料の軽減について

※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人目以降は無料となります。
※所得割額57,700円未満の世帯（BからC3階層の一部）については、多子軽減の対象は同時入所にかかわらず、保護者と生計を一に
している兄弟等の順に入所児童が何人目となるかを判定します。
※その他、所得により多子世帯、ひとり親世帯等への保育料軽減もあります。詳細は子ども家庭課にお問い合わせください。

6． 認可保育所・認定こども園（保育所部門）での保育を
希望する場合

　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）

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
●認定こども園
（幼稚園部門）

2号認定
（保育認定）

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
●認定こども園
（保育所部門）

3号認定
（保育認定）

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
●認定こども園
（保育所部門）

7．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。

● 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）

保育を必要とする事由

保育の必要量

市立の認定こども園

2．対象年齢
　4月1日現在で満3歳から就学前の児童
　1号認定（教育標準時間認定）を受けていただきます。

（1）鹿折こども園 ………（9人）

認定こども園（幼稚園部門）
1．施設および利用定員　下記のとおりです。
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市立の保育所

休園日
休業日

2．対象年齢　 4月1日現在で満3歳から就学前の児童　
（認可保育所に準じて保育認定を受けて
いただきますが、保育必要量は短時間で
認定されます）

3．保育時間　 月曜日から金曜日の8：30～15：00
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）

5．保育料（月額）

（1）石甲保育所 ……………… （30人）
（2）月立保育所 ……………… （20人）
（3）岩月保育所 ……………… （30人）
（4）波路上保育所 …………… （20人）
（5）くぐなり保育所 ………… （20人）
（6）小原木保育園（休所中） … （50人）
（7）前沢保育所（休所中） …… （50人）

日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
土曜日
学年始休業日 4月1日～4月7日
夏季休業日 8月10日～8月16日
冬季休業日 12月29日～1月4日
学年末休業日 3月25日～3月31日

小規模保育所
1．施設および利用定員　下記のとおりです。

階層区分 保育料（月額）
A 生活保護世帯 0

B 市町村民税非課税世帯 3,000

C1 市町村民税所得割額　77,100円以下 7,000

C2 市町村民税所得割額　77,101円以上 8,000

※小学校3年生までの兄または姉がいる場合、その子どもを含
めて2人目は半額、3人目以降は無料となります。
※B・C1階層は多子軽減の対象は保護者と生計を一にしている
兄弟等の順に入所児童が何人目となるかを判定します。（年
齢制限撤廃）
※ その他、所得により多子世帯、ひとり親世帯等への保育料軽
減もあります。詳細については子ども家庭課までお問い合わ
せください。

6．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。
※幼稚園については95ページをご覧ください。

階層区分 保育料（月額）
A 生活保護世帯 0

B 市町村民税非課税世帯 3,000

C1 市町村民税所得割額　77,100円以下 8,000

C2 市町村民税所得割額　211,200円以下 13,000

C3 市町村民税所得割額　211,201円以上 17,000

多子世帯における保育料の軽減について
※小学校3年生までの兄または姉がいる場合、その子
どもを含めて2人目は半額、3人目以降は無料となり
ます。
※Ｂ・Ｃ1階層は多子軽減の対象は保護者と生計を一に
している兄弟等の順に入所児童が何人目となるかを
判定します。
※その他、所得により多子世帯、ひとり親世帯等への保
育料軽減もあります。詳細については子ども家庭課
までお問い合わせください。

3．保育時間
　月曜日から金曜日までの8：30～15：00
4．休園日等

1．施設
（1）気仙沼児童センター （2）赤岩児童館
（3）鹿折児童館 （4）大島児童館
（5）鮪立児童館

2．利用時間
児童館: 火曜日から土曜日の9：00～17：00
　　　（ 休館日　月曜日、日曜日、祝日（月曜日のときは

その翌日も休館））
児童センター: 火曜日～日曜日　9：00～17：00
　　　　　　（ 休館日　月曜日、第2・第4日曜日、祝日（月

曜日のときはその翌日も休館））

　0歳から18歳の子どもたちが、いつでも誰でも気軽に
遊び学べる、みんなの居場所です。

児童センター・児童館

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、気
仙沼児童センター内のファミリー・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。

　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。

ファミリーサポートセンター
子
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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）
（7） 面瀬小学校区　（校地内施設）
（8） 唐桑小学校区　（唐桑公民館内）
（9） 津谷小学校区　（校地内施設）
（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～18：30
（2）土曜日:7：30～18：30
（3）長期休業期間:7：30～18：30
※左記施設（8）～（11）の施設は、終了時間は19：00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

問保健福祉部子ども家庭課 TEL.22-3429
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975学童保育センター

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。

7．保護者負担額

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

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

1日単位（希望により連続、複数日も可）

休業期間中の7：00～18：30まで（唐桑・本吉
地域は19：00まで）

原則3日前までに事業実施者に申し込みが
必要

受付期間などは事業実施者が設定

●一時預かり

●通常利用（通年）
　児童1人あたり、月額　5,000円（おやつ代含む）
●短期利用
（1）一時預かり
①7：30～13：00の利用 …………500円
② 13：00～18：30（唐桑・本吉地域は19：00）の間の
利用………………………………500円

③ 7：30～18：30（唐桑・本吉地域は19：00）の間の利
用…………………………………1,000円

※13：00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・唐桑地域　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。

●長期休業期間のみの預かり

対　　象

対　　象

受入期間

受入期間

利用申込

利用申込
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問教育委員会学校教育課 TEL.22-3441幼稚園

1.施設
（1）唐桑幼稚園 （80人）
（2）松圃幼稚園 （90人）
（3）津谷幼稚園 （180人）
（4）馬籠幼稚園 （55人・休園中）
（5）小泉幼稚園 （90人）
（6）大谷幼稚園 （180人）
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　 月曜日から金曜日までの8：30～15：00

施設 （1）愛耕幼稚園　（2）気仙沼カトリック幼稚園　（3）葦の芽幼稚園　（4）葦の芽星谷幼稚園

6.授業料の減免
（1） 低所得世帯および多子世帯減免後の額　下表のとおり（月額:円）

7.入園申し込み　毎年12月ごろに各幼稚園で受け付けています。

（2）天災等による生活困窮世帯　1／3に減免
（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に減免
（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

市立幼稚園

私立幼稚園

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

生活保護法（昭和25年法律144号）による被保護世帯 0 0 0

市町村民税が
所得割非課税の世帯

●母子世帯等
●障害者（児）世帯
●その他世帯

0 0 0

●上記以外の世帯 3,000 0 0

市町村民税が
所得割課税の世帯

● 母子世帯等または障害者（児）世帯で
課税額が77,100円以下 3,000 0 0

● その他の世帯で課税額が
　77,100円以下 7,000 3,000 0

● 上記区分以外の世帯 8,000 4,000 0

※ただし、年収360万円未満の世帯については、小学3年以下の年齢制限を撤廃。

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（お盆期間前後7
日間、※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
12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
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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

　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い
ます。

通学区域
学区外通学

問教育委員会学校教育課 TEL.22-3441小学校 ･ 中学校

問教育委員会学校教育課 TEL.22-3441就学援助制度

● 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および入学期日を
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。
1.入学通知書が届かないとき
2.入学通知書を受けとった後に転居、転出するとき
3.入学通知書の記載内容に誤りがあるとき
4.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

入学

　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。

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年生および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

就学援助費 奨学資金貸付制度

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
3. 個人事業税・固定資産税およ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

援助を受けられる方

子
育
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問教育委員会生涯学習課 TEL.22-3442生涯学習

●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い
ます）。

会議、発表会などで公民館等を利用したい

●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。
　原則月曜日および祝日が休館日となっています。

本を読みたい、借りたい、調べたい

　生涯学習課にお問い合わせください。

文化サークルに入会したい（市内の文化協会など）

●体育館
　（ 気仙沼市総合体育館、本吉総合体育館、唐桑体育館）
　体育館は各施設にお問い合わせください。
●運動広場
　（ 大島みどりのふれあい広場、本吉山田大名広場、福祉の里野外施設テニスコート）
※ 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、本吉山田大名広場を除く）は、仮設住宅
用地または、復旧工事中のため使用できません。

スポーツをするため体育館、運動広場を借りたい

　体育協会・スポーツ少年団については、（一社）気仙沼市体育協会（気仙沼市総合体育館内）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」（108ページ）をご覧ください。

スポーツ団体に入会したい
子
育
て
・
教
育
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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
（市民相談室）
TEL.22-3411

登記相談
日時 毎月5日　10：00～12：00（4月・10月は開催しません。）
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。）

人権相談

日時 毎月第2木曜日　10：00～12：00
場所 唐桑体育館事務室
（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）
TEL.32-4520

日時 毎月第2月曜日　9：30～11：30
場所 本吉保健福祉センター「いこい」
（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）
TEL.42-2973

行政相談

日時 毎月第2木曜日　10：00～12：00
場所 唐桑体育館事務室
（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）
TEL.32-4520

日時 毎月第2・4月曜日　9：30～11：30
場所 本吉保健福祉センター「いこい」
（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）
TEL.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 消費生活センター

商工課（消費生活センター）
TEL.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　TEL.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
TEL.022-212-3025

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
TEL.22-6600（内線435）

夫やパートナーからの暴力
（DV）相談

日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00
相談専用電話 TEL.24-5988

男女共同参画推進室
(DV総合相談窓口)
TEL.22-6600（内線334）

〈 広 告 〉
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相談内容 日時・場所 担　当

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　中央地域包括支援センター
　　　（ワン・テン庁舎 地域包括ケア推進課内）
　　　松岩・新月地域包括支援センター
　　　（松崎柳沢228番地68）
　　　階上・面瀬地域包括支援センター
　　　（岩月宝ヶ沢147番地3シンフォニー壱番館102号室）
　　　大島地域包括支援センター
　　　（廻舘55番地2おおしまハーティケアセンター内）
　　　鹿折・唐桑地域包括支援センター
　　　（唐桑町石浜282番地77）
　　　本吉地域包括支援センター
　　　（本吉町津谷舘岡51番地6）

高齢介護課
TEL.22-6600（内線406）
中央地域包括支援センター

TEL.22-6600
（内線418・419）

松岩・新月地域包括支援センター
TEL.24-2820

階上・面瀬地域包括支援センター
TEL.25-8481

大島地域包括支援センター
TEL.25-8570

鹿折・唐桑地域包括支援センター
TEL.25-9755

本吉地域包括支援センター
TEL.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
TEL.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
TEL.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
TEL.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）　9：00～16：30
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
相談専用電話 TEL.41-6725

宮城労働局雇用環境・
均等室

TEL.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）　9：00～12：00、13：00～16：00
場所 石巻労働基準監督署気仙沼臨時窓口（気仙沼駅前プラザ2階）
　　　 TEL.25-6921

宮城労働局労働基準部
監督課

TEL.022-299-8838

移住・定住相談
日時 火曜日～土曜日（祝日を除く）　10：00～18：00
場所 まち・ひと・しごと交流プラザ内 気仙沼市移住・定住支援センター「MINATO」
H   P　http://www.minato-kesennuma.com

気仙沼市移住・
定住支援センター
「MINATO」

TEL.25-9119（Fax兼用）

※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。

〈 広 告 〉
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１階

２階

都市計画課

計画・調整課

土木課

建築・公営住宅課
宮城県住宅供給公社

階段

玄関

設計図書
閲覧室

WC

WC
入口

入口

階段

階段

階段

土木課
災害復旧係

玄関

第二庁舎

〒988-8501気仙沼市八日町一丁目１番１号　TEL.22-6600 FAX.24-3566

庁舎のご案内

本庁舎

本庁

１階

２階

３階

１階

WC

１階

２階

１階

売店
警備員室

市民課市民課

市民室

玄関
ホール

市民相談室
消費生活センター

税務課

会計課会計課
銀行窓口

保険課保険課食堂
階段

階段

入口

階段

入口入口

三陸道・大島架橋・
唐桑最短道整備促進課

監査委員事務局

議会
事務局市議会

議場

議員控室

WC

連絡通路

階段

階段

震災復興・企画課
（けせんぬま創生戦略室）
（総合交通政策室）

財政課

総務課
記者室秘書広報課

WC

環境課

階段

階段

階段

用地課
（第3庁舎）

第１第２
第３

会議室 人事課

住宅支援課住宅支援課

収納対策室収納対策室

ILC推進室ILC推進室

市
役
所
・
総
合
支
所
案
内
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ワン・テン庁舎

１階

２階

入口

西側玄関

正面玄関

本庁舎へ

エレベーター

階段

WC
玄関

和室

大ホール

２階

入口入口

エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーター

階段階段階段

WCWCWC
玄関玄関

和室和室和室

大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール 階段

危機管理課

社会福祉課
子ども家庭課

高齢介護課
地域包括ケア推進課
地域包括支援センター

交流室A
交流室 B

観光課

水産課

商工課 農林課

産業再生戦略課

階段

エレベーター

階段

WC

階段

女性プラザ
子供の部屋

選挙管理委員会
農業委員会

西側玄関西側玄関

正面玄関正面玄関

大ホール
階段

和室

玄関
WC

地域づくり推進課
男女共同参画推進室
小さな国際大使館
市民活動支援センター

水産基盤整備課

水産基盤整備課 (分室１)
水産基盤整備課 (分室２)

建築公営住宅課
住宅管理・企画係分室

シルバープラザ

危機管理課分室

社会福祉課分室

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

情報政策課 三日町一丁目1-11（旧商工会議所電算センター内） 23-3980

循環型社会推進課 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 川口町二丁目110-1（気仙沼終末処理場　新管理棟 2階） 23-1010

ガス水道部 西みなと町8-21（水道事務所） 23-2560

ガス課 幸町一丁目1-26 22-7090

危機管理課消防団係 赤岩五駄鱈43-2（気仙沼・本吉広域防災センター内） 22-0983

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

市
役
所
・
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所
案
内
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〒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（唐桑保健福祉センター「燦さん館」内） 32-4811

１階

２階

総務
企画課
総務
企画課

建設課建設課
産業課産業課

会計課
唐桑分室
会計課
唐桑分室

市民
生活課
市民
生活課

第３会議室第３会議室
第２会議室第２会議室

第１会議室第１会議室

階段階段

階段階段

階段階段

階段階段

WCWC

WCWC

市民相談室市民相談室
入口
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案
内
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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

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

本吉総合支社保健福祉課 本吉町津谷新明戸136（本吉保健福祉センター「いこい」） 25-7645

１階

２階

総務企画課総務企画課

保健福祉課保健福祉課

市民生活課市民生活課

総務企画課
（会計課本吉分室）
総務企画課

（会計課本吉分室）

産業課産業課
建設課建設課

倉庫倉庫 第１会議室第１会議室

第２
会議室
第２
会議室第３

会議室
第３
会議室

階段階段

WCWC

WCWC

応接室応接室

階段階段

階段階段

入口

市
役
所
・
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合
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案
内
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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
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、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

人事課
人事研修係

研修・福利厚生、職員の任免・服務・給与 22-3413
給与厚生係

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
22-0983
（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 固定資産係
市民税係

市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税などの市税の
賦課、税証明、固定資産の評価、税申告受付、原付自転車登
録

22-3405
22-3404

収納対策室
市税の徴収・収納、国民健康保険税の徴収・収納、後期高齢
者医療保険料・介護保険料の徴収・収納、納税貯蓄組合、納
税証明

22-6600
（内線249・251・

375）

震
災
復
興・企
画
部

震災復興・企画課 震災復興・企画係
統計分析係

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、Ｉスローシティ（スロー
フード）、統計調査

22-3408
けせんぬま創生戦略室 まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、まち・ひと・しごと創

生総合戦略施策の推進

総合交通政策室 公共交通

ILC推進室 ILC推進係 国際リニアコライダーの日本誘致の推進 22-6600
（内線319）

情報政策課
（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 協働・交流促進係
地域コミュニティ支援係

コミュニティ活動の支援、気仙沼ファンクラブ、住民自治組
織への支援、市民憲章、集会施設、国際交流、小さな国際大
使館、友好都市、市民活動支援センター 22-3409

男女共同参画推進室 男女共同参画

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、簡易給水施設等

22-3417

循環型社会推進課
（クリーン・ヒル・センター内）

業務係
指導係
廃棄物処理係
浄化処理係

一般廃棄物の収集・運搬・処分およびし尿処理
22-9680
24-2421
(し尿処理場)

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、自動車臨時
運行許可、埋火葬許可、個人番号カードおよび通知カード、
国民年金

22-3422
22-3423

保険課 医療給付係
保険係

国民健康保険、子ども医療費助成、後期高齢者医療
※保険税（料）の徴収・収納を除く 22-3419

市役所の業務案内

本庁
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部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号

保
健
福
祉
部

高齢介護課 高齢企画係
介護保険係

高齢者福祉、介護保険事業、介護保険料の賦課、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402～407）

地域包括ケア推進課
地域包括ケア推進係 地域包括ケア推進協議会、在宅医療介護連携、高齢者総合

相談、指定介護予防支援事業
22-6600

（内線418・419）地域包括支援センター
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、精
神保健、震災に伴う保健活動

21-1212

子育て世代包括支援センター 妊娠期から子育て期に関する総合相談、母子健康手帳の交
付 29-6446

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、特別児童扶養手
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 22-3432

水産課
加工振興係
漁業振興係
魚市場係

水産加工業の振興、漁業の振興、漁船誘致、魚市場の管理

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 漁港整備・漁港管理、漁場整備、漁港背後集落の整備 22-3414

商工課
商工労働係
物産振興係
消費生活係
（消費生活センター）

商工業の振興、中小企業金融、雇用対策、
物産振興、消費生活相談

22-3436
22-3437

（消費生活センター）

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

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・公営住宅課
建築営繕係
住宅整備係
住宅管理・企画係

市有建築物の営繕工事、市営住宅・応急仮設住宅の維持管
理、市営住宅の入居申し込み

22-3454
22-3455

市
役
所
・
総
合
支
所
案
内
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部・課名 係・室名 主な担当業務等 電話番号

建
設
部

用地課 用地第一係
用地第二係 公有財産の取得および登記事務 22-3458

住宅支援課 住宅支援係
防災集団移転係

開発行為の規制および指導、住環境の改善および指導、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

22-3426

下水道課
業務推進係
災害復旧係
下水道整備係

排水設備の確認申請・完了検査、受益者負担金・分担金・下水道
使用料の賦課収納、下水道施設の整備および維持管理、下水道
施設の復旧・復興事業 23-1010

終末処理場 終末処理場・長崎浄化センター・ポンプ場の維持管理

三陸道・大島架橋・
唐桑最短道整備促進課 整備促進係 三陸道・大島架橋・唐桑最短道の整備促進 22-3421

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
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・指導、文化芸術の振興、文化財の保護・活
用・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」（108ページ）をご覧ください。

市
役
所
・
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合
支
所
案
内
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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、まちづくり協議会

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、自動車臨時運行許可、埋火葬許可、海事関係事務、通知カード・個
人番号カード、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
（唐桑保健福祉
センター
「燦さん館」内）

保健福祉係

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、精神保健、震災に伴う保健活動、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、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

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 32-4520

（内線253）

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、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、自動車臨時運行許可、埋火葬許可、通知カード・個人
番号カード、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

（支所）
高齢者福祉、介護保険事業、介護認定申請受付、身体・知的・精神障害者福祉、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、保育所、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、学童保育

42-2975

（本吉保健福祉センター「いこい」）
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、健診、献
血、介護予防事業、特定保健指導、精神保健、震災に伴う保健活動、母子手帳交
付、市立病院再来受付、妊娠期から子育て期に関する総合相談、応急仮設住宅
の入退居

25-7645

産業課 産業係 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 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 42-2600

（内線３１８）

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

唐桑総合支所

本吉総合支所

市
役
所
・
総
合
支
所
案
内
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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 赤岩杉ノ沢8-2 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

子育て包括支援
センター「すこやか」 東新城二丁目2-1 29-6446

市民福祉センター
「やすらぎ」 錦町一丁目2-1 23-2932

唐桑保健福祉センター
「燦さん館」 唐桑町石浜282-3 32-4811

本吉保健福祉センター
「いこい」

本吉町津谷新明戸
136 25-7645

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

障害児通所支援施設
「マザーズホーム」 松崎柳沢216-8 22-6683

老人福祉センター
「福寿荘」 松崎柳沢216-13 23-1022

名称 所在地 電話番号
社会教育・コミュニティ等施設

気仙沼中央公民館 魚市場前1-1 22-6760

鹿折公民館
（鹿折ふれあいセンター）中みなと町5-12 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

面瀬公民館
（ 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

中井公民館 唐桑町中井92-1 32-3900

小原木公民館 唐桑町舘68 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 本吉町平貝29-1 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

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

〈 広 告 〉
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名称 所在地 電話番号
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432）
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 ー

サンライズ森の工房 本吉町西川内88 42-2606

四反田
コミュニティセンター 四反田57-23 ー

田中
コミュニティセンター 田中１１７-２ ー

南郷
コミュニティセンター 南郷25-1 ー

舘山
コミュニティセンター 舘山一丁目１-４３ ー

気仙沼駅前
コミュニティセンター 古町一丁目2-15 ー

駅前住宅
交流センター 古町三丁目３-８ ー

八日町
コミュニティセンター 八日町二丁目３-６ ー

魚町入沢
コミュニティセンター 入沢４-１１ ー

幸町
コミュニティセンター 幸町三丁目２-１ ー

内の脇
コミュニティセンター 内の脇一丁目１０-１ ー

錦町
コミュニティセンター 錦町一丁目２-１ ー

白山
コミュニティセンター 上東側根278-6 ー

東中才交流センター 東中才４２５-３７ ー

東八幡
コミュニティセンター 東八幡前１１-４５ ー

浪板一
コミュニティセンター 東八幡前３２７-４ ー

浪板二
コミュニティセンター 浪板２０５-１８ ー

大浦公会堂 大浦２９-４６ ー

小々汐
コミュニティセンター 小々汐91-56 ー

梶ヶ浦
ふれあいセンター 二ノ浜191-25 ー

名称 所在地 電話番号
片浜
コミュニティセンター 松崎浦田７０-３６ ー

水梨
コミュニティセンター 赤岩迎前田127 ー

牧沢
コミュニティセンター 赤岩牧沢１３８-２８ ー

杉ノ沢
コミュニティセンター 赤岩杉ノ沢８-１５ ー

小田
コミュニティセンター 赤岩小田１５-６２ ー

田柄公会堂 茗荷沢１５８ ー

生活改善センター 前木98 ー

切通
コミュニティセンター 切通４０ ー

長磯浜ふれあい館 長磯下原２５-１ ー

浅根
コミュニティセンター 浅根６６-２５ ー

鶴巻
コミュニティセンター 松崎鶴巻１６４-３４ ー

崎浜集会所 唐桑町津本23-2 ー

松圃集会所 唐桑町松圃131-2 ー

中井老人憩の家 唐桑町中井30-2 ー

小鯖集会所 唐桑町上小鯖
134-6 ー

中集会所 唐桑町中98-5 ー

鮪立老人憩の家 唐桑町鮪立165-1 ー

舞根集会所 唐桑町浦131-5 ー

東舞根集会所 唐桑町東舞根
107-12 ー

宿集会所 唐桑町馬場177-1 ー

石浜集会所 唐桑町高石浜
176-3 ー

只越集会所 唐桑町唯越59-1 ー

舘老人憩の家 唐桑町岩井沢
103-4 ー

大沢集会所 唐桑町台の下95-1 ー

本吉浜区
多目的集会場 本吉町今朝磯58 ー

本吉小泉町区
振興会館

本吉町外尾
152-51 ー

本吉幣掛
ふれあい会館 本吉町幣掛192-3 ー

本吉在区
コミュニティセンター

本吉町卯名沢
105-4 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
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名称 所在地 電話番号
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 ー

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 ー

本吉風越
コミュニティセンター 本吉町風越23-1 ー

本吉町大沢
生活改善センター 本吉町大沢98-2 ー

本吉林の沢振興会館 本吉町林の沢
45-13 ー

本吉狼の巣
多目的集会場 本吉町坊の倉258 ー

本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設
（本吉坊の倉振興センター）

本吉町坊の倉
153-18 ー

本吉下川内
多目的集会場

本吉町東川内
163-4 ー

本吉上川内
コミュニティセンター 本吉町東川内18-1 ー

本吉高漁村センター 本吉町小金沢46 ー

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 ー

本吉日門
コミュニティセンター 本吉町山谷148-1 ー

本吉大谷
漁村センター 本吉町大谷374-3 ー

本吉大谷西
コミュニティセンター 本吉町長根１８６-９０ ー

本吉寺谷
コミュニティセンター 本吉町寺谷30-2 ー

本吉中郷会館 本吉町洞沢
138-28 ー

本吉上郷地区
コミュニティセンター

本吉町石川原
107-96 ー

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 32-4530

本吉総合体育館 本吉町津谷新明戸
136 42-3111

名称 所在地 電話番号
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 本吉町宮内44-1 42-2210

福祉の里野外施設
テニスコート 唐桑町石浜282-7 32-4811

産業関連施設

魚市場 魚市場前8-25 22-7119

クッキングスタジオ事務室
（魚市場内） 魚市場前8-25 29-6788

勤労青少年ホーム
（商工課内） 南町海岸1-11 22-3436

気仙沼駅前駐車場 古町三丁目3-8 22-3438

内湾地区駐車場 南町三・四丁目 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

気仙沼市東日本大震災
遺構・伝承館 波路上瀬向9-1 28-9671

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

鹿折金山資料館 上東側根14 29-5008

本吉放牧場
「モ～ランド・本吉」 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

長崎浄化センター 長崎295 28-3087
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名称 所在地 電話番号
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

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

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

認定こども園

鹿折こども園 東中才425-39 23-1026

小規模保育所

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

名称 所在地 電話番号
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

児童センター・児童館

気仙沼児童センター 笹が陣3-30 23-4648

赤岩児童館 赤岩老松117 22-6879

鹿折児童館 東中才425-39 22-6877

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
※令和元年度は休園 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

〈 広 告 〉〈 広 告 〉
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名称 所在地 電話番号
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 26-1023

面瀬学童保育センター 松崎下赤田58 24-3500

唐桑学童保育センター 唐桑町馬場181-1
（唐桑公民館2階） 31-2577

津谷学童保育センター 本吉町津谷松岡125 42-3721

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

松岩小学校 松崎五駄鱈5 22-7153

水梨小学校
※平成31年３月で閉校 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

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

津谷小学校 本吉町津谷松岡
126 42-2613

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

名称 所在地 電話番号
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

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

津谷中学校 本吉町津谷桜子2 42-2654

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

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 本吉町窪19-1 25-7630
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問秘書広報課 TEL.22-6600（内線207･208）市政の情報

　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付しています。
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。

　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。

　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」を公開しています。
【市公式Ｗｅｂサイト】　https://www.kesennuma.miyagi.jp/

　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」】
　https://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

●広報けせんぬま　毎月１日　　　●広報けせんぬまお知らせ版　毎月15日

広報紙

けせんぬま復興ニュース

公式ウェブサイト（ホームページ）

フェイスブック

発行日

市
政
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　「広報けせんぬま」、「けせんぬま復興ニュース」に掲載されている情報が音声でお聴きいただけます。
●番組名：Ｋ-information
　【月～金曜日】 6：30、10：00、16：30から各30分
　【日曜日】 11：00、14：30、20：30から各30分

　市の担当職員なども出演し、各種事業および施策の説明・手続き方法、イベント情報などを紹介します。ケーブルテ
レビでの番組放送後には、市のホームページから番組を視聴できます。
●番組名：市役所だより
　【毎日】 11：25～11：30、17：55～18：00

コミュニティＦＭ（ぎょっとエフエム）

気仙沼ケーブルテレビ（K－NET）

問秘書広報課 TEL.22-6600（内線207･208）市政へのご意見

　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。受信内容を検討し、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。）。

市民ファクス ［ファクス番号 ： ０２２６-２４-５５１５］

市
政




