
●交付期日・場所／
期日

３月 18 日（月）

３月 19 日（火）

３月 20 日（水）

３月 22 日（金）

市ワン・テン庁舎２階　交流室Ｂ

場所

本吉保健福祉センター「いこい」

唐桑保健福祉センター「燦さん館」

午前９時 30 分から午後４時まで

受付時間

月額 1,500 円
・身体障害者手帳１・２級または下肢３級の方
・療育手帳Ａの方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方

助成対象者 自動車の所有者 運転者 助成額 手続きに必要なもの

助成対象者 助成額 手続きに必要なもの

・障害者手帳
・印鑑

・18歳以上で身体障害者手帳
１・２級または下肢３級の方

月額 1,500 円

月額 1,500 円

月額      750 円

・18歳未満で身体障害者手帳
１・２級または下肢３級の方

・療育手帳Ａの方

・精神障害者保健福祉手帳
１級の方

●対象となる方・助成額など／
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障害者本人
障害者本人

障害者と生計を
一にする家族

障害者本人または障害者と
生計を一にする家族

本人運転の場合、所有者は本
人、家族運転の場合、所有者
は本人または生計を一にする
家族

・障害者手帳

・印鑑

・運転する方の
　運転免許証

・車検証

を交付します
平成31年度 障害者社会参加促進助成

タクシー券・燃料券
●問い合わせ先／
　市社会福祉課 障害福祉係　
　☎ 22-6600 内線 438

国民健康保険  一部負担金
　　介護保険 利用者負担額 の免除を終了します

　市では、震災で被災した一定の世帯を対象に、国民健康保険医療費一部負担金および介
護保険サービス利用者負担額の免除措置を実施してきましたが、災害公営住宅の整備が完
了し、被災者の住宅再建が進んだことなどから、本年３月31日（日）で免除措置を終了します。
※医療費が高額になる場合には「限度額適用認定証」などの交付を受けてください。

■問い合わせ先／☎ 22-6600　・市保険課  内線 376・389　・市高齢介護課  内線 406・407

※３月25日（月）以降は、市社会福祉課（市ワン・テン庁舎２階）、本吉総合支所保健福祉課（総
合支所庁舎内）、唐桑総合支所保健福祉課（「燦さん館」内）で随時交付します。
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午前９時30分から午後４時まで

公共交通の変更をお知らせします
気仙沼大島大橋開通による

公共交通の変更をお知らせします
気仙沼大島大橋開通による

■問い合わせ先／市総合交通政策室　☎ 22-6600 内線 319■問い合わせ先／市総合交通政策室　☎ 22-6600 内線 319

乗合タクシー小々汐線の廃止
　大島地区から気仙沼地区までの路線バスが新設されることから、鶴ヶ浦～田谷本郷・
市立病院間を運行していた乗合タクシー小々汐線を４月８日（月）で廃止します。
　なお、４月７日（日）は最終便まで運行します。

市内循環バスなどのダイヤ改正
　大島航路の廃止に伴い、市内循環バスほか４路線のダイヤ改正を行います。詳しくは、
運行事業者にお問い合わせください。

〇４月１日（月）から改正
・本吉三陸線　【運行事業者：（有）本吉タクシー  ☎ 42-3110】
〇４月８日（月）から改正
・市内循環バス・上廿一線・金成沢線 　【運行事業者：（株）気仙沼ハイタク  ☎ 24-0026】
・羽田線　【運行事業者：（有）なすやタクシー  ☎ 22-5866】

　これまで大島～気仙沼間で運航していた旅客船定期航路が４月８日（月）に廃止となります。
　なお、４月７日（日）は最終便まで運航します。

大島航路の廃止

路線バスの新設
　大島航路の廃止に伴い、現在、島内を運行している路線バスが、気仙沼地区まで延伸
されます。
■改正日／４月８日（月）始発便から
■運行区間／新王平～田谷本郷・市立病院　　
■運行本数／平日16便、土日・祝日14便
■運賃／ 150 円から 850 円
■時刻表／市ホームページに掲載しているほ

か、市本庁舎、大島出張所内などで配布して
います。

■その他／気仙沼大島大橋開通後、しばらくは
道路渋滞によるバスの遅延が予想されます。

　現在の大島航路に比べ、路線バ
スの定期券代が割高になることか
ら、大島地区の方が、大島から大
島以外のバス停までの通学定期券
を購入する場合、現在と同じ割引率
とし、定期券代を割引きます。
※割引期間は３年間とし、段階的に割

引率を引き下げます。

通学定期券代の割引Pick up 
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