
　新型コロナウイルス感染症の第２波・第３波
の発生が懸念される中、出水期に入り大雨や台
風などの災害発生が心配されます。災害発生時
の避難所において、感染症の拡大防止のため、市
民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　
①避難所では「咳エチケット」
　をしっかりと守り、他の方と
　の間隔をあけましょう。
②避難時の携行物に、着替えや食
　料、飲料水に加えマスク・　
　体温計・除菌シートなども。
③ご自宅の災害の危険性と避難
　所を確認しておきましょう。

「避難」とは避難所に行くことだけではなく、
『災害から身を守る』ための行動です

※災害に対し安全なら「自宅」「友人宅」もご検討を
問市危機管理課防災情報係☎ 22-6600 内線261 

申

申

新型コロナウイルス等感染症対策を
踏まえた今後の　　　について
新型コロナウイルス等感染症対策を
踏まえた今後の　　　について

感染症防止対策のために

①からだを動かしましょう！
　自宅にこもり「動かない」状態が続くと、心身
の機能が低下して「動けなくなる」ことが懸念さ
れます。転倒の危険性も高まるため日頃からか
らだを動かすことが大切です。
　市では、YouTube「気仙沼市秘書広報課」チャ
ンネルで、自宅でも取り組める「ころぶんすな
よ！あんだもはまらいん！海潮音体操」を紹介
しています。また、K-NETでも
火曜日～土曜日に放送して
います。

※YouTubeで  
　海潮音体操　　と検索！

②人との交流を大切に！
　心身の健康を保つために、孤独を防ぎ、人との
交流や助け合いが大切です。
 ・ 家族や友人と電話で話す。
 ・ 手紙やメール、ＳＮＳ などを活用し交流する。
 ・ 買い物や移動など困ったときに助けを呼べる 
    相手を考えておく。
問市健康増進課 ☎ 21-1212
     市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線418・419 

外出や活動の自粛のなかで外出や活動の自粛のなかで

〔厚生労働省ＨＰを加工して作成〕

各種相談窓口や支援策などの最新情報は
市公式サイトで随時更新しています。 市公式サイト

避難避難

気をつけたいポイント気をつけたいポイント
高齢者向け

　新型コロナウイルス感染症に対応した店舗づくりを推進するために、「店舗等快適化リフォーム補助
金」を拡充し、「感染予防型」の20万円の補助枠を新設しましたので、 ぜひご活用ください。

感染予防型感染予防型
補助率・
補助金額 

対象となるリフ
ォーム

 

対象となるリフ
ォーム内容（例） 
 

対象時期 

上限20万円
（対象事業費の100％補助） 
・事業総額２万円（税別）以上のリフォーム
・感染症への感染・蔓延を防止するために 
  行うリフォーム

・店内換気システムの改修
・自動手洗い器の導入
・座席間の間仕切りの設置
・机やいすの配置変更（工事が必要な場合）
・窓口・カウンターの仕切りの設置  など 
 令和２年４月１日以降に実施するリフォーム

上限50万円
（対象事業費の２分の１以内補助） 
・事業総額20万円（税別）以上のリフォーム
・来店者に対する衛生面の改善のため  
  に行うリフォーム 

・トイレなどの水回りの改修
・床・壁・照明・換気などの改善  など 
 

交付決定後に実施するリフォーム  

従来型従来型

●補助内容／

●補助事業者／市内に本社がある以下に該当する中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）
　　　　　　　※大規模小売店、フランチャイズは除く
　 各種商店小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、 その
　 他の小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業 、その他の生活関連サービス業、娯楽業 

●申請方法／申請書類（申請書などは市公式サイトからダウンロードできます）を持参の上、
　窓口にて提出（来庁する前に電話連絡をお願いします）
●問市産業戦略課 ☎ 22-3436申

店舗等快適化リフォーム補助金店舗等快適化リフォーム補助金 をご活用くださいをご活用ください

　市では、国の「新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策」の一環として、感染症拡大に
伴い影響を受けた家計への支援を行うた
め、「特別定額給付金」を支給しています。
　支給対象世帯に対しては５月中旬頃に申
請書を郵送でお届けしていますので、支給を
希望する方で、まだ申請がお済みでない方は
令和２年８月19日(水）（消印有効）までに申
請していただきますようお願いします。
●問市震災復興・企画課 特別定額給付金対策室 
         ☎ 22-6600 内線 491

特別定額給付金特別定額給付金

申

の申請はお済みですか？の申請はお済みですか？

　気仙沼クルーシップでは、新型
コロナウイルスの影響で落ち込
んでいる地域内経済循環を活性
化させるため、７月１日（水）から
31日（金）まで、クルーカードを
利用した際の消費者へのポイン
ト付与を１％から３％に引き上
げるとともに、売り上げの３％
相当額を事業者に還元します。
問 気仙沼クルーシップ事務局  
　（気仙沼観光推進機構）☎ 25-7115

フレー！フレー！地元キャンペーンフレー！フレー！地元キャンペーン

申

第２弾第２弾
応援消費で街に元気を！応援消費で街に元気を！ 期間：７月１日～ 31日

み　しお    ね

ｸﾙｰﾎﾟｲﾝﾄ
お店に還元！

3倍
3％

詳しくはこちらから

新型コロナウイルス感染症対策関連　新型コロナウイルス感染症対策関連　

　NHK朝の連続テレビ小説、その舞台となること
は全国の自治体の夢。願っても叶うものではない
と思ってきました。また、狙って射止められるも
のでもないと言われてきました。
　東日本大震災という大試練で誰しもが厳しく苦
しい時間を過ごしてきた気仙沼市民にとって、大き
なプレゼントをいただいたものと思います。番組の
成功に全市民によるご協力をお願いいたします。
　大震災後、「あまちゃん」で岩手県が、現在放映
中の「エール」では福島県が舞台となっており、
残るは宮城県との期待がありました。NHK では県
内の他のまちも訪ね、可能性を探ったとのことで
すが、最終的に本市と登米市が舞台に決まりまし
た。
　では何故、気仙沼？との答えを関係者の言葉か
ら推測すると、本市は知名度が高く、港町として
キャラクターも立っており、津波被災地であるこ
とは前提として、事前の取材で出会った市民一人
一人が親切に応対をしてくださり、魅力的だった
ことが決め手と言えそうです。今回の決定はまさ
に市民の皆さんの真摯な生きざまがもたらしたも
のと言えます。
　来年の 3 月で大震災から 10 年、（仮称）気仙沼
湾横断橋が開通し、追って「おかえりモネ」の放
映が始まります。100 年に一度のチャンスをどう
生かすか、価値の最大化を目指し、放映直後だけ
でなく 5 年 10 年とその恩恵を発展させる取り組
みをしなければなりません。既に始まっている収
録のサポートはもちろんのこと、観光、物産、移
住定住など市全体のプロモーションに向け、官民
一体となったプロジェクトを立ち上げたいと思い
ます。
　6 月 21 日、横断橋を繋げる最終工程「閉合」が
行われ、松岩、気仙沼、鹿折、大島の各小学校の
代表児童と一緒にハンドホール蓋を締める記念行
事に参加しました。蓋への揮毫を求められ「みら
いに続く　みらいを創る　東北一の横断橋」と記
させていただきました。橋の上から子どもたちと
今まで見たことのない光景を見ることができまし
た。「ひとりで見る夢は夢でしかないが、みんなで
見れば現実になる」そんな言葉を思い出しました。

　気仙沼市長

おかえりモネ
 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －
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の発生が懸念される中、出水期に入り大雨や台
風などの災害発生が心配されます。災害発生時
の避難所において、感染症の拡大防止のため、市
民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　
①避難所では「咳エチケット」
　をしっかりと守り、他の方と
　の間隔をあけましょう。
②避難時の携行物に、着替えや食
　料、飲料水に加えマスク・　
　体温計・除菌シートなども。
③ご自宅の災害の危険性と避難
　所を確認しておきましょう。

「避難」とは避難所に行くことだけではなく、
『災害から身を守る』ための行動です
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感染症防止対策のために

①からだを動かしましょう！
　自宅にこもり「動かない」状態が続くと、心身
の機能が低下して「動けなくなる」ことが懸念さ
れます。転倒の危険性も高まるため日頃からか
らだを動かすことが大切です。
　市では、YouTube「気仙沼市秘書広報課」チャ
ンネルで、自宅でも取り組める「ころぶんすな
よ！あんだもはまらいん！海潮音体操」を紹介
しています。また、K-NETでも
火曜日～土曜日に放送して
います。

※YouTubeで  
　海潮音体操　　と検索！

②人との交流を大切に！
　心身の健康を保つために、孤独を防ぎ、人との
交流や助け合いが大切です。
 ・ 家族や友人と電話で話す。
 ・ 手紙やメール、ＳＮＳ などを活用し交流する。
 ・ 買い物や移動など困ったときに助けを呼べる 
    相手を考えておく。
問市健康増進課 ☎ 21-1212
     市地域包括ケア推進課 ☎ 22-6600 内線418・419 
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〔厚生労働省ＨＰを加工して作成〕
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市公式サイトで随時更新しています。 市公式サイト
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金」を拡充し、「感染予防型」の20万円の補助枠を新設しましたので、 ぜひご活用ください。
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対象となるリフ
ォーム内容（例） 
 

対象時期 

上限20万円
（対象事業費の100％補助） 
・事業総額２万円（税別）以上のリフォーム
・感染症への感染・蔓延を防止するために 
  行うリフォーム

・店内換気システムの改修
・自動手洗い器の導入
・座席間の間仕切りの設置
・机やいすの配置変更（工事が必要な場合）
・窓口・カウンターの仕切りの設置  など 
 令和２年４月１日以降に実施するリフォーム

上限50万円
（対象事業費の２分の１以内補助） 
・事業総額20万円（税別）以上のリフォーム
・来店者に対する衛生面の改善のため  
  に行うリフォーム 

・トイレなどの水回りの改修
・床・壁・照明・換気などの改善  など 
 

交付決定後に実施するリフォーム  

従来型従来型

●補助内容／

●補助事業者／市内に本社がある以下に該当する中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）
　　　　　　　※大規模小売店、フランチャイズは除く
　 各種商店小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、 その
　 他の小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業 、その他の生活関連サービス業、娯楽業 

●申請方法／申請書類（申請書などは市公式サイトからダウンロードできます）を持参の上、
　窓口にて提出（来庁する前に電話連絡をお願いします）
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緊急経済対策」の一環として、感染症拡大に
伴い影響を受けた家計への支援を行うた
め、「特別定額給付金」を支給しています。
　支給対象世帯に対しては５月中旬頃に申
請書を郵送でお届けしていますので、支給を
希望する方で、まだ申請がお済みでない方は
令和２年８月19日(水）（消印有効）までに申
請していただきますようお願いします。
●問市震災復興・企画課 特別定額給付金対策室 
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の申請はお済みですか？の申請はお済みですか？

　気仙沼クルーシップでは、新型
コロナウイルスの影響で落ち込
んでいる地域内経済循環を活性
化させるため、７月１日（水）から
31日（金）まで、クルーカードを
利用した際の消費者へのポイン
ト付与を１％から３％に引き上
げるとともに、売り上げの３％
相当額を事業者に還元します。
問 気仙沼クルーシップ事務局  
　（気仙沼観光推進機構）☎ 25-7115
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詳しくはこちらから

新型コロナウイルス感染症対策関連　新型コロナウイルス感染症対策関連　

　NHK朝の連続テレビ小説、その舞台となること
は全国の自治体の夢。願っても叶うものではない
と思ってきました。また、狙って射止められるも
のでもないと言われてきました。
　東日本大震災という大試練で誰しもが厳しく苦
しい時間を過ごしてきた気仙沼市民にとって、大き
なプレゼントをいただいたものと思います。番組の
成功に全市民によるご協力をお願いいたします。
　大震災後、「あまちゃん」で岩手県が、現在放映
中の「エール」では福島県が舞台となっており、
残るは宮城県との期待がありました。NHK では県
内の他のまちも訪ね、可能性を探ったとのことで
すが、最終的に本市と登米市が舞台に決まりまし
た。
　では何故、気仙沼？との答えを関係者の言葉か
ら推測すると、本市は知名度が高く、港町として
キャラクターも立っており、津波被災地であるこ
とは前提として、事前の取材で出会った市民一人
一人が親切に応対をしてくださり、魅力的だった
ことが決め手と言えそうです。今回の決定はまさ
に市民の皆さんの真摯な生きざまがもたらしたも
のと言えます。
　来年の 3 月で大震災から 10 年、（仮称）気仙沼
湾横断橋が開通し、追って「おかえりモネ」の放
映が始まります。100 年に一度のチャンスをどう
生かすか、価値の最大化を目指し、放映直後だけ
でなく 5 年 10 年とその恩恵を発展させる取り組
みをしなければなりません。既に始まっている収
録のサポートはもちろんのこと、観光、物産、移
住定住など市全体のプロモーションに向け、官民
一体となったプロジェクトを立ち上げたいと思い
ます。
　6 月 21 日、横断橋を繋げる最終工程「閉合」が
行われ、松岩、気仙沼、鹿折、大島の各小学校の
代表児童と一緒にハンドホール蓋を締める記念行
事に参加しました。蓋への揮毫を求められ「みら
いに続く　みらいを創る　東北一の横断橋」と記
させていただきました。橋の上から子どもたちと
今まで見たことのない光景を見ることができまし
た。「ひとりで見る夢は夢でしかないが、みんなで
見れば現実になる」そんな言葉を思い出しました。

　気仙沼市長

おかえりモネ
 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －
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