
持続可能な
交通体系を目指して 問い合わせ先／

交通政策課 ☎ 22-6600 内線 382

第１回
公共交通を取り巻く状況

　昨年８月に策定した「第２次気仙沼市総合交通計画」の内容について連載でお知らせします。

■第２次気仙沼市総合交通計画の策定
　本市では、平成 29 年６月に策定した「気仙沼市総合交通計画」に基づき、市立病院の移転に伴う新病院
へのバスの乗入れや、市内循環バスの運行開始、大島架橋の開通に伴う大島線の市街地部への延伸など、ま
ちの復興に対応した公共交通の整備を進めてきました。
　「第２次気仙沼市総合交通計画」は、令和３年度で計画期間が終了した前計画の内容を踏まえつつ、求めら
れる公共交通の姿が変化していることに対応し、「持続可能で市民生活に有益な公共交通体系」を構築するた
め、策定したものです。

■本市の公共交通を取り巻く状況
　本市では、少子高齢化などによる人口減少の進行
や、高齢の運転者の増加に加えて、昨今の新型コロ
ナウイルス感染症拡大などにより、公共交通を取り
巻く環境は一層厳しさを増しています。

①路線バス利用者の減少
　令和３年度の市内路線バスの利用者数は約 18
万８千人で、５年前と比較し約 10 万人減少してい
ます。
　本市の人口は、昭和 57 年２月をピークに年々減
少しており、国立社会保障・人口問題研究所が平成
30 年３月に公表した推計によると、令和 27 年には
約３万３千人となり、令和２年からの 25 年間の人
口減少率は 45％に達すると予測されており、今後
も公共交通の利用者は減少傾向が続くものと想定さ
れます。

　将来的に持続可能な公共交通とするためには、市民の皆様と課題を共有して解決に取り組む
ことが重要であり、経費削減と利便性の両立には、市民の皆様のご理解をいただきながら現行
の路線網にこだわらない交通体系の再構築も必要と考えています。

②利用者の減少などに伴う運行経費負担の増加
　市内を運行している路線バスは、事業者の負担で
運行している「自主運行路線」２路線と、市が生活
路線の維持を図るために事業者に委託して運行し
ている「委託路線」13 路線があります。運行経費
は、震災前の平成 21 年度と比較し、市内循環バス
の運行開始や三陸線の委託路線化などにより増加
しています。一方で、運賃収入は令和２年度が約
２千８百万円で、平成 21 年度の約６千５百万円の
４割にまで減少しています。

次回は、市内の公共交通の現状（路線別の利用状況等）についてお知らせします。
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バス運行経費と財源内訳の推移
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　マイナンバーカードの申請は、専用の申請書を使用して、郵送やスマートフォンで行うことができます。
　市ではご自身で申請することが難しい方を対象に、マイナンバーカードの申請サポート窓口を下記のとおり開
設します。
〇開設場所（開設時間：午前９時～午後４時 30 分）
〇必要な物
（１）�マイナンバーカード交付申請書
住所、氏名などが印字されたもの、または個人番
号を確認できる書類（通知カードなど）
（２）�本人確認書類　
・ 官公庁発行の顔写真付きのもの（運転免許証など）

１点　または、
・顔写真の無いもの（健康保険証、介護保険証、医療受給者証など）２点

　マイナンバーカードを申請し、交付通知書（はがき）が届いた方で、交付通知書に記載されている開庁日時
に来庁が難しい方を対象に、休日・夜間交付窓口を開設します。
●日時・場所／事前予約制（２開庁日前までに電話予約）
・休日：２月５日（日）　唐桑総合支所 市民生活課
　　　　２月 26 日（日）市役所 市民課（本庁舎１階）
　　　　９：00 ～ 11：30
・夜間：２月 13 日（月）・14 日（火）・16 日（木）・17 日（金）
　　　　 17：30 ～ 19：00　市役所 市民課（本庁舎１階）
●必要な持ち物／�①交付通知書（はがき）、②通知カード（紛失した場合は紛失届）、 ③本人確認書類（運転免

許証など顔写真付きのもの１点または保険証など顔写真無しのもの２点）、④住基カード（お
持ちの方のみ）・マイナンバーカード（再発行の場合）

●その他、留意事項／�カードのお受け取りは原則ご本人の来庁が必要です。病気・障害等のやむを得ない理由により
来庁が難しい場合は事前にご相談ください（就労や学業を理由とした代理交付はできません）。

●予約／市民課 管理記録係（市役所本庁舎１階）☎ 22-6600 内線 365・366
　　　　唐桑総合支所 市民生活課 ☎ 32-4522

　ウェブサイト上の斎場予約システムから、斎場の空き状況の確認ができるようになりました。
また、斎場予約システムの利用登録をした葬祭業者を通じて、24 時間いつでも予約すること
ができます（利用登録の有無は、葬祭業者にお問い合わせください）。
　なお、従来のとおり来庁による手続きもできます。
問生活環境課 生活衛生係 ☎ 22-6600 内線 341 空き情報ページ 

場　　所 日　　程
市役所本庁舎　旧食堂

（保険年金課向かい側）
常設（土、日、祝日を除き、令和５年
３月 31 日（金）まで）

面瀬公民館 ２/ １（水）
小泉公民館 ２/ ３（金）、２/ ６（月）～２/ ９（木）
中井公民館 ２/10（金）、２/13（月）～２/16（木）
気仙沼中央公民館条南分館 ２/21（火）、２/22（水）、２/24（金）

マイナンバーカード申請サポート窓口開設のお知らせマイナンバーカード申請サポート窓口開設のお知らせ

マイナンバーカードの休日・夜間交付窓口を開設します

問い合わせ先
【気仙沼市マイナンバーカードコールセンター】
☎ 0570-075-730（午前８時 30分～午後５時 15分）
※土・日、祝日を除き令和５年３月 31日まで
マイナンバーカードの申請方法や申請状況など、
カードについてのご質問にお答えします。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
☎ 0120-95-0178（全日：午前９時 30分～午後８時）
ダイヤル後「１」を選択してください。
マイナンバーカード全般についてのご質問にお答えします。

警備員室

保険年金課

市民課

市民室
市民相談室
消費生活センター

玄関
ホール

収納対策課

税務課

会計課

階段

階段

階段

WC

入口

旧食堂

本庁舎
申請サポート会場

斎場予約システムを導入しました
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タクシー券・燃料券 を交付します
令和５年度障害者社会参加促進助成

　「障害者社会参加促進助成券」を交付します。令和４年度までに登録（申請）された方は、登録内容に基づき３月末頃に助成
券を郵送します（手続きは必要ありません）。
　ただし、次の場合は変更の手続きが必要となります。令和５年２月 24日（金）までに手続きを行ってください。
●手続きが必要な場合／
　①下表の対象者に該当し、令和４年度登録申請をしていない方
　②次年度より助成券の種類を変更したい場合（例：燃料券からタクシー券への変更など）
　③燃料券が交付されていて、運転者や車両の所有者、車両番号等に変更がある場合
　※ 令和５年度の助成券が届いた後に助成券の種類や記載事項に変更がある場合は助成券の原本（燃料券の場合は車検証や運

転免許証等）を持参し、令和５年３月 31 日（金）までに手続きを行ってください。

助成対象者 自動車の所有者 運転者 助成額（月額） 手続きに必要なもの
タ
ク
シ
ー
券

・ 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

月額 1,500 円 ・障害者手帳

燃
料
券

・ 18 歳以上で身体障害者手帳 1・2 級また
は下肢 3 級の方 障害者本人

障害者本人 月額 1,500 円

・障害者手帳
・ 運転する方の運転免

許証
・車検証

障害者と生計を
一にする家族 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
障害者本人または障害者と
生計を一にする家族

月額 1,500 円
・ 精神障害者保健福祉手帳 1 級の方

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

●対象となる方・助成額など／

●新規申請・変更手続き場所／
　市ワン・テン庁舎２階 社会福祉課・唐桑総合支所 保健福祉課・本吉総合支所 保健福祉課
問社会福祉課 障害福祉係 ☎ 22-6600 内線 438・439

　『みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度』は、介護職員に長く働いてもらうために、「人材を育てる・職員の処遇条
件を定める、職員の意向を聞く」などの仕組みがある介護事業所が宣言し、『宮城県介護人材確保協議会』が認証する
制度です。また、令和元年度からはみやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度の第２段階が始まり、介護事業所の人材育
成や働きやすさの取組をより一層見える化できるようになりました。介護事業所はぜひこの機会にご応募ください。認
証制度の段階には、「宣言」、「第１段階認証」、「第２段階認証」の３段階があります。介護に関わっている皆様はどの
ような事業所が認証制度の登録となり、職場環境の「見える化」
をしているか、宣言事業所・認証事業所を検索してみてください。
　『みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度』のホームページ

（https://www.miyagi-kaigojinzai.jp/）に公表されています。
問◆みやぎ介護人材を育む 取組宣言認証制度事務局
　 　☎ 022-343-8565　✉sn.m33033ys@todock.coop
　 ◆宮城県保健福祉部長寿社会政策課 運営指導班
　 　☎ 022-211-2556　

　金融機関などの窓口へ行くことが難しい方や、国民年金保
険料の納め忘れを防ぐためには口座振替が便利です。
　通常の口座振替は翌月末日に振替になりますが、当月末振
替（早割）や、まとめて前払い（前納：６カ月分、１年分、
２年分）すると、保険料の割引が適用されるのでお得です。
保険料の割引額は、前納の期間が長いほど大きくなります。
　ご希望の方は、年金事務所や口座のある金融機関でお申し
込みください。また、郵送による手続きも可能です。「口座振
替申出書」を送付してください（送付先：日本年金機構 石巻
年金事務所）。

※ 「口座振替申出書」は年金事務所や市役所の窓口、日本年金
機構のホームページにあります。

　なお、令和５年４月分からの前納申し込みを希望される場
合は、２月末日までに手続きが必要です。

●必要なもの
　基礎年金番号通知書または年金手帳、預金通帳・通帳届出印
問日本年金機構 石巻年金事務所
　〒986-8511　石巻市中里 4-7-31
　☎ 0225-22-5117　　　

みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度のご案内

≪認証制度マーク見本≫
宣言事業所

マーク
第 1 段階認証
事業所マーク

第 2 段階認証
事業所マーク

国民年金保険料は口座振替が便利です
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●● 市民農園を利用してみませんか ●●
　市では令和２年度から波路上杉ノ下地区内に市民農園を開園しています。今年度は 30 区画中 26 区
画のご利用をいただいています。
○市民農園の基本情報
　■場　　所：波路上杉ノ下地区内
　■区 画 数：１人１区画の利用（継続利用可能）
　■農園利用料：3,000 円（年間）
　■区画面積：おおよそ 25㎡
○新規利用者を募集します
　現在市民農園では、若干の空き区画があり、新規の利用希望者を募集して
います。農業に関心のある方、健康のために体を動かしたいという方はぜひ
応募してください。くわやジョウロなど基本的な農具は共同で利用できます。
　■申込方法：農林課農政係までご連絡ください。
　■利用期間：令和５年４月１日から令和６年２月 28 日まで
　■申込期間：通年申込可能
問 農林課 農政係 ☎ 22-3439

●● 家畜や家きんを飼っている方は飼養管理状況の報告が必要です ●●
　家畜伝染病予防法に基づき、家畜（牛、豚、馬、めん羊、山羊）および家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、
ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう）の飼養者は、毎年１回飼養頭羽数および飼養管理状況の報告が義務付
けられています。飼養者の方は、送付された報告様式に記入のうえ、期限までに提出をお願いします。
　報告書様式が届いていない方は、市農林課農政係までご連絡ください。
　なお、報告書の提出がない場合や不適切な飼養管理が行われている場合は、家畜保健衛生所が行う指
導の対象となります。
　また、愛玩用として鶏などの家きんを１羽以上飼養している場合も、飼養羽数の報告対象となります
ので、飼養者の方は次の問い合わせ先までご報告ください。
◇提出期限／２月９日（木）
◇提出場所／新みやぎ農業協同組合（気仙沼営農センター・本吉営農センター）
　　　　　　市農林課 農政係
　　　　　　本吉総合支所 産業・建設課
◇問い合わせ先／
　市農林課 農政係 ☎ 22-3439
　県東部家畜保健衛生所 ☎ 0220-22-2395

●● 死亡した野鳥の取扱いについて ●●
　死亡した野鳥を見つけたら、素手で触れないように注意したうえで、次の点を確認し、下記の問い合
わせ先までご連絡ください。
　・どんな鳥か
　・何羽死亡しているか
　・明らかな外傷があるか
　聞き取りの結果、鳥インフルエンザ感染の疑いがある場合は、県で死亡野鳥を回
収し、簡易検査を実施します。
　鳥インフルエンザ感染の疑いがない場合、死亡野鳥は一般廃棄物として取り扱いますので、土地・施
設の管理者へ廃棄を依頼するか、処分方法について市循環型社会推進課へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
◆鳥インフルエンザに関すること
　県気仙沼地方振興事務所 林業振興部 森林管理班 ☎ 24-2121 内線 238
　市農林課 林政係 ☎ 22-6600 内線 524
◆死亡野鳥の処分に関すること
　市循環型社会推進課 ☎ 22-9680
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軽自動車の名義変更・廃車の手続きはお早めに軽自動車の名義変更・廃車の手続きはお早めに
●軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。４月２日以降に

廃車や名義変更をしても、その年度分は課税されます。
●譲渡する場合は名義変更が必要です。手続きをしないと、前所有者に課税されます。
●車両本体を廃棄した場合は、速やかに廃車手続きを行ってください。
●３月は窓口が混雑しますので、お早めに手続きをしてください。

車　  種 手続きする場所・問い合わせ先
   【気仙沼市ナンバー】
   原動機付自転車（125㏄以下）
   小型特殊自動車（農耕用など）

　税務課 市民税係  ☎ 22-6600　内線 241・242
　（総合支所、出張所でも手続きできます）

   【宮城ナンバー】
　軽二輪車（126㏄～ 250㏄）
　二輪の小型自動車（251㏄以上）

　気仙沼自動車協会  ☎ 22-1202
　または東北運輸局宮城運輸支局  
   ☎ 050-5540-2011

   【宮城ナンバー】
　軽三輪・四輪以上の軽自動車

　気仙沼自動車協会  ☎ 22-1202
　または全国軽自動車協会連合会宮城事務所　
　☎ 022-388-6033

税止めの手続きを忘れずに税止めの手続きを忘れずに
　税止めとは、軽自動車または軽二輪車、二輪の小型自動車の所有者が県外へ転出し、他県ナ
ンバーを取得した場合に、前住所地（課税地）の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動
車税の課税を止めることをいいます。
●税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。
●軽自動車については、全国の軽自動車協会で前住所地への申告手続きの代行を有償で行って

いますので、転出先の軽自動車協会へお問い合わせください。
●軽二輪、二輪の小型自動車の場合は、ご自身で手続きを行う必要がありますので、忘れずに

手続きをしてください。
●自己申告の場合は、税務課市民税係に次のいずれかの書類をご提出ください。
　・軽自動車税（種別割）申告書の控え
　・車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し
　・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証の写し
●問い合わせ先／税務課 市民税係 ☎ 22-6600 内線 241・242

適正受診にご協力ください適正受診にご協力ください

●重複受診はやめましょう
　　同じ病気で複数の医療機関にかかると、

その都度初診料がかかり医療費が増加する
だけでなく、重複する検査や投薬による体
への負担、副作用が心配されます。

●休日や夜間の受診は控えましょう
　　診療時間外の受診は、加算料金がかかり

窓口負担が高額になります。真に緊急を要
する患者への対応の遅れにもつながるた
め、やむを得ない場合を除いては診療時間
内に受診しましょう。

●かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう
　　身近に相談できる「かかりつけ医」を持

つことで、体質や病歴に照らした診療が受
けられ、必要な場合は専門の医療機関を紹
介していただくことができます。また「か
かりつけ薬局」を持つことで、服薬歴が分
かり、薬の重複やもらいすぎを防ぐことも
できます。おくすり手帳は１人１冊にまと
めましょう。

●問い合わせ先／保険年金課 医療給付係
　☎ 22-6600　内線 376・377・389

　国民健康保険制度の安定的な運営と医療費の節約のため、
医療機関の適正受診にご理解とご協力をお願いします。

広報
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