
❶高圧電力利用事業者電気料金支援金
●対象事業者／�市内の事業用施設（店舗、工場、事務所等の民間施設）において、小売電気事業者と

契約し、高圧または特別高圧の電力供給を受け、かつ電気料金を負担している事業者
●対 象 経 費／�高圧電力利用施設（複数施設可）における、令和４年７月分から 12 月分までの６カ

月分の電気料金で、すでに支払い済みのもの
●支援金の額／�使用電力量の合計（kWh）×２円（１事業者当たり上限 100 万円）

❷低圧電力利用事業者電気料金支援金
●対象事業者／�市内の事業用施設（店舗、工場、事務所等の民間施設）において、小売電気事業者と契

約し、低圧の電力供給（電灯契約・動力契約）を受け、かつ電気料金を負担している事
業者で、低圧電力利用施設における、令和４年７月分から 12月分までの６カ月分の使
用電力量の合計（複数施設を有する場合はその合計）が 15,000kWh以上であること

●対 象 経 費／�低圧電力利用施設（複数施設可）における、令和４年７月分から 12 月分までの６カ
月分の電気料金で、すでに支払い済みのもの

●支援金の額／使用電力量の合計（kWh）×２円（１事業者当たり上限 100 万円）

※それぞれの支援金の対象である場合、両方の交付を受けることができます。
※申請書類や詳細については、市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。
●申請・問い合わせ先／産業戦略課 商工労働係 ☎ 22-3436

申請期間：
２月28日（火）まで事業者向け電気料金事業者向け電気料金のの一一部部をを支支援援しますします

●対象事業者／�市内に本社、支社、営業所等をおく中小事業者（法人・個人事業主）で、次の（１）から（５）
の道路運送事業等を営む方

　（１）貨物自動車運送事業（トラック運送等）
　（２）一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス等（自主運行路線のみ対象））
　（３）一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス等）
　（４）一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー、介護タクシー等）
　（５）自動車運転代行業
●対象車両・支援金の額／�交付対象事業者が、令和５年１月から令和５年２月までの間に所有（また

はリース）している車両に対し支援金を交付します。

交付対象車両 交付額
普通貨物車、けん引車、バス
＜事業用車両（緑ナンバー）のみ＞ １台当たり15,000円

小型貨物車、乗用車（タクシー等）
＜事業用車両（緑ナンバー）、随伴用車両のみ＞ １台当たり10,000円

軽貨物車、軽自動車（タクシー、随伴用車両等）
＜事業用車両（黒ナンバー）、随伴用車両のみ＞ １台当たり  5,000円

※ 本市などからの委託による一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス等）の運行に用いられている車
両は対象外とします。

※申請書類や詳細については、市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。
●申請期間／２月 28 日（火）まで
●申請・問い合わせ先／産業戦略課 商工労働係 ☎ 22-3436

道路運送事業等道路運送事業等をを営む中小企業者営む中小企業者にに支援金支援金をを交付交付しますします
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　気仙沼市では、原油価格・物価高騰の影響により、経済的影響を受けている市民の生活を支援するとともに、
地域経済の活性化を図るため、気仙沼市生活応援商品券「新年ホヤほやクーポン」を各世帯に送付しています。（※）
　商品券は、同封の商品券使用可能店舗一覧表に記載のある市内の小売店、サービ
ス店および飲食店において、３月 15日（水）まで使用できますので、趣旨をご理
解の上、お早めにお使いください。
※ 令和４年 11 月 30 日時点において、住民基本台帳に記載されている世帯主宛て

に「ゆうパック」で発送しています。
※ ご不在の場合は、郵便局より「ご不在連絡票」が投函されます。
※ ２月７日を過ぎても商品券が届かない場合、市震災復興・企画課までお問い合わせください。

　宮城県が整備を進めている主要地方道気仙沼唐桑線の化粧坂地区（L=320m 区間）が一部供用開始となり
ます。２月 17 日は午前中に関係者により式典を開催し、午後２時から一般車両の供用を開始します。
　また、２月１日から２月 15 日までの予定で夜間通行止め（午後９時から午前６時まで）を行い切り替え工
事を実施しますのでご理解とご協力をお願いします。 
■供用開始区間
　右図のとおり

気仙沼市生活応援商品券気仙沼市生活応援商品券
「新年ホヤほやクーポン「新年ホヤほやクーポン」」のご使用はお早めにのご使用はお早めに

気仙沼唐桑線 化粧坂地区の道路が
２月 17 日（金）に一部供用を開始します

○送付内容
　気仙沼市より桃色の封筒で送付します。なお、封筒の中身は、次のとおりです。
　　・気仙沼市生活応援商品券「新年ホヤほやクーポン」
　　　※１世帯当たり 5,000 円分（1,000 円券×５枚）
　　・商品券使用可能店舗一覧表

気仙沼市生活応援商品券
「新年ホヤほやクーポン」 

1,000 円券× 5 枚 
商品券使用可能店舗一覧表

 （Ａ３サイズ２つ折り） 

問震災復興・企画課 ☎ 22-6600（内線 313・314）

問県気仙沼土木事務所 道路建設第一班 ☎ 24-2546

最新の商品券使用可能店舗は、
上記二次元コードより確認できます。 
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防災行政無線などを利用した
情報伝達試験を実施します

　地震・津波や武力攻撃などの
発生時に備え、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）を用いた
試験が全国で一斉に行われます。
　当日は、防災行政無線による
試験放送や、被災者支援メール
などへの試験配信を行いますの
で、実際の災害とお間違えのな
いようご注意ください。
■日時／２月 15 日（水）
　　　　午前 11 時
■内容／次の配信先に試験放送

と試験配信を行います。
【配信先】防災行政無線、被災者支

援メール、市公式サイト、ツイッ
ター、Facebook、ＬＩＮＥ、コミュ
ニティFM
問危機管理課 防災安全係 
　☎ 22-3402

　市では、市民の皆さんを交通事故から守るため
の交通安全街頭指導や、交通安全教育などを行う
交通指導員を募集しています。

■応募資格／次のいずれにも該当する方
❶本市に居住する 20 歳以上 65 歳未満の方
❷普通自動車免許をお持ちの方
❸健康で街頭指導などの交通安全活動に従事でき

る方

■待 遇 ／活動謝礼（１回2,700円）、年謝礼
（年27,500円）、制服貸与、表彰制度など

■応募方法／
　危機管理課へ履歴書と運転免許証の写し

を１部ご持参ください。後日、交通指導
隊本部による面接を行います。

■応募・問い合わせ先／
　危機管理課 防災安全係
　☎ 22-6600 内線 263

交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？
交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？

●入団資格／　
①本市に居住または勤務している方
②年齢 18 歳以上 55 歳未満の方（男女問わず）
③心身ともに健康な方（職業問わず）
※①から③のすべてに当てはまる方
●年報酬（年間の職務に対する報酬）／　
　27,500 円（階級が団員の場合）
●出動報酬／

（災害、訓練など１回あたりの出動に対する報酬）
　【災害時の出動に対する報酬】
　5,400 円（出動 4 時間以内）
　【訓練などの出動に対する報酬】
　2,700 円（出動 4 時間以内）
※この他、退職報償金、公務災害補償費、入院補
　償、被服貸与があります。

■認定要件（概要）／
・市消防団員を２人以上雇用している
・事業所職員の市消防団活動について、積極的に配

慮している
・資機材等を市消防団に提供するなど協力している
※上記の基準のいずれかに適合しているときに消防団

協力事業所の認定を行います。

　市消防団は、本部分団と 12 の地域分団で構成され、約 670 名の団員が所属し活動しています。
　消火活動や災害からまちを守るための消防団活動、機能別団員として災害時の情報収集を行うバイ
ク隊、消防団の式典などでラッパを吹奏し団員の士気を高めるラッパ隊の活動があります。

■認定を受けるメリット／
〇事業所のＰＲになります
・表示証を自社で公開し、市民・顧客に信頼と

社会貢献を PR できます
・市広報などで事業所名称を公表します
〇県の融資や入札が有利になります
※詳しくは市公式サイトをご覧になるか、

危 機 管 理 課 消 防 団 係（消 防 本 部 内）
   (☎ 22-0983) までお問い合わせください。

　事業所などに勤務している消防団員の出動体制づ
くりと事業所の社会貢献度を広く周知するため、消
防団に協力する事業所を募集しています。

 交通指導員
募集しています

を

 消防団協力事業所を募集

消防団の主な活動消防団の主な活動
◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

問社会福祉課 ☎ 22-6600 内線 436・396
    高齢介護課 ☎ 22-6600 内線 420
　危機管理課 ☎ 22-6600 内線 261
　唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 32-4811
　本吉総合支所保健福祉課 ☎ 42-2975

　この名簿への登録は、確実な支援や安全を保証す
るものではありません。日頃からご家庭での災害に
対する十分な備えと、地域での顔の見える関係が大
切です。

　「避難行動要支援者名簿」は、災害などで避難する際に特に支援が必要な高齢者や
障害のある方などの名簿を作成し、本人の同意のうえ、自治会・振興会役員、民生委員・
児童委員、警察、消防機関、社会福祉協議会などにあらかじめ配付して、避難支援
に役立てるものです。
　この名簿を基に、発災時に備えるため、一人ひとりの実情に合わせた避難支援個別計画を、お住まいの
地域の方々と共に作成します（そのために訪問等が必要な場合があります）。
　「避難行動要支援者」に該当する方で、名簿への登録を希望される方は、問い合わせ先の窓口で申請して
ください（ご本人が申請することができない場合は代理人の方がご相談ください）。
　なお、長期入院、福祉施設などに入所している方は対象となりません。

を作成しています

     「避難行動要支援者」とは

　次の❶から❺に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやそのおそれのあるときに、自力や
家族の支援だけでは避難することが困難な方です。
❶介護保険の要介護度が３から５の方
❷身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方（内部障害のみの方を除く）
❸知的障害者で療育手帳 A 判定をお持ちの方
❹障害者総合支援法による障害支援区分１から６の方
❺上記以外で本人、家族、自治会、民生委員・児童委員などの申し出により支援が必要と認めた方
 （高齢者の一人暮らしの方、介護保険法による要介護度の認定を受けている方、療育手帳・精神保健福祉手
   帳を所持している方、発達障害の方、難病患者の方、高次脳機能障害の方などで自力での避難が困難な方）

避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿
登録を希望する方は申請が必要です

防災を 考 える日
毎月 11日 は

~ episode80 ~

■防災基礎クイズ
Ｑ   最高気温が 35℃以上の日を猛暑日、30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日
　を夏日といいますが、最高気温が０℃未満の日を冬日という。 〇 か × か？

　毎月 11 日は「防災を考える日」です。震災の教訓や災害への日頃の備え
などについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

（最高気温が０℃未満は「真冬日」といいます。冬日は最低気温が０℃未満の日をいいます。）
答え：×

「津波避難想定図を確認しましょう」
■津波浸水想定の設定とは？

問危機管理課 防災安全係 ☎ 22-3402

 　宮城県では、昨年５月に「津波防災地域づくりに関する法律」
に基づき津波浸水想定を公表しました。
　この想定は「なんとしても人命を守る」という考えのもと、「最
大クラスの津波」が悪条件下で発生したときに、浸水する範囲や
深さを設定したものです。
　万が一に備えて、避難場所や避難ルートの確認をしましょう。
　詳しい情報は、宮城県ホームページや気仙沼市防災ポータルサ
イトで確認できます。 気仙沼市防災

ポータルサイト

宮城県
ホームページ

まちを守る　　　　　　 募集まちを守る　　　　　　 募集消防団員消防団員 問危機管理課 消防団係（消防本部内）
　☎ 22-0983
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防災行政無線などを利用した
情報伝達試験を実施します

　地震・津波や武力攻撃などの
発生時に備え、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）を用いた
試験が全国で一斉に行われます。
　当日は、防災行政無線による
試験放送や、被災者支援メール
などへの試験配信を行いますの
で、実際の災害とお間違えのな
いようご注意ください。
■日時／２月 15 日（水）
　　　　午前 11 時
■内容／次の配信先に試験放送

と試験配信を行います。
【配信先】防災行政無線、被災者支

援メール、市公式サイト、ツイッ
ター、Facebook、ＬＩＮＥ、コミュ
ニティFM
問危機管理課 防災安全係 
　☎ 22-3402

　市では、市民の皆さんを交通事故から守るため
の交通安全街頭指導や、交通安全教育などを行う
交通指導員を募集しています。

■応募資格／次のいずれにも該当する方
❶本市に居住する 20 歳以上 65 歳未満の方
❷普通自動車免許をお持ちの方
❸健康で街頭指導などの交通安全活動に従事でき

る方

■待 遇 ／活動謝礼（１回2,700円）、年謝礼
（年27,500円）、制服貸与、表彰制度など

■応募方法／
　危機管理課へ履歴書と運転免許証の写し

を１部ご持参ください。後日、交通指導
隊本部による面接を行います。

■応募・問い合わせ先／
　危機管理課 防災安全係
　☎ 22-6600 内線 263

交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？
交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？

●入団資格／　
①本市に居住または勤務している方
②年齢 18 歳以上 55 歳未満の方（男女問わず）
③心身ともに健康な方（職業問わず）
※①から③のすべてに当てはまる方
●年報酬（年間の職務に対する報酬）／　
　27,500 円（階級が団員の場合）
●出動報酬／

（災害、訓練など１回あたりの出動に対する報酬）
　【災害時の出動に対する報酬】
　5,400 円（出動 4 時間以内）
　【訓練などの出動に対する報酬】
　2,700 円（出動 4 時間以内）
※この他、退職報償金、公務災害補償費、入院補
　償、被服貸与があります。

■認定要件（概要）／
・市消防団員を２人以上雇用している
・事業所職員の市消防団活動について、積極的に配

慮している
・資機材等を市消防団に提供するなど協力している
※上記の基準のいずれかに適合しているときに消防団

協力事業所の認定を行います。

　市消防団は、本部分団と 12 の地域分団で構成され、約 670 名の団員が所属し活動しています。
　消火活動や災害からまちを守るための消防団活動、機能別団員として災害時の情報収集を行うバイ
ク隊、消防団の式典などでラッパを吹奏し団員の士気を高めるラッパ隊の活動があります。

■認定を受けるメリット／
〇事業所のＰＲになります
・表示証を自社で公開し、市民・顧客に信頼と

社会貢献を PR できます
・市広報などで事業所名称を公表します
〇県の融資や入札が有利になります
※詳しくは市公式サイトをご覧になるか、

危 機 管 理 課 消 防 団 係（消 防 本 部 内）
   (☎ 22-0983) までお問い合わせください。

　事業所などに勤務している消防団員の出動体制づ
くりと事業所の社会貢献度を広く周知するため、消
防団に協力する事業所を募集しています。

 交通指導員
募集しています

を

 消防団協力事業所を募集

消防団の主な活動消防団の主な活動
◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

問社会福祉課 ☎ 22-6600 内線 436・396
    高齢介護課 ☎ 22-6600 内線 420
　危機管理課 ☎ 22-6600 内線 261
　唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 32-4811
　本吉総合支所保健福祉課 ☎ 42-2975

　この名簿への登録は、確実な支援や安全を保証す
るものではありません。日頃からご家庭での災害に
対する十分な備えと、地域での顔の見える関係が大
切です。

　「避難行動要支援者名簿」は、災害などで避難する際に特に支援が必要な高齢者や
障害のある方などの名簿を作成し、本人の同意のうえ、自治会・振興会役員、民生委員・
児童委員、警察、消防機関、社会福祉協議会などにあらかじめ配付して、避難支援
に役立てるものです。
　この名簿を基に、発災時に備えるため、一人ひとりの実情に合わせた避難支援個別計画を、お住まいの
地域の方々と共に作成します（そのために訪問等が必要な場合があります）。
　「避難行動要支援者」に該当する方で、名簿への登録を希望される方は、問い合わせ先の窓口で申請して
ください（ご本人が申請することができない場合は代理人の方がご相談ください）。
　なお、長期入院、福祉施設などに入所している方は対象となりません。

を作成しています

     「避難行動要支援者」とは

　次の❶から❺に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやそのおそれのあるときに、自力や
家族の支援だけでは避難することが困難な方です。
❶介護保険の要介護度が３から５の方
❷身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方（内部障害のみの方を除く）
❸知的障害者で療育手帳 A 判定をお持ちの方
❹障害者総合支援法による障害支援区分１から６の方
❺上記以外で本人、家族、自治会、民生委員・児童委員などの申し出により支援が必要と認めた方
 （高齢者の一人暮らしの方、介護保険法による要介護度の認定を受けている方、療育手帳・精神保健福祉手
   帳を所持している方、発達障害の方、難病患者の方、高次脳機能障害の方などで自力での避難が困難な方）

避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿
登録を希望する方は申請が必要です

防災を 考 える日
毎月 11日 は

~ episode80 ~

■防災基礎クイズ
Ｑ   最高気温が 35℃以上の日を猛暑日、30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日
　を夏日といいますが、最高気温が０℃未満の日を冬日という。 〇 か × か？

　毎月 11 日は「防災を考える日」です。震災の教訓や災害への日頃の備え
などについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

（最高気温が０℃未満は「真冬日」といいます。冬日は最低気温が０℃未満の日をいいます。）
答え：×

「津波避難想定図を確認しましょう」
■津波浸水想定の設定とは？

問危機管理課 防災安全係 ☎ 22-3402

 　宮城県では、昨年５月に「津波防災地域づくりに関する法律」
に基づき津波浸水想定を公表しました。
　この想定は「なんとしても人命を守る」という考えのもと、「最
大クラスの津波」が悪条件下で発生したときに、浸水する範囲や
深さを設定したものです。
　万が一に備えて、避難場所や避難ルートの確認をしましょう。
　詳しい情報は、宮城県ホームページや気仙沼市防災ポータルサ
イトで確認できます。 気仙沼市防災

ポータルサイト

宮城県
ホームページ

まちを守る　　　　　　 募集まちを守る　　　　　　 募集消防団員消防団員 問危機管理課 消防団係（消防本部内）
　☎ 22-0983

広報
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