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東日本大震災の概要 
・発生：3 月 11 日(金)14:46 頃 

・震源：北緯 38 度、東経 142.9

度 深さ８km 

・マグニチュード ： 9.0 

・各地の震度： 

（気象庁発表） 

〔赤 岩〕 6 弱 

〔笹が陣〕 5 強 

〔本吉町〕 5 強

気仙沼市から 

各避難所･市民の皆様へ 
お知らせ（４月２４日（日）配布） 

※この情報は「けせんぬまさいがいエフエム」と「けせんぬまもとよしさいがい

エフエム」でも放送しています。 

【被害状況（４月２３日現在）】 [更新]  
・死者数：８５０人、行方不明者数： １，１８９人（市内 779 人、市外 410 人） 

※ 行方不明者数は気仙沼警察署に届出された数であり、本市居住者以外も含まれて

います。 

※ 発見したご遺体は「すぱーく気仙沼（九条・大曲コミュニティセンター隣接屋内

ゲートボール場）」に安置しています。関係者における安置所までの移動などにつ

いては各自の対応になりますので、ご理解願います。 

・避難所数：６７か所（一覧は別紙をご覧ください） 

・避難者数：５，７３９人 

・火   災：現在、市内で大規模な火災は発生していません。 

・捜索地区：関係機関による本日（24 日）の捜索予定地区は次のとおりです。 

【自衛隊】：幸町、弁天町２区、只越、大沢、階上 

【警 察】：鹿折地区一帯、内の脇、幸町、仲町、港町、階上 

 ※ 現在、自衛隊は、行方不明者の捜索を最優先に活動しており、捜索のために倒壊家

屋の解体やがれきの搬出、道路の啓開を行っています。私有地のがれきなどの除去に

ついては、市などで順次除去する予定ですので、ご理解願います。 

なお、捜索に関する地域の情報がありましたら、自衛隊か気仙沼市へ連絡いただくな

ど、ご協力をお願いします。 

※ 捜索活動に支障を来す恐れがありますので、現場への車両の乗り入れは、なる

べくお控えください。 

 

◆主な避難所から提出された名簿を、次の①～⑤の施設で掲示しています。 

◆気仙沼市内避難者名簿（五十音順）を①～⑨の施設で閲覧ができるようにしています。 

〔場所〕①ワン･テン庁舎：八日町一丁目    ②広域防災センター：赤岩五駄鱈 

③ケー・ウエーブ：赤岩牧沢     ④唐桑総合支所：唐桑町馬場 

⑤本吉総合支所：本吉町津谷舘岡   ⑥大島出張所：廻舘（五十音順名簿のみ） 

⑦気仙沼中学校：笹が陣（五十音順名簿のみ）   ⑧鹿折中学校：大峠山（五十音順名簿のみ） 

⑨階上中学校：長磯中原（五十音順名簿のみ） 

 

〔行方不明者届出後に無事が確認できた場合は警察へ連絡を〕 

震災後に肉親などと連絡がつかず、警察に「行方不明者」として届出されている件

数は、前記のとおりです。この中には、既に安否が確認できた方が含まれていると思

われ、無事であるにも関わらず「自分の名前が名簿にある」などといった問い合わせ

が多数寄せられており、警察では、行方不明者の届出をした後で、無事が確認できた

場合は、次の電話番号までご連絡いただきたいとのことです。 

■ 行方不明者届解除の連絡先：気仙沼警察署現地警備本部 tel：0226-24-1389 

ＦＭ ７７．５Mhz 「けせんぬまさいがいエフエム」放送中 

ＦＭ ７６．８Mhz 「けせんぬまもとよしさいがいエフエム」放送中 
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【ライフライン情報（４月２３日現在）】 
 

 電 気 〔更新〕 

東北電力において、避難所や多数の方が利用する施設を優先し復旧作業を進めてい

ます。詳しくは、東北電力コールセンター（tel：0120-175-366）にお問い合わせい

ただくか、本日(24 日)配布のチラシをご覧ください。 

また、引越しや契約の廃止のお届けについては、同コールセンター（tel：

0120-175-266）にお問い合わせください。 

※電気料金・検針に関する情報は、４月１日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 水 道 〔更新〕 

通水地区や今後の復旧見通しは、本日(24 日)配布のチラシをご覧ください。 

現在、給水車や臨時給水栓による給水について避難所などを中心に行うとともに、

下記の定点給水のほか、移動給水も行っています。 

また、給水車による給水は、午前７時 30 分ごろから開始しますが、定時の対応が

難しいため、時間はいずれの場所も「未定」となります。 

なお、復旧した区域から随時、給水活動を縮小していくこととします。 

 

〔気仙沼地域〕：市民会館前公園、気仙沼中学校、気仙沼市役所、市総合体育館「ケー・

ウエーブ」、階上中学校、階上出張所、面瀬中学校、鹿折中学校、浦島

小学校 ほか 

※大島地区：磯草ポンプ場前で給水作業をしています。 

〔唐桑地域〕：唐桑総合支所、唐桑小学校 ほか 

〔本吉地域〕：本吉総合支所、本吉公民館、小泉中学校 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 市ガス 〔更新〕 

〔都市ガス〕 

３月 11 日の大地震の後、安全確保のため供給区域全域の供給を停止していました

が、津波の被害がなかった区域については，おおむね供給を再開しました。引き続

き、本郷の一部、南郷の一部、入沢の一部、陣山の一部、魚町の一部区域の復旧を

進めますが、瓦礫の撤去状況やガス管の破損状況等により、復旧までに相当の時間

を要すると考えられます。 

なお、津波等で甚大な被害を受けた区域については、都市ガスの復旧が困難な状

況です。大変ご迷惑をおかけしますが、他のエネルギーの利用をご検討ください。

また、津波で水没したガス器具は使用できませんのでご注意ください。 

家屋の流失・倒壊等で都市ガスが使用できなくなった方は、休止・廃止の届け出

が必要となりますので、ガス課まで連絡をお願いします。 

 

■メーターの確認作業のお知らせ 

ガス水道部では，震災によるメーターの状況等を確認するため，５月 10 日
までの間にメーターの確認作業を行います。 
作業時には，「気仙沼市検針員ガス上下水道」の腕章を着け作業を行います。
＜問い合わせ先＞ 気仙沼市ガス水道部管理課 電話 23-2560 

            気仙沼市ガス水道部ガス課 電話 22-7090 
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■４月 22 日までに供給可能となった区域（開栓数：１，２２２件） 

新城東の区域、三日町、八日町の一部、新町、福美町、古町、滝の入、舘山、沢田、

南が丘、化粧坂、本町、田中、田中前、田谷、九条、神山、南町の一部、河原田の一

部、柏崎、太田の一部 

※管路の状況により、復旧までに長い期間を要するところがあります。 

 

〔簡易ガス(県営市営気仙沼鹿折住宅、市営面瀬住宅) 〕 

県営市営気仙沼鹿折住宅と市営面瀬住宅へは、プロパンガスの供給を継続して行っ

ています。 

 

〔プロパンガス〕 

一部施設については、プロパンガスを供給しています。 

 

 下 水 道 〔更新〕 

津波被害により下水処理場の機能が停止中です。節水に努め、なるべく下水道に排

水しないようにご協力をお願いします。 

 

※ ４月 25 日に下水道課の事務所を、市役所第二庁舎からクリーン・ヒル・センタ

ーの 2 階へ移転します。(※移転後の連絡先 ℡0226-22-9681) 

 

 固定電話  

３月 11 日の大震災後、加入電話については、市の内陸エリア（全体の 90％）は既

に回復し、“福祉の里”以北を除く唐桑地域（小原木地区含む）は４月 22 日までにほ

ぼ回復しました。 

なお、フレッツ光・光電話・専用回線、そして“福祉の里”以北の唐桑地域の加入

電話については、４月 30 日までにほぼ回復する見込みであり、ＡＤＳＬについては

５月中旬から下旬を目標にしています。今後も、随時利用可能エリアを拡大していき

ます。 

※ 本吉地域の光回線についてはケーブル断線箇所の復旧を進めています。 

※ ＮＴＴ東日本宮城支店では、各避難所等で、電話・インターネット等の各種手

続き（新規・休止・移転等）や利用料金などの「特設相談窓口」を開設している

とのことです。詳しくは、４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

※ ＮＴＴ東日本が、市総合体育館「ケー・ウェーブ」や小泉中学校などの避難所

に設置した公衆電話で、無料通話ができます。また、無料のインターネットコー

ナーが、気仙沼小学校体育館に設置されています。 

 

 ケーブルテレビ（気仙沼ケーブルネットワーク（K-NET））  

津波による局舎の倒壊などにより、全面復興にはかなりの時間を要するとのこと

です。 

現在、日本ケーブルテレビ連盟の支援を受け、現存する幹線にアンテナを立て、

共同アンテナの要領で、気仙沼地区・鹿折地区・松岩地区・新月地区・階上地区・

面瀬地区の一部の地域において地上波デジタル放送が視聴可能となりました。対象

地域の加入者は、デジタル対応テレビなどのチャンネル設定を行っていただければ、

地デジ放送だけは受信できます。 

今後、現存する幹線に同様の工事を行い、視聴可能世帯を増やすよう努力してい

くとのことです。また、利用料については、サービスを停止しているため、口座か
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らの引き落としはないとのことです。 

   なお、インターネットについては、モバイル（無線）で有料により利用できるよ

う準備を進めているとのことです。 

■ 問い合わせ先 Tel：090-1368-1293 

（受付時間 平日午前 10 時から午後 14 時まで） 

 

   以上について、詳しくは、４月 13 日及び 19 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

＜井戸水の使用について＞  

津波により、海水などが入った井戸は、飲料水として使用できません。 

また、被害のなかった井戸水でも、目に見えないさまざまな細菌などの微生物がい

るおそれがあるので、県気仙沼保健所（tel：0226-22-6661）にご相談ください。 

 

 

【交通情報（４月２３日現在）】 
市内運行バス、旅客船、ＪＲ・高速バス等に関する情報は、次のとおりです。 

 

 株式会社ミヤコーバス運行の路線バス  

① 大沢線（大沢～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館） 

② 鹿折金山線（鹿折金山～気仙沼駅前～市立病院前～気仙沼西高校） 

③ 大島線（新王平～大島支所前～浦の浜） 

※ 以上について、詳しくは４月６日に配布したチラシをご覧ください。 

④ 御崎線（御崎～宿～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館） 

⑤ 新月線（上八瀬～松川前～市役所前、金成沢～松川前～市役所前）※平日のみ運行 

⑥ 本吉内陸線（滝沢～馬籠～山田～津谷）※平日のみ運行 

⑦ 本吉川内線（両国橋～下川内～津谷）※平日のみ運行 

※ 以上について、詳しくは４月 20 に配布したチラシをご覧ください。 

⑧ 三陸線 

（本吉総合体育館～大谷学校入口～階上公民館前～市立病院入口～市役所前） 

※ 詳しくは、４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 乗合タクシー運行情報  

乗合タクシー上廿一線（上廿一～松川前～市役所前） 

    ※詳しくは、４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 市内巡回バス運行情報（平日のみ）  

小泉地区と本吉総合体育館を結ぶ市内巡回バスを運行しています。詳しくは、４

月 19 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 岩手県交通運行の路線バス  

気仙沼千厩線（気仙沼駅前～新月駅前～室根支所入口～千厩支所入口） 

※ 詳しくは、４月４日に配布したチラシをご覧ください。 
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 大島航路〔浦の浜～エースポート〕 〔更新〕 

   カーフェリーの運航が４月 27 日から再開されます。それに併せて、大島航路のダ

イヤが変更になりました。詳しくは、本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

 ＪＲ線運行情報 〔更新〕 

① ＪＲ大船渡線（一ノ関駅～気仙沼駅間） 

※ 詳しくは、４月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 

  ② ＪＲ大船渡線振替輸送（気仙沼～陸前高田・大船渡方面） 

     岩手県交通の新規路線バス運行により、ＪＲ気仙沼駅から摺沢駅を経由し陸前

高田・大船渡方面へバスによる乗継が可能となります。詳しくは、４月 20 日に配

布したチラシをご覧ください。 

     なお、ＪＲ気仙沼線は運行の見込みは立っていません。 

③ ＪＲ東北新幹線は、福島駅～盛岡駅間を除き運行を再開しています。 

  なお、仙台駅～福島駅間は４月 25 日、仙台駅～一関駅間は４月 29 日にそれぞれ再

開します。 

※詳しくは、本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

 その他の公共交通情報 〔更新〕 

＜気仙沼市からの公共交通情報＞ 

① 高速仙台気仙沼線〔ミヤコーバス〕（ケー･ウエーブ～市立病院入口～気仙沼駅前～

東北道（志波姫 PA で休憩）～県庁･市役所前） 

※ 詳しくは、４月４日に配布したチラシをご覧ください。 

② けせんライナー号〔岩手県交通〕（気仙沼駅前～池袋駅西口） 

※ 詳しくは、４月 11 日に配布したチラシをご覧ください。 

③ 特急気仙沼線〔岩手県交通〕（気仙沼～千厩～一関駅前） 

※ 詳しくは、４月４日に配布したチラシをご覧ください。 

④ 千厩盛岡線〔岩手県交通〕（気仙沼駅前～盛岡バスセンター） 

※ 詳しくは、４月 10 日に配布したチラシをご覧ください。 

◆その他、本市から県内他市町及び他の都県への公共交通（ＪＲ、バス等）の時間や

経路などは、本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

 道路情報 〔更新〕 

道路情報については、本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

 

【医療機関情報】 
 市立病院   

  本日（24 日（日））は急患のみ対応します。詳しくは、４月 23 日に配布したチラシ

をご覧ください。 

 

 市立本吉病院   

   本日（24 日（日））は急患のみ対応します。 

 

※ 上記以外で、受診できる医療機関の情報については、本日（24 日）配布のチラシ

をご覧ください。〔更新〕 
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＜医療救護所の開設について＞避難所などで生活する方々の健康チェックをするため、

各地区の避難所に医師、看護師で構成する医療救護所を開設しています。詳しく

は、４月 14 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 

【教育･保育･福祉関係情報】 
（１）学校再開にあたって，４月 21 日から，今回の震災で学区を離れて避難所や親

戚等に居住している児童生徒を対象に，通学用の巡回スクールバスを下記の路線

で運行しています。25 日（月）から利用者の利便性を考慮し、路線を一部変更し

ます。詳しくは，本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。なお，平日のみの

運行です。 

① 巡回スクールバス階上・大谷線 ※平日のみ運行 

総合体育館～平前バス停（新月中学校入口）～三日町(気仙沼小・

中学校付近)～階上中学校入口～はまなすステーション 

② 巡回スクールバス鹿折線 ※平日のみ運行 

総合体育館～平前バス停（新月中学校入口）～三日町（気仙沼小・

中学校付近）～鹿折小学校 

③ 巡回スクールバス津谷川線 ※平日のみ運行 

旧津谷川小学校～本吉公民館（本吉総合体育館）～中島ＪＡスタ

ンド前(※ 終便のみ)～大名広場下～小泉小・中学校 

※ 避難・居住場所及び学校の 寄りの停車場所で乗車・降車してください。 

※ 津谷川線の 終便（午後 5 時 30 分小泉小学校・中学校発）のみ中島地

区方面を迂回します（中島ＪＡスタンド前折返し）。 

※ 本吉中島地区の児童生徒については，無料の市内巡回バス「小泉～本吉

総合体育館線」を利用することができます。 

（２）本吉地域の市立幼稚園の入園式が４月 25 日に行われます。詳しくは、４月 13

日に配布したチラシをご覧ください。 

（３）転校を希望される場合は、早急に在籍校に連絡してください。なお、震災対応

で事務的な手続きを簡略化していますので、被災された方は、住所を変更しな

くても転校の手続きができます。詳しくは、気仙沼市教育委員会学校教育課

（tel：0226-22-3441）にご相談ください。 

 

＜図書館＞  

４月７日の地震により、臨時休館としていた気仙沼図書館及び同唐桑分館を、４月

20 日から開館しています。開館時間などについては次のとおりです。なお、本吉図

書館については、安全確認のため今しばらくお待ちください。 

また、震災前に貸出を受けお手元に書籍等がある方は返却をお願いします。 

■ 開館時間 午前 10 時～午後３時 

■ 休 館 日 月曜日・火曜日 

 

＜当分の間利用できない社会教育・文化・体育施設＞ 
■公民館：気仙沼中央公民館、鹿折公民館、松岩公民館、新月公民館、階上公民館、面

瀬地域ふれあいセンター、大島公民館、唐桑公民館、中井公民館、小原木公民館、本

吉公民館、小泉公民館、大谷公民館 

■体育館：市総合体育館「ケー・ウエーブ」、本吉総合体育館、唐桑体育館 
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■文化・スポーツ施設など：気仙沼市民会館、青少年育成支援センター、はまなすホール、

市営テニスコート、市営野球場、リアス・アーク美術館 

 

 ＜児童扶養手当・特別児童扶養手当について＞ 
    児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給制限（全部停止・一部支給）を受けてい

る方が、災害によって財産に一定以上の損害を受けた場合は、申請により、特例的

に所得制限が解除されます。詳しくは４月 20 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

＜平成 23 年度障害者社会参加促進助成券（タクシー券）について＞〔新規〕 

  平成 23 年度分のタクシー券を、４月 25 日から社会福祉事務所、各総合支所保健

福祉課で随時交付します。燃料券についてはもう少しお待ちください。 

  詳しくは、本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

 

【暮らしの情報】 
 

 がれき等の撤去について  

市では、道路上のがれき撤去後、私有地内のがれき撤去も行うこととしています。 

実施に当たっては、住民の皆様に、新聞やこのお知らせ版などを通じ、事前にお知

らせしながら、地区毎に進めていきます。準備が整い次第着手しますので、今しばら

くお待ち願います。 

詳しくは、４月 17 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 がれき仮置き場の開設について  

市では，被災した自宅や事業所などの「がれき」の仮置場として，４月 25 日から

次の場所を新たに開設します。詳しくは，４月 22 日に配布したチラシをご覧くださ

い。 

    （１） 仮 置 場 県漁協唐桑支所水産倉庫隣接地 

（気仙沼市唐桑町宿浦） 

    （２） 受入開始 ４月 25 日から 

    （３） 受入時間  午前９時から午後４時 30 分まで 

（土・日曜日，祝日も受入れしています） 

※ 県漁協唐桑支所水産倉庫隣接地へ運搬する場合は，道路状況から４トンまでの

車両に限ります。 

 なお，「波路上ふれあい漁港」，「御崎観光港駐車場」，「旧ハマダ本吉店跡地」の仮置

場は，引き続き受入れをしています。詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご覧く

ださい。 

 

 家庭ごみの収集・し尿の汲み取り  

◆家庭ごみ 

家庭の可燃ごみや不燃ごみは、通常どおり、指定日収集を実施しています。収集日

に当たっている地域の方は、午前８時 30 分までに、 寄りの集積所にお出しくださ

い。ただし、大島地区は、カーフェリーが運休のため、今しばらくお待ちください。 
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また、クリーン・ヒル・センターへ持ち込むこともできます（ペットの火葬も行っ

ています）。 

〔クリーン・ヒル・センター受付時間〕 

午前９時～正午、午後１時～４時（土・日曜日、祝日を除きます） 

 

◆し尿 し尿の汲み取りは、次の業者に申し込み願います。 

なお、汲み取りが無料となるのは「し尿定量汲み取り（100 リットル）の１回限り」

とし、その後については通常の料金となります。 

■申込先：気仙沼清掃事業協業組合 tel：0226-22-8688 

※ 各家庭からの収集したし尿は、下水道終末処理場が被災し機能が停止中のた

め、し尿処理場で暫定処理を行い「神山川」に放流しています。 

  このため、河川水を洗い水にするなど、生活面で利用するには不適となって

いますので、利用を控えてください。 

 

 年金に関する相談  

  ４月 26 日から、日本年金機構と全国健康保険協会宮城支部による「臨時相談窓口」

を開催します。 

  年金手帳の再交付、国民年金の免除申請、厚生年金保険の加入、退職の相談や手続

き、協会けんぽ加入者の各種相談などに応じます。 

  詳しくは、４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 狂犬病予防集合注射の延期について  

毎年４月に実施している「狂犬病予防集合注射」は、延期します。日程が決まり次

第、お知らせしますので、今後の情報をお待ちください。 

※ 県気仙沼保健所が受け付けしているペットのお世話は、犬のみとさせていただ

いています。 

 

 大曲コミュニティセンターの開館時間延長について  

大曲コミュニティセンターの利用者が多いため、当分の間、開館時間を通常よりも

１時間延長し、午前 10 時から午後７時まで（入館時間は午後６時 30 分まで）として

います。 

 

 ハローワーク気仙沼〔雇用保険に関する業務〕  

ハローワーク気仙沼では、雇用保険の受給・休業などについての相談窓口を次のと

おり開設しています。 

・場所：気仙沼プラザホテル（柏崎 1-1） 

・時間：月～金（祝日を除く）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

土・日曜日、祝日（ただし、５月末日まで）午前 10 時から午後５時まで 

※ 詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 宮城労働局〔労災保険・労働条件巡回相談〕  

宮城労働局では、避難所を巡回し、避難所生活を余儀なくされている皆様を対象に、

労災保険・労働条件に関する相談を４月 26 日まで行っています。詳しくは、４月 16

日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 



  ４４月月２２４４（（日日））配配布布分分        

 9

 消費生活情報等  

 

◇ 震災に関連した消費者トラブルについての相談対応のため「震災関連悪質商法110

番」が設置されています。相談先は次のとおりです。 

■相談先／独立行政法人国民生活センター 

tel：0120-214-888（フリーダイヤル・毎日 午前 10 時～午後４時） 

 

◇ 仙台弁護士会では、震災被害に対する電話法律相談を無料で実施しています。相

談先は次のとおりです。 

■相談先／仙台弁護士会 

tel：0120-216-151（フリーダイヤル・平日 午前 10 時～午後 4 時） 

 

◇ 生命保険及び損害保険の契約書流出等により、契約保険会社が不明となった場合

の相談先は次のとおりです。 

■相談先／・社団法人生命保険協会 

tel：0120-001-731（フリーダイヤル・平日 午前９時～午後５時） 

・日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター 

tel：0120-501-331（フリーダイヤル・平日 午前９時～午後５時） 

 

◇ 震災によるクレジットカードの紛失や支払いについては、早めに各カード会社に連絡す

る必要があります。各カード会社の連絡先が不明の場合の相談先は次のとおりです。 

■相談先／社団法人日本クレジット協会被災者相談窓口 

tel：0120-001-731（フリーダイヤル・平日 午前 10 時～正午、午後 1 時～5 時） 

 

※ 県民サービスセンターでは、消費生活・県政・交通事故などについての相談窓口

を開設しています。詳しくは、４月 15 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 災害ボランティアセンター  

 

気仙沼市社会福祉協議会では、市民健康管理センター「すこやか」に、「気仙沼市

災害ボランティアセンター」を開設しました。 

活動内容やボランティアの募集などについては、お問い合わせください。 

■問い合わせ先 ・お手伝いをしたい方  tel：080-5949-7475 

・お手伝いを受けたい方 tel：0226-22-0726 

 

 心のケアに関する専用ダイヤルです 〔新規〕 

 

   どんなささいなことでも構いませんので、自分の気持ちを聞いてもらいたいと思

ったときなどにダイヤルしてくださいとのことです。無料の電話相談です（電話代

は自己負担）。 

  ■相談先 （特）メンタルコミュニケーションリサーチ家庭支援センター 

         東北大学大学院教育学研究科 若島研究室 

         tel：022-352-8950（月・火曜日 午前 11 時～午後 5 時） 
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【気仙沼市からのお願いとお知らせ】 
 

◆応急仮設住宅等について〔更新〕 

本市では、今回の大震災に係る被災者支援の一環として、県が建設する応急仮設

住宅の入居や二次避難先の確保等について取り組んでいます。 

昨日（23 日）には、県から新たに、第五次配分として、市内 6 か所に 402 戸の建

設が発表され、建設予定住宅戸数は、合計で 1,303 戸となっています。詳しくは、

本日（24 日）配布のチラシをご覧ください。 

また、現在、気仙沼地域、本吉地地域、唐桑地地域の「入居申込書」の受け付け

を行っています。詳しくは、４月 19 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

応急仮設住宅の建設･建設予定状況（合計１，３０３戸） 

第一次配分 気仙沼公園（市民グラウンド）：106 戸（４月 28 日完成予定） 

第二次配分 気仙沼中学校校庭：85 戸（５月上旬完成予定） 

小泉中学校校庭：93 戸（   〃    ） 

第三次配分 旧唐桑小学校跡地：84 戸（５月中旬完成予定） 

小原木小学校校庭：30 戸（   〃    ） 

第四次配分 鹿折中学校校庭： 120 戸（４月 20 日着工済み） 

水梨コミュニティセンター：80 戸（   〃    ） 

階上中学校校庭：96 戸（   〃    ） 

面瀬中学校校庭：153 戸（   〃    ） 

大谷中学校校庭：54 戸（   〃    ） 

    第五次配分 大谷中学校校庭：132 戸（４月 26 日着工予定） 

旧新城小学校跡地：40 戸（   〃    ） 

          津谷小学校校庭：45 戸（４月 29 日着工予定） 

          福祉の里ゲートボール場：70 戸（   〃    ） 

          気仙沼市総合体育館駐車場：85 戸（４月 26 日着工予定） 

          大島中学校校庭：30 戸（４月 29 日着工予定） 

     ※ 第五次配分については、戸数が変動する場合があります。 

※ 市営住宅及び面瀬住宅の空室は、仮設住宅と同じ取り扱いとします。 

 

◆住宅の応急修理について 

今回の大震災により被害のあった住宅を修理し、居住が可能となる場合は、被災者

の申請に基づき、一定の範囲内で市が工事業者に依頼して応急修理します。 

詳しくは、４月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

◆斎場嘱託員募集について 

 市では、斎場嘱託員１人を募集します。雇用期間は５月１日から来年３月 31 日

までで、応募対象は 60 歳未満で斎場業務に意欲と理解のある、普通自動車免許取

得者です。 

応募される方は、４月 26 日（火）までに履歴書とハローワーク紹介状を応募先

まで持参してください（郵送可、〆切日必着）。後日、面接試験により採用を決定

します。 
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※勤務条件など、詳しくはお問い合わせください。 

■応募・問い合わせ先 〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目１番１号 

             気仙沼市市民生活部環境課 環境衛生係 

             Tel：0226-22-3417 

 

◆仮設店舗・工場・事務所等設置に係る説明会について 
  中小企業基盤整備機構では、被災地における中小企業や自営業者が事業を再開する

ための仮設店舗・工場・事務所等の貸与制度を創設します。 

 その説明会を４月 23 日に配布したチラシのとおり実施しますので、ご参加ください。 

 

◆市役所の業務体制について 
震災に伴い、一部業務の取り扱い等が変更になっています。詳しくは、お電話（tel：

0226-22-6600）でお問い合わせください。 
 

 市県民税の申告など  

 

市県民税申告の提出期限（３月 15 日）を当分の間延期します。申告書は、市税務

課（本庁舎１階）と唐桑・本吉総合支所で随時お預かりします。 
 

 り災証明書について  

 

４月 18 日から家屋の「り災証明書」を発行しています。詳しくは、４月 13 日に配

布したチラシをご覧ください。また、発行の際に「被災者生活再建支援金のお知らせ」

もお渡しします。この正式受付は別途お知らせしますので、あらかじめご覧ください

（これも４月 18 日に配布したチラシをご覧ください）。 
 

 市税に関する手続きや納期限について  

 

震災のあった平成 23 年３月 11 日以降の市税に係る申告、各種手続きの提出期限及

び納期限を、当分の間延長します。 

また、次の事項については、被害調査を優先して対応するため当分の間延期します。 

① 平成 23 年度分の各市税の納税通知書の送付 

② 平成 23 年度分の各税証明の発行 

③ 固定資産課税台帳登録事項証明 

④ 固定資産税の課税台帳の閲覧 

※ 納税通知書の送付などの時期については、決定次第あらためてお知らせします。

詳しくは、下記までお問い合わせ願います。 

■問い合わせ先 市総務部税務課 tel：0226-22-6600 内線 241～249・251 

 

 患者輸送バスの運行について  

市では、４月１日から患者輸送バスの運行を再開しました。 

運行地区は、白石・細尾・川上地区で各地区週１回の運行です。詳しくは、下記ま

でお問い合わせください。 

■問い合わせ先 市保健福祉部健康増進課 tel：0226-21-1212 
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◆食料・物資について 
市では、食料や物資などについて、政府や県に支援を要請しています。 

届いた量は不十分ではありますが、全国各地から届いた心あたたまる義援品とあわ

せ、各避難所などへ配送しています。 

今後も引き続き、政府や県に要請することにしておりますのでご理解願います。 

 

 

◆“けせんぬまもとよしさいがいエフエム” 

の開局について〔新規〕 

    気仙沼市にもう一つの臨時ＦＭ局“けせんぬまもとよしさいがいエフエム”が開

局しました。周波数は７６．８ＭＨｚです。“けせんぬまさいがいエフエム”と

同様、「各避難所・市民の皆様へお知らせ」を中心に情報をお伝えします。本吉地域

の皆様はぜひお聴きください。 

    なお、“けせんぬまさいがいエフエム”はこれまでと同様、７７．５ＭＨｚで

す。 

■問い合わせ先：市産業部商工課 tel 0226-22-6600（内線 288） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余震が続いています。 

 十分注意し、沿岸には近づかないなど、 

身の安全をはかりましょう！ 

けせんぬまさいがいエフエム ・・・ ７７．５ＭＨｚ

けせんぬまもとよしさいがいエフエム ７６．８ＭＨｚ



避難所状況（平成23年４月２３日午後７時現在)
(単位：人) (単位：人)

地区名 場所 避難者数 地区名 場所 避難者数

1 気仙沼小学校体育館 139 39 階上中学校 277

2 気仙沼中学校校舎・体育館 553 40 階上小学校 66

3 ホテル望洋 8 41 海蔵寺 59

4 九条小学校 33 42 階上公民館 61

5 条南中学校 15 43 長磯高自治会館 4

6 市民会館 282 44 岩井崎高台 2

7 シルバー人材センター 14 45 大島小学校 100

8 河原田１区自治会館 20 46 大島開発総合センター 98

9 気仙沼高校柔道場・剣道場ほか１箇所 246 47 本吉公民館 28

10 プラザホテル 10 48 松尾コミュニティーセンター 47

11 サンマリン気仙沼ホテル観洋 20 49 本吉・寺谷コミュニティーセンター 50

12 第２保育所 12 50 大谷公民館 70

13 太田２区自治会館 15 51 仙翁寺 256

14 青龍寺 14 52 熊谷建設 16

15 紫会館 100 53 清涼院 27

16 本庁舎（旧農林課・ワンテン子どもの部屋） 22 54 及川デニム 11

17 新月中学校体育館 73 55 小泉中学校 330

18 すこやか（健康管理センター） 3 56 小泉はまなすの丘 40

19 防災センター 108 57 浜多目的集会所 60

20 総合体育館 720 58 唐桑・さんさん館 40

21 松岩公民館 235 59 第1高松園 26

22 松岩小学校 74 60 唐桑公民館・体育館 72

23 松五日進会館 25 61 唐桑小学校 63

24 水梨コミュニティーセンター 5 62 鮪立老人憩いの家 50

25 夢の森 5 63 中井公民館 54

26 ひまわり（知的障害者授産施設） 11 64 崎浜集会所 6

27 上沢３区自治会館(岩月） 14 65 小原木中学校 172

28 面瀬中学校 300 66 県外 津谷川小学校 50

29 栄町2-2-１　菅野勝衛宅 13 67 室根交流促進センター 26

30 栄町7-106　後藤泰寿（カネコメ）宅 2 合計 5,739

31 興福寺 50

32 浄念寺 70

33 鹿折中学校体育館 260

34 鹿折県営住宅 28

35 忍ぶ沢避難所（浪板48） 10

36 東中才会館 18

37 浦島小学校 21

38 鶴ヶ浦生活文化センター 30

鹿折

面瀬

本吉

唐桑

気仙沼

大島

新月

階上

松岩



平成２３年４月２４日 

   ■電気の復旧状況 
● 電 気 ： ４２，３９４戸 → 現在：２８，５４７戸（４／２２現在）が電力供給  

※ 倒壊した建物が支障となる場合や，迂回するルートがない場合など，電柱を建てる場所がない場合にはさらに復旧が遅れます。 

■ ４ ／ ２ ２ ま で

に，供給となっ

た地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)それぞれの

地域で，一部

未送電のとこ

ろもあります。 

＜気仙沼地区＞笹が陣，浜見山，南郷，本郷，本町，古町，田谷前，九条，四反田，後九条，常楽，田中，

反松，上田中，田中前，田谷，川畑，神山，舘山，滝の入，福美町，新町，化粧坂，入沢，南が丘，陣

山，太田，八日町，三日町，沢田 

＜新月地区＞全域 

＜松岩・面瀬地区＞松崎（浦田，萱，丸森，柳沢，地生，上金取，下金取，立石，鶴巻，猫渕，外ヶ沢，柳

沢，馬場，下赤田，上赤田，中瀬，高谷，面瀬），赤岩（泥ノ木，上羽田，羽田，物見，四十二，水梨子，

高前田，迎前田，大石倉，物倉山，長柴，大滝，牧沢，杉ノ沢，石兜，小田，舘下，舘森，平貝，前田，老

松，五駄鱈），岩月（宝ヶ沢，星谷，長平，箒沢，寺沢，台ノ沢，千岩田） 

＜階上地区＞最知（荒沢，南最知），長磯（牧通，赤貝，原ノ沢，前林，船原，鳥子沢，七半沢，大窪，後

沢，森，二本松，原，中原，下原），波路上（内田，原，後原） 

＜鹿折地区＞蔵底，西八幡町，東八幡町，西中才，白石，上西側，上東側根，上東側，上西側，東中才，

大峠山，三ノ浜，浪板 

＜唐桑地区＞崎浜，神の倉，津本，松圃，中井，欠浜，小長根，中，北中，宿浦，馬場，明戸，石浜，高石

浜，只越，境，唯越，上川原，大畑，堂角，小田，載鈎，岩井沢，舘，荒谷前 

＜大島地域＞横沼，三作浜，駒形，中山，要害，浅根，長崎，高井，廻舘，大向，田尻，浦の浜，磯草，大

初平 

＜大谷地区＞石川原，長畑，洞沢，直伝，寺谷，寺沢，長根，大谷，小金沢，菖蒲沢，道貫，寺谷，土樋

下，大朴木，日門，滝根，窪，山谷，高瀬ヶ森，高，長根，木戸，府中，前浜，田の沢，天ヶ沢，猿内，谷

地，大森 

＜津谷地区＞津谷（新明戸，松尾，松岡，舘岡，明戸，長根），松ヶ沢，宮内，猪の鼻，小峰崎，舘下，尾

田，宮内，岳の下，大椚，坊の倉，高岡，道外，風越，幸土，林の沢，狼の巣，東川内，下川内，中川内，

西川内，上川内，中島，大沢 

＜馬籠地区＞全域 

＜小泉地区＞平貝，泉沢 

■復旧の見通し 

 

■松岩変電所 

 供給区域：気仙沼地域，新月・松岩・面瀬方面 

 被害状況：変電所に大きな被害はありませんでしたが，変電所から送電している主要な配電線２０ルートのう

ち１５ルートが全壊もしくは一部が流失･倒壊しました。沿岸に供給する１０ルートは，ほぼ壊滅状

態です。 

 復旧状況：新たに２ルート増やすことができ７ルートから送電していますが，送電できる電力量が限られてい

るため，これらルートでのエリア拡大は困難な状況です。 

        津波で一部分（多いところは数箇所以上）が消失・倒壊している配電線の復旧作業を行っていま

すが，がれきが支障となっているため，市と東北電力が協力して，道路等のがれき除去を行いな

がら，送電エリアを拡大できるよう作業を進めておりますので，地域によってはしばらく時間を要し

ます。 

■鹿折変電所 

 供給区域：鹿折・大島・唐桑方面 

 被害状況：変電所に供給している特別高圧送電線の鉄塔４基が倒壊，変電所が津波で冠水しました。 

 復旧状況：鹿折変電所の仮設変圧機は，４月５日（火）に据付が完了し４月６日（水）より被害の少なかった

配電線（電柱・電線）から順次送電できるよう復旧作業を行っています。なお，広い範囲で電線・

電柱が消失したところなど個別の被害状況によってはさらに時間を要する地域があります。 

■岩井崎変電所，津谷変電所 

供給区域：岩井崎変電所 階上・本吉町大谷方面 

      津谷変電所  本吉町津谷・小泉・馬籠・大谷方面 

 被害状況：変電所に送電している特別高圧送電線の鉄塔１基が倒壊，沿岸の電柱・電線が消失・倒壊 

 復旧状況：３月２３日（水）に特別高圧送電線の仮設鉄塔の片側ルートが完成し, 倒壊・流出した電柱建設

を進め，順次送電エリアを広げておりますが，広い範囲で電線・電柱が消失したところなど，個別

の被害状況によっては，さらに時間を要する地域があります。小泉地区は，津谷側からの迂回ル

ートを小泉中学校まで延ばすことができました。 



平成２３年４月２４日 

■水 道 の 復 旧 状 況 
 

●上水道〔震災前の給水戸数〕：２５，８０９戸 → 4/23 16：00 現在：１４，９５６戸が給水可能 
●簡易水道・簡易給水施設 

〔震災前の給水戸数〕：５０５戸 → 4/3      現在：   ５０５戸が給水可能 
■昨日（4 月 23 日）ま

でに通水となった
地区 
（行政区別） 

九条，田中，田中前，田谷，本郷，神山，本町，舘山，古町，滝の入，福美
町，新町，化粧坂，三日町，沢田，八日町 1 区，陣山，太田，河原田 1 区，
入沢，西八幡町，西中才，日の口，両沢，東中才，松崎五駄鱈，後沢，石
甲，金取，羽田，水梨，前田，大石倉，三峰，牧沢，浦田，赤岩，平貝，立
沢，田柄，高屋敷，新城東，和野，金成沢，廿一，前木，表松川，内松川，
早稲谷，上八瀬，塚沢，関根，台，下八瀬，崎浜，松圃，中井，小鯖，中，
鮪立，宿，石浜，只越，舘，馬籠，馬籠上沢，馬籠町，漆原，松ｹ沢，猪の
鼻，狼の巣，下川内 の区域 
南郷，八日町 2 区，南町 1・2・4 区，魚町 1・2・3 区，柏崎，河原田 2 区，南
が丘，幸町1区，栄町，新浜町2区，西みなと町，浪板１区，古谷舘，舘森，
赤岩五駄鱈，老松，前浜，母体田，向原，長磯原，七半沢，森前林，長磯
高， 知高，高谷，鶴巻，赤田，上沢，下沢，千岩田，青葉が丘，舞根，大
沢，小泉西，表山田，林の沢，坊の倉，上川内，高１区 の一部区域 

■本日（4 月 24 日）の
作業予定 

・海底送水管及び配水管の漏水調査 
・破損した水道管・施設の修理 
・出水不良箇所の配水管切り替え作業 

■復旧の見通し ■気仙沼地域：現在，配水池や配水管の復旧作業中です。資材の調達と
あわせて、順次修理し通水を行う予定です。 

 〔気仙沼地区〕 
放映 ・魚町地区の通水：２日程度（※１） 
 ・南町地区の通水：３日程度（※１） 
 ・幸町地区の通水：10 日程度（※２） 
 〔鹿折地区〕 
 ・鹿折中学校・光が丘病院間の通水：１週間程度（※３） 
 ・浪板・鶴が浦方面：当面は給水車による給水となります。 
 〔松岩地区・階上地区〕 
 ・津波浸水区域については，水道管が道路に埋設されているため，ガ

レキなどが除去された後となります。 
 〔大島地区〕 

・沈没船のサルベージ作業が終了後，海底送水管の漏水修理を行い
ます。 

 ※１ 各家の止水作業後の通水となります。 
 ※２ 津波浸水区域については，水道管が道路に埋設されているため，ガ

レキなどが除去された後となります。 
 ※３ 作業の進行状況により，復旧時期は前後します。 
 ■唐桑地域：地域全体に通水しておりますが，津波浸水区域については，

水道管が道路に埋設されているため，ガレキなどが除去され
た後となります。 

 ■本吉地域：現在，給水車による給水をしています。 
狼の巣ポンプ場と馬籠配水池に設置した仮設浄水場について
は，配水管や配水池などの点検修理をしています。また南明戸
水源については，配水管の点検修理をしながら順次通水をして
います。 
他の地区については，引き続き給水車による給水を行ってまい
ります。 

●ガレキなどによって道路状況が悪い場合は，水道管の修理や弁の操作ができず，復旧が遅れます。 



　◆運航会社 大島汽船㈱(TEL090-3128-3081)

　〔時刻表〕

6:00 6:40
ﾌｪﾘｰ 6:40 ﾌｪﾘｰ 7:20

運 7:30 8:10
ﾌｪﾘｰ 8:00 ﾌｪﾘｰ 8:40

航 ﾌｪﾘｰ 9:20 ﾌｪﾘｰ 10:00
ﾌｪﾘｰ 10:40 ﾌｪﾘｰ 11:20

時 ﾌｪﾘｰ 12:00 ﾌｪﾘｰ 13:30
ﾌｪﾘｰ 14:10 ﾌｪﾘｰ 14:50

刻 ﾌｪﾘｰ 15:40 ﾌｪﾘｰ 16:30
16:50 17:30

ﾌｪﾘｰ 17:30 ﾌｪﾘｰ 18:10
18:20 19:00

浦の浜【発】 エースポート【発】

　平成２３年４月２７日(水)からカーフェリーの運
航を再開し、下記ダイヤに変更されます。

このチラシは当分の間掲示してください(平成23年4月24日配布分)

大島航路時刻表
浦の浜⇔気仙沼

注）「ﾌｪﾘｰ」標記の便は、カーフェリーで運航されます。



青森

盛岡
秋田

⑩盛岡～秋田 　　④気仙沼～盛岡
・JR秋田新幹線運行中 　　高速バス運行中 大船渡
・JR田沢湖線通常運行

仙台～秋田 　　⑦一関～盛岡～青森
高速バス通常運行 　　･JR東北新幹線運行中 ②一関～気仙沼～大船渡

　　・JR東北本線通常運行 　・JR大船渡線運行中 陸前高田

湯沢 　　(気仙沼駅～一ノ関駅間）
注)陸前高田・大船渡方面へは、

　路線バスへの振替輸送

・特急バス運行中(一関～気仙沼間)

⑨仙台～湯沢 一関 気仙沼
高速バス運行中 ⑤仙台～一関

　・JR東北本線通常運行
　注)JR東北新幹線は29日再開予定

　・高速バス通常運行

仙台～山形
・JR仙山線通常運行 ①気仙沼～仙台
・高速バス通常運行 高速バス運行中

山形 仙台 注）JR気仙沼線は、柳津～涌谷間

　でバス代行

　JR石巻線は前谷地～小牛田間

⑧仙台～米沢 　で運行再開

高速バス運行中
⑪仙台～仙台空港

米沢 シャトルバス運行中
仙台～会津若松 仙台空港

高速バス通常運行 福島

⑥仙台～福島～郡山～東京
・JR東北新幹線運行中

会津若松 　(福島～東京間） ③気仙沼～東京
注)仙台～福島間は25日再開予定 高速バス運行中
・JR東北本線運行中 郡山･須賀川

仙台～新潟 　(仙台～上野間)

新潟 高速バス通常運行 ・高速バス運行中

上越新幹線は通常運転です

東京

※東北新幹線は東京～福島・盛岡～新青森間のみの運行、福島～盛岡間は運転見合わせ
　山形新幹線は東京～新庄間全線で運行再開、秋田新幹線は盛岡～秋田間のみの運行
　上越新幹線は通常運行

○　バス運行業者お問い合わせ先
ミヤコーバス(気仙沼営業所〈仮設〉) TEL080-1661-0662
宮城交通(本社) TEL  022-771-5310
JRバス東北(仙台東口バス案内所) TEL  022-256-6646
東日本急行(本社) TEL  022-218-3131
岩手県交通(千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ) TEL  0191-52-3167
岩手県交通(釜石予約ｾﾝﾀｰ) TEL  0193-25-2525
東北急行(仙台営業所) TEL  022-262-7031
福島交通(福島支社) TEL  024-535-4101
JRバス関東(高速バス案内ｾﾝﾀｰ) TEL  03-3844-1950

気仙沼市からの公共交通情報（4月23日現在）
4月24日配布



時 刻 表（４月２３日現在） 
４月２４日配布 

① 気仙沼 ～ 仙台間(高速バス) 

※ 時刻の詳細は施設内掲示のチラシをご覧ください。           運行：ミヤコーバス 

気仙沼（ケー・ウエーブ）発 仙台（県庁市役所前）発 

6:30 7:00 7:30 8:30 9:30 11:00 11:10 12:10 13:40 14:20 15:10 16:10 

② 一関 ～ 気仙沼 ～ 大船渡間 

 1)気仙沼駅前 ～ 千厩 ～ 一関駅前間(バス) 運行：岩手県交通 

2)気仙沼駅 ～ 一ノ関駅間(ＪＲ大船渡線) 通常運行 

3)気仙沼駅 ～ 盛駅間(ＪＲ大船渡線) 岩手県交通路線バスへの振替輸送 

 ※ 時刻は施設内掲示のチラシをご覧ください。 

③ 気仙沼 ～ 東京間(高速バス･けせんライナー)運行：岩手県交通(釜石予約ｾﾝﾀｰ TEL0193-25-2525) 

気仙沼（気仙沼駅前）発 東京（池袋駅西口）発 

２２：２５（池袋駅西口着５：３９） ２３：００（気仙沼駅前着６：０７） 

④ 気仙沼 ～ 盛岡(高速バス)運行：岩手県交通 

気仙沼（気仙沼駅前）発 6:05 8:05 盛岡(盛岡バスセンター)発 13:50 16:20 

⑤ 仙台 ～ 一関間 

 1)(JR東北本線)運行中(一部バス代行区間があります) 2)(高速バス)運行：東日本急行 通常運行 

  ※ 仙台駅～一ノ関駅間のJR東北新幹線は4月29日運行再開予定です。 

⑥ 仙台 ～ 福島 ～ 郡山 ～ 東京間 

1) 仙台 ～ 福島 ～ 郡山～ 東京(ＪＲ東北新幹線(福島～東京)・東北本線(仙台～上野)) 運行中 

  ※ 高速仙台気仙沼線を含めた、気仙沼～東京間の時刻表は施設内掲示のチラシをご覧ください 

  ※ 仙台駅～福島駅間のJR東北新幹線は4月25日運行再開予定です。 

2) 仙台 ～ 東京(高速バス) 

 ・仙台 ～ 東京    ・仙台 ～ 東京         ・仙台 ～ 新宿      ・仙台 ～ 新宿 

   運行：東北急行     運行：JRバス関東        運行：JRバス東北        運行：京王電鉄バス 

(TEL022-262-7031)   (TEL03-3844-1950)      (TEL022-256-6646)       (TEL03-5376-2222) 

仙台発 8:00 9:30      23:40  仙台発 11:00 13:00 16:10 仙台発 8:00 9:20 14:10 23:50  仙台発 22:30 23:20 

3) 仙台～福島・郡山・須賀川間(高速バス) 運行：宮城交通、JRバス東北、福島交通 

仙台発福島行39便 郡山(一部須賀川)行26便運行 

⑦ 一関 ～ 盛岡 ～ 青森間 

 1)(JR東北新幹線) 一ノ関駅～新青森駅間運行中 一ノ関駅発8便運行 

 2)(ＪＲ東北本線) 一ノ関駅～盛岡駅間 通常運行 

⑧ 仙台 ～ 米沢間(高速バス) 運行：JRバス東北 仙台発 14:00 16:20  18:25 

⑨ 仙台 ～ 湯沢間(高速バス) 運行：JRバス東北 仙台発 15:30 

⑩ 盛岡 ～ 秋田間(JR秋田新幹線、田沢湖線) 秋田新幹線は盛岡発5便運行 

⑪ 仙台 ～ 仙台空港(シャトルバス) 詳細は仙南交通(TEL022-242-1234)にお問い合わせください。 

○ そのほか県内では以下の路線で高速バスの運行を行っております。 

 運行：ミヤコーバス（ミ）、ＪＲバス東北（Ｊ）、東日本急行（東） 

・仙台 ～ 大衡(ミ) ・仙台 ～ 蔵王町(ミ) ・仙台 ～ 佐沼(ミ・東) ・仙台 ～ 石巻(ミ) 

・仙台 ～ 鳴子(ミ) ・仙台 ～ 古川(ミ・Ｊ) ・仙台 ～ 加美(ミ) ・仙台 ～ 栗駒(ミ) 

・仙台 ～ 金成(東) ・仙台 ～ 一迫(東) ・仙台 ～ とよま(東) ・仙台 ～ 川崎町(ミ) 



道 路 情 報（４月２３日午後２時調べ） 

４月２４日（日）配布 

【高速道路・国道】 
・ 三陸縦貫自動車道と東北縦貫自動車道は、全線通行可能です。 
・ 国道４５号上りは、気仙沼市から石巻までの区間の小泉大橋、歌津大橋、

石巻市河北町成田の３箇所で、落橋等により通行止ですが迂回路により通
行可能です。現地の案内表示に従い通行してください。 

（南三陸町志津川地内の水尻橋については、仮橋により午前５時～午後７時
の間、一般車両が通行可能です。） 

（特殊車両については、小泉大橋～歌津大橋と水尻橋が全面通行止となり、
いずれの箇所も迂回路がありませんのでご注意願います。） 
国道４５号下りは、気仙沼から陸前高田市気仙町まで通行可能です。 
（気仙大橋は落橋、陸前高田市・大船渡市方面へは上鹿折→矢作 

→竹駒経由で通行可能（大型車不可）） 
（※国道４５号は狭隘箇所や多数の段差、亀裂などがあり注意が必要です。） 

・ 国道２８４号は気仙沼・一関間が通行可能です。 
・ 国道３４６号は本吉・松島間が通行可能です。 
・ 宮城県内国道４号、４７号、４８号、２８６号は全線が通行可能です。 
 
【県道】 

・ 魚町から国道４５号までと唐桑までの迂回ルートが４月１０日正午に開通

しました。詳しくは４月１１日に配布した迂回ルート図をご覧ください。 
    五十鈴神社西側（坂口）交差点～魚浜町臨港道路 

～本浜町 ～ 鹿折唐桑駅交差点～国道４５号 
            浪板橋～唐桑町 

なお、一般車両の通行は午前７時から午後５時までです。 
・ 市内の県道は、津波浸水箇所以外はおおむね通行可能です。 
・ 通行可能となった区間でも瓦礫などで狭い箇所や満潮時などの冠水により

通行不能となる箇所があります。 
 

【市道】 
・ 市内の市道は、津波浸水箇所以外はおおむね通行可能です。 
・ 津波浸水箇所については、幹線市道等を中心に瓦礫等の撤去作業などが行

われ、一部通行可能な状態となっています。 
・ 通行可能となった区間でも瓦礫などで狭い箇所や満潮時などの冠水により

通行不能となる箇所があります。 
 
※ 各道路とも、引き続き瓦礫等の撤去や冠水対策の盛土などの作業が行われて

います。 安全施設等がまだ十分でない所も残っていますので、通行する際は
十分に注意するとともに、作業車両の通行確保に御協力をお願いします。 



受診可能な医療機関（４月２３日現在） 
平成 23 年４月 24 日配布 

＜気仙沼市医師会＞ 

地 区 医療機関名 
主な診療

科目 
電 話 備 考 

猪苗代病院 整外、外、内 ２２－７１８０

月～金 午前８時３０分～１２時 午後１時３０分～４時 土 午前８時３０分～１２時

午後休診 日 休診 ※レントゲン・CT 可能 

※猪苗代病院５階にて診療（紫神社入り口から） 

猪苗代医院 
整外、リハビ

リ、外、内 
２４―７１８０

４月２５日(月)～月～木 午前８時３０分～１２時 午後１時３０分～３時３０分

金 午前８時３０分～１２時３０分 午後休診 土・日 休診 ※マッサージ可能

大 友 病 院 内、リハビリ ２２－６８６８

４月２３日(土)・３０日（土） 

受付 午前７時～１１時４５分(再来) 

 午前７時～１１時３０分(新患) 

午後休診 

４月２５日(月)～ 

月～金 午前７時～１１時４５分(再来) 

午前７時～１１時３０分(新患) 

       午後１時３０分～３時３０分 

日 休診  ※レントゲン・CT・MRI・リハビリ可能 

おだか医院 
胃、外、内、

皮 
２２－３２１０

月～金 午前７時３０分～１２時 午後２時～５時

土 午前７時３０分～１２時  日・祝 休診 

※胃カメラ（要予約）・レントゲン・CT 可能 

５月から大腸カメラ可能 

三条小児科医院 小 ２３－００８８
月・火・水・金 午前９時～１２時 午後２時～５時

木・土 午前９時～１２時 午後 休診 日 休診 

中原クリニック 

脳神外、内、

整 外 、

リハビリ 

２３－１０２８
月～金 午前８時３０分～１２時 午後１時３０分～５時３０分

土 午前８時３０分～１２時 日 休診 ※レントゲン可能

森 田 医 院 内 ２２－６６３３

４月２３日(土)２４日(日) 午前９時～１２時 午後１時～３時

４月２５日(月)～午前９時～１２時 午後１時～３時３０分

※内科系で重症者以外の方 

葛内科胃腸科医院 内、胃 ２２－６７５０ 月～金 午前９時～１２時 ※田中前二丁目８－８にて診療

気仙沼 

佐々木小児科医院 小 ２２－６８１１

月～水・金 午前８時３０分～１２時 午後２時～４時

木 午前８時３０分～１２時 午後１時３０分～３時(予防接種・各種検診)３時～４時診療

土 午前８時３０分～１２時 第２・４水曜日 午後休診

４月２８日(木)～ 

月～水・金 午前８時３０分～１２時 午後２時～５時

木 午前８時３０分～１２時 午後１時３０分～３時(予防接種・各種検診)３時～５時診療

土 午前８時３０分～１２時  日 休診 

※本郷９－２にて診療 

小野寺医院 
泌、胃、外、

消、内 
２３－９８９０

月 ・ 火 ・ 水 ・ 金  午 前 ９ 時 ～ １ ２ 時  午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ ４ 時

土 午前９時～１２時 午後休診   

木・日 休診 松 岩 

三 峰 病 院 精神 ２２－６６８５
月～金 受付 午前８時～１１時３０分  土・日・祝 休診

※新患は受付 午前８時～１０時 ※レントゲン・MRI 可能

階 上 鈴 木 医 院 内 ２７－２３１５

月・火・木・金 受付 午前９時～１１時 午後２時～４時 診療 午前９時～１２時 午後２時～５時

水・土 受付 午前９時～１１時 診療 午前９時～１２時 午後休診 日 休診

４月２３日(土) 休診 

４月２７日(水)３０日(土) 受付 午前９時～１１時 診療 午前９時～１２時 午後休診

※レントゲン可能 

うちクリニック 泌、内、皮 ２３－００８７
月・火・木・金 午前９時～１２時３０分 午後２時３０分～６時 

水・土 午前９時～１２時３０分 日 休診 ＊レントゲン可能
新 月 

あいざわクリニック 内 ２１－１１６０

月～金 午前９時～１２時 午後１時～５時 

土 午前９時～１２時 午後休診 日 休診 

※レントゲン・CT 可。 胃カメラ・エコー可(土のみ)



小 林 直 樹 

眼 科 医 院 
眼 ２３－５８５５

月・水・金 午前９時～１２時 午後２時３０分～５時（但し、終了は不定期）  

火 午前９時～１２時 午後２時３０分～５時(手術のみ)

木 午前９時～１２時(午後は外来なし) 

第１・３土 午前９時～１２時 午後休診 

第２・４土・日・祝 休診 

※眼底カメラ検査可能 

齊 藤 外 科 

クリニック 

外、皮、麻、

肛 
２２－７２６０

月・火・水・金 午前９時～１２時 午後２時～６時 

木・土 午前９時～１２時 午後休診 

日 休診 ４月２９日(金) 休診 ※レントゲン可能

※患者数によっては、記載の診療時間より早く終了する場合があります。

大 島 大 島 医 院 内、小、心内 ２８－２６０３
午前８時３０分～午後６時 火・土 午前８時３０分～１２時

日 休診（急患のみ）※レントゲン可能 

唐 桑 小 野 医 院 内、循、小 ３２－３１２８

月～金 午前８時３０分～１２時 午後２時～５時３０分 

土 午前８時３０分～１２時 午後休診 日・祝 休診

４月２９日(金)休診  

４月３０日(土)午前８時３０分～１２時 午後休診

※レントゲン可 

鎌 田 医 院 内、小 
電話不通 

(３６－２００８)

月・火・木・金 午前９時～１２時 午後１時３０分～４時 

水・土 午前９時～１２時  日 休診 

南三陸町 
公立志津川病院 

内、外、整外、

小、眼、耳、

皮、歯 

電話不通 

(４６－３６４６)

月～金 午前８時３０分～１１時 午後２時～４時 

内科、歯科口腔外科 月～金 整形外科 火・水・木

外科 月・金 小児科 月・水  眼科、耳鼻科、皮膚科 金

＊午後の診療は、内科、歯科口腔外科、外科、整形外科のみ

※なお，条南整形外科は，４月２６日再開予定，小松クリニック・村岡外科クリニックは４月

下旬に再開予定です。 

 

＜気仙沼歯科医師会＞ 
地 区 医療機関名 電 話 備 考 

金澤歯科医院 ２４－１１５５ 
月～金  午前８時３０分～１１時３０分   午後１時～４時

土 午前８時３０分～１１時３０分 日 休診 

菅野歯科医院 ２４－３７７７ 

月～金 午前９時～１２時 午後１時～４時 
土 午前９時～１１時３０分 
日 午前９時～午後１時 
祝日 休診 
※旧櫻田歯科医院にて診療 

条南歯科医院 ２３－５５７０ 
月～金 午前９時～午後１１時３０分 午後１時３０分～３時３０分

土 午前９時～１２時 日・祝日 休診 

気仙沼 

遠 藤 歯 科 ２４－２８２５ 
月～金 午前９時～午後１２時 午後２時～４時 
土 午前９時～１２時 日・祝日 休診 

松 岩 皆川歯科医院 ２２－９６１１ 
月～金  午前８時３０分～１２時３０分  午後２時～６時

土 午前８時３０分～１２時３０分 午後２時～４時

階 上 みうら歯科クリニック ２７－４１４５ 月～土 午前９時～午後１時 午後２時～６時 

唐 桑 佐藤歯科医院 ３２－２３０９ 
月～金 午前９時～１２時 午後２時～４時 
土 午前９時～１２時 

山 谷 歯 科 医 院  ４２－３５７７ 
月・火・水・金・土 午前９時～１２時 午後２時３０分～４時３０分

木・日・祝日 休診 （受診の際は電話で予約が必要）
本 吉 

三 浦 歯 科 医 院  ４２－２４１８ 
月～金 午前９時～午後１時 午後２時～６時 
土 午前９時～１２時 日・祝日 休診 

 
 



  【市内巡回路線　】　　気仙沼市教育委員会

【Ⅰ　巡回スクールバス　階上・大谷線】　※平日のみ運行

1　運行区間　　総合体育館　～　気仙沼三日町　～　階上地区　～　大谷地区

２　料金　無料

３　運行路線・時刻

停留所 時刻 停留所

気仙沼市総合体育館【発】 7:00 はまなすステーション【発】 14:50 17:20

マイヤ（石兜） 7:06 階上中学校前 15:00 17:30

田中四区自治会館前 7:10 階上郵便局前 15:05 17:35

すこやか前 7:15 セブンイレブン（安全スタンド隣） 15:08 17:38

平前バス停 7:18 ダイシン前 15:10 17:40

三日町（今村様前） 7:28 気仙沼警察署入口バス停 15:15 17:45

気仙沼警察署入口バス停 7:33 三日町（今村様前） 15:20 17:50

ダイシン前 7:38 平前バス停 15:30 18:00

セブンイレブン（安全スタンド隣） 7:40 すこやか前 15:33 18:03

階上郵便局前 7:43 田中四区自治会館前 15:38 18:08

階上中学校前 7:48 マイヤ（柳沢） 15:42 18:12

はまなすステーション【着】 7:58 気仙沼市総合体育館【着】 15:48 18:18

【Ⅱ　巡回スクールバス　鹿折線】　※平日のみ運行

1　運行区間　　総合体育館　～　気仙沼三日町　～　鹿折地区　

２　料金　無料

３　運行路線・時刻

停留所 時刻 停留所

気仙沼市総合体育館【発】 7:15 鹿折小学校前【発】 15:00 17:30

マイヤ（石兜） 7:21 鹿折・ホーマック前 15:03 17:33

田中四区自治会館前 7:25 三日町（今村様前） 15:12 17:42

すこやか前 7:30 平前バス停 15:22 17:52

平前バス停 7:33 すこやか前 15:25 17:55

三日町（今村様前） 7:43 田中四区自治会館前 15:30 18:00

鹿折・ホーマック前 7:52 マイヤ（柳沢） 15:34 18:04

鹿折小学校前【着】 7:55 気仙沼市総合体育館【着】 15:40 18:10

４月23日掲示のチラシと差替えて当分の間掲示してください（平成23年4月24日配布）

時刻

時刻

巡回スクールバス時刻表 4月25日改訂

　平成23年4月21日（木）から，当面の間，今回の震災で学区を離れて避難・居住してい
る児童生徒を対象に，通学用の巡回スクールバスを下記の路線とダイヤで運行してい
ます。利用者の利便性を考慮し，25日（月）から路線を一部改訂します。（平日のみ運行）

　　※避難・居住場所及び学校の 寄りの停車場所で乗車・降車ください。
　　※路線（下線部分）を一部改訂します。



  【津谷川巡回路線 】　気仙沼市教育委員会

【巡回スクールバス　津谷川線】 ※平日のみ運行

１　運行区間　　　津谷川　～　本吉総合体育館　～※中島JAスタンド前　～　小泉小・中学校

２　料金　無料

３　運行路線・時刻 ※中島方面には 終便のみ運行

停留所 時刻 停留所

津谷川農協前【発】 7:30 小泉小・中学校【発】 15:00 17:30

本吉総合体育館 7:45 大名広場の下 15:10 17:40

大名広場の下 7:50 登米沢 ↓ 17:50

小泉小・中学校【着】 8:00 中島ＪＡスタンド前 ↓ 17:53

本吉総合体育館 15:15 18:13

津谷川農協前【着】 15:30 18:30

１　運行区間　　中島 ～ 小泉小・中学校 ～ 蔵内 ～ 本吉公民館　〔当面の間，平日のみ運行〕

　　　　　　　　　　　　※このバスはスクールバスではありませんので，一般の方も乗車します。

２　料金　無料

３　運行路線・時刻

停留所 時刻 停留所 時刻

中島ＪＡスタンド前【発】 7:00 本吉公民館【発】 15:25

登米沢 7:03 本吉病院前 15:30

本吉病院前 7:06 幣掛ふれあい会館前 15:38

幣掛ふれあい会館前 7:12 はまなすの丘 15:42

はまなすの丘 7:16 小泉中学校 15:45

小泉中学校 7:19 小泉小学校 15:47

小泉小学校 7:21 浜区多目的集会所前 15:51

浜区多目的集会前 7:25 蔵内 15:54

蔵内 7:28 蔵内南 15:56

蔵内南 7:30 蔵内 15:58

蔵内 7:32 小泉小学校 16:03

小泉小学校 7:37 小泉中学校 16:05

小泉中学校 7:39 はまなすの丘 16:08

はまなすの丘 7:42 幣掛ふれあい会館前 16:12

幣掛ふれあい会館前 7:46 本吉病院前 16:20

本吉病院前 7:54 登米沢 16:23

本吉公民館【着】 7:57 中島ＪＡスタンド前【着】 16:26

４月23日掲示のチラシと差替えて当分の間掲示してください（平成23年4月24日配布）

市　内　巡　回　バ　ス
　　【小泉　　　　　本吉総合体育館】　　

時刻

巡回スクールバス時刻表　4月25日改訂

　平成23年4月21日（木）から，当面の間，今回の震災で学区を離れて避難・居住してい
る児童生徒を対象に，通学用の巡回スクールバスを下記の路線とダイヤで運行してい
ます。利用者の利便性を考慮し，25日（月）から路線を一部改訂します。（平日のみ運行）

　　※避難・居住場所及び学校の 寄りの停車場所で乗車・降車ください。
　　※路線（下線部分）を一部改訂します。



４月５日掲示のチラシと差し替えて当分の間掲示してください 

平成２３年４月２４日配布 

 

【障害者福祉関係手続きのお知らせ】 
 

１ 障害者手帳（身体障害者手帳，療育手帳，精神保健福祉手帳）について 

   ・再交付に必要なもの：写真（縦４㎝×横３㎝）１枚（療育手帳は２枚），印鑑 

（手帳の有効期限が経過する方で更新手続きが困難な場合は，震災の特例により

有効期間が延長されますのでご相談ください。） 

 

２ 心身障害者医療費受給者証について 

・再交付に必要なもの：印鑑 

・加入保険の変更に必要なもの：変更後の健康保険証，印鑑 

 

３ 自立支援医療（更生医療，精神通院医療）受給者証について 

   ・再交付に必要なもの：印鑑 

・加入保険の変更に必要なもの：変更後の健康保険証，印鑑 

（受給者証の有効期限が経過する方で更新手続きが困難な場合は，震災の特例に

より有効期間が平成２３年８月３１日まで延長されますのでご相談ください。   

また，指定医療機関の受診が困難な場合は，同じく特例により受給者証に記載

されている以外の医療機関の受診，薬局の利用が可能です。） 

 

４ 障害福祉サービス受給者証・地域生活支援事業受給者証について 

   ・再交付に必要なもの：印鑑 

（障害福祉サービス事業所に事情を説明し，サービスの利用が可能です。有効期

限が経過する方については，震災の特例により有効期間が平成２３年８月３１

日まで延長されることとなりました。［申請は不要です。］） 

  

５ 平成２３年度障害者社会参加促進助成券（タクシー券・燃料券）について 

平成２３年度分のタクシー券について，平成２３年４月２５日から社会福祉事

務所、各総合支所保健福祉課で随時交付します。 

対象者：①身体障害者手帳１級，２級又は下肢障害３級の方 

②療育手帳「Ａ」判定の方，③精神障害者保健福祉手帳１級の方 

 申請に必要なもの：障害者手帳，印鑑 

※燃料券については，諸事情により交付を延期させていただいております。

もう少しお待ちください。 

      

６ 補装具・日常生活用具の再交付について 

震災により，すでに支給された補装具や日常生活用具を滅失等された場合は，

再支給することができますのでご相談ください。     

 

７ 障害者生活支援センターについて 

県東部児童相談所気仙沼支所内に移転し，各種相談業務に対応しています。 

     宮城県東部児童相談所 気仙沼支所内（気仙沼市東新城３－３－３） 

         電話 090-5357-6084      E-meil： syo5161sien@docomo.ne.jp 

 

問い合わせ先 

     気仙沼市保健福祉部社会福祉事務所  電話 0226-22-6600 内線 293 

    唐桑総合支所保健福祉課（燦さん館） 防災電話 080-1360-0318 

本吉総合支所保健福祉課       電話 0226-42-2600 内線 335 



 

平成２３年４月２４日 

  応急仮設住宅の概要について 
県が４月２３日発表した「応急仮設住宅第５次着工予定」で、本市には、先の   

９０１戸に加え、新たに４０２戸が追加されました。その建設計画概要及び応急 

仮設住宅の概要、今後の進め方等についてお知らせいたします。 

１ 第 ５次 配 分 までの建 設 計 画 概 要  

■建設戸数 
９０１戸（第４次までの配分戸数）…４月２０日着工済み 

４０２戸（第５次配分戸数）…４月２６日着工予定 

累計 １，３０３戸 

■建設場所と

戸数  

第 １次  気仙沼公園（106 戸） ※完 成 予 定 日 ：４月 ２８日  

第 ２次  気仙沼中校庭（85 戸）、小泉中校庭（93 戸） ※５月 上 旬

第 ３次  旧唐小跡地（84 戸）、小原木小校庭（30 戸） ※５月 中 旬

第 ４次  鹿折中校庭（120 戸）、水梨コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー（80

戸）  

第 １次  階上中校庭（96 戸）、面瀬中校庭（153 戸）  

第１次  大谷中校庭（54 戸）   

第 ５次  大 谷 中 学 校 校 庭 （１３２戸 ）、旧 新 城 小 学 校 跡 地 （４０戸 ） 

第 １次  津 谷 小 学 校 校 庭 （４５戸 ）、福 祉 の里 ゲートボール場 （７０戸 ） 

第 １次  市 総 合 体 育 館 駐 車 場 （８５戸 ）、大 島 中 学 校 校 庭 （３０戸 ） 
 

２ 応 急 仮 設 住 宅 の概 要  

■対象となる方  
（１）住 宅 が全 壊 、全 焼 、または流 失 した方 であること。 

（２）居 住 する住 家 がない方 であること。 

（３）自 らの資 力 では住 宅 を確 保 できない方 であること。 

■選定の考え方 
●妊産婦がいる世帯●乳幼児がいる世帯 

●高齢者がいる世帯●障害者がいる世帯 

などを考慮して選定することにしております。 

■入居期間 原則２年以内 

■住宅の規格・

費 用 ・ 建 設 主

体等  

〔住宅の規格〕…軽量鉄骨造ほか、工期は１か月程度

(例)３Ｋ（12 坪）、２ＤＫ（９坪）、１ＤＫ（６坪）

〔費用負担〕…家賃無料．光熱水費等は負担。 

〔建設主体〕…宮城県 
 

３ 今 後 の進 め方 等  

■今後の進め方 
順次、入居申し込みを受け付け、入居者の選考を行って

まいります。 

■今後の建設 

計画 

県では、今後順次建設することとしており、本市におい

ても、全市域における希望戸数の建設に向けて、県と協

議しながら取り組みを進めてまいります。 

■既存市営住宅 

の活用 

市営住宅及び面瀬住宅の空室について、仮設住宅と同じ

取扱いとします。 

■民間宿泊施設 

 等への受入れ  

二次避難先として、市内宿泊施設等での受入れも可能で

す。また、本市以外からの受け入れを申し出ている施設

も今後紹介いたします。 

 

４月 １７日 のチラシと差 し替 えて、当 分 の間 掲 示 してください 

■問 い合 わせ先  
・保 健 福 祉 部 社 会 福 祉 事 務 所  Tel：0226-22-6600 内 線 293、294 

市社会福祉事務所 

からの 

お知らせ 
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