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東日本大震災の概要 

 
・発生：平成 23 年３月 11 日(金) 

   14 時 46 分ごろ 

・震源：北緯 38 度,東経 142.9 度,

深さ 24km 

・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 

・住家被災棟数： 

 12,914 棟（６/19 現在） 

・被災世帯数： 

9,500 世帯（4/27 現在･推計） 

気仙沼市から 

各避難所･市民の皆様へ 
お知らせ（７月２日（土）配布） 
 
※この情報は「けせんぬまさいがいエフエム FM77.5Mhz」と 

「けせんぬまもとよしさいがいエフエム FM76.8Mhz」でも放送しています。 
 

【被害状況等（７月１日現在）】 [更新]  
 

●死者数：９８５人 

●行方不明者数：市内４１４人、その他 21 人、計 435 人 

※ 行方不明者数は気仙沼警察署に届出された人数です。 

※ 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。 

 

●避難所数：合計   ５０施設（１次避難所： 37 施設、２次避難所：13 施設） 

●避難者数：合計 ２，２６６人 （１次避難所：1,921 人、２次避難所：345 人） 
（一覧は別紙をご覧ください） 

 

◆捜索地区：関係機関による本日（２日）の捜索予定地区は次のとおりです。 

【自 衛 隊】：沿岸部一帯（※パトロール） 

【警 察】：松崎片浜 

【海上保安署】：広田湾、気仙沼湾（東湾・西湾）、小泉湾 

 ※ 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。 

 

◆気仙沼市内避難者名簿（五十音順）を次の施設で閲覧できます。 

〔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 

⑦気仙沼中学校：笹が陣             ⑧鹿折中学校：大峠山 

⑨階上中学校：長磯中原 

 

〔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：0226-22-7171 

「さいがいエフエム」放送中 【ＦＭ ７７．５Mhz ・ ７６．８Mhz】  
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【ライフライン情報（７月１日現在）】 
 電 気  

東北電力では、津波等で甚大な被害を受けた地域や、不在等により屋内配線の安全

性が確認できず送電を保留しているお客さまを除き、５月 30 日をもって電力が復旧

しました。なお、被災された家屋は、屋内配線の点検・改修が必要ですので、電気工

事店に依頼（有料）くださるようお願いします。 

なお、ご不明な点は、下記の東北電力コールセンターにお問い合わせください。 

■問い合わせ先 tel：0120-175-366（上記の不明点、停電時の問い合わせ） 

tel：0120-175-266（引越し、契約の廃止届けなどの申し込み） 

tel：0120-175-466（電気の申し込み、送電時期の確認など） 

 

 水 道  

気仙沼・唐桑地域につきましては、津波等の被災地区を除き通水作業は終了してい

ます。本吉地域につきましても、６月 15 日をもって被災地区を除き終了しました。 

なお、被災地区内での通水は、建物の損壊や水道管の破損状況によって、復旧まで

に時間を要する場合があります。個別の対応となりますので、市ガス水道部工務課及

び本吉水道事務所までお問い合わせ願います。 

また、給水が必要な場合は、下記の臨時給水所をご利用ください。 

【臨時給水所】 

気仙沼地域：市民会館前公園、気仙沼中学校体育館前、気仙沼市役所東側、市総合体

育館「ケー･ウエーブ」、内の脇「かねまん莊」前、みなと東公園、鹿折

中学校、階上中学校、階上出張所、面瀬中学校、浦島小学校、浪板光ヶ

丘保養園入口 

本 吉 地 域：浄勝寺第２駐車場、中郷会館前、仙翁寺、平貝住宅、はまなすホール前 

 

 

 

 

■問い合わせ先    市ガス水道部管理課・工務課 tel:0226-23-2562 

（笹が陣３番５号 気仙沼中央公民館気仙沼分館内） 

          本吉水道事務所 tel:0226-42-2600 
 （本吉町津谷舘岡 10 番地 本吉総合支所内） 

 市ガス  

〔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への供給を停止しましたが、

津波等で甚大な被害を受けた区域等を除き、おおむね復旧しました。 

被害が甚大な区域については、都市ガスの復旧が困難な状況ですので、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、家屋の流失・倒壊等で都市ガスが使用できなくなった方、家屋を解体される

方は、ガス課までご連絡をお願いします。 

■被害が甚大なため復旧が困難な区域 

八日町の一部、魚町の一部、南町の一部、河原田の一部、幸町、仲町、弁天町、

内の脇、錦町、本浜町、浜町、新浜町、栄町、港町、魚市場前、潮見町 

 

■問い合わせ先 市ガス課 tel:0226-22-7090（幸町一丁目１番 28 号） 

＝＝節水のお願い＝＝ 

 応急復旧で給水していますが、震災の影響で漏水箇所が多い状況です。

節水のご協力をお願いします。 
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 下 水 道  

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。 

また、大震災の甚大な被害に伴い、被災者の負担を軽減するため、特例措置により

下水道事業受益者負担金等の徴収を猶予します。 

詳しくは、７月１日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市下水道課 tel:0226-23-1010 

（九条９３－１ クリーン・ヒル・センター2階） 

 

 固定電話  

現在、固定電話（アナログ・ISDN）並びにフレッツ光サービスについては、被災

地などを除いた地域では、従来どおりのサービスを提供しています。 

電話交換局から設置場所までの中間で、津波によりケーブルが損傷した地域では、 

現在、損傷箇所のケーブル敷設工事並びに故障修理を継続して実施し、順次復旧を

図っているところですが、被災箇所が非常に広範囲に渡っており、復旧に時間を要

しておりますので、今しばらくお待ちください。 

なお、電話ケーブルの復旧後に、近隣の方々が復旧したにもかかわらず電話サー

ビスがご利用いただけない場合は、お客様側設備等の故障が想定されますので、下

記までご連絡ください。 

 

■故障修理受付 tel 0120-444113 

（24 時間受付ですが、午後５時から翌日午前９時までは「録音受付システム」で

受付し、順次対応いたします。） 

■１１６センター tel 0120-116000 午前９時から午後９時まで（土・日曜日含む） 

 

ＮＴＴ東日本が市総合体育館「ケー･ウエーブ」等の避難所に設置した特設公衆電

話を無料でご利用いただけます。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。 

 

仮設住宅での固定電話利用と震災による電話サービス等の利用中断・休止につい

ては５月 21 日に配布したチラシをご覧ください。また、各種お問い合わせ先につい

ては５月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

 ケーブルテレビ  

津波による局舎倒壊のためサービスを停止していますが、復旧に向け準備中とのことです。 

現存する幹線にアンテナを設置する工事は完了し、一部地域を除き、地上波デジタル放送

が視聴可能です。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、地上波デジタル放送だけは受信できます。 

また、利用料については、サービスを停止しているため、口座からの引き落としはなく、

被災による解約手続きも不要とのことです。ＮＨＫ団体一括料金は、被災確認後にＮＨＫか

ら返金されるとのことです。 

なお、インターネットについては、モバイル（無線）でのサービスを提供しています。 

以上について、詳しくは６月11日に配布したチラシをご覧下さい。 

 

■問い合わせ先 気仙沼ケーブルネットワーク(株)（Ｋ―ＮＥＴ） 

tel：090-1368-1293（受付時間 平日午前 10 時から午後 2時まで） 
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＜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、県気仙沼保健所にご相談ください。 

■問い合わせ先 県気仙沼保健所 tel:0226-22-6661 

 

【公共交通情報（７月１日現在）】〔更新〕 

市内運行バス、旅客船、ＪＲ・高速バス等に関する情報については、本日（２日）

配布のチラシをご覧ください。 

また、ＪＲでは、本吉駅においても、毎週月・金曜日の午前 11 時 30 分から午後６

時まで、バスによる振替輸送のＪＲ定期券とＪＲ回数券を販売しています。 
 

【道路情報（７月１日現在）】 
道路情報については、６月 28 日に配布したチラシをご覧ください。 

 

【健康・保険・医療機関情報】 
 市立病院  

通常通りの診療を行っています（皮膚科は毎週水曜日休診）。受付時間については、

初診は午前８時 30 分から 11 時まで、再来は午前７時から 11 時までです。 

なお、土・日曜日、祝日は全科休診です（救急患者には随時対応）。 

また、毎週月曜日と火曜日は、震災後ストレス外来の診療を行っています。受付

時間は午後１時 30 分から午後４時までで、診療時間は午後２時から午後５時までで

す。震災後に体調が悪い方はぜひご利用ください。 

■問い合わせ先 市立病院 tel:0226-22-7100 

 

 市立本吉病院  

一部業務を除き、通常どおり診療を行っています。受付時間は、午前は８時 30 分

から 11 時 30 分まで、午後は１時 30 分から４時までです。土曜日は午前の受け付け

のみ、日曜日・祝日は休診（救急患者には随時対応していますが、電話連絡のうえ、

来院をお願いします）です。 

また、毎週水曜日は、震災後ストレス外来の診療を行っています。受付時間は午

前 8時 30分から午前 10時 30分まで、診療時間は午前 9時から午前 11時までです。

震災後に体調が悪い方はぜひご利用ください。 

■問い合わせ先 市立本吉病院 tel:0226-42-2621 

         ※ストレス外来担当：佐々木看護師長 

 

 受診可能な医療機関  

   市立病院、市立本吉病院のほか、受診できる医療機関の情報については、６月 30

日に配布したチラシをご覧ください。 
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【教育･保育･福祉関係情報】 
 

＜市立学校＞ 
（１）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。詳し

くは、５月 14 日に配布した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 

② 巡回スクールバス鹿折線 

③ 巡回スクールバス津谷川線 ※中島方面経由 

※ 避難所、住居及び学校の 寄りの停留所で乗降車してください。 

 

（２）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。 

■問い合わせ先 市教育委員会学校教育課 tel:0226-22-3441 

 

＜図書館＞ 

気仙沼図書館、同唐桑分館、本吉図書館の開館時間を、６月 21 日から下記のとお

り延長しています。 

なお、震災前に貸出を受けて、お手元に書籍等がある方は 寄りの図書館に返却を

お願いします。 

● 開館時間 

気仙沼図書館・本吉図書館・・・・・火曜日～金曜日  午前９時～午後７時 

土・日曜日    午前９時～午後５時 

唐桑分館・・・・・月曜日～金曜日  午前９時～午後７時 

● 休 館 日  

気仙沼図書館・本吉図書館・・・・・月曜日・祝日・第４木曜日 

唐桑分館・・・・・土曜日・日曜日・祝日・第４木曜日 

 

■問い合わせ先 気仙沼図書館 tel:0226-22-6778 

 

＜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 

 

■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 
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＜障害者社会参加促進助成券（タクシー券）について＞ 
  平成 23 年度分のタクシー券を社会福祉事務所、各総合支所保健福祉課で随時交

付しています。燃料券についてはもう少しお待ちください。 

  詳しくは、４月 24 日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・437 

 

【被災者支援情報】 
◆被災者生活再建支援金について 

大震災により住宅に被害を受けた世帯に、被災状況と再建方法に応じて「被災者

生活再建支援金」が支給されます。本市では５月 16 日から支給申請の受け付けを行

っています。詳しくは、５月 14 日に配布したチラシをご覧ください。 

    ■問い合わせ先 市危機管理課 tel:0226-22-1462 

 

◆災害義援金について 

    市では、６月 29 日に第４回市災害義援金配分委員会（委員長：副市長、委員は民

間委員２人、市職員等３人で構成）を開催し、日本赤十字社等に寄せられた義援金

と、宮城県に寄せられた義援金について、県の第二次配分基準に基づき、４回目の

配分をすることとしました。また手続きは簡略化することとしましたのでお知らせ

します。 

詳しくは６月 30 日に配布したチラシをご覧ください。 

    ■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・294 

 

◆災害弔慰金等について 
    今回の大震災により死亡（行方不明を含む）した方のご遺族（ご家族）に対して、

「災害弔慰金」を支給します。また、本震災により負傷、疾病で精神または身体に

著しい障害が出た場合に「災害障害見舞金」を支給します。あわせて、本震災によ

り負傷または住居・家財に損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な「災害援

護資金」の貸し付けを行います。 

市では、６月 20 日から支給に係る調査などの手続きを行っています。詳しくは、

６月 15 日に配布したチラシをご覧ください。 

  ■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 441・430 

 

◆日本財団の弔慰金・見舞金について 
公益法人日本財団では、東日本大震災に関する独自の被災者支援策として、犠牲

者（死者・行方不明者）の遺族・親族に対し、弔慰金・見舞金を贈呈しています。

まだ受け取っていない遺族・親族の代表者の方はお問い合わせください。詳しくは、

４月 22 日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・294 
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◆応急仮設住宅等について 

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。 

第 13 次配分の 161 戸を加え、建設予定戸数は合計で 2,396 戸となっており、この

うち、1,431 戸については、入居が開始されました。応急仮設住宅の概要について

は６月 30 日に配布したチラシを、入居手順等については５月 21 日に配布したチラ

シをご覧ください。 

現在、大島地区を除く全地区の応急仮設住宅の入居申し込みを受け付けしていま

す。 

＜応急仮設住宅の建設･建設予定状況＞（合計２，３９６戸） 

第１次配分 気仙沼公園（市民グラウンド）・・・106 戸（入居者決定済み） 

第２次配分 気仙沼中学校校庭・・・・・・・・・85 戸（ 〃  ） 

小泉中学校校庭・・・・・・・・・・93 戸（ 〃  ） 

第３次配分 旧唐桑小学校跡地・・・・・・・・・84 戸（ 〃  ） 

小原木小学校校庭・・・・・・・・・30 戸（ 〃  ） 

第４次配分 鹿折中学校校庭・・・・・・・・・ 120 戸（ 〃  ） 

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５次配分 大谷中学校校庭・・・・・・・・・･132 戸（ 〃  ） 

旧新城小学校跡地・・・・・・・・・41 戸（ 〃  ） 

          津谷小学校校庭・・・・・・・・・・20 戸（ 〃  ） 

          福祉の里ゲートボール場ほか・・・・35 戸（ 〃  ） 

          気仙沼市総合体育館駐車場・・・・・89 戸（ 〃  ） 

          大島中学校校庭・・・・・・・・・・35 戸（ 〃  ） 

    第６次配分 大島国民休暇村（広場）・・・・・・･28 戸（ 〃  ） 

          後九条児童遊園・・・・・・・・・・17 戸（ 〃  ） 

          反松公園・・・・・・・・・・・・・96 戸（ 〃  ） 

          津谷高岡住宅跡地・・・・・・・・・17 戸（ 〃  ） 

 第７次配分 旧小泉中学校跡地・・・・・・・・・21 戸（５月 13 日着工済み） 

          福祉の里周辺・・・・・・・・・・・64 戸（ 〃  ） 

          田中公園・・・・・・・・・・・・・20 戸（入居者決定済み） 

    第８次配分 新王平グラウンド・・・・・・・・・25 戸（５月 20 日着工済み） 

          はまなす台住宅団地・・・・・・・・15 戸（ 〃  ） 

          切通地区・・・・・・・・・・・・・20 戸（ 〃  ） 

          赤岩五駄鱈地区・・・・・・・・・・22 戸（５月 19 日着工済み） 

          蔵内地区・・・・・・・・・・・・・13 戸（ 〃  ） 

          東八幡前地区・・・・・・・・・・・13 戸（５月 19 日着工済み） 

          岩ヶ崎公園・・・・・・・・・・・・22 戸（５月 20 日着工済み） 

 第９次配分 松岩中学校校庭・・・・・・・・・・83 戸（５月 27 日着工済み） 

          五右衛門ヶ原運動場・・・・・・・･170 戸（ 〃  ） 

          漁火パーク・・・・・・・・・・・・21 戸（ 〃  ） 

    第 10 次配分 五右衛門ヶ原テニスコート用地・・・32 戸（６月３日着工済み） 

          中井小学校校庭・・・・・・・・・・20 戸（ 〃  ） 

          蔵内地区・・・・・・・・・・・・・･5 戸（ 〃  ） 

    第 11 次配分 小原木中学校校庭・・・・・・・・・57 戸（６月 17 日着工済み） 

          三峰公園・・・・・・・・・・・・・10 戸（ 〃  ） 

          水梨小学校校庭・・・・・・・・・・40 戸（ 〃  ） 

          浦島小学校校庭・・・・・・・・・・23 戸（ 〃  ） 

          松崎柳沢地区・・・・・・・・・・・13 戸（ 〃  ） 
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    第 12 次配分 大峠山地区・・・・・・・・・・・・25 戸（６月 24 日着工済み） 

          赤岩五駄鱈地区・・・・・・・・・・･8 戸（ 〃  ） 

          田谷公園・・・・・・・・・・・・・20 戸（ 〃  ） 

          神山公園・・・・・・・・・・・・・18 戸（ 〃  ） 

          東新城 1丁目コミュニティ広場・・・･9 戸（ 〃  ） 

          山田大名広場・・・・・・・・・・・35 戸（ 〃  ） 

    第 13 次配分 長磯前林地区・・・・・・・・・・・55 戸（７月１日着工済み） 

旧本吉農業改良普及センター跡地・・23 戸（ 〃  ） 

           駒場公園・・・・・・・・・・・・・17 戸（ 〃  ） 

南 知地区・・・・・・・・・・・・66 戸（ 〃  ）         

    ※ 戸数は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、応急仮設住宅と同じ取り扱いとします。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・294 

 

＜応急仮設住宅入居者選考について＞ 
次回選考委員会の開催状況 

    ①開  催  日：７月４日（月） 

    ②選考対象団地：２団地 202 戸 

       ・五右衛門ヶ原運動場  ・五右衛門ヶ原テニスコート用地 

     ※選考された方への連絡は、選考委員会開催日の２日後の予定です。 

 ■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・294 

 

＜応急仮設住宅におけるペット飼育の取り扱い＞ 
衛生面や安全面などの課題もあることから、これまでの説明どおり、基本的に市

営住宅と同様、応急仮設住宅で犬・猫等のペット飼育はできません。 

ただし、申し出があり、次の事項を厳守していただく場合に限り飼育を認めるこ

ととしますので、ご了知願います。 

① 近所の了解を得ること。 

② 室内で飼育すること。 

③ 問題が発生した場合は、他に預けるなどの対策を速やかに講じること。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 432 
 

＜民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱い＞ 
宮城県では、今回の大震災で被災された皆様が民間賃貸住宅に契約して入居した

場合、その住宅を県が借り上げ、応急仮設住宅の取り扱いとすることとなりました。 

詳しくは、５月 17 日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 293・294 

 

＜二次避難について＞ 
二次避難所として、大崎市鳴子地区の受け付けは終了しました。大島地区の宿

泊施設への申し込みについては随時受け付けています。 

東京都目黒区の公的住宅を希望する方はお問い合わせください。 

■問い合わせ先 市観光課（宿泊施設担当）tel:0226-22-6600 内線 289 

 市社会福祉事務所（公的住宅担当）tel:0226-22-6600 内線 293・294 

 

 



  ７７月月２２日日（（土土））配配布布分分        

 9

＜宮城県短期避難宿泊プランについて＞ 
  避難生活における心身の健康の保持、元気回復等を目的に、避難所被災者等を

対象として、県内の温泉施設等への２泊３日の宿泊プランを実施しています。詳し

くは６月 30 日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市観光課 tel:0226-22-6600 内線 289 

 

◆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、一定の範囲内で被災者が依頼予定の工事業者に市が対象工事分を委託して、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。 

■問い合わせ先 市都市計画課 tel:0226-22-6600 内線 585・588 

 

◆国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の 

一部負担金等免除証明書について 

住宅が半壊以上の被害を受けた方などが、医療機関等で窓口負担の免除になるた

めには、「一部負担金等免除証明書」の提示が必要になります。詳しくは６月 21 日

に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市保険課 tel:0226-22-6600 内線 376・377（国民健康保険） 

                           内線 378・379（後期高齢者医療制度） 

 

◆その他の被災者支援制度について〔更新〕 
◆  その他、被災者を支援する制度を一覧表にまとめていますので、本日（２日）配

布のチラシをご覧ください。 

 

 

【暮らしの情報】 
◆被災市街地における建築制限について 

宮城県では、被災地のうち、都市計画区域内で、面的な復興を図る必要がある区域につい

て、建築制限を平成23年９月11日まで延長します。詳しくは、５月11日に配布したチラ

シをご覧ください。 

■問い合わせ先 市都市計画課 tel:0226-22-3452 

 

 私有地のがれき等の撤去について  

市では、５月 16 日から私有地のがれき撤去を各地区で進めています。 

前回お知らせした地区の撤去が進み、６月 20 日以降の着手予定が決まりましたの

で、お知らせします。６月 18 日に配布したチラシをご覧ください。 

なお、すでに個人で業者に委託し実施した場合の費用などについては、市の方針を

まとめた４月 26 日配布のチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 がれき撤去担当 tel:0226-22-5212 

        市廃棄物対策課 tel:0226-22-9680 

        市土木課    tel:0226-22-3451 
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 被災自動車の撤去について  

３月 11 日の震災で被災した自動車については、私有地のがれき撤去に併せて、市

が所有者に代わって撤去し、一時保管することとします。詳しくは、５月９日に配布

したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 がれき撤去担当 tel:0226-22-5212 

        市廃棄物対策課 tel:0226-22-9680 

        市土木課    tel:0226-22-3451 

 

 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”の仮置場として開設していた「波

路上ふれあい漁港」が予定した数量に達しましたので、６月 16 日をもって閉鎖し、

次の場所を新たに開設しました。詳しくは、６月 15 日に配布したチラシをご覧くだ

さい。 

なお、「御崎観光港駐車場」、「旧ハマダ本吉店跡地」、「県漁協唐桑支所水産倉庫隣

接地」、「小鯖漁港付近」、「大島田中浜」の仮置場は、引き続き受入れしています。 

（１）仮 置 場 本吉町沖の田（気仙沼市本吉町沖の田） 

（２）受入時間 午前９時から午後５時まで（土・日曜日、祝日も受入れしています。） 

■問い合わせ先 市廃棄物対策課 tel:0226-22-9680 

市土木課    tel:0226-22-3451 

 

 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などは、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。 

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）。 

なお、クリーン・ヒル・センターへの持ち込むごみについては、個人が持ち込

む災害ごみを除き、６月 13 日から通常どおりの処理手数料となっていますので、

ご理解願います。 

○ごみ処理手数料  

ごみの種類 料   金 

燃やせるごみ、資源ごみ 

燃やせないごみ 

粗大ごみ 

５０㎏当たり３１５円（税込） 

発泡スチロール、食品トレイ ５０㎏当たり２，２０５円（税込） 

○ペットの火葬料金（市内の方） 

ペットの重さ 料   金 

７㎏未満 １，２６０円（税込） 

７㎏以上 ２，６２５円（税込） 
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【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。） 

 

※ 可燃ごみと不燃ごみの袋が不足していますので、当分の間、他市の袋や中

身が見える袋であれば、集積所に出せます。また、クリーン・ヒル・センタ

ーへの持ち込みもできます。 

 

■問い合わせ先 市廃棄物対策課 tel:0226-22-9680 

 

◆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、汲み取りについては、６月 13 日から通常の料金となっていますので、ご

理解願います。 

■し尿汲み取り申込先  気仙沼清掃事業協業組合 tel:0226-22-8688 

※ 各家庭から収集したし尿は、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。 

 

■問い合わせ先 市廃棄物対策課 tel:0226-22-9680 

 

 年金に関する相談  

  日本年金機構では、７月 27 日までの毎週火・水曜日に、気仙沼駅前コミュニティ

センターにおいて臨時相談窓口を開設しています。 

年金手帳の再交付、国民年金の免除申請、老齢年金や遺族年金の申請、厚生年金保

険の加入や退職手続きの相談などに応じます。開設日、会場など、詳しくは、６月 30

日に配布したチラシをご覧ください。 

■年金に関する問い合わせ先 ねんきんダイヤル tel:0570-05-1165 

              石巻年金事務所  tel:0225-22-5117 

 

 雇用保険等に関する相談  

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。詳しくは、６月８日に配布したチラシをご覧ください。 

・場 所：気仙沼プラザホテル（柏崎 1-1） 

・日 時：月～金曜日（祝日を除く）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

     ■問い合わせ先 tel:080-2807-4956・080-2807-4957 

    なお、宮城労働局では、土・日曜日の午前 10 時から午後５時まで、電話相談窓口

を開設しています。 

■連絡先 職業安定課 tel:022-299-8061（雇用保険・各種助成金等） 

          監督課   tel:022-299-8838（労働保険・労働条件等） 

 

 消費生活情報  

 震災に関連した消費者トラブル等についての各種相談窓口については、５月 18 日

に配布したチラシをご覧ください。 
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 無料電話法律相談  

 

 仙台弁護士会では、日本司法支援センター、日本弁護士連合会と共催し、震災関

係の電話法律相談を無料で実施しています。連絡先は次のとおりです。 

■連絡先 tel：0120-216-151（フリーダイヤル・平日 午前 10 時～午後７時） 

 

 県民サービスセンター  

 

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。 

また、５月 25 日から旅券の窓口業務を行っています。詳しくは、５月 24 日に配

布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 宮城県気仙沼地方振興事務所 tel:0226-24-3186 

 

 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」及び「はまな

すの館」に「気仙沼市災害ボランティアセンター」を開設しています。 

〔活動内容の一例〕家屋の清掃・片付け・泥出し、避難所・仮設住宅のお手伝いなど 

■問い合わせ先          「すこやか内」  「はまなすの館内」 

      ・お手伝いをしたい方  tel:080-5949-7475  tel:080-1696-2231 

・お手伝いを受けたい方 tel:0226-22-0726  tel:080-1696-2231 

 

 狂犬病予防集合注射の延期について  

 

今年度の「狂犬病予防集合注射」は、９月に実施する方針ですので、もうしばらく

お待ちください。なお、それ以前に予防注射を希望する場合は、市内の動物病院で接

種できます。 

■問い合わせ先 市環境課 tel:0226-22-3417 

 

 介護保険サービス利用料の免除等について  

 

東日本大震災の被災者に対して、介護保険サービスの利用者負担額の免除及び介

護保険施設における食費・居住費等の自己負担額の減免を実施します。 

    現在、申請の受け付けを行っています。詳しくは、６月 21 日に配布したチラシを

ご覧ください。 

■問い合わせ先 市高齢介護課 tel:0226-22-6600 内線 285・401 

 

 平成 23 年度おむつ購入利用券の交付について  

 

平成 23 年度おむつ購入利用券の交付を開始します。 

 すでに申請をいただいている方には、５月 27 日から順次お送りしています。 

     また、申請は随時受け付けており、対象者には申請の翌月分からのおむつ購入利

用券を交付します。 
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＜対象者＞要介護１～要介護５に認定され、尿失禁等により紙おむつや尿取りパッ

ドを使用している方。 

      ただし、入院及び施設入所している方や他の公の制度により、おむつ

購入費の支給を受けている方を除きます。 

■申請受付：市 高 齢 介 護 課 tel:0226-22-6600（内線 285・286） 

      唐桑総合支所保健福祉課 tel:0226-32-4811 

      本吉総合支所保健福祉課 tel:0226-42-2975 

■問い合わせ先：市 高 齢 介 護 課 tel:0226-22-6600（内線 285・286） 

 

 東日本大震災による行方不明者の死亡届について  

   死亡届は、被災されご遺体が発見されていない方についても、届出人による申述

書等を添付することにより提出できるようになりました。 

    詳しくは、下記までお問い合わせください。 

   ■問い合わせ先 市民課 tel:0226-22-6600 内線 361～364 

 

 り災証明書・り災届出証明書について  

現在、「り災証明書」「り災届出証明書」を発行しています。 

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

 

 り災届出証明書（高速道路用）について  

このたびの高速道路無料化に伴い、建物以外の動産などに被害を受けた方につい

て、従来の「り災届出証明書」のほかに、新たに「り災届出証明書（高速道路用）」

を、市税務課、唐桑・本吉総合支所、階上・大島出張所で発行しています。 

なお、すでに、「り災証明書」「り災届出証明書」の交付を受けている方は、その

証明書を利用できますので、あらためて申請する必要はありません。 

■問い合わせ先 市税務課 tel:0226-22-6600 内線 241・242 

 

 市県民税の申告など  

市県民税申告については、提出期限を当分の間延長し、受け付けていますが、な

るべく早めの提出をお願いします。申告書は、市税務課（本庁舎１階）または唐桑・

本吉総合支所に提出してください。 

■問い合わせ先 市税務課 tel:0226-22-6600 内線 243・244 

 

 市税に関する手続きや納期限について  

震災が発生した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ていますが、各市税の納税通知書の送付などについては、次の

予定で作業を進めています。 

（１）平成 23 年度分の各市税の納税通知書の送付 

     ① 市県民税 

        ア 特別徴収（給与天引き）：７月上旬に特別徴収義務者（事業所）へ送付予

定 

 イ 普通徴収：８月上旬に送付予定 

           ※ 平成 22 年度の異動や更正分については、７月中旬に送付します。 

            ※ 平成 23 年度の公的年金からの特別徴収については、６月分以降は中止

し、普通徴収として８月上旬に送付します。 

      ②軽自動車税：９月中旬に送付予定 
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      ③固定資産税：未定 

（２）平成 23 年度分の各税証明の発行：納税通知書の送付後 

（３）固定資産課税台帳登録事項証明の発行：未定 

（４）固定資産税の課税台帳の閲覧：未定 

 

  ※ 上記時期については、決定次第あらためてお知らせします。詳しくは、下記ま

でお問い合わせください。 

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

 

 被災により買い換えた軽自動車の「軽自動車税」について  

震災により自動車が滅失・破損した方が軽自動車を新たに買い替えた場合、市の

窓口で申請すると、その車にかかる軽自動車税が平成 23 年度から 25 年度まで非課

税になります。詳しくは、７月１日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市税務課 tel:0226-22-6600 内線 241・242 

 

【気仙沼市からのお知らせとお願い】 
◆臨時職員の雇用について 

   市では、国の「緊急雇用創出事業」を活用し、震災により職を失った方などを雇

用する取り組みを進めています。この中には、臨時職員として市が直接雇用するも

のと、民間事業者等に事業を委託し、受託業者が雇用するものがあります。 

   詳しくは、６月 11 日に配布したチラシをご覧ください。 

■問い合わせ先 市商工課 tel:0226-22-6600 内線 288 

 

◆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いますのでご理解願います。 

 

 

※ 日曜日と月曜日は、発行を休みますのでご了承願います。 

「さいがいエフエム」のほか、震災関連情報は次の方法でお届けします 
■「広報けせんぬま」災害臨時号：５月１日、５月15日、６月１日、６月15日発行 

■市公式Webサイト(“気仙沼市”で検索)： 

http://www.city.kesennuma.lg.jp/   

■市公式Webｻｲﾄ(携帯版)： 

i-mode        EZweb      Yahoo!ｹｰﾀｲ 

 

■気仙沼市被災者支援メール： 

[ 05999@nopamail.jp ]に空メール

を送信し、返信メールを受けて利用規

約に同意して登録すると、 

被災者支援情報などが 

Ｅメールで配信されます。 



避難所状況（平成23年７月１日午後７時現在)
（１次避難所） (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 69 29 唐桑・燦さん館 21

2 気仙沼中学校校舎・体育館 215 30 第1高松園 12

3 九条小学校 13 31 唐桑公民館・体育館 13

4 市民会館 150 32 唐桑小学校 10

5 シルバー人材センター 5 33 鮪立老人憩の家 10

6 気仙沼高校第２体育館・剣道場 102 34 中井公民館 20

7 紫会館 55 35 小原木中学校 75

8 新月 新月中学校体育館 43 36 旧津谷川小学校 31

9 防災センター 55 37 室根交流促進センター 8

10 総合体育館 300 1,921

11 松岩公民館 66 （２次避難所） (単位：人)

12 松岩小学校 18 施設数 避難者数

13 水梨コミュニティーセンター 4 １宿泊施設（ホテル観洋） 165

14 面瀬 面瀬中学校 48 １宿泊施設（崎野屋） 5

15 鹿折中学校体育館 136

16 鶴ヶ浦生活文化センター 14

17 階上中学校 130

18 階上小学校 32

19 くるみ会館 10
大崎市２宿泊施設

（姥乃湯、ホテルオニコウベ）
61

20 階上公民館 30
東京都目黒区１宿泊施設

（公営住宅）
14

21 大島 大島開発総合センター 26 1３施設 345

22 本吉公民館 20 （　合　計　）

23 本吉・寺谷コミュニティーセンター 14 2,266人

24 大谷公民館 26

25 清凉院 27

26 及川デニム 8

27 小泉中学校 80

28 浜多目的集会所 25

気仙沼

唐桑

市外

地区名

県外

松岩

唐桑

小計

階上

気仙沼

階上

鹿折

本吉

74

26

５０施設

小計

２宿泊施設
　　　　ユースホステル、

からくわ荘

大島
６宿泊施設

亀山荘、明海荘、リアス荘、
黒潮、　　　　とらや、休暇村



　※　時刻等の詳細については、「お知らせ版チラシ掲載日」に配布したチラシをご覧ください。

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 鹿折金山線 6月10日

2 松岩線 6月30日

3 新月線 4月29日

4 大島線 6月4日

5 御崎線 6月4日

6 大沢線 4月6日

7 三陸線 6月30日

8 九条線 6月4日

9 本吉内陸線 4月20日

10 本吉川内線 4月20日

11 本吉三陸線 6月30日

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 上廿一線 4月20日

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 ゴルフ場線 6月10日

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 大島航路 6月1日

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 気仙沼千厩線 4月4日

路線名
お知らせ版
チラシ掲載日

1 大船渡線 4月18日

2 大船渡線 4月20日

3 気仙沼線 5月4日

路線名 運行業者（問い合わせ先）
お知らせ版
チラシ掲載日

1 高速仙台気仙沼線
ミヤコーバス気仙沼営業所
(TEL080-1661-0662) 7月2日

2 高速仙台大船渡線
宮城交通本社
(TEL022-771-5310) 7月2日

3 けせんライナー号
岩手県交通釜石予約ｾﾝﾀｰ
(TEL0193-25-2525) 4月11日

4 特急一関線 7月2日

5 千厩盛岡線 4月10日

6月30日配付分のチラシと差し替えて，当分の間掲示願います。 平成23年7月2日

羽田～市民会館、田柄～市民会館

経　　路

鹿折金山～気仙沼駅前～市立病院前～気仙沼西高校

気仙沼駅前～千厩～一関駅前

浦の浜～エースポート

経　　路

一ノ関～摺沢～千厩～気仙沼

気仙沼～陸前高田～大船渡～盛（摺沢駅を経由し路線バスへの振替輸送）

市総合体育館～東北道・三陸道経由～県庁・市役所前(仙台市)

■JR線運行情報　問い合わせ先：気仙沼駅(TEL0226-22-7177)

■その他の公共交通情報(高速バス等)

気仙沼駅前～東北道経由～県庁・市役所前（仙台市）

■岩手県交通運行の路線バス　問い合わせ先：千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ(TEL0191-52-3167)

公共交通情報（バス・旅客船・鉄道等）　※7月1日午後2時現在

■ミヤコーバス運行の市内路線バス　問い合わせ先：気仙沼営業所(TEL0226-22-7163)

大沢～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館

志津川駅前～本吉駅前～大谷学校入口～階上公民館前～市立病院入口～市役所前

気仙沼西高校～市民会館、金取～市民会館

上八瀬～松川前～市役所前、金成沢～松川前～市役所前

親王平～大島支所前～浦の浜

気仙沼駅前～東北道経由～池袋駅西口

滝沢～馬籠～山田～津谷

両国橋～下川内～津谷

■気仙沼ハイタク運行の乗合タクシー　問い合わせ先：気仙沼ハイタク(TEL0226-24-0026)

経　　路

■大島汽船運航の航路　問い合わせ先：大島汽船(TEL090-3128-3081)

経　　路

大谷学校入口～鈴木医院

蔵内南～小泉小学校入口～津谷

■大谷交通運行の乗合タクシー

御崎～宿～只越～気仙沼駅前～市立病院前～市総合体育館・岩井崎入口

気仙沼駅前～盛岡バスセンター

経　　路

上廿一～松川前～市役所前

経　　路

気仙沼駅前～新月駅前～室根支所入口～千厩支所入口

岩手県交通千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
(TEL0191-52-3167)

気仙沼～本吉～志津川(路線バスへの振替輸送)

経　　路



平成２３年７月２日配付

○変更点
　・増便ダイヤ　県庁市役所前【発】7時00分　気仙沼駅前【発】18時25分

１　運行時刻
○仙台行
　　　　　　　　　　運行路線
　　　　　　　　　　運行会社 ミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバス 宮城交通 宮城交通
停留所　　　　　　（経由地） （東北道） （三陸道） （東北道） （三陸道） （東北道） （東北道） （東北道）

気仙沼市総合体育館 6:30 7:30 8:30 9:30 11:00 - -
気仙沼市立病院入口 6:35 - 8:35 - 11:05 - -
気仙沼市役所前 - - - - - - -
気仙沼駅前 6:40 - 8:40 - 11:10 16:20 18:25
新月公民館前 6:43 - 8:43 - 11:13 16:23 18:28
前木 6:48 - 8:48 - 11:18 - -
警察署入口 - 7:35 - 9:35 - - -
片浜 - 7:39 - 9:39 - - -
友愛団地入口 - 7:41 - 9:41 - - -
階上公民館前 - 7:45 - 9:45 - - -
大谷海岸 - 7:50 - 9:50 - - -
赤牛海岸 - 7:55 - 9:55 - - -
本吉体育館 - 8:00 - 10:00 - - -

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
広瀬通一番町 9:04 - 11:04 - 13:34 18:51 20:56
仙台駅前 9:11 10:20 11:11 12:20 13:41 18:54 20:59
県庁市役所前 9:17 10:26 11:17 12:26 13:47 19:04 21:09

○気仙沼行
　　　　　　　　　　運行路線 仙台大船渡線 仙台大船渡線

　　　　　　　　　　運行会社 宮城交通 宮城交通 ミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバスミヤコーバス
停留所　　　　　　（経由地） （東北道） （東北道） （東北道） （三陸道） （東北道） （三陸道） （東北道）

県庁市役所前 7:00 8:35 11:15 14:10 15:10 16:20 17:15
仙台駅前 7:09 8:44 11:25 14:20 15:20 16:30 17:25
広瀬通一番町 7:13 8:48 11:28 - 15:23 - 17:28

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
本吉体育館 - - - 16:36 - 18:46 -
赤牛海岸 - - - 16:41 - 18:51 -
大谷海岸 - - - 16:46 - 18:56 -
階上公民館前 - - - 16:51 - 19:01 -
友愛団地入口 - - - 16:55 - 19:05 -
片浜 - - - 16:57 - 19:07 -
警察署入口 - - - 17:01 - 19:11 -
前木 - - 13:44 - 17:39 - 19:44
新月公民館前 9:41 11:16 13:49 - 17:44 - 19:49
気仙沼駅前 9:44 11:19 13:52 - 17:47 - 19:52
気仙沼市役所前 - - - - - - -
気仙沼市立病院入口 - - 13:57 - 17:52 - 19:57
気仙沼市総合体育館 - - 14:02 17:06 17:57 19:16 20:02
※仙台駅前のりば：高速バスセンター前４０番

２　運賃
区分 大人 小児

気仙沼⇔仙台 1,800 900
本吉⇔仙台 1,700 850

6月1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。

回数券（大人のみ）

平成２３年７月１日より下記ダイヤで運行されます。

２枚綴 3,400円

仙台大船渡線

２枚綴 3,200円

仙台気仙沼線

仙台気仙沼線



● ● ●

一関駅前 8:15 9:10 10:10 12:00 14:40 15:40 17:50 気仙沼駅前 7:00 8:15 9:50 10:47 11:47 13:45 16:15 17:05 19:15

260 矢ノ目沢 8:22 9:17 10:17 12:07 14:47 15:47 17:57 新月公民館前 7:03 8:18 9:53 10:50 11:50 13:48 16:18 17:08 19:18

320 真滝駅前 8:25 9:20 10:20 12:10 14:50 15:50 18:00 前木 7:13 8:28 10:03 11:00 12:00 13:58 16:28 17:18 19:28

470 薄衣 8:37 9:32 10:32 12:22 15:02 16:02 18:12 新月駅前 7:15 8:30 10:05 11:02 12:02 14:00 16:30 17:20 19:30

470 道の駅川崎 8:37 9:32 10:32 12:22 15:02 16:02 18:12 梅ノ木 7:17 8:32 10:07 11:04 12:04 14:02 16:32 17:22 19:32

520 矢作 8:39 9:34 10:34 12:24 15:04 16:04 18:14 折壁駅前 7:22 8:37 10:12 11:09 12:09 14:07 16:37 17:27 19:37

610 西小田工業団地入口 8:45 9:40 10:40 12:30 15:10 16:10 18:20 室根山登山口 7:22 8:37 10:12 11:09 12:09 14:07 16:37 17:27 19:37

630 一関東消防署前 8:47 9:42 10:42 12:32 15:12 16:12 18:22 一関市役所室根支所前 7:23 8:38 10:13 11:10 12:10 14:08 16:38 17:28 19:38

630 千厩体育館入口 8:48 9:43 10:43 12:33 15:13 16:13 18:23 高沢 7:25 8:40 10:15 11:12 12:12 14:10 16:40 17:30 19:40

630 千厩高校前 8:49 9:44 10:44 12:34 15:14 16:14 18:24 小梨駅前 7:30 8:45 10:20 11:17 12:17 14:15 16:45 17:35 19:45

660 千厩駅通り 8:51 9:46 10:46 12:36 15:16 16:16 18:26 千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 6:50 7:33 8:48 10:23 11:20 12:20 14:18 16:48 17:38 19:48

660 千厩駅前 8:52 9:47 10:47 12:37 15:17 16:17 18:27 千厩駅前 － 7:35 8:50 10:25 11:22 12:22 14:20 16:50

670 千厩ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 6:20 7:30 8:54 9:49 10:49 12:39 15:19 16:19 18:29 千厩駅通り － 7:36 8:51 10:26 11:23 12:23 14:21 16:51

720 小梨駅前 6:24 7:34 8:58 9:53 10:53 12:43 15:23 16:23 18:33 千厩高校前 6:53 7:38 8:53 10:28 11:25 12:25 14:23 16:53

790 高沢 6:29 7:39 9:03 9:58 10:58 12:48 15:28 16:28 18:38 千厩体育館入口 6:54 7:39 8:54 10:29 11:26 12:26 14:24 16:54

810 一関市役所室根支所前 6:32 7:42 9:06 10:01 11:01 12:51 15:31 16:31 18:41 一関東消防署前 6:55 7:40 8:55 10:30 11:27 12:27 14:25 16:55

820 室根山登山口 6:33 7:43 9:07 10:02 11:02 12:52 15:32 16:32 18:42 西小田工業団地入口 6:57 7:42 8:57 10:32 11:29 12:29 14:27 16:57

820 折壁駅前 6:33 7:43 9:07 10:02 11:02 12:52 15:32 16:32 18:42 矢作 7:03 7:48 9:03 10:38 11:35 12:35 14:33 17:03

880 梅ノ木 6:38 7:48 9:12 10:07 11:07 12:57 15:37 16:37 18:47 道の駅川崎 7:05 7:50 9:05 10:40 11:37 12:37 14:35 17:05

920 新月駅前 6:40 7:50 9:14 10:09 11:09 12:59 15:39 16:39 18:49 薄衣 7:05 7:50 9:05 10:40 11:37 12:37 14:35 17:05

940 前木 6:42 7:52 9:16 10:11 11:11 13:01 15:41 16:41 18:51 真滝駅前 7:17 8:02 9:17 10:52 11:49 12:49 14:47 17:17

1020 新月公民館前 6:52 8:02 9:26 10:21 11:21 13:11 15:51 16:51 19:01 矢ノ目沢 7:20 8:05 9:20 10:55 11:52 12:52 14:50 17:20

1050 気仙沼駅前 6:55 8:05 9:30 10:25 11:25 13:15 15:55 16:55 19:05 一関駅前 7:32 8:15 9:30 11:05 12:02 13:02 15:00 17:30

特急一関線　バス運行時刻表

平成２３年７月１日～当面の間

一関駅前
からの運賃

（円）

一関駅前（５番のりば）→千厩→気仙沼駅前 気仙沼駅前→千厩→一関駅前

一関駅前～千厩～気仙沼駅前

●印　＝　土曜・日曜・祝日は運休になります

広域１１
タイプライタ
5月12日に配布したチラシと差し替えて、当分の間掲示願います。（平成23年7月2日配布）

広域１１
タイプライタ
運行時刻変更日：

広域１１
タイプライタ
運行会社：岩手県交通



６月 25 日掲示のチラシと差し替えて当分の間掲示願います。 （平成 23 年７月２日配布） 

東日本大震災に係る被災者支援制度 

 現時点で見込まれる支援制度の概要をお知らせします。 

 国・県等において支援内容が変更される場合，新たな支援項目が追加される場合，受付日が決まる

などした場合は，その都度早急にお知らせします。 

支援項目 支援内容 問合せ先など 

被災者生活再建支援

金 

被災した方の住宅の被災状況や再建方法に応じて支援金が

支給されます。 

●金額 基礎支援金：３７.５万円～１００万円 

    加算支援金：３７.５万円～２００万円 

●必要書類 

 り災証明書，預金通帳の写し，新築・購入契約書など 

市危機管理課 

℡ ２２－１４６２

 

(詳しくは５月１４

日のチラシをご覧く

ださい。) 

災害弔慰金 震災により亡くなられた方のご遺族に弔慰金が支給されま

す。 

●金額 

 亡くなられた方に扶養されていた場合：５００万円 

 その他の場合           ：２５０万円 

市社会福祉事務所 

℡ ２２－６６００

内線４３０・４４１

(詳しくは，６月１５

日配布のチラシをご

覧ください。) 

災害義援金 日本赤十字社等に寄せられた義援金や宮城県に寄せられた

義援金が，被災した方に配分されます。 

●金額 死亡・行方不明者   ：１００万円 

    災害障害見舞金対象者 ：１０万円 

 住家に被害を受けた方 ：５０万円～１００万円 

 災害で両親を失った児童：５０万円 

 母子・父子世帯    ：２０万円 

 高齢者施設・障害者施設入所者：１０万円 

●必要書類 り災証明書，預金通帳の写しなど 

市社会福祉事務所 

℡ ２２－６６００

内線２９３・２９４

(詳しくは，６月３０

日配布のチラシをご

覧ください。) 

災害障害見舞金 震災により重度の障害を受けられた方に見舞金が支給され

ます。 

●金額 生計維持者の方が障害を受けた場合：２５０万円 

    その他の場合          ：１２５万円 

●必要書類 

 医師の診断書など 

市社会福祉事務所 

℡ ２２－６６００

内線２９３・４３７

(詳しくは，６月１５

日配布のチラシをご

覧ください。) 

災害援護資金 震災で世帯主が全治１か月以上の負傷を負われた場合，住

居・家財に大きな被害を受けた場合，生活立て直しのため

の貸付が受けられます(所得制限があります)。 

●金額 

 １５０万円～３５０万円(利率 年１.５％ 保証人をたてる

場合は無利子） （据置期間６年) 

●必要書類 

 医師の診断書，り災証明書など 

市社会福祉事務所 

℡ ２２－６６００

内線２９４・４３３

(詳しくは，６月１５

日配布のチラシをご

覧ください。) 

母子・寡婦福祉資金 母子家庭や寡婦の方について，経済的に自立し安定した生

活を送るための貸付が受けられます。 

●金額 

 貸付種類により異なります。（無利子～利率３％） 

●必要書類 

 貸付種類により異なります。 

県気仙沼保健福祉

事務所 

℡ ２２－６６６１

 

(上記番号にお問合

せください。) 

児童扶養手当・特別

児童扶養手当の所得

制限の緩和 

震災により，住宅・家財などの財産が価格の２分の１以上

の損害を受けた場合，適用されていた所得制限が解除され

ます。 

●必要書類 

 児童扶養手当・特別児童扶養手当被災状況書，り災証明

書など 

市社会福祉事務所 

℡ ２２－６６００

内線４３０・４４１

(受付中です。上記

番号にお問合せくだ

さい。) 

 

 



支援項目 支援内容 問合せ先など 

国民年金保険料の免

除基準の緩和 

震災により，住宅・家財などの財産が価格の２分の１以上

の損害を受けた場合，適用されていた所得制限が解除さ

れ，保険料が全額免除されます。 

ただし，免除を受けた期間に対し，受け取る年金額が２分

の１に減額されます。 

※２２年度（２３年２月～２３年６月）の受付は７月末ま

でです。 

●必要書類 年金手帳，印鑑 

市市民課 

℡２２－３４２３ 

(受付中です。上記

番号にお問合せくだ

さい。) 

医療費窓口負担の支

払の免除 

7 月 1 日から『一部負担金免除証明書』を医療機関の窓口

で提示することにより，医療費の支払が免除になります。

（一部負担金は平成２４年２月２９日まで。入院時食事代

等は２２年８月３１日(予定)まで。） 

●受診に必要なもの 

保険証，一部負担金免除証明書 

市保険課 

℡２２－６６００

内線３７６（医療

給付係） 

内線３７８（後期

高齢者医療係)にお

問合せください。 

住宅の応急修理制度 住宅が半壊以上の被害を受けた方で，応急的修理を行うこ

とで居住が可能となる場合，市が業者に修理依頼します。 

●金額 ５２万円を限度 

●必要書類 

 り災証明書など 

市都市計画課 

℡２２－３４５２ 

（詳しくは４月１８

日のチラシをご覧く

ださい。） 

農林漁業セーフ

ティネット資金 

認定農業者，認定漁業者などの方々が，資材費，労務費等

の長期運転資金の貸付を受けられます。 

●金額 

 １，２００万円を限度（無利子） 

日本政策金融公庫

仙台支店 

℡０２２－２２１

－２３３１ 

農業経営基盤強

化資金（スー

パーＬ） 

認定農業者の方が，経営改善を目的とした総合的な資金の

貸付を受けられます。 

●金額 個人：１億５,０００万円を限度（無利子） 

 法人：５億円を限度（無利子） 

日本政策金融公庫

仙台支店 

℡０２２－２２１

－２３３１ 

農業近代化資金 認定農業者の方が，建構築物・農機具等の施設や農地・牧

野等土地の復旧に要する資金の貸付を受けられます。 

●金額 個人：１,８００万円を限度（無利子） 

    法人：２億円を限度（無利子） 

南三陸農業協同組

合 

℡３１－４５５４ 

漁業近代化資金 沿岸漁業又は水産加工業を営む方が，漁船，水産加工施設

等の取得・整備に要する資金の貸付を受けられます。 

●金額 個人：９,０００万円を限度（無利子） 

    法人：１億８,０００万円を限度（無利子） 

県漁業協同組合 

℡０２２５－２１

－５７１１ 

東日本大震災 

復興特別貸付 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が，災害

復旧のための設備資金及び運転資金の貸付を受けられま

す。 

●金額 ３億円を限度（基準利率２.０５％）※６/２４現在 

日本政策金融公庫

（東京） 

℡ ０１２０ 

－１５４－５０５ 

東日本大震災 

復興特別貸付 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が，災害

復旧のための設備資金及び長期運転資金の貸付を受けられ

ます。 

●金額 ３億円を限度 

（利率１.６５％【期間５年の場合】）※６/２４現在 

商工中金仙台支店 

℡０２２－２２５

－７４１１ 

東日本大震災 

復興緊急保証 

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が，金融

機関から借入等を行う場合，信用保証協会が保証を行いま

す。 

●金額 ２億８千万円以内 

宮城県信用保証協

会気仙沼支店 

℡２２－１９７２ 
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災害復興住宅 

融資 

住宅に被害が生じ，「り災証明書」の発行を受けた方に，

災害復興住宅融資を実施しています。また既に融資を受け

ている方々に対する返済方法の変更等についても相談に応

じます。 

住宅金融支援機構

（災害専用ダイヤ

ル）℡０１２０－

０８６－３５３ 

（注）各欄の関係機関にお問合せください。 また，太字は今回修正した部分です。 



7月2日【土】配布分

正午現在

問合せ先

岩手銀行　気仙沼支店　駅前臨時出張所 仮店舗で営業中
営 業 日 ： 平日のみ　10：00-14：00　※相談・払戻しのみ Ｔｅｌ：0226-22-5401
場 所 ： 古町一丁目　旧ジブラルタル生命ビル
店舗外ＡＴＭ： マイヤ気仙沼バイパス店出張所　※土日祝日も稼動
近 接 店 舗 ： 千厩支店　℡：0191-52-3111　店舗外ＡＴＭあり

東北銀行　南気仙沼支店 既存店舗で通常営業中
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-24-3311
場 所 ： 田谷20-9
店舗外ＡＴＭ： ディリーポート新鮮館出張所　※土日祝日も稼動

七十七銀行　気仙沼支店・内脇支店　 合同仮店舗で通常営業中 　気仙沼支店
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-22-6770
場 所 ： 三日町一丁目　旧気仙沼商工会議所 　内脇支店
店舗外ＡＴＭ： 気仙沼市役所出張所　※平日のみ　9時～17時稼動 Ｔｅｌ：0226-22-7070
店舗外ＡＴＭ： 市立気仙沼病院出張所　※土日祝日も稼動
店舗外ＡＴＭ： ケーズデンキ気仙沼店出張所　※土日祝日も稼動

北日本銀行　気仙沼支店 田中前に店舗移転して通常営業
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-22-6815
場 所 ： 田中前四丁目　旧ブックマーケット気仙沼店

仙台銀行　気仙沼支店 神山に店舗移転して通常営業
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-22-6960
場 所 ： 神山2-3　さいとう保険ビル１階
店舗外ＡＴＭ： ダイシン気仙沼店出張所　※土日祝日も稼動

仙台銀行　津谷支店 既存店舗で通常営業中 Ｔｅｌ：0226-42-2616
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 店舗内ＡＴＭ稼動
場 所 ： 本吉町津谷松岡

本・支店の営業状況は下記のとおり
本 店 　八日町の店舗で営業中 店舗内ＡＴＭなし Ｔｅｌ：0226-22-6830
津 谷 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-42-2666
駅 前 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-23-1020
南 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-23-6330
鹿 折 支 店 　※休止中 Ｔｅｌ：0226-23-1020
内 の 脇 支 店 　※休止中 Ｔｅｌ：0226-23-6330
松 岩 支 店 　※休止中 Ｔｅｌ：0226-23-6330

東北労働金庫　気仙沼支店 既存店舗で通常営業中
営 業 日 ： 平日のみ　9：00-15：00　 Ｔｅｌ：0226-24-2222
場 所 ： 本郷10-6　 店舗内ＡＴＭ稼動

ＪＡ南三陸農業協同組合 各支店の営業状況は下記のとおり
本 吉 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-42-3007
階 上 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-27-3020
気 仙 沼 支 店 　既存店舗で通常営業中 店舗内ＡＴＭ稼動 Ｔｅｌ：0226-22-2716
店舗外ＡＴＭ： 　松岩・新月・大島の各出張所稼動

ＪＦ宮城県漁業協同組合 各支所の営業状況は下記のとおり
気仙沼総合支所 気仙沼地区支所（階上）で通常営業 Ｔｅｌ：0226-27-3030
唐 桑 支 所 既存店舗で通常営業中 Ｔｅｌ：0226-32-3180
気仙沼地区支所 既存店舗で通常営業中 Ｔｅｌ：0226-27-3030
大谷本吉支所 本吉出張所（今朝磯）で営業中 Ｔｅｌ：0226-42-3007

ゆうちょ銀行【　郵便局　】 各郵便局の営業状況は下記のとおり
既存店舗で通常営業中 気仙沼郵便局
　　気仙沼・古町・田中前・九条・松岩・大島・階上・津谷・馬籠・唐桑・小原木の各局 Ｔｅｌ：0226-22-6933

各局とも店舗内ＡＴＭ稼動

※休止中の局 通帳・カード紛失の問合せ先

　　大谷・小泉・気仙沼浜町・気仙沼南町・気仙沼魚市場前の各局 Ｔｅｌ：0120-794-889

被災者をだます詐欺行為にご注意ください。

気仙沼信用金庫

市内の金融機関の情報です。詳しい営業内容・時間は各支店までお問合せください。

7月1日【 金 融 機 関 情 報 】

金融機関名・営業日・場所・ATM設置状況など

各出張所窓口の設置あり

　※駐車場が無いのでご注意下さい。
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