
  １１２２月月２２８８日日（（金金））配配布布分分        

 1 

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38.1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： 

15,728 棟(平成 2４年 11 月 30 日現在) 

・被災世帯数： 

9,500 世帯（平成 23年 4月 27現在･推計） 

 

気仙沼市から 

市民の皆様へお知らせ 
（平成２４年１２月２８日（金）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（１２月２７日現在）】 〔更新〕 
 

 

●死者数：１,０４０人（身元不明者数：１０人）〔気仙沼警察署発表〕 

●行方不明者数：市内２４３人、その他 0人、計 243人 〔気仙沼警察署発表〕 

※ 行方不明者数は気仙沼警察署に届出された人数です。 

※ ご遺体の確認等は、気仙沼警察署（赤岩杉ノ沢 47－６ 旧鼎が浦高校跡地

tel:0226-22-7171）にお問い合わせください。 

 

 ●震災関連死認定件数（12 月４日審査会時点）：１０４人  

 

◆捜索地区：関係機関による本日（28 日）の捜索予定地区は次のとおりです。 

【警 察】：唐桑、鹿折～本吉の海岸線 

【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、気仙沼市へ連絡いただくなど、ご協力をお願い

します。 

 

【ライフライン情報（１２月２７日現在）】 
 電 気  

被災された家屋の通電については、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） 

 

 

 

 

 

「さいがいエフエム」放送中 【ＦＭ ７７．５Mhz ・ ７６．８Mhz】  
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 水 道 〔更新〕 

現在、通水していない被災地区内において、水道の使用を希望する場合は、市工

務課または本吉水道事務所にお問い合わせください。 

また、家屋などの建物を解体する方は、解体後の水道施設の使用について手続き

が必要となる場合がありますので、市工務課までご連絡をお願いします。 

■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：0226-42-2649 

（本吉町津谷舘岡 80－12 本吉総合支所東分庁舎内） 

 

 市ガス  

〔都市ガス〕 

被害が甚大な区域については、市の新たな街づくりにあわせ、整備を検討してい

ますが、当面は復旧が困難な状況ですので、ご自宅等の復旧を急いでいる方は、大

変ご迷惑をおかけしますが、他のエネルギーの利用もご検討ください。 

また、家屋の解体や基礎撤去される方は，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地域（遅れている地域） 

八日町の一部、魚町の一部、南町の一部、河原田の一部、港町、幸町、魚市場前、

仲町、弁天町、内の脇、潮見町、栄町、本浜町、浜町、新浜町、錦町 

■問い合わせ先 市ガス課 tel：0226－22－7090（幸町一丁目 1番 26 号） 

 

 下 水 道 〔更新〕 

下水処理場の機能が停止したことから、復旧するまでの間、応急的に下水を処理

するため仮設汚水処理施設の整備を進めており、鹿折地区、内の脇地区、港町地区

は処理施設が稼動しています。また、水産加工場等の排水に対応するため、新たに 3

施設（浜町・魚市場前・終末処理場内）を設置し、このうち浜町の処理施設が 7 月

末、終末処理場内は 9月末に稼働しました。 

終末処理場の復旧には時間を要する見込みであり、引き続き節水などにご理解ご

協力をお願いします。 

また、震災により家屋が全壊した方は、申請により、下水道事業受益者負担金等

の徴収を猶予しています。詳しくはお問い合わせください。 

■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  

■電話の新設・移転及び各種サービスのご注文やお問い合わせ 

    ◆加入電話について 

     ・固定電話からは 局番なしの 116 

・携帯電話・ＰＨＳからは tel:0120－116－000 

    ◆フレッツ光・ひかり電話について 

      tel:0120－116－116 

     [営業時間：午前 9時～午後 9時 土日・祝日を含む] 
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■電話サービスの故障等に関するお問い合わせ 

     ・固定電話からは 局番なしの 113 

     ・携帯電話・ＰＨＳからは tel:0120－444－113 

     [24 時間受付（午後 5時～翌日午前 9時までは「録音受付システム」で受け付

けし順次対応しています）] 

 

 ケーブルテレビ  

    現在、現存する幹線ケーブル等でのテレビ・インターネットの開通試験の終了後に、有料

でのサービス提供を順次開始しているとのことです。 

    なお、Ｋ－ＮＥＴでは，震災前の利用者に対して、利用継続の意思確認を行っているとの

ことですので、詳しくは下記にお問い合わせください。 

    ■問い合わせ先 気仙沼ケーブルネットワーク(株)（通称「Ｋ―ＮＥＴ」） 

             〒988-0061 気仙沼市岩ヶ崎137-2 

             tel：0226-23-3131（受付時間 平日午前9時から午後6時まで） 

 

【公共交通情報（１２月２７日現在）】〔更新〕 
＜生活路線バス・乗合タクシー＞ 

 仮設住宅の整備や復興の状況等を踏まえながら、必要に応じて便数やルートを

変更しながら運行しています。 

運行形態は、生活路線バスが (株)ミヤコーバス気仙沼営業所による８路線 15

系統（同社直営または市からの委託）で、乗合タクシーが「上廿一線」（市からの

委託：(株)気仙沼ハイタク）と「小々汐線」（市からの委託：(有)なすやタクシー）

の２路線２系統です。 

 詳しくは、市ホームページ（公共交通情報）をご覧ください。 

 

＜大島汽船＞ 

 気仙沼湾に浮かぶ離島・大島（浦の浜）と気仙沼港（エースポート）を結ぶ旅

客船で、大島汽船(株)による運航です。 

 詳しくは、市ホームページ（公共交通情報）をご覧ください。 

 

＜ＪＲ東日本＞ 

 気仙沼線については、鉄道が使用できない状況にありますが、12 月 22 日にＢＲ

Ｔにより気仙沼～柳津間の運行を開始しています。 

 大船渡線は、一関市から気仙沼市を経由し大船渡市を結ぶ鉄道であり、気仙沼

市内においては鹿折唐桑駅周辺が震災被害のため鉄道が使用できない状況にあり

ますが、今年度中にＢＲＴによる運行が計画されています。 

 今後については、市ホームページ（公共交通情報）などにより随時お知らせし

ていきます。 
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【道路情報（１２月２７日現在）】〔更新〕 
道路状況について、詳しくはお問い合わせください。 

■問い合わせ先 

①国道関係 

・国土交通省 東北地方整備局仙台河川国道事務所 tel：022-248-4131 

・気仙沼国道維持出張所 tel：0226-23-5801 

②県道関係 

・県道路課 tel：022-211-3150 

・県気仙沼土木事務所  tel：0226-24-2121 

③市道関係 

・市建設部土木課 tel：0226-22-6600（内線 577、578） 

 

【健康・保険・医療機関情報】 
 市立病院  

通常どおりの診療を行っています。詳しくはお問い合わせください。 

■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、通常どおりの診療を行っています。詳しくはお問い合わせくだ

さい。 

■問い合わせ先 市立本吉病院 tel:0226-42-2621 

【教育･保育･福祉関係情報】 
＜市立学校＞〔更新〕 

今回の大震災に伴う巡回スクールバスの時刻表について、本日（28 日）配布のチラ

シをご覧ください。 

■問い合わせ先 市教育委員会教育総務課 tel:0226-22-3440 

 

＜当分の間利用できない社会教育・文化・体育施設＞ 
■文化・スポーツ施設など：市営テニスコート、市営野球場 

気仙沼中央公民館、鹿折公民館、小泉公民館、青少年育成支援センターについて

は、下記施設に仮事務所を設置しています。 

     気仙沼中央公民館 ⇒ 中央公民館条南分館      鹿折公民館 ⇒ 鹿折小学校 

     小泉公民館 ⇒ 小泉中学校       青少年育成支援センター ⇒ 新月公民館 

 

【被災者支援情報】 
◆がけ地近接等危険住宅移転事業について〔新規〕 

災害危険区域内の住宅の任意移転に対し、住宅再建に係る資金を借り入れた場合

の利子相当額等について補助をします。詳しくはお問い合わせください。 

   ■問い合わせ先 市住宅課建築係 tel:0226-22-6600 内線 586・588 
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◆住宅再建に係る市独自支援について〔新規〕 
市では、震災において、同じような被災状況であっても、住宅再建支援施策の対

象となる方と対象にならない方がいることを踏まえ、市独自の住宅再建支援を行っ

ています。 

   詳しい事業内容や必要書類については、市ホームページをご覧いただくか、下記

へお問い合わせください。 

   ■問い合わせ先 市住宅課建築係 tel:0226-22-6600 内線 586・588 

 

◆被災者生活再建支援金について〔更新〕 
今回の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。 

なお、基礎支援金（住宅の被災程度に応じて支給）の申請期間は平成 26 年 4 月

10 日まで、加算支援金の申請期間は平成 30 年 4 月 10 日までです。詳しくはお問い

合わせください。 

    ■問い合わせ先 市危機管理課 tel:0226-22-3402 

 

◆災害義援金について 
    日本赤十字社など義援金受付団体、県および市に寄せられた義援金について、被

災された方などに配分を行っています。 

    これまでの義援金の配分についてはお問い合わせください。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 ℡：0226-22-6600 内線 436・438 

 

◆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」を支給しています。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」の貸し付けを行っています。詳しくはお問い合わせください。 

   ■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 441・443 

 

◆宮城県社会福祉協議会の生活復興支援資金の貸し付けについて 
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会では、今回の大震災で被災した低所得世帯に

対して、当面の生活費や転居費用、住宅補修費用に関する貸し付けを行っています。 

申し込みは、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会（仮設事務所：東新城 2-1-2））

で受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 

■問い合わせ先 気仙沼市社会福祉協議会 専用電話：080-5949-7563 
 

◆応急仮設住宅等について 

各応急仮設住宅の所在などについては、４月 11 日に配布したチラシをご覧くださ

い。 

■問い合わせ先 市社会福祉事務所 tel:0226-22-6600 内線 432・437 
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＜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 
 

◆国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の 

一部負担金等の免除期間の延長について 
医療費の一部負担金については、国の財政支援措置による免除期間が、９月 30

日で終了しましたが、本市国民健康保険および宮城県後期高齢者医療制度に加入し

ている方については 10 月以降も引き続き延長となりました。 

なお、自治体や保険者により対応が異なりますので、市外へ転出した方や職場の

保険に加入している方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。 

■免除期間／平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで 

■免除手続／すでに、免除の該当者であった方は申請の必要はありません。新た

な免除証明書は送付いたしました。 

■その他／これまでお使いの免除証明書は、10 月から使用できませんのでご自身

で破棄してください。 

※入院時食事療養費、入院時生活療養費、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指

圧師、はり師、きゅう師による施術などは本年２月 29 日で終了しています。 

■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・389（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（28 日）配

布のチラシをご覧ください。 
◆  

【暮らしの情報】 
◆被災市街地復興推進地域の決定について 

宮城県から建築制限区域に指定されていた「鹿折・魚町・南町地区」「南気仙沼

地区」「松岩・面瀬地区」の 3地区について、本市では平成 23 年 11 月 11 日付けで

被災市街地復興推進地域として都市計画決定しました。 

市としては、この決定を踏まえ、今後具体的な復興事業の推進を図ってまいりま

す。 

また、この決定に伴い、地区内では建築行為等について制限されます。詳しくは

お問い合わせください。 

■問い合わせ先 市都市計画課 tel:0226-22-3452 
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 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、お問い合わせください。 

・場 所：ハローワーク気仙沼仮設庁舎（東新城１丁目７－１） 

・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: 0226-41-6720、fax：0226-22-9241 
 
 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、４月 20 日

に配布したチラシをご覧ください。 
 
 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

や旅券の窓口業務を行っています。詳しくはお問い合わせください。 

■問い合わせ先 県気仙沼地方振興事務所 tel:0226-24-3186 

 

 社会福祉協議会ボランティアセンター 〔更新〕 

気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンターは、応急仮設住宅等の見守り支援

や生活上の困りごと相談などを中心とした生活支援を行っています。 

ただし、12 月 28 日から来年１月４日までは、ボランティアの受け付けや派遣等

は行いません。また、12 月 31 日から来年１月２日までは、ボランティアセンター

の全ての業務が休みとなりますのでご了承ください。 

■問い合わせ先 社会福祉協議会仮設事務所内 tel:0226-22-0722 

（水曜日を除く毎日、午前 8 時 30 分から午後５時まで） 

 

 介護保険サービス利用料の免除期間延長について 〔更新〕 

介護保険サービスの利用者負担額については、平成 25 年 3 月 31 日まで免除期間

を延長しております（入所時の食費・居住費を除く）。 

なお、すでに免除の対象者となっている方には 9月下旬に「介護保険利用者負担

額免除証明書」を送付しております。 

■問い合わせ先 市高齢介護課 tel：0226-22-6600 内線 406 

 

 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 

 

 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、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・242 



　　　　　　

  【五右衛門ケ原～市民会館】
停留所 時刻 停留所

五右衛門ケ原仮設住宅【発】 7:30 市 民 会 館【発】 15:55 17:00

切　  　　　通 7:33 アーバン駐車場前 16:05 17:10

新月中学校前 7:35 朝日生命前 16:10 17:15

田中４区自治会館前 7:45 田中４区自治会館前 16:15 17:20

朝日生命前 7:50 新月中学校前 16:30 17:35

アーバン駐車場前 7:55 切　　　  　通 16:35 17:40

市 民 会 館【着】 8:05 五右衛門ケ原仮設住宅【着】 16:40 17:45

  【五右衛門ケ原～鹿折】            　　　　　　　　　　　    
停留所 時刻 停留所

五右衛門ケ原仮設住宅【発】 7:25 鹿折小学校【発】 15:40 18:10

切　  　　　通 7:28 万 行 沢 橋 15:44 18:14

新月中学校前 7:30 気仙沼郵便局前 15:55 18:25

保健所前 7:36 気仙沼駅前 16:02 18:32

うちクリニック前 7:38 うちクリニック前 16:07 18:37

気仙沼駅前 7:41 保健所前 16:10 18:40

気仙沼郵便局前 7:48 新月中学校前 16:20 18:46

万 行 沢 橋 7:56 切　  　　　通 16:24 18:48

鹿折小学校【着】 8:00 五右衛門ケ原仮設住宅【着】 16:27 18:51

　【市総合体育館～鹿折】　　　　　　　　　　　
停留所 時刻 停留所

気仙沼市総合体育館【発】 7:05 鹿折小学校前【発】 15:30 18:00

平貝入口バス停 7:10 万行沢橋 15:34 18:04

田中四区自治会館前 7:22 市民会館 15:45 18:15

朝日生命前 7:32 アーバン駐車場前 15:50 18:20

アーバン駐車場前 7:37 朝日生命前 15:55 18:25

市民会館 7:45 田中四区自治会館前 16:00 18:30

万行沢橋 7:56 平貝入口バス停 16:08 18:38

鹿折小学校前【着】 8:00 気仙沼市総合体育館【着】 16:13 18:43

　【山田大名広場～小泉】
停留所 時刻 停留所

山田大名広場【発】 7:40 小泉小・中学校【発】 16:00 17:30

本吉総合体育館 7:47 中島ＪＡスタンド前 16:03 17:33

登米沢 7:54 登米沢 16:06 17:36

中島ＪＡスタンド前 7:57 本吉総合体育館 16:13 17:43

小泉小・中学校【着】 8:00 山田大名広場【着】 16:20 17:50

【市総合体育館～大谷】
停留所 時刻 停留所

気仙沼市総合体育館【発】 6:50 はまなすステーション【発】 15:50

平貝入口バス停 6:55 岩井崎入口バス停 16:00

田中四区自治会館前 7:00 階上郵便局前 16:05

うちクリニック前 7:10 セブンイレブン前（安全スタンド隣） 16:08

三日町（今村様前） 7:20 ダイシン前 16:10

気仙沼警察署入口バス停 7:25 気仙沼警察署入口バス停 16:15

ダイシン前 7:30 三日町（今村様前） 16:20

セブンイレブン前（安全スタンド隣） 7:32 うちクリニック前 16:30

階上郵便局前 7:35 田中四区自治会館前 16:40

岩井崎入口バス停 7:40 平貝入口バス停 16:45

はまなすステーション【着】 7:50 気仙沼市総合体育館【着】 16:50

スクールバス時刻表

時刻

時刻

時刻

時刻

時刻



９月 27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 24年 12月 28日配布） 

東日本大震災に係る被災者支援制度（再掲） 

■支援制度の概要をお知らせします。 
支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

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 
(上記番号にお問合せ 
ください。) 

がけ地近接等危険住宅

移転事業 

災害危険区域内の住宅から災害危険区域外へ移転する際に，

住宅再建にかかる資金を借り入れた場合の利子相当額等につ

いて下記の限度額の範囲内で補助を受けられます。 

●金額  除却や引越し費用の助成：７８万円 

     建物取得への利子補給：４４４万円 

     土地取得への利子補給：２０６万円 

     敷地造成への利子補給：５８万円 

必要書類等，詳しくはお問い合わせください。 

市住宅課建築係 

℡ ２２－６６００ 

内線５８６・５８８ 

(上記番号にお問合せ 

ください。) 

東日本大震災被災住

宅再建補助金 

(住宅再建にかかる市

独自支援) 

(１)災害危険区域内に住んでいた方への被災者住宅再建支援 

 ●補助内容 

災害危険区域内の世帯が，市内の災害危険区域外に任意に

移転し住宅・土地を取得・造成した場合に当該目的のため金

融機関から借り入れた資金の利子相当額を補助します。 

 ●補助金額  補助上限額：２００万円 

 

(２)災害危険区域外に住んでいた方への被災者住宅再建支援 

 ●補助内容 

災害危険区域外の全壊または大規模半壊世帯等(半壊でや

むを得ず解体した世帯を含む)が市内の災害危険区域外に住

宅を建設・取得または現地で修繕した場合に当該目的のため

金融機関から借り入れた資金の利子相当額を補助します。 

 ●補助金額  補助上限額：１５０万円 

 

(３)被災者生活再建支援金加算支援金以外の制度未利用者支援 

 ●補助内容 

全壊または大規模半壊世帯等(半壊でやむを得ず解体した世

帯を含む)が，被災者生活再建支援金加算支援金，住宅の

応急修理制度および被災住宅応急修理補助金以外の制度

を使わず，市内の災害危険区域外に住宅を建設・取得または

現地で修繕した場合に，かかった費用から被災者生活再建

支援金加算支援金等を控除した額を補助します。 

 ●補助金額  補助上限額：５０万円 

 

※詳しい補助要件や必要書類についてはお問い合わせください。  

市住宅課建築係 

℡ ２２－６６００ 

内線５８６・５８８ 

(上記番号にお問合せ 

ください。) 

住宅の二重ローン支援
制度 

宮城県では，次の条件の全てを満たす方を対象に，既存の住
宅ローンにかかる 5 年間の利子相当額（上限 50 万円）を補助
します。 
●条件 
 ① 震災により自ら居住していた住宅（県内に限る）に被 
   害を受けた方 
 ② ①の被災した住宅に 500万円以上の既存住宅ローンを 
   有する方（新たな住宅ローンを契約した前月末時点） 
 ③ 新たに 500万円以上の住宅ローンを組んで再建される方  
 ※ その他条件など詳しくは，右記へお問い合せください。 
 

宮城県土木部住宅課 
企画調査班 
℡０２２－２１１ 
 －３２５６ 



支援項目 支援内容 問い合わせ先など 

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４４１・４４２ 
(上記番号にお問合せ 
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      ：１１５万円 

災害障害見舞金対象者   ：２０万円 
住家被害に関する義援金  ：５３万円～１０７万円 
津波浸水区域の住家被害  ：９万円～３０万円 
（仮設住宅未利用世帯加算 １０万円） 
震災により孤児になられた方：５０万円 
母子・父子世帯      ：３０万円  
高齢者施設・障害者施設入所者：２０万円 

●必要書類 り災証明書，預金通帳の写しなど 
※なお，本市に寄せられた義援金についても，被災状況に応 
 じ配分されます。詳しくはお問い合わせください。 
 

市社会福祉事務所 
℡ ２２－６６００ 
内線４３６・４３８ 
(上記番号にお問合せ 
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４３６・４３８ 
(上記番号にお問合せ 
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４３２・４３３ 
(上記番号にお問合せ 
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１.５％） 
●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 
℡ ２１－１３５６ 
(上記番号にお問合せ 
ください。) 

認可・小規模保育所保
育料の減免 

震災により、住家に半壊以上の被害を受けた場合、また平成
22年と比較し平成 23年の所得が激減する場合、保育料が減免
されます。 
●必要書類 
 印鑑，り災証明書（住家被害の場合） 
 

市社会福祉事務所 
℡２２－６６００ 
内線４４２ 
(上記番号にお問合せ 
ください。) 

介護保険サービス利用
料の免除等 

介護保険サービスを利用する際に，「利用者負担額免除証明
書」を提示することにより，利用料が免除になります。（利
用料の免除期間は，平成２５年３月３１日まで。食費・居住
費の減免は平成２４年２月２９日で終了しています。） 
※介護保険サービス等詳しくはお問い合わせください。 
 

市高齢介護課 
℡２２－６６００ 
内線４０６･４０７ 
(上記番号にお問合せ 
ください。) 

国民健康保険・後期高
齢者医療制度の医療費
窓口負担の支払の免除
延長 

『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。 
●対象者 
 被災した気仙沼市国民健康保険・宮城県後期高齢者医療制
度被保者 

●免除延長期間 
 平成２４年１０月１日から平成２５年３月３１日 
●受診に必要なもの 
 保険証，一部負担金免除証明書 
※転出した方や職場の保険に加入している方は，それぞれの
保険者に確認してください。 

 

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。 



支援項目 支援内容 問い合わせ先など 
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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 
℡３１－４５５２ 

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 
※金利等 詳しくはお問い合わせください。 

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運転資金の貸付を受けられます。 
●金額 ３億円を限度 
※金利等 詳しくはお問い合わせください。 

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 

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 

生活復興支援 
資金 

被災した低所得世帯の方々が，当面の生活費等の貸付を受け
られます。（所得制限があります） 
●金額 一時生活支援費：月２０万円以内 
（単身世帯は１５万円以内） 
生 活 再 建 費：８０万円以内 
住 宅 補 修 費：２５０万円以内 
●利率：年１．５％（保証人を立てる場合は無利子） 
●必要書類 事前相談でお問い合わせください。 

市社会福祉協議会 
事前相談専用電話 
０８０－５９４９－ 
７５６３ 
 
０８０－５９４９－ 
７５６４ 
(上記番号にお問合せく
ださい。) 

（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・追加した部分です。 
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