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時点の情報をもとに作成しています。
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− 復興計画策定の取り組みが始動 −
｢市震災復興会議｣
｢市震災復興市民委員会｣が開催されました
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東北電力
（株）
気仙沼営業所所長

審議会
生活基盤部会長
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市長：菅原茂
（座長）
・副市長：加藤慶太

■復興に向けた８つの柱
意見交換の結果、（１）市土基盤、
（２）産業再生と雇用、
（３）防
災体制、
（４）環境・エネルギー、
（５）
地域ケア、
（６）子ども・
未来・ 教育、（７）地域コミュニティ、（８）
推進体制の８つを
復興計画の柱とし、今後この柱に沿って検討を進めていくこと
とされました。また、今年９月を目途に復興計画をまとめるこ
とが確認されました。
■復興に向けた思いを出し合う
２１日の市民委員会には委員１１
人と市長・副市長の計１３人が出席。
橋委員がリーダー、小野寺委員が
サブリーダーに選出され、委員から
は「市民の意見を集約する工夫が必
要」、「各委員の気仙沼復興への思い
を出し合っていきたい」などの意見 市民委員会には本市在住・本市
が出されました。次回は各委員が考 出身の委員１１人が出席しまし
た（６月２１日 市役所本庁舎会
える復興のビジョン、取り組みのア 議室）
イディアなどを示していただき、８
つの柱も踏まえて議論していくことが確認されました。

お願い

名

いま むら

吉田 朗 さん

市総合計画審議会委員

■活発な意見交換
復興会議には、学識経験者７人のうち４人と市総合計
画審議会委員から選出された６人のうち４人、市長・副
市 長 の 計 １ ０ 人 が 出 席。
最初に菅原市長が「５０
年、１００年先に評価さ
れる復興計画策定のた
め、専門的見地から、ま
た市総合計画との整合性
を図りながら計画案を取
りまとめていただきた
復興会議では本市の復興に向け
様々な意見が出されました（６月 い。委員の皆様から忌憚
１９日 市役所本庁舎会議室）
のない意見・提言を出し
ていただくようお願いし
ます」と挨拶しました。その後、震災による被害状況を
もとに、「産業再生と雇用の創出は即効性が重要」、「緊
急課題と中・長期の課題を分け、時系列で整理すべき」
など、活発な意見交換が行われました。

■ 気仙沼市震災復興会議 委員
学識経験者 ︵五十音順 ︶

東日本大震災によりかつてない被害を受けた本市復興
に向けた「（仮称）気仙沼市震災復興計画」案を取りま
とめる「気仙沼市震災復興会議」が６月１９日（日）に、
また、２１日（火）には、計画に市民の意見を反映させ
る「気仙沼市震災復興市民委員会」が、市役所で開催さ
れました。会議と委員会では、本市を復興するための様々
な意見が出され、今後は９月の復興計画策定に向け、
「市
土基盤」や「産業再生と雇用」、「防災体制」など、８つ
の柱を軸に議論を進めていくことが確認され、計画づく
りに向けた取り組みが本格的に動き出しました。

■ 気仙沼市震災復興市民委員会 委員 ( 五十音順 )
氏
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役職など
イラストレーター
（本市南町出身・東京
都在住）
（株）
オノデラコーポレーション専務
取締役
宮城県気仙沼西高等学校教諭
コヤマ菓子店専務・
気楽会
（きらくかい）
代表
木戸浦造船
（株）
取締役
日本マイクロソフト
（株）
MSN アジア･太平洋地区
SEO& ソーシャル･メディアリード
（本市新月出身･
東京都在住）

（株）
気仙沼商会代表取締役社長
（株）
イーシンコミュニケーションズ
代表取締役 ( 本市魚町出身･東京都在住 )
気仙沼商工会議所副会頭･気仙沼三菱
自動車販売
（株）
代表取締役社長
総合地球環境学研究所共同研究員･東北学院大学
非常勤講師･宮城学院大学非常勤講師 ( 本市本吉
出身･石巻市在住 )

水山
（みずやま）
養殖場 ( 唐桑 )・
NPO 法人｢森は海の恋人｣副理事長

目がご不自由な方などがいらっしゃる場合は、上記の内容を読み上げ、掲載されている
情報をお伝えしていただくようご協力をお願いします。
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災害
臨時号 No.5
気仙沼市からの

nformation

お知らせ

り災届出証明書
（高速道路用）を
発行します
【問】 市税務課税制係 tel：22-6600 内線 241・242
市では、震災発生以来、建物などの被害を証明する「り
災証明書」を発行していましたが、この度の高速道路無料
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以外に『り災届出証明書（高速道路
用）』を新たに発行することとしました。
■対象：全市民（本市市民であれば幅広く対象となるよう
柔軟な取り扱いとします）
■受付場所：市税務課（本庁舎１階）、唐桑・本吉総合支所、
階上・大島出張所
※すでに「り災証明書」
または「り災届出証明書」の交付を受
けている方は、高速道路で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。

被災により買い換えた軽自動車の
｢軽自動車税｣が非課税になります
【問】 市税務課税制係 tel：22-6600 内線 241・242
震災により自動車が滅失・破損した方が軽自動車を新た
に買い換えた場合、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。
対象は、被災自動車１台につき代替の軽自動車１台です。
原付バイクやフォークリフトなどが被災した場合の代替バ
イクや代替フォークリフトも対象になります。手続き方法
など詳しくはお問い合わせください。
■申請時に必要なもの：廃車した車の証明書（写し）と代
替自動車の車検証（写し）、印鑑、身分を証明できる書類（運
転免許証など）※事前にお問い合わせください。
◆被災自動車の所有者と、買い換え後の軽自動車の所有者
が同じ場合に対象となります。
◆被災自動車の所有者が亡くなられた場合は、相続人が取
得した軽自動車のみ対象になります。
※普通自動車については、宮城県気仙沼県税事務所（tel：
24-2531）にお問い合わせください。

ＮＨＫ放送受信料が免除されます
【問】
ＮＨＫ仙台放送局事業推進部 tel：022-211-1042
ＮＨＫ（日本放送協会）では、被災された建物の放送受信
料について、申請により次の期間免除しています。
■免除対象：この度の震災で、半壊、半焼または床上浸水
以上程度の被害を受けた建物の放送受信契約
■免除期間：３月から８月までの６カ月間分
■申請方法：り災証明書の写しを、次のあて先まで郵送し
てください。
〔郵送先〕〒980−8435 仙台市青葉区錦町一丁目 11-1
ＮＨＫ仙台放送局営業推進部
※すでに申請済みの方やＮＨＫから免除の通知が届いた方
は、あらためて申請する必要はありません。
※３月分以降の受信料をすでに支払い済みの方は、支払い
済み分を９月以降の期間に充当します。

２

宮城県生命保険協会からのお知らせ
【問】●契約内容の照会
災害地域生保契約照会センター tel：0120-001-731
●生命保険に関する一般的相談
生命保険相談所 tel：0120-226-026
各生命保険会社では、保険金の支払いや保険料払い込み
猶予などの取り扱いについて、契約者にご案内しています。
まだ届いていない場合は、通信可能なご自身の連絡先な
どを、加入している生命保険会社にご連絡ください。
なお、家屋などの流失や焼失により加入契約状況が不明
な場合は、「災害地域生保契約照会センター」で、全ての生
命保険会社における契約の有無を調べることができます。
気軽にご相談ください。
交通指導取締を強化します

気仙沼警察署からのお知らせ
【問】気仙沼警察署 tel：22-7171
現在、気仙沼警察署では、全国の警察からの支援を受け、
地域の安全を守る活動を強化しています。しかし、被災地
での飲酒運転による事故が増加傾向にあり、市内において
も同様の事案が連続して発生しています。
そのため、気仙沼警察署では、悪質・危険な交通違反に
対する取り締まりを強化することとしました。
飲酒運転根絶のため「飲んだら乗らない・乗るなら飲ま
ない・乗るなら飲ませない」を徹底していただき、本市の
復興と安全な交通社会の実現に、市民の皆様のご協力をお
願いします。
７月から市内３か所で保管･公開

拾得物の保管･公開場所が変わります

【問】市災害対策本部拾得物担当 tel：24-1379
※有価物の問い合わせ先 気仙沼警察署 tel：22-7171

アルバムや位牌、賞状などの拾得物について、７月１日
からは、次の３か所で保管・公開します。
階上公民館の拾得物は、７月以降は唐桑体育館で保管・
公開します。
■保管・公開する拾得物：アルバムや位牌、賞状など
■公開場所：● 面瀬地域ふれあいセンター（松崎高谷）
● 唐桑体育館（唐桑町馬場）
● 本吉総合体育館（本吉町津谷明戸）
※拾得物を発見した地域と公開場所の地域は、必ずしも
一致しませんのでご了承ください。
■公開日時：土・日曜日を含む午前９時から午後４時まで
※金庫や現金、預金通帳などの有価物をお探しの方は、
気仙沼警察署にお問い合わせください。
農地の被害調査にご協力を

宮城県から農地所有者の皆様へお知らせ
【問】宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所
tel：0220-41-0198
県では、津波により農地に堆積した土砂の厚さや塩分濃
度の調査を、７月上旬から市内被災地域の約５０か所の地
点で行います。調査にあたり、農地内へ立ち入り土を採取
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、調査は、宮城県が委託した業者が行い、身分証明
証を携行しています。

広報 ｋｅｓｅｎｎｕｍａ

平成２４年度採用

自衛官を募集します
【問】自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所
tel：0220-34-2244
平成２４年度採用予定の自衛官を募集します。
■募集種目・応募資格：
《防衛大学校学生（推薦・一般）、防衛医科大学校学生、航
空学生》２１歳未満の方で、高校卒業者か、本年度末ま
でに卒業見込みの方（その他条件あり）
《看護学生》２４歳未満の方で、高校卒業者か、本年度末ま
でに卒業見込みの方
《一般曹候補生、自衛官候補生》１８歳以上２７歳未満の方
《高等工科学校生徒》１７歳未満の方で、中学校卒業者か、
本年度末までに卒業見込みの方（その他条件あり）
※受付期間や試験日時などはお問い合わせください。
【受験者・保護者対象説明会を開催】
上記受験者とその保護者を対象とした説明会を開催しま
す。受験を希望する方などはご来場ください。
■日時：７月１６日（土）※２回開催
（１）午前１０時から （２）午後１時から
■場所：市役所本庁舎３階第１会議室
被災された方１００人をご招待

青森ねぶた祭に参加しませんか
【問】青森県青森市観光課 tel：017-734-5175
〔申込先〕株式会社ＪＴＢ東北青森支店 tel：017-722-4434
青森県青森市では、８月に青森市内で開催される「青森
ねぶた祭」に、被災された気仙沼市民約１００人を招待し
ます。詳しくはお問い合わせください。
■招待日：８月３日（水）から４日（木）まで（１泊２日）
※出発時間や集合場所など、詳しくはお問い合わせください。
■応募方法：上記問い合わせ先に電話で申し込んでください。
■応募受付期間：７月１日（金）から１４日（木）までの、午
前９時３０分から午後５時まで（土･日曜日を除きます）
※当選の発表は、７月１９日
（火）午前９時から午後５時ま
での間に、申込先から電話で連絡します。

災害
臨時号 No.5

被害と復興の記録を未来へ受け継ぐために

皆さんが撮影した震災･復興に関する
写真や動画の提供にご協力を

【問】気仙沼まるごとアーカイブ事務局
（ワン･テン庁舎内）tel：080-2264-0013
・ホームページ http://311archives.jp/hp/kesennuma
・Ｅメール kesennuma@311archives.jp
独立行政法人防災科学技術研究所や市
などで組織する「気仙沼 311 まるごと
アーカイブ」では、この度の震災を後世
に伝え、防災対策や研究、教育に役立て
るため、震災に関する写真や映像を収集・
発信することに取り組んでいます。
収集した資料は、世界中の方々や未来
の市民を地震や津波から救うための貴重な財産となり
ます。皆さんが撮影した震災前・震災後の様子をはじ
め、復興へ向けた取り組みやイベントなどの写真・動
画の提供に、ご協力をお願いします。
【お寄せいただく方法など】
■郵送の場合：ＣＤ−Ｒなどの記録媒体に保存の上、
次のあて先に料金着払いで郵送してください。
《郵送先》〒305-0006 茨城県つくば市天王台 3-1
独立行政法人防災科学技術研究所 ３１１まるごと
アーカイブプロジェクト事務局 長坂俊成あて
■直接お持ちいただく場合：ＣＤ−Ｒなどの記録媒体
かプリントした写真を、次の窓口へお持ちください。
《受付窓口》ワン・テン庁舎２階「図書室」
●受付日時：月から金曜日までの、午前１０時から
午後３時まで（祝日を除く）
※著作権などに配慮するため、提供いただく際には使
用承諾に同意いただいたくことにしています。

引き続き余震にご注意を
3 月 11 日の震災以降余震が続いており、今後も発生する恐れがあります。
地震が発生したらまずは身の安全をはかり、沿岸部の方は高台に避難するなど津波に十分注意しましょう。
※余震により建物やがれきが崩れる恐れがありますので、撤去作業などの際はご注意ください。
なお、破傷風防止のため、作業の際はゴム手袋の着用や肌を出さない服装を心がけてください。

● 震災関連情報は
次の方法でもお届けしています
お知らせ

■各避難所・市民の皆様へお知らせ
掲示場所：各避難所、市役所、総合支所など
■さいがいエフエム
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）

■市公式 Web サイト：「気仙沼市公式」で検索
ＵＲＬ：http://www.city.kesennuma.lg.jp/
■携帯サイト：
i-mode EZweb Yahoo!
ケータイ

■被災者
支援メール
※事前登録が必要です。
●下記アドレスにメール後、
返信内容を確認し登録
【05999@nopamail.jp】

３
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事前予約が
必要です

震災により受けられなかった予防接種
（麻しん風しん、三種･二種混合、日本脳炎）について
【問】 市健康増進課健康予防係

tel：21-1212

震災により定期の予防接種（麻しん風しん・三種混合・
二種混合・日本脳炎）を受けられず、対象年齢が過ぎてし
まったお子さんは、８月 31 日までの間は無料で接種を受
けることができます (９月１日以降に接種を受ける場合は、
任意接種となり、全額自己負担となります )。
なお、接種を実施している医療機関についてはお問い合
わせください。

◆水痘（みずぼうそう）予防接種を受けましょう
市内では、水痘にかかる子どもが増えています。水痘に
かかったことがなく、予防接種を受けていない１歳から６
歳未満までの子どもは、自己負担 2,000 円で接種を受けら
れますので、早めの接種をおすすめします。接種を実施し
ている医療機関についてはお問い合わせください。
また、感染予防のため、手洗いや消毒用アルコールの使
用を心がけてください。

〜平成６年 4 月２日から平成７年４月１日生までの
女性から接種を再開します〜

子宮頸がん予防ワクチン接種について

【問】 市健康増進課健康予防係

tel：21-1212

市では、昨年度から、中学１年生から高校１年生相当ま
での女性を対象とした子宮頸がん予防ワクチン接種（全３
回）の公費助成を開始しましたが、全国的なワクチン不足
により１回目の接種者への接種を差し控え、2 回目以降の
接種の方を優先してきました。
この度、一定量のワクチンが確保できましたので、接種
の差し控えにより対象年齢を過ぎてしまった現高校２年生
相当（平成６年４月２日〜平成７年４月 1 日生まれ）の女
性から、順次接種を再開します。希望する場合は事前に医
療機関に予約のうえ、下記の接種期間内に１回目の接種を
受けてください。
なお、実施医療機関についてはお問い合わせください。
その他の対象者のうち、初回接種の制限のため接種を受
けられない方については、必要なワクチンが確保できた段
階で、改めてお知らせします。
■対 象 者：高校２年生相当の女性
（平成６年４月２日〜平成７年４月１日生まれ）
■接種回数：３回（いずれも無料）
■接種期間：９月３０日までに１回目の接種を受けてください。
■持参するもの：母子健康手帳･予診票･同意書（保護者が 同伴
しない場合）
※予診票・同意書は、昨年度に学校を通じて配布したもの
を使用してください。お持ち出でない方はお問い合わせ
ください。

４

※子宮頸がん予防ワクチン接種は任意ですので、本人と保
護者が接種を希望する場合に受けてください。
※保護者が同伴できない場合は、同意書を持参のうえ、
接種を受けてください。
※１０月１日以降に１回目の接種を受けると、３回とも
全額自己負担となります。

乳幼児健診

災害
臨時号 No.5

７月の日程

【問】 市健康増進課健康増進係 tel：21-1212
場：市民健康管理センター
「すこやか」
（東新城）
※本吉地域の方も「すこやか」で受診願います。
■受付時間：午後０時１５分〜０時３０分
■持参するもの：母子健康手帳･問診票･バスタオル･仕上げ用
歯ブラシ
（※２歳６か月児健診のみ）
■会

健診対象児
４か月児

実施月日
対象になるお子さん
７月 ７日（木） 平成２３年 ３月 １日～ ３月１０日生
７月 ８日（金） 平成２３年 ３月１１日～ ３月３１日生

７月２８日（木） 平成２１年１１月 ７日～１１月３０日生
１歳
６か月児 ７月２９日（金） 平成２１年１２月 １日～１２月３１日生
７月２１日（木） 平成２０年１１月１０日～１１月２８日生
２歳
６か月児 ７月２２日（金） 平成２０年１１月２９日～１２月１４日生
３歳児

７月１４日（木） 平成１９年１０月１０日～１０月３１日生
７月１５日（金） 平成１９年１１月 １日～１１月２７日生

※離乳食教室は、次の日程で実施しています ( 要予約）。
◆７月６日
（水）
〔集合時間：午前９時４５分〕
【会場】市民健康管理センター「すこやか」
（東新城）和室
※子育て相談は、次の日程で実施しています。
◆７月２０日
（水）
〔受付：午前９時３０分〜１０時３０分〕
【会場】市民健康管理センター「すこやか」
（東新城）和室
◆７月２６日
（火）
〔受付：午前９時３０分〜１０時〕
【会場】松岡タウンセンター会場 ( 本吉町津谷松岡 )

休日当番医情報（７月）

変更する場合がありますので、予めお問い合
わせの上受診してください。
３日（日） ◆ 小野医院 ( 唐桑町宿浦 ) tel: 32-3128
午前 9 時〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ 葛内科医胃腸科医院 ( 田中前 ) tel: 22-6750
午前 9 時〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ ファミリー歯科医院 ( 田中前 ) tel: 24-2822
午前 9 時〜午後 1 時
１０日（日） ◆ 鈴木医院 ( 階上 ) tel: 27-2315
午前 9 時〜午後 5 時
◆ 森田医院 ( 八日町 ) tel: 22-6633
午前 9 時〜正午･午後 1 時〜 5 時
◆条南歯科医院 ( 田中前 ) tel: 23-5570
午前 9 時〜午後 1 時
１７日（日） ◆ おだか医院 ( 田中前 ) tel: 22-3210
午前 8 時〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ 三条小児科医院 ( 田中前 ) tel:23-0088
午前 8 時 30 分〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ 熊谷歯科医院 ( 八日町 ) tel: 23-2211
午前 9 時〜午後 1 時
１８日（月） ◆ 齋藤外科クリニック ( 東新城 ) tel: 22-7260
午前 9 時〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ 佐々木小児科医院 ( 本郷 ) tel: 22-6811
午前 9 時〜正午･午後 2 時〜 5 時
◆ 菅野歯科医院 ( 古町 ) tel: 24-3777
午前 9 時〜午後 1 時
２４日（日） ◆うちクリニック ( 東新城 ) tel: 23-0087
午前 9 時〜午後 3 時
◆小松歯科医院 ( 東八幡前 ) tel: 23-5571
午前 9 時〜午後 1 時
３１日（日） ◆大友病院 ( 三日町 ) tel: 22-6868
午前 9 時〜午後 3 時
◆佐藤歯科医院 ( 唐桑町馬場 ) tel: 32-2309
午前 9 時〜午後 1 時

