平成２３年３月３０日発行

東北地方太平洋沖地震災害情報 第 3 号
＊「多賀城市の地震情報」からタイトルを変更しました。
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写真①天真小学校卒業式

写真②炊き出しの沖縄そばを食べました

写真③ボランティアと作成した子ども新聞より

一部抜粋

写真④太宰府市からの災害応援

を代替取得する場合には、税
額が全部または一部減免と
なる場合があります。
問／塩釜県税事務所
また、軽減 免除 に該当し
３６５・４１９１
被 災 し た 方 々 を 支 援す る
被害にあわれた方々に対 主な相談項目／
し、被災者総合相談窓口を開
り災証明書発行（４月中旬 ための諸制度です。詳しくは、ない方でも、徴収猶予や分割 ■国税
担当課または関係する機関 納付の救済措置があります。 所得税の確定申告の際、雑
設し、生活再建に向けた皆さ から）
損控除や災害減免法により、
問／税務課 内線１５４
まの取り組みを支援してま
災害弔慰金、災害障害見舞 にお問い合せください。
税額の全部または一部を軽
収納課 内線１９２
いります。
金
減することができます。相続
■介護保険料・利用者負担
日時／ ４月１日 から当分
被災者生活再建支援制度 ◆り災証明書
被害の程度により、介護保 税、贈与税についても、税額
の間、午前９時～午後５時
浸水被害家屋）
災害援護資金
（土曜・日曜日、祝日も開設）
生活福祉資金制度貸付
現在、浸水被害のあった家 険料、サービスなどの利用者 が軽減される場合がありま
会場／市役所６階
屋の全棟の外観による被害 負担について、軽減 免除 の す。
応急仮設住宅
調査を実施していますが、こ 制度があります。詳細は、後 問／塩釜税務署
６０１、６０２会議室
住宅応急修理
３６２・２１５ １
弁護士による相談、その他 の調査結果に基づき、浸水に 日お知らせします。
よる被害を受けた方に対し、 問／介護福祉課 内線６６１
受付区分（地区割り）／
４月中旬から「り災証明書」 ■国民健康保険税・後期高齢 ◆救済制度・融資制度等
次の日程で実施
者医療保険料
■住宅の応急修理制度
を発行する予定です。
問／社会福祉課
被害の程度により、保険税
住宅が全壊・大規模半壊・
なお、浸水被害のあった区
内線１６２、１６３
域以外で地震による損害が 等の減免および徴収猶予の 半壊した住宅を市が工事業
あった場合には、浸水地区の 制度があります。詳細は後日 者に依頼して一定の範囲内
で応急修理する制度です。半
調査終了後に調査しますの おしらせします。
で税務課までご連絡くださ 問／国保年金課 内線１２４ 壊の場合は、世帯の所得の状
況により制限があります。
■県税
い。
＊被害調査前に修繕などを 自動車税は、県税事務所に 対象世帯／次のすべての要
行う場合には、修繕前に写真 被害にあった車両の登録番 件を満たす世帯が対象とな
号を申し出て、被害の状況を ります
記録をしてください。
お知らせください。平成 年
大規模半壊または半壊の
問／税務課 内線１５４
度からの課税を停止するこ 被害を受けたこと
市民課 内線１４１
＊ただし、全壊の場合でも応
とができます。
不動産取得税は、取得した 急修理をすることにより、居
◆税金などの減免措置
家屋が取得した日から１年 住が可能な場合は対象とな
以内に滅失または損壊した ります。
とき、倒壊した家屋に代わる
応急修理を行うことによ
ものとして２年以内に家屋 って避難所などへの避難を
▼被災者総合相談窓口 受付日
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４月 １日
大代一丁目・六丁目、宮内地区
～１０日 栄地区、町前地区

)
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４月１１日 大代二丁目～五丁目、明月地区
～２０日 八幡一丁目、八幡字地区

)

■市税
市税は、被害の程度により
平成 年度の税額から軽減
免除 します。

(1)

(2)

名

区

地

程

日

４月２１日
桜木三丁目、八幡二丁目
～３０日

５月 １日
鶴ケ谷地区、桜木一丁目・二丁目
～１０日 八幡三丁目・四丁目

５月１１日以降上記地区以外

(

(

(

要しなくなると見込まれる
衛生設備
・自らの資力をもってしては、入居手続き／入居を希望さ 問／社会福祉課
こと
注１）地震の被害と直接関 住家を確保することができ れる方は、被災者総合相談窓 内線１６２
口に、
「応急仮設住宅入居希 ■災害援護資金制度
応急仮設住宅（民間賃貸住 係のある修理のみが対象で ない方
宅を含む）を利用しないこと す。
などのほか、長期間に渡って 望調査票兼申込書」を提出し
負傷または住居、家財の損
害を受けた方に対して、法に
所得制限等／平成 年（被災 注２）内装に関するものは 家に戻ることが難しいと見 ていただきます。
込まれる方
日が属する年の前年）の世帯 原則として対象外です。
入居決定後は、「応急仮設 基づき、生活の再建に必要な
全体の年収等が次のいずれ 注３）家電製品は対象外で 入居順位／応急仮設住宅へ 住宅使用賃借契約書」および 資金を貸し付けます。被害の
かに該当する世帯が対象で す。
の入居希望が相当数見込ま 「応急仮設住宅入居誓約書」 状況、所得の状況により限度
額が異なります。
す。
限度額／ １世帯あたりの れることから、弱者救済を考 を提出していただきます。
慮し、入居順位を次のとおり 問／管財課 内線４６１
ただし、全壊または大規模 限度額は 万円です。
問／社会福祉課
半壊の住家被害を受けた世
同一世帯（１戸）に２世帯 設定しています。
■災害弔慰金
内線１６２
帯については、次の要件は問 以上の世帯が居住している 第１順位
災害で死亡された方の遺 ■生活福祉資金制度による
いません。
場合でも右記 １世帯あた ・高齢者だけの世帯（ 歳以 族に対し支給されます。
貸付
上）
世帯全体の年収が５００ りの限度額以内です。
問／社会福祉課
災 害 を 受け た こ と に よ り
万円以下の場合
臨時的に必要となる費用の
また、年収額の計算方法や、・障害者のいる世帯（身体障 内線１６２
貸付、災害などによって緊急
世帯全体の年収が５００ 修理対象工事の具体的内容 害者手帳１・２級、療育手帳 ■災害障害見舞金
万円以上７００万円以下で、 などを記載した「Ｑ＆Ａ」を Ａランク、精神障害者障害年
災害による負傷、疾病で精 かつ一時的に生計の維持が
かつ、世帯主が 歳以上また 被災者総合相談窓口で配布 金１級受給者、特別障害者） 神または身体に著しい障害 困難となった場合の小口の
する予定です。
は要援護世帯
・母子及び父子家庭（子ども が出た場合、支給されます。 貸付（限度額 万円）があり
ます。この制度は、低所得者
世帯全体の年収が７００
なお、この制度を利用した が 歳未満）
問／社会福祉課
世帯に限りません。
万円以上８００万円以下で、 方は、
「応急仮設住宅」の利 第２順位
内線１６２
かつ、世帯主が 歳以上また 用はできません。
・高齢者のいる世帯（ 歳以 ■教科書・学用品の支給
問／社会福祉協議会
は要援護世帯
上）
問／管財課 内線４６４
被害に遭われ、学用品など
３６８・６３００
住宅の応急修理の内容／ 住 ■応急仮設住宅の供与
・幼児のいる世帯（３歳以下） を喪失した児童生徒の皆さ ■災害復興住宅融資
んには、教科書文房具などが
宅の居室、炊事場、便所など
被災された方々が、住宅の ・妊婦居住世帯
り 災 証 明 が 発 行さ れ た 災
日常生活に必要欠くことの 建替えなどをするまでの間、 ・ 歳未満の子どもが３人以 支給されます。
害により被害を受けた住宅
できない部分であって、より 民間賃貸住宅を借り上げま 上いる世帯
詳しくは、お問い合わせく の所有者が、住宅を建設、新
緊急を要する箇所について たはプレハブ住宅を建設し、 第３順位
築住宅またはリユース住宅
ださい。
実施します。緊急度の優先順 応急仮設住宅として提供し ・病弱な方、被災により負傷 問／学校教育課
を購入する際に受けられる
位は次のとおりです。
ます。
（原則２年間）
融資です。
した方、一時避難により身体 内線５２１
屋根・柱・床・外壁・基礎 入居できる方／被災時に市 の衰弱した方のいる世帯
■被災者生活再建支援制度
問／独立行政法人住宅金融
第４順位
災害により住宅が全壊す 支援機構（旧住宅金融公庫）
など
内に住所を有する次の方
、
ドア・窓等の開口部
・住宅が全壊または流出した ・その他の世帯（上記の３つ るなど、生活基盤に著しい被 各取扱金融機関
の区分に当てはまらない世 害を受けた世帯に対して支
上下水道・電気・ガスなど 方（り災証明に基づく）
帯）
援金を支給します。
・居住する住家がない方
の配管・配線
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今回の津波により、多賀城
市の下水道を処理している
宮城県仙塩流域下水道処理
施設「仙塩浄化センター」が
被害を受け、汚水の処理がで
きなくなりました。
この施設は、本市のほか、
仙台市の一部（七北田川の北
または東に位置する地域）や
塩竈市、利府町、七ケ浜町の
トイレやお風呂、台所からの
生活排水も処理しています。
現時点でも市内の低い地
域のマンホールから汚水が
あふれ、道路の冠水や公衆衛
生の悪化など、二次的な被害
が発生している状態ですの
で、以下のような節水を皆さ
まに行っていただきますよ
うお願いします。
問／下水道課 内線７９１
▲マンホールからあふれた汚水

消防、救助、その他災害の
発生の防止、生活再建、復興
のため被災車両等の撤去を
お願いします。
◆市が被災車両等を撤去す
る場合
災 害 対 策 基 本 法 に 基づき
所有者に代わって多賀城市
長が撤去し、６カ月間保管し
ます。
公有地（道路や公園等）に
ある車両等を先行して撤去
を行っています。
私有地についても、撤去を
行う予定ですが、時期につい
ては、未定です。
■次の業者に撤去を委託し
ています
㈱ヨシムラ
事務所／多賀城市役所４階
道路公園課内）
問／
０９０・７５２２・８４６
４
０９０・９６３５・２１３
６
■車両等の保管場所
日産宮城サービスセンター
㈱
多賀城市町前一丁目７ １
（産業道路沿い）

なお、かかった料金がわか
るものを保管してください。
㈲新井企業 ０９０・９０３
７・３６１０
保管場所への入場は、入場 ㈲アップビレジ ０９０・３
許可書が必要です。入場許可 ３６３・０６１３
書の発行は４月１日以降を トラフィック ０２２・３８
予定しています。詳しくはお ８・７２２１
問い合わせください。
国産自動車㈱ ０９０・２９
８６・５４９６
■保管後の取り扱い
移 動し た車 両 の番 号等が ジ ャ ン プ 仙 台 東 店 ０ ９
確認できたものから、公表 ０・２９８１・６３９２
（ホームページ、市役所庁舎、㈱ ア イ エ ス 総 合 ０ １ ２
各避難所等へ掲示）を予定し ０・９２２・７１０
ています。
㈱栄進商事 ０９０・４５５
所有者等の確認ができた １・１２１３、 ０８０・６
車両から、車検証の住所へ通 ０２４・９９９８
知をします。
㈱ フ タ ワ ０８ ０・ ３５ ２
保管開始の告示から６カ ４・８８５５
月間保管後、所有者への返還
をする事ができなかった物
については、市に帰属された 被災後の消毒について
後、処分することになります。 床上・床下浸水等の被災
◆個人で自己車両等を撤去 にあわれた場合、消毒作業
する場合
が必要となります。
自動車販売店、ＪＡＦへ相
市では、災害ゴミの撤去
談してください。また、次の や下水道排水の状況等をみ
業者も相談を承っています て進める予定です。なお、
が、車種および車両の状態な 個人で消毒を行う方には健
どによっては対応できなか 康課で消石灰を一戸当たり
ったり、料金なども異なる場 ５キログラム程度お渡しし
合があります。
ます。
＊個人の責任となりますの 問／健康課 内線１３２
で業者とよく相談をして行 ～１３４
うようお願いします。
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①トイレについて
できるかぎり、少量の水で流してください。
②お風呂について
浴槽に貯めた水は、道路の側溝への排水やご自宅の庭などへ散水してください。
③台所について
食器などの洗い水や米のとぎ汁などは、お風呂と同様に、道路の側溝への排水やご
自宅の庭などへ散水してください。
(

-

子ども・学校・保育所等のお知らせ
◆市立小中学校の始業式・入学式について
平成２３年４月２１日（木）に行います。
なお、新１年生以外の児童生徒の皆さんは４月１１日（月）に登校日となります。それぞれ、時間
等詳細は各学校にご確認下さい。
◆保育所（園）の再開及び開園のお知らせ
保育所（園）の再開および開園の状況は次のとおりです。
・市立保育所及び浮島保育所は、３月２３日（水）から再開しています。
・多賀城泉保育園及び大代保育園は、３月２８日（月）から再開しています。
・下馬みどり保育園は、４月１日（金）開園の予定です。なお、当分の間、多賀城市市民活動サポ
ートセンター（文化センター北側）で保育を行います。
・認可外保育園でも再開している保育園がありますので、詳しくは各園にお問い合わせください。
◆留守家庭児童学級について
平成 23 年度の留守家庭児童学級利用承認通知書を各ご家庭に郵送いたしました。郵便物の確認が
できない場合はお問い合わせください。問/こども福祉課（内線 183・184）
◆おむつ、ミルク、おしりふき等の配布について
乳幼児がいるご家庭で、おむつ、ミルク、おしりふき、離乳食が必要な方は、市役所のほか、次の
保育所でも配布しておりますので、ご利用ください。
鶴ケ谷保育所、笠神保育所、志引保育所、八幡保育所、あかね保育所及び浮島保育所
なお、配布期間は、日曜日を除く４月９日（土）までの午前９時から午後５時までです。事前にお
むつのサイズや種類などを各保育所にお確かめの上、ご利用ください。
問／鶴ヶ谷保育所
３６３－１８５６
笠神保育所
３６５－６９６２
志引保育所
３６８－９８８７
八幡保育所
３６７－５２００
あかね保育所
３６８－９１５４
浮島保育所
３６８－０４４０
◆里親家庭が一時的に子どもをお預かりします
財団法人全国里親会では、今回の震災で被害を受けた子ども（０～８歳）を、里親家庭が一時的に
預かる支援活動を実施しています。対象の子どもや利用者に特段の制限はありません。
詳しくは、財団法人全国里親会
０３－３４０４－２０２４または、こども福祉課 内線１８５
■もやせるごみ、もやせない
ごみ、粗大ごみ
収集場所／各集積所
収集日／通常の曜日と同じ
ごみ袋／指定ごみ袋以外
段ボールなど でも収集し
ます。
その他（プラスチックも含
む）の資源物は自宅で保管願
います。

(

)

な被害を受けた地区から順
次収集作業を行います。 遅
くなる可能性もありますが、
必ず収集します）
＊①～⑤の災害ごみをご自
身で搬出できる方は、午前９
時～午後４時までに中央公
園 多賀城市市川地内 へ（家
庭ごみは対象外）
大型者が出入りしますの
で、直接搬入する場合は十分
気をつけてください。
問／生活環境課 内線２３４

(
)

(

私 有 地 内 の が れき 等 の 撤

去と車の移動経費
■災害ごみ
個人が業者等に依頼した
次 のと お り分 別 し て くだ
処理経費についても、公費負
さい。
担となったことから、後日、
①もやせるごみ
木材、プラスチック類、衣 明らかに災害ごみと認定で
きる被災した状況写真、適正
類など
な処理金額と判断するため
②がれき
コンクリート、石垣、瓦、 「写真・領収書・見積書等」
を提出して頂く必要があり
ブロックなど
ますので、紛失しないように
③もやせないごみ
金属とプラスチックの複 保管をお願いします。
問／生活環境課 内線２３４
合製品など
④畳⑤土砂
その他の災害ごみ（テレビ 処分する前に・・・・・・・
など）は自宅で保管願います。 古い書類や写真などは家
収集場所／分別し、自宅敷地 族の記録であるとともに、大
の前（車や歩行者に支障の無 切な歴史の資料です。片付け
中に見つかった場合は文化
いようにお願いします）
期日／特に定めていません。 財課へご連絡ください。
収集方法／地震・津波の大き 問／文化財課 内線５７１
5

■市税などの納付期限を延 ◆選挙管理委員会より
長します
４月の統一地方選挙は、２
平成 年３月末日が納期 カ月～６カ月の間で「宮城県
◆生活環境課より
事項証明書（資産証明書）の 限の市税などの納期限を、４ 議会議員一般選挙」と「多賀
震災に関連した便乗商法 発行開始時期も、例年（４月 月末日（５月２日）まで延長 城市議会議員一般選挙」が延
期となりました。
します。これにより、３月
や保証金詐欺などの悪質商 １日）より遅くなります。
法の被害が発生しています。 閲覧等開始日および証明 日に予定していた口座振替
なお、新たな選挙期日が確
少しでも不安に思う場合は、 書発行開始時期につきまし は４月 日に行う予定です。 定次第、お知らせします。
震災に関連する悪質商法１ ては、決定し次第、あらため
また、被害が甚大（住宅の 問／内線６３１
１０番へお問い合わせくだ てお知らせします。
全壊、半壊、流出など）な方
さい。
は、さらに徴収の猶予などを ◆国保年金課より
問／内線１５４
行います。詳細については改 ■被保険者証の紛失
国民生活センター／
めてお知らせします。
０１２０・２１４・８８８ ◆収納課より
国民健康保険被保険者
開設日時／毎日午前 時～ ■こどもの健康保険証の交 対象税目等／市税、国民健康 証・国民健康保険高齢受給者
午後４時（土曜・日曜、祝日 付
保険税、後期高齢者医療保険 証・後期高齢者医療被保険者
含む）
平成 年３月 日が有効 料、介護保険料、住宅使用料、 証は、市の窓口で再発行しま
期限となっている 歳未満 保育料、留守家庭児童学級利 す。身分を証明できるものと
◆市民課より
の子どもの被保険者証をお 用料、太陽の家利用料
印鑑を持参ください。
（印鑑
今回の災害にかかる諸手 持ちの方に、新しい被保険者 ■市税等の減免
等が無い場合は窓口で相談）
続に必要な住民票、印鑑証明 証を交付します。
法令、条例の定めに従って ■各種医療費助成受給者証
書および市税の各種証明書
次の地区の方で、各避難所 被災状況に応じて行います。 の紛失
交付の手数料は無料となり で受け取りを希望される方 詳細が決まり次第お知らせ
乳 幼 児医 療 費 助 成受給 者
ます。
（自動交付機は有料で または郵送による受け取り します。
証・母子父子家庭医療費受給
す）
を希望される方は、問い合わ ■市県民税（特別徴収）の納 者証・心身障害者医療費受給
せ先までご連絡願います。
期の延長
問／内線１４３
者証は、市の窓口で再発行し
対象地区以外の方へは、簡
市県民税（特別徴収）の３ ます。身分を証明できるもの
◆税務課より
易書留により送付します。
月分
（４月 日納入期限）
は、 と印鑑を持参ください。
（印
平成 年度分の固定資産 対象地区／大代、桜木、栄、 特別徴収義務者からの申請 鑑などが無い場合は窓口で
により納入期限を延長しま 相談）
税課税台帳の閲覧ならびに 明月、宮内、八幡、町前
土地価格等縦覧帳簿および ※対象地区以外で避難され す。被災された事業者の方は 問／内線１２１
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 ている方もご連絡ください。 ご相談ください。
■国民年金手帳の紛失と保
については、例年（４月１日） 問／内線１９５
問／内線１９２
険料の免除等
より遅くなります。
国民年金手帳の再発行、保
これに伴い、課税台帳登録
険料免除の相談は仙台東社

２３

１０

２３

３１
１８

会保険事務所と市で受け付
けしています。国民年金保険
料の口座振替停止手続きな
どは、仙台東社会保険事務所
にご相談ください。
問／仙台東年金事務所
２５７・６１１５
問／内線１２４
■国民健康保険証等の発送
３月中に発送予定であった
以下の被保険者証等は市で
お預かりしています。取急ぎ
必要な方は、市の窓口までお
問い合わせください。
・国民健康保険高齢受給者証
（有効期間が４月１日以降
のもの。ただし、有効期間が
３月 日までのものも当分
の間使用可）
・後期高齢者医
療被保険者証（４月に 歳に
なられる方）
問／内線１２４

75

り災により紛失、消失した被保
険者証や負担限度額認定証につ
いて、窓口で再発行します（印鑑
がなくても可能です）。
問／内線６６１～６６３

◆介護福祉課より
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２３

２６

１１

２８

～水道に関するお知らせ～
◆市内の通水状況と復旧見込み
本市は、
「宮城県仙南・仙塩広域水道から受水を受けている地域」
、
「仙台市からの分水を受けてい
る区域」
、
「塩竃市の給水区域」の３つに分かれています。
大まかに分けて、鶴ケ谷地区、下馬地区の一部、笠神地区の一部、大代地区、栄地区等は「仙台市
からの分水を受けている区域」となります。
また、下馬地区の一部、笠神地区の一部は、
「塩竃市の給水区域」となります。
これら２つの区域は、３月２８日現在、鶴ケ谷地区、下馬地区の一部、笠神地区、大代地区の一部
で通水を開始しており、未通水の地区は、漏水調査を行いながら逐次通水を開始します。
その他、市内の大半は、
「宮城県仙南・仙塩広域水道から受水を受けている地域」です。
七ケ宿ダムからいくつかの市町村を経て本市の配水池である森郷配水池へ送水されるのが４月１日
の予定で、その後、漏水調査を行いながら４月上旬に各世帯に通水を開始する予定です。
◆３月分、４月分の水道料金・下水道使用料
本市給水区のすべての方を対象に、３月分（２月利用分）の水道料金・下水道使用料についての納
入通知書の発送を４月に延期し、納期限も４月末日（５月２日）に延期します。
また、４月分（３月利用分）の水道料金・下水道使用料は、全額免除といたします。
◆多賀城市の給水所（３月３０日現在）
給水時間／午前 8 時 30 分～午後７時
給水方法／上水道部以外は、給水車による巡回給水
給水場所／市民プール、山王小学校、高崎中学校、新田地区（新田公民館、新田一区防災倉庫、新
田新後公園）
、総合体育館、八幡公民館、城南小学校、浮島会館、第二中学校、高崎宿舎集会所前、
留ケ谷一号公園、多賀城小学校、高橋地区生活センター、県営多賀城八幡住宅（桜木三丁目）
、大代
地区（大代地区公民館、小野屋ホテル付近）
、上水道部庁舎前（自衛隊等による給水）
問／上水道部 内線７６６～７７０

（木）

２３
（水）

7

■仙台港線の振り替え便（多
賀城仙台線）
運行期間／３月 日 から
当分の間毎日運行
運行時刻／午前８時～午後
８時まで
往復運行
運行経路／多賀城駅前～国
道 号～仙台駅前～県庁～
北根三丁目
運賃／多賀城仙台間 片道
４９０円（参考）

＊多賀城東部線と仙台港線
は、宮城交通の運賃体系にし
たがいます。バスカード等使
用可
問／市長公室行政経営担当
内線２１２

▲仙石線：八幡踏切（3 月 24 日撮影）

■多賀城仙台線（直行便）
運行期間／３月 日 から
当分の間毎日運行
停留場所／多賀城側‥多賀城
駅前バスプール
仙台側…仙台駅前東口 宮城
野通（住宅展示場前）
運行間隔／多賀城～仙台間の
朝夕時間帯に７便運行
＊土曜・日曜、休日は間引き
運転で対応しています。
運賃／片道５００円、子供半
額（いずれも現金のみの取り
扱い）
その他／予約制ではありませ
ん。お並びいただいた方から
の乗車となります。
＊満席の場合は、乗車できま
せん。

■多賀城東部線（ユーアイバ
ス）
運行期間／３月 日 から
土曜・日曜、休日便で運行し
ます。
運行時刻／午前７時～午後６
時まで ５往復運行
運行経路／汐見台中央～多賀
城駅前～国府多賀城駅

２４

３６８－３１１１（ダイヤルイン）

４５

１８

２３
（水）

全国の皆さんからのご支援に感謝します
東北地方太平洋沖地震で甚大な被害を受けた多賀城市へ、全国各地の皆さんから励ましのメッセー
ジ、人的援助、救援物資など多くのご支援をいただき、感謝申し上げます。
ご支援をいただいた方々に、この場を借りて感謝の意を表させていただきます。多くの皆さんからご
支援をいただきありがとうございます。
（敬称は略させていただきます）
平成 23 年 3 月 27 日現在

平成
年３月
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広報多賀城４月号はお休みします。

今後の広報誌については、決まり次第、お知らせします。

自衛隊、多賀城市建設災害防止協議会及び建設関係協賛各社、JX 日鉱日石エネルギー㈱、カメイ物流サービ
ス㈱、日産サービス宮城サービスセンター㈱、㈱ゼロ、㈱ヨシムラ、山形県天童市、奈良県奈良市、福岡
県太宰府市、山形県長井市、山梨県南アルプス市、静岡県伊豆の国市、長野県長野市、三重県明和町、
茨城県石岡市、東京都府中市、岡山県総社市、神奈川県小田原市 、宮城県富谷町、山形県上山市商工
課、名古屋税関総務部総務課総務第 1 係、大阪税関監視部、東京都府中市消防団、高知県宿毛市議会、
兵庫県、福岡県田川市、タイヘイ㈱仙台営業所、㈱仙糧、ソフトバンク市名坂店、カズノリムラタ、
和み家、海然遊、ソニー㈱、クボタ環境サービス㈱、石井小児科、エコモット㈱、Bizex㈱、エヌメッ
ク東日本㈱、シダックスグループ、大新東㈱、とんちゃん亭、消防団第 3 分団婦人部、王子チヨダコ
ンテナー㈱、ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱、オリエントアート㈱、㈱サン・ベン
ディング東北、㈱タケヒロレッカー、山崎製パン、日本マクドナルド、林建設工業㈱、農産物直売所、
坂総合病院、㈱伊藤園、中谷石油㈱、セブンイレブン高崎 3 丁目店、三丸科学㈱、㈲元気物産、ヤマ
ザワ、ナカノ商会、那須建設㈱、みやぎ生協多賀城店、東北労金多賀城支店、ソニー㈱仙台テクノロ
ジーセンター、すきや多賀城中央店、JFE メカニカル㈱、ボーイスカウト多賀城 2 団、カメイ物流サ
ービス㈱、明泉幼稚園、新田三区 24 班、JCI 塩釜、(社)塩釜青年会議所、(財)宮城県肢体不自由児協
会、ドロップキック㈱、メモリアルヨーコー、㈲花心、韓国食堂、近物レックス㈱、KDDI㈱au 事業部、
㈱NTT ドコモ、㈱ヨシケイ、㈲ピーアンドエフ、㈱ホスピタリティオペレーションズ、㈲ツインズ、ル
ートインジャパン㈱、センユー㈱、西松建設㈱、愛知県災害対策全国連絡会、東光タクシー、武田薬
品工業㈱、発向興業、富士ゼロックス宮城㈱、阿含宗、(社)日本簡易ガス協会、㈱安住商会、日本を
創新する会、東北学院大学硬式野球部、TDF㈱、青森県トップランナー青春農場直売会、青森県 4H ク
ラブ、クリーンマテリアル、㈱Utah T・I・O、イオンリテール㈱、㈱三越、動物愛護団体エンジェル
ズ、㈱安住商会、ナーシング助産院、トヨタ輸送㈱、㈲やすらぎ堂、東能ヶ田子供会、とんかつのさ
ぼてん、㈱バッファロー、(社)塩釜歯科医師会、ヘルシーハット、GACT 事務所、㈱らい丸物流、㈲田
中屋水産、シダックス・コミュニティー㈱、日本ハム㈱、NHK 仙台放送局、NPO 法人セカンドフード、
広友リース㈱、日特建設㈱、㈱タクティー、マリナーズカフェ、千趣会、真宗大谷派（東本願寺）、
ヤマハモーターエンジニアリング㈱、日学㈱、菓匠三全、(財)仙台 YMCA、ヨークベニマル多賀城店、
㈱ベルシステム 24、吉幾三事務所、㈱ナイス、宮城復興支援センター、奈良県トラック協会、環清工
業㈱、マルハン仙台泉店、シスターゴールデンへア、城南歯科クリニック、栃木県理容組合女性部、
ショーワグローブ㈱、角井食品㈱、多賀城ロータリークラブ、㈱アンガー、コスモ石油販売㈱、東北
スチール、末日聖徒イエスキリスト協会、㈱ホスピタリティパートナーズ、㈱BLUEPOCKET、松本洋紙
店、(財)宮城県学校給食会、㈱クレオ、日本防災ネットワーク協会、イオン今市店、㈱オズビジョン、
ヤマダ電機、㈱イボキン、(財)全国里親会、五洋建設㈱、NPO 法人日本スタビライゼーション協会、㈱
シャミオール、総務省東北総合通信局、農林水産省東北農政局、ピュアスポーツ多賀城スイミング、
ASA 多賀城東支部、㈱河北新報仙台東販売センター多賀城店、河北新報多賀城西部専売所、㈱河北高
野新聞店、産経新聞塩釜多賀城専売所、毎日新聞内海新聞店、読売新聞多賀城サービスセンター、河
北新報七ケ浜専売所、㈱河北新報仙台東販売センター多賀城東部店、河北新報岩切販売所佐藤新聞販
売店、栗原市消防団、川崎市役所、㈱利府衛生、㈲多賀城衛生、置賜クリーン設備㈱、長井浄化槽セ
ンター、環清工業㈱、㈱藤原清掃、㈲渋谷清掃、(協)クリーン・センター宮城、㈱豊島、カネヒロ商
店、内海運送、㈲新井企業、宮本産業㈱、㈱オガワエコノス仙台工場、㈱相沢組、㈱ＢＷＭ、㈲大竹
商店、㈱東洋環境開発、㈱サイコー、巧成建設㈱、黒川衛生(協業)、鈴木工業㈱、(社)宮城県産業廃
棄物協会、児島電器、㈱仙台リオン補聴器センター、住友生命宮城栄支部、国際協力 NGO ジョイセフ、
FAST RETAILING、㈲フィットネスアポロ社、セコム㈱、テルモ㈱、山形県天童市水道事業所、兵庫県
伊丹市水道局、東北学院大学工学部、長野県塩尻市水道事業部、長野県大町市水道部、セントラル自
動車㈱、天理教災害救援ひのきしん隊、広島県福山市水道局、広島県江田島市企業局、国土交通省九
州地方整備局博多港湾・空港整備事務所、多賀城市管工事事業協同組合、(社)塩釜医師会医師団・医
療救護班、佐賀県医療・保健師等チーム、佐賀県こころのケアチーム、山梨県こころのケアチーム、
宮城県塩釜保健所、坂総合病院医療等チーム、災害医療チーム新潟ＪＭＡＴ、自衛隊仙台病院、公立
大学法人宮城大学、㈱アリエージェンシー、昱機電㈱、荏原実業㈱、㈱北日本ウエスターン、新菱工
業㈱、東陽防災設備㈱、東北ドック鉄工㈱、日本ヘルス工業㈱、㈱日立プラントテクノロジー東北支
社、㈱パスコ、日之出水道機器(株)、三菱電機プラントエンジニアリング㈱、㈱馬渡、工建設㈱、宮城
県教育庁文化財課
＊ここに掲載しているほか、避難所などに直接ご支援いただいた大勢のみなさん、グループ、ボラン
ティアの皆さんもいらっしゃいます。記載漏れやお名前の誤りがありました場合は、ご容赦ください。

多賀城市内の被害状況（平成 23 年 3 月 29 日現在）
死亡者１７４人、行方不明者３３人、避難者２，８４２人
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