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●被災世帯に塩竈市から見舞金を支給します。
全壊世帯 10 万円、大規模半壊世帯７万円、半壊世帯５万円。
必要書類は、罹災証明、住民票、預金通帳の写し。
なお、被災者生活再建支援金を申請された方は、新たな申
請は必要ありません。詳しくは総合相談窓口へ。
●余震が続いています。ご注意を。潮位の変動があります
ので、海岸付近には近づかないようお願いします。
●仮設住宅(伊保石地区) 第 2 次分(48 戸 11 日着工済)の申請
を総合相談窓口で受付中。4 月 30 日(土)まで。

▲塩竈市魚市場買受人協同組合の皆
さんによる熱々『塩釜汁』の炊き出し
(16 日・塩釜ガス体育館)

●市内小中学校の入学式・始業式は 21 日です。
●「ふれあいエスプ塩竈 ℡367-2010」
、
「市民図書館 ℡365-4343」は、21 日から部分開館
（平日）10:00-18:00（土日等は 17:00 まで）します。遊ホールは、当面利用できません。
●塩竈中央公共駐車場は、施設・設備等が大きく破損し、度重なる余震により施設が危険な
状態となり、休止させていただきました。営業再開は未定です。
●ボランティアセンターは、17 日から塩竈市社会福祉協議会（北浜 4-6-52、℡364-1213）
に移転します。１ヶ月間で延べ 5,359 人の方々からご支援をいただきました。
●浦戸地区で米国 NGO(非政府組織)が、発電機や漁具などの支援を行っています。
●｢震災に関連する悪質商法 110 番」℡0120-214-888(10:00-16:00)※ 携 帯 電 話 も 可 。
土 ･日 ･祝 日 含 不 審 な 勧 誘 な ど に ご 注 意 を 。
●震災により、宮町分庁舎が使用不能になり、産業部を壱番館１階に移転しました。水産課
℡364-2222、商工観光課 ℡364-1124
●桂島で陸上自衛隊、朴島ではボーイスカウトの皆さんが復旧作業に従事しています。浦戸
諸島の避難している方々に海上自衛隊が入浴支援をしています。
●自衛隊の入浴支援(10:00-20:00)多賀城駅前旧長崎屋跡地、駐車場有、避難者以外も可。
問合せ先：防災安全課 364-1111
●お亡くなりになられた方・行方不明者 4 月 17 日 8:00 現在 県警ホームページから
○お亡くなりになられた方 44 名(男性 24 名 女性 20 名)、なお市内で発見された方は
19 名です。
○行方不明の方 2 名(男性 1 名、女性 1 名)
○お亡くなりになられた方のご遺体は、ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ 21 に安置。安否確認℡022-221-2000
１．交通情報
●JR 仙石線は、19 日東塩釜駅まで再開予定。●臨時バス本塩釜駅-小鶴新田駅を 18 日まで
６往復運行(ﾐﾔｺｰﾊﾞｽ）
。料金は片道 500 円（現金のみ）
。満席の場合は立席。
●仙台駅(東口）
行き(平日のみ運行)を 18 日まで１往復運行(東洋交通)。
料金は片道 700 円。
立ち席はありません。

●市営汽船は、寒風沢まで運航中です。当面は復興支援のため無料です。
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＊:日曜日、祝日は運休 ◆:桂島乗換 ★:火･金曜日のみ ◎:5/15-8/8 期間は 17:00 出航
※朴島への連絡船
【塩竈から朴島】下り 2･3 便で野々島下船、同時刻の朴島行き地元有志の連絡船へ乗換
【朴島から塩竈】朴島 10:20、14:50 発の地元有志の連絡船で野々島から上り 3･5 便に乗換
２．保健・医療関係●市立病院は通常どおりの診療。 ●被災で保険証を紛失した方は、当
面、医療機関窓口で氏名･生年月日･住所･連絡先･加入保険名を申し出て診療を受けられます。
●健康予防のためマスクの着用を心がけましょう。
３．ゴミ処理●被災ゴミは別途収集しています。車や歩行者の妨げにならないよう出してく
ださい。中倉処分場でも受付(10:00-16:00 できるだけ燃える･燃えないを分別)。 ●ご家
庭のゴミ収集は通常通り。ゴミ袋が無い時は手元の袋で分別願います。●資源物回収のカゴ
が不足していますので、カゴが無い時は手元の袋でお願いします。
４．ガス関係●「災害被害が大きい地域は、4 月末を目処に戸別に復旧作業を続ける予定で
す。ガス設備被害の少ない地域は、4 月 12 日でほぼ作業終了。
」塩釜ガス℡0120-519-112
５．ベイウェーブ ７８．１ＦＭ ●市内の災害･生活情報を放送中。twitter「781ｆｍ」
６．避難所の状況 合計 569 人 17 日 10:00 現在
●市内避難所 2 箇所 193 人。浦戸地区避難所 4 箇所 376 人。
●り災証明書発行は、市役所税務課まで。 ●「被災者総合相談窓口」を市役所東分庁舎 1
階に開設中。毎日(土日祝含)9:00-17:00(金曜日は 21 時まで)。相談項目は、①災害弔慰金・
災害障害見舞金、②被災者生活再建支援金、③災害援護資金貸付、④中小企業振興資金・中
小企業小口融資等、⑤応急住宅修理・住宅の再建(災害特別融資)、⑥応急仮設住宅、⑦障害
物(ガレキ･車両･船舶)の除却 ●弁護士などによる「災害に関する無料法律相談」を開催中。
場所：市役所 1 階相談室 毎日(土日含 9:00-17:00)お一人様 30 分。
●被災世帯を対象に緊急小口資金の特例貸付を受付中。10 万円以内で無利子･連帯保証人不
要。必要書類:身分証明書(免許証･保険証など)、実印(認印可) 場所:社会福祉協議会
(10:00-15:00 北浜 4-6-52 ℡364-1213) ●被災自動車の移動、撤去について ○車両の
修理等は、修理工場や販売店、JAF などにご依頼を。経費については実費負担。 ○廃車の
場合は、事業者を市で斡旋。総合相談窓口にご相談を【必要な書類】①委任状②印鑑証明と
実印③車が被災したことの「申立書」④返納可能な場合には、
「自動車検査証」 ○自宅の
敷地内に被災車両が放置され、お困りの方は総合相談窓口でご相談ください。

