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■ 県内自治体の被災者の医療・介護減免再開に

関する電話調査の結果（2014 年 3 月 11 日現在）をお知ら

せします。 

 

県内自治体議会の定例会も終盤を迎えます。宮城県社会保障推

進協議会が、被災者の医療・介護減免再開についての議会審議状

況を、電話で聞き取り調査しました。 

国保・介護減免を条件付きで、再開・再開方向と回答している自治

体がほとんどで、、今回の調査日以降も自治体によって再開実施を

決定するところが増える見込みです。 

詳しくは添付の一覧をご覧ください。 

 



医療･介護減免再開に関する電話調査
14/3/11

再開有無 対象条件 対象人数 備考

 仙台市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 10億円程
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 1100人 2億円程

 石巻市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 国保世帯20%
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 沿岸5市町と歩調を合わせる予定

 塩竃市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 約1500人 1億5800万円
介護 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 160～200

 気仙沼市 
国保 再開予定 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 約2400人 約2億円

介護 再開予定※ 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 介護は医療にならってやる方向でいる。内々の話なので公表はしな
いでほしい。

 白石市 国保 再開見込み 全壊･大規模半壊．市民税非課税 50名 後期対象者数3～40名
介護 再開方向 10数名

 名取市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 後期未定。
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 200人程度 国保やる介護をやらないわけにはいかないと判断

 角田市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 45人 約500万円
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 数名

 多賀城市 国保 再開 非課税
介護 再開予定 介護は実施しないとしていたが、3月6日に市長が「実施」表明

 岩沼市 

国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 後期高齢も再開する。対象は大規模半壊以上で世帯全員が非課税の
世帯。4月から7月は平成25年度の所得状況を基準に判断するが、8
月から3月までは今現在、申告している所得状況で免除の対象にあた
るか判断する。

介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税

 登米市 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 調査中 後期は広域連合次第
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 自主財源なので厳しい。年間1148万円程度を見込む。

 栗原市 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 新聞報道内容で再開方向
介護 再開方向 後期も再開方向

 東松島市 
国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α

後期高齢は広域連合の判断に合わせることになる。3月20日幹事会
に決着すると聞いている。対象者範囲は国保に合わせる方向で検討
する

介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 国保とセットで再開する。5市町(石巻、気仙沼、女川、東松島)足並
みをそろえると聞いている。

 大崎市 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 500人位 周知／広報4月号に枠だけ確保している介護 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 不明
 蔵王町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 24人 負担あまりない。対象者に直接減免証明書を発行

介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税
 七ヶ宿町 国保 再開予定 対象者０ 後期の内容に準ずる形で再開したい

介護 不明
 大河原町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 30世帯

介護 再開方向 後期･介護も実施の方向で検討
 村田町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 10名弱

介護 再開方向 後期･介護は内容が異なるが実施の検討
 柴田町 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税

介護 不明
 川崎町 国保 町としてまだ判断していないので何とも言えない介護

 丸森町 国保 再開予定 全壊･大規模半壊．市民税非課税 広域連合の基準にそって、4月から1年間免除を再開する予定。
介護 再開予定 全壊･大規模半壊．市民税非課税

 亘理町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 1100人程 後期高齢対象者250～300程度。一般会計から繰り入れすることに
介護 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 200人未満

 山元町 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 後期は広域連合で決まり次第
介護 再開検討中 全壊･大規模半壊．市民税非課税

 松島町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 84世帯134人509万円
介護 検討中 数十人 3月20日前後に明らかにする

 七ヶ浜町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 305名 650万円
介護 検討中 60名程 議会終了後に明らかになる

 利府町 国保 再開 非課税
介護 検討中 議会終了後明らかに

 大和町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 100人 後期再開（広域連合では「生計維持者が死亡・行方不明の世帯」も
含まれるもよう）　対象者20名未満

介護 再開検討中
 大郷町 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 後期高齢も実施

介護 検討中
 富谷町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 後期高齢対象者十数人規模

介護 不明
 大衡村 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 2世帯

介護 未定 後期も実施、介護はわからない
 色麻町 国保 再開

介護 再開
 加美町 国保 再開方向

介護 再開方向
 涌谷町 国保 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 130人位

介護 再開方向 全壊･大規模半壊．市民税非課税 10人
 美里町 国保 再開方向

介護 再開方向
 女川町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税 国保世帯25% 3月下旬に免除証明書発行予定

介護 決めていない 沿岸5市町と歩調を合わせる予定
 南三陸町 国保 再開 全壊･大規模半壊．市民税非課税＋α 1/5程度 後期は市として国保と同様に再開を要望している

介護 検討中


