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三陸道 気仙沼〜南三陸町
が開通しました！

2019年2月に開通した、歌津ＩＣ−小泉海岸ＩＣ間と、
本吉津谷IC−大谷海岸ＩＣ間についてご紹介します。

ラジオ、スマホ、PC、テレビで聴ける !!

気仙沼市内はもちろん、インターネットラジオを通じて全国どこからでも「ぎょっとエフエム」
をお聴きいただけます。また K-NETにご加入の方はテレビからもお聴きいただけます。

@kfm775

ぎょっとFM

本格的な高速道路時代の幕開け！〜今後の予定〜

仙台 と気仙沼直結！

三陸道 気仙沼〜南三陸町が 開通しました！
歌津ＩＣ−小泉海岸ＩＣ
（10km）
と、
本吉津谷IC−大谷海岸ＩＣ間(4km)
が2019年２月１６日に開通しました。
両区間はそれぞれ２０１２年１０月、
１４年９月に着工され、
２０２０年度
開通予定の小泉海岸−本吉津谷ＩＣ間の２．
０キロを含む開通区間の総
事業費は約９６７億円です。

仙台市から気仙沼市間の所要時間は約１０分短縮されて約２時間２０
分となり、 仙台市と気仙沼市がより短い時間で移動出来るようになり
ました。なお、
３月２１日には三陸道・唐桑高田道路の唐桑小原木ICも
開通しました。
観光振興はもちろんのこと、救急搬送や災害時の緊急道路としての役
割も期待されています。

２月１６日に開通した気仙沼中央IC-南三陸町MAP

この春、
気仙沼自慢 の観光スポット

気仙沼中央

仙台市から気仙沼市への延伸となる、今回の開通により
「三陸復興国立公園」
や
「三陸ジオパーク」、そして2018年
に開設された新たなトレッキングコース
「宮城オルレ」
などの
観光スポットへ、アクセスが向上することで東日本大震災か
ら回復基調にある観光誘客促進などが期待されます。

岩井崎
大谷海岸

また、気仙沼市と旧本吉町の境にそびえる標高711mの日
本一のツツジの名所と呼び声高い徳仙丈山へのアクセスも
向上します。
今年の春は新しくできた高速道路を利用して、気仙沼の観光
スポットを巡って、
オルレの体験や燃えるような朱色のツツジ
を背景にインスタ映えを狙ってみるのはいかがでしょうか？

本吉津谷
小泉海岸

三陸道の仙台港北ＩＣ
（仙台市）
−八戸JCT（八戸市）間を、
東日本大震災の復興道路として位置付け、
２０２０年度までの
全線開通を目指して工事が進められています。
今回の開通で約７割の２３８キロが利用できるようになりまし
た。2020年度までには全体の約９割が完了する予定になって
います。

高速道路を利用する前に、
車の点検を実施し故障の有無や
タイヤの空気圧の点検を行い、発煙筒や三角型停止表示器
材を積載しましょう。
高速道路では、
「あおり運転」
などの悪質な違反が重大事故
の原因となる一方、小さい不注意やルール違反が大きな事
故につながることもあります。追越車線を走り続けていると
違反になる場合がありますし、左側から前の車を追越す走
行も禁止されています。
速度規制を守り十分な車間距離を
取って走行しましょう。

南三陸海岸

開通済み
未開通

17:40〜、18:40〜

『GOODDAY GOODDAY』(月〜木)

『ウィーアー！
ぎょっとフレンズ』(土)

『お昼でshow』(金)

11:40〜、12:40〜、13:40〜

12:40〜、13:40〜

※生放送のため1,2分前後する場合がございます。
ご了承ください。
台風時などは生放送中に最新情報が入り次第随時お伝え致します。

気仙沼市内の事故・渋滞情報をぜひラヂオ気仙沼へお寄せください！

TEL:0226-25-8470
@kfm775

気仙沼警察署ご協力

FAX:0226-25-8471

gyo@kfm775.co.jp

和の食

みなさまの明日の
幸せのお手伝い

ご用命やお問い合わせは

宮城県気仙沼市南郷 5-5

Tel : 0226-23-7753

気仙沼店 気仙沼市東新城 2 丁目 11-1
営業時間：11時 -18 時30分 電話：090-2954-9868

7：05〜、7：40〜、8：40〜、9：40〜

万が一、事故等で停止する場合は、車を路肩に停めて、
ハザ
ードランプを点灯させ、三角板を車の後方に離して置き、乗
員は全員、直ちにガードレールの外など安全な場所に避難
してください。
また、気仙沼市内の三陸自動車道では歩行者等の立入りや
逆走の通報が多発しています。
高速道路に入る際や、
パーキ
ングから発進する際等、道路案内板、路面標識等に従い逆
走や歩行者等の誤進入を根絶しましょう。

『夕やけ
ぎょっと倶楽部』(月〜金)

『直送！朝一便』(月〜金)

「復興のシンボル」
と位置づけ、整備を進めてきた気仙沼市本土と離島の大島を結ぶ
「気仙沼大島大橋」
が、
ついに４月７日に供用を始めます。
2011年度に架橋事業（事業費約２７０億円）
に着手され、2020年度までに気仙沼
市本土と大島を結ぶ約８キロを整備する計画で、今回は同橋
（約３５６メートル）
を
含む５・５キロ区間（本土側の浪板橋−大島磯草間）
の供用が開始されます。

2/16 開通

日本一に輝いた
室根からあげ

公共交通機関をはじめ近郊の高速道路、市内の道路交通情報
をお伝えしています。

「復興のシンボル・気仙沼大島大橋」
４月７日に供用開始

歌津

歩み続ける地域と共に43年

ラヂオ気仙沼では
道路交通情報をお伝えしています。

高速道路利用 の 注意点

歌津北

志津川

2019年度開通見通し 気仙沼中央IC〜(仮)気仙沼湾IC
2020年度開通見通し 小泉海岸IC〜本吉津谷IC

電話：25-8020 気仙沼市南町海岸 1-14
定休日：不定休 毎週月曜日

宮城県気仙沼市本郷２２-５

電話 : 0226-23-9696

東北運輸局指定民間車検工場
東北整指 第 3-750号

なすやタクシー
ジャンボ (10人乗 )・中型・小型
福祉タクシー ( 車いす・ベッド )・認証整備工場

ご用命は

0226-22-5866

灯油・ガスのご注文は

0226-22-3010

店主 三浦宏悦

〒988-0017 宮城県気仙沼市南町1-1-9
TEL: 0226-24-8337

気仙沼の観

光ならおま

か せ !！

十人十色ライフサービス株式会社

気仙沼市田中前 3丁目9-1

電話 0226(24)3060

八日町2-2-13

電話：25-7590

11時30分からランチも営業中!

お客様満足度 地域 No.1を目指す！
文具・オフィス用品・オフィス家具
OA 機器・複合機・トータルコピーサービス

気仙沼観光コンベンション協会

気仙沼市松崎萱90-22

0120-09-1265

T E L ( 0 2 2 6)2 2 -0 4 6 5 / FAX (0226)23-2985

営業時間：午後５時〜午後１１時

電話：0226-23-3996

海の市 2F 0226-22-4560

株式会社ラヂオ気仙沼 内湾サテライトスタジオ

0226-25-8470

0226-25-8471

〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1番11号

gyo@kfm775.co.jp

基本広告料金表
初回
限定

http://www.kfm775.co.jp

この他にも様々なプランがございます。お気軽にご相談ください。

応援かんたんパック

7本 (1本 20 秒)10,000円

(税込)

(税込) ※制作費込み

。

※CM放送は月曜日から日曜日まで毎日1本放送、計7本です。
※CM放送時間は午前・午後・夕方の放送枠の中から選んで頂きます。

(税込)
本

30秒 3,240

夢ハウス

(税込)

茂木建設

(税込)

気仙沼市赤岩舘下６-1外

店同友店会

いしずえ

街づくりの礎

民間車検・一般整備・鈑金塗装

(有) 只 野 自 動 車
代表取締役

本 社 気仙沼市所沢２４８番地１

電話 : 0226 - 23 -7189

砕石所 気仙沼市赤岩長柴1番地 6

只 野 俊 彦

一 関 市 室 根 町 折 壁 字 愛 宕 下７９−９
電 話：0 1 9 1 ( 6 4 ) 2 0 2 3

レディースファッション

あなたもラヂオ気仙沼の情報誌に
バナー広告を掲載してみませんか？

自動車整備・車検・各種新車中古車販売
気仙沼市赤岩石兜 158-2

気仙沼市赤岩舘下 33-1 TEL : 0226-22-1310

TEL ２２−１２６６

次号は7月１日発行予定！
詳しくはラヂオ気仙沼(0226-25-8470)まで！
※掲載順不同

次号の発行予定は 2019 年 7 月です。古くなった本誌は そのまま各地域指定の置き場へ資源ごみとしてお出し下さい。

