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気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6238

防災・災害対策
問総務部危機管理課 TEL.22-3402
 唐桑総合支所総務企画課 TEL.32-4520
 本吉総合支所総務企画課 TEL.42-2973

　市では、市民の皆さんへより迅速、確実に災害情報をお伝えするため、多様な情報メディアを活用して災害情報を配信
しています。
　災害の種類や状況に応じて情報メディアも影響を受けますので、複数の情報メディアを活用し、情報を入手してくださ
い。

防災行政無線の放送内容を電話にてお聴きいただけるフリーダイヤルのサービスを平成28年4月1日から開始して
います。TEL.0120-26-9119

災害情報の伝達

災害時における情報伝達メディア

種別 情報メディア 国民保護
武力攻撃 津波

震度情報
宮城北部
震度4以上

特別警報
大雨･暴風な

ど

気象警報
大雨･洪水
など

土砂災害
警戒情報

竜巻注意
情報

避難
情報 火災

屋外
スピーカ 防災行政無線 ●※1

サイレン
●
サイレン ● ● ● ●

電話

防災行政無線
テレフォンサービス
TEL（フリーダイヤル）
0120-26-9119
TEL（有料）
28-9119

● ● ● ● ● ●

消防本部
テレフォンサービス
TEL0180-992-699

● ●

Eメール

エリアメール／
緊急速報メール

※2
□ □ □

緊急地震速報 □ ○ ○

被災者支援メール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
〈 広 告 〉
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気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 39

※1 ●は音声、 ○ と □ は文字でお伝えします。 □ の情報は、消防庁、気象庁、通信事業者から配信されます。
※2　通信事業者（NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイル）のサービスであり、対応機種でのみ受信できます。
※3　ＮＨＫ仙台放送局、東北放送㈱、気仙沼ケーブルネットワーク㈱でご利用になれます。

　Ｅメールによる情報配信サービスです。利用には、以下の手順により事前に登録が必要です。

手順1:受信する携帯情報端末から次のアドレスに空メールを送信。05999@nopamail.jp
手順2:返信されたメールから利用規約を確認し、ＩＤとパスワードを登録。
※通信料は利用者の負担となります。ドメイン指定受信等の設定変更が必要な場合があります。

被災者支援メールの登録方法

種別 情報メディア 国民保護
武力攻撃 津波

震度情報
宮城北部
震度4以上

特別警報
大雨･暴風な

ど

気象警報
大雨･洪水
など

土砂災害
警戒情報

竜巻注意
情報

避難
情報 火災

ラジオ コミュニティ
FM:77.5MHz ● ● ● ● ● ● ●

テレビ テレビデータ放送
※3 □ □ □ □ □ □ □ ○ ○

K-NETのみ

インター
ネット

市公式ホームページ
https://www.
kesennuma.
miyagi.jp/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ツイッター
https://twitter.
com/bosai_
kesennuma

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フェイスブック
https://www.
facebook.com/
bosaikesennuma

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

登録方法

〈 広 告 〉
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災害時の避難所・避難場所

家屋への被害が発生したとき

「避難行動要支援者避難支援」
への取り組み

　いざというときのために、普段からお近くの避難所・避
難場所を確認しておきましょう。

　災害により家屋に被害が発生したときには、調査に伺
いますので、ご連絡願います。
　損害保険・共済などへの申請のため「り災証明書」が必
要な場合は、申し出てください。
　また、皆さんも写真を撮っておくなど、被害状況の記録
をお願いします。

　避難行動要支援者とは、障害や高齢などにより、自力で
の避難が難しい方をいいます。
　この取り組みは、災害時に手助けが必要と思う方から
の同意を得て、市、自治会、自主防災組織、消防機関、警
察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等がその方の
情報を共有し、避難支援などに役立てるものです。

　ご自宅で生活することができなくなった方々が、一時
的に生活する所のことで、小中学校や公民館などに、災害
の種類や被害に応じて設置されます。

　津波の危険が迫った時など、緊急的に避難する高台や
グラウンド建物などのことです。

避難所

避難場所・津波避難ビル

気仙沼地区

「自助」による減災への取り組み
　災害時の対応には、自分や家族を守る「自助」、となり
近所の助け合いによる「共助」、公的機関の救助や支援の
「公助」があります。
　地震などの災害を止めることはできませんが、事前の
対策をしておくことで被害を減らすことはできます。
　家庭や職場内での家具転倒防止の対策や、災害時の
持ち出し袋を用意するなど、ご自分にできる対策の取り
組みをお願いします。
　また、地域内での信頼関係に基づく助け合いの取り
組みですので、普段から顔の見える関係をもつことが大
切です。

避難所・避難場所一覧

No. 名称 住所 区分 標高
1 九条小学校 九条327 避難所 57.0m

2 気仙沼高等学校 常楽130 避難所 40.3m

3 大曲コミュニティセンター 九条1 避難所 112.2m

4 条南中学校（津波災害時除く） 田中前四丁目8 避難所 3.2m

5 旭が丘学園 舘山二丁目2-32 避難所 37.3m

No. 名称 住所 区分 標高
6 駅前コミュニティセンター 古町一丁目2-15 避難所 16.5m

7 気仙沼小学校 笹が陣3-1 避難所 35.0m

8 気仙沼中学校 笹が陣4-1 避難所 32.9m

9 市民会館 笹が陣4-2 避難所 28.5m

10 南郷コミュニティセンター
（津波災害時除く） 南郷25-1 避難所 2.0m

〈 広 告 〉
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気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 41

鹿折地区 新月地区

No. 名称 住所 区分 標高
22 旧白山小学校 上東側根245 避難所 40.4m

23 白山コミュニティセンター 上東側根278-6 避難所 41.2m

24 旧中才保育所 東中才145-2 避難所 11.5m

25 旧鹿折保育所 東中才410-1 避難所 13.2m

26 鹿折小学校（津波災害時除く） 西八幡町54-1 避難所 3.7m

27 鹿折中学校 大峠山1-263 避難所 33.5m

28 ㈱丸本建設 東八幡前276 避難場所 25.9m

29 三坂高台 栄町 避難場所 45.4m

30 大浦高台 大浦 避難場所 39.3m

31 旧浦島小学校 ニノ浜83-2 避難所 43.3m

32 梶ヶ浦高台 ニノ浜 避難場所 36.2m

33 鶴ヶ浦生活文化センター 三ノ浜74-1 避難所 19.8m

34 市営鹿折南住宅 錦町一丁目2-1,2-2 津波避難ビル 18.8m

松岩地区
No. 名称 住所 区分 標高
35 松岩公民館 松崎浦田143-1 避難所 34.9m

36 松岩小学校 松崎五駄鱈5 避難所 32.4m

37 松岩中学校 松崎柳沢186 避難所 67.2m

38 気仙沼市総合体育館 赤岩牧沢44-180 避難所 65.3m

39 水梨コミュニティセンター 赤岩迎前田127 避難所 110.5m

40 水梨小学校 物倉山 6 避難所 116.3m

41 八幡神社境内 松崎中瀬 避難場所 20.1m

42 片浜高台 松崎片浜 避難場所 35.7m

43 前浜高台 松崎前浜 避難場所 34.9m

44 広域防災センター 赤岩五駄鱈 43-2 避難所 24.9m

No. 名称 住所 区分 標高
45 新月公民館 松川前69-2 避難所 14.2m

46 新城小学校 茗荷沢239-13 避難所 71.8m

47 新月中学校 切通100 避難所 15.5m

48 月立小学校 塚沢65 避難所 120.2m

49 前木生活改善センター 前木98 避難所 102.3m

50 月立保育所 台209 避難所 85.7m

51 旧落合小学校 象ケ鼻114 避難所 119.8m

52 市民健康管理センター 東新城二丁目2-1 避難所 8.1m

No. 名称 住所 区分 標高
11 陣山高台 陣山 避難場所 38.9m

12 柏崎高台 柏崎 避難場所 23.8m

13 気仙沼市魚市場（屋上） 魚市場前8-25 津波避難ビル 9.3m

14 条南中学校（校舎4階） 田中前四丁目8 津波避難ビル 16.0m

15 気仙沼合同庁舎（屋上） 朝日町1-2 津波避難ビル 19.8m

16 気仙沼漁業協同組合製氷工場 朝日町22-1 津波避難ビル 29.3m

17 ホテル一景閣 弁天町一丁目4-7 津波避難ビル 19.2m

18 気仙沼パークホテル 魚市場前6-23 津波避難ビル 18.4m

19 市営南郷住宅 南郷25-1 津波避難ビル 31.8m

20 市営幸町住宅 幸町三丁目2-1 津波避難ビル 24.8m

21 市営内の脇住宅 内の脇一丁目10-1 津波避難ビル 31.1m
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階上地区
No. 名称 住所 区分 標高
53 階上公民館 長磯船原20 避難所 16.0m

54 階上小学校 長磯鳥子沢23 避難所 15.1m

55 階上中学校 長磯中原125 避難所 31.5m

56 気仙沼カントリークラブ 長磯大窪152-38 避難場所 91.7m

57 最知高台 最知南最知 避難場所 15.1m

中井地区
No. 名称 住所 区分 標高
70 崎浜集会所 唐桑町津本23-2 避難所 61.6m

71 松圃集会所 唐桑町松圃131-2 避難所 58.0m

72 中井小学校 唐桑町中井134-3 避難所 42.1m

73 中井公民館 唐桑町中井92-1 避難所 48.2m

74 中井老人憩の家 唐桑町中井30-2 避難所 51.3m

面瀬地区
No. 名称 住所 区分 標高
66 面瀬小学校 松崎下赤田58 避難所 13.3m

67 面瀬中学校 岩月寺沢44 避難所 21.5m

68 岩月保育所 岩月宝ケ沢47-8 避難所 19.5m

69 岩月高台 岩月千岩田 避難場所 16.3m

小原木地区
No. 名称 住所 区分 標高

83 唐桑保健福祉センター「燦さん館」 唐桑町石浜282-3 避難所 68.0m

84 小原木公民館（旧小原木中学校） 唐桑町舘68 避難所 65.3m

85 舘老人憩の家 唐桑町岩井沢103-4 避難所 35.6m

大島地区
No. 名称 住所 区分 標高
58 大島公民館 廻舘110 避難所 36.4m

59 大島小学校 高井40-2 避難所 33.6m

60 大島中学校 高井40 避難所 30.8m

61 崎浜保育所 駒形96 避難所 23.2m

62 外浜高台 外浜 避難場所 70.2m

63 大島開発総合センター 中山 115-4 避難所 25.6m

64 磯草高台 磯草 避難場所 63.4m

65 亀山自治会館 亀山 7-1 避難所 82.0m

津谷地区
No. 名称 住所 区分 標高
92 旧馬籠小学校 本吉町小金山1-1 避難所 107.1m

93 本吉上沢多目的集会場 本吉町大東25-3 避難所 94.4m

94 本吉馬籠林業センター 本吉町向畑11-3 避難所 76.7m

95 本吉漆原コミュニティセンター 本吉町漆原9-1 避難所 58.1m

96 本吉松ヶ沢コミュニティセンター 本吉町宮内44-98 避難所 73.6m

97 本吉山田生活改善センター 本吉町猪の鼻84-2 避難所 20.2m

98 本吉表山田振興会館 本吉町岳の下3-6 避難所 15.2m

99 津谷小学校 本吉町津谷松岡126 避難所 30.1m

100 津谷中学校 本吉町津谷桜子2 避難所 48.2m

101 本吉総合体育館 本吉町津谷新明戸136 避難所 13.6m

102 本吉公民館 本吉町津谷新明戸136 避難所 13.2m

103 本吉津谷松尾コミュニティセンター 本吉町津谷松尾100-5 避難所 22.1m

104 本吉松岡タウンセンター 本吉町津谷松岡110-1 避難所 25.0m

105 本吉津谷舘岡コミュニティセンター 本吉町津谷舘岡63-1 避難所 58.3m

106 本吉登米沢多目的集会場 本吉町登米沢193-1 避難所 40.1m

107 本吉風越コミュニティセンター 本吉町風越23-1 避難所 56.4m

108 本吉林の沢振興会館 本吉町林の沢45-13 避難所 35.0m

109 本吉狼の巣多目的集会場 本吉町坊の倉258 避難所 129.6m

110 本吉坊の倉振興センター 本吉町坊の倉153-18 避難所 81.2m

小泉地区
No. 名称 住所 区分 標高
86 本吉浜区多目的集会場 本吉町今朝磯58 避難所 22.9m

87 小泉小学校 本吉町平貝63 避難所 23.2m

88 旧小泉中学校 本吉町平貝123 避難所 22.8m

89 小泉公民館 本吉町平貝29-1 避難所 23.2m

90 本吉幣掛ふれあい館 本吉町幣掛192-3 避難所 38.5m

91 本吉在区コミュニティセンター 本吉町卯名沢105-4 避難所 18.0m

唐桑地区
No. 名称 住所 区分 標高
75 中集会所 唐桑町中98-5 避難所 59.5m

76 唐桑中学校 唐桑町北中130 避難所 64.2m

77 鮪立児童館 唐桑町鮪立166-1 避難所 28.2m

78 鮪立老人憩の家 唐桑町鮪立165-1 避難所 30.4m

79 唐桑小学校 唐桑町明戸208-6 避難所 13.6m

80 唐桑公民館 唐桑町馬場181-1 避難所 24.3m

No. 名称 住所 区分 標高
81 唐桑体育館 唐桑町馬場181-1 避難所 24.3m

82 石浜集会所 唐桑町高石浜176-3 避難所 30.6m
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大谷地区
No. 名称 住所 区分 標高

113 東日本大震災復興記念前浜マリンセンター 本吉町前浜225-1 避難所 34.8m

114 大谷小学校 本吉町三島28 避難所 16.7m

115 大谷中学校 本吉町三島60-4 避難所 16.8m

No. 名称 住所 区分 標高
111 本吉下川内多目的集会場 本吉町東川内163-4 避難所 32.8m

112 本吉上川内コミュニティセンター 本吉町東川内18-1 避難所 60.3m

※ 標高は、ＴＰ（東京湾平均海面）を基準とした高さであり、おお
よその高さです。
※避難所の標高は敷地（校庭等）で計測した高さです。 

No. 名称 住所 区分 標高
116 大谷公民館 本吉町三島34-1 避難所 18.9m

117 本吉寺谷コミュニティセンター 本吉町寺谷30-2 避難所 28.7m

118 本吉上郷地区コミュニティセンター 本吉町石川原107-96 避難所 57.5m

119 本吉日門コミュニティセンター 本吉町山谷148-1 避難所 26.4m

120 本吉中郷会館 本吉町洞沢138-28 避難所 18.0m

被災者生活支援

サポート体制
問高齢介護課 TEL.22-6600（内線402・403）
 地域包括ケア推進課 TEL.22-6600（内線418・419）
 地域づくり推進課 TEL.22-6600（内線331）

　応急仮設住宅入居者等に対する総合相談の実施や交流活動により孤立化やひきこもり等を防止し、安心した生活
がおくれるよう支援します。なお、本吉地域・一関地区においては、LSA事業所が、仮設住宅の見守り支援も一体的に
実施します。

サポートセンター

気仙沼地区　気仙沼公園住宅2号棟内事務所　TEL.48-5071

9：00～17：00（原則土・日も開館しています。）

設置場所

開館日時

問 気仙沼市社会福祉協議会ボランティアセンター　TEL.22-0722

問気仙沼上・中・新月地区　気仙沼駅前プラザ内（川原崎） TEL.22-0206
松岩・面瀬・階上地区　松崎高谷178-1 TEL.25-7683
唐桑地区　燦さん館内（唐桑） TEL.32-3497
本吉地区　特別養護老人ホーム春圃苑内 TEL.42-3100
気仙沼西地区　市営南郷住宅内 TEL.25-7029
気仙沼南地区　市営幸町住宅内 TEL.25-9570
鹿折地区　市営鹿折南住宅内 TEL.28-9308

　生活支援相談員・復興支援コーディネーターを配置し、被災者と地域コミュニティとの交流支援、被災地域における支
え合い活動の支援をします。

　災害公営住宅や防災集団移転団地の整備に対応し、高齢者等の生活再建や自立生活を支援するため、仮設住宅を含
めて巡回訪問し、安否確認や見守り・声がけ・相談等を行います。

　住民同士が互いに支え合う地域づくりに取り組み、コミュニティの維持・振興を図るため、地域支援員が災害公営住
宅自治会や仮設住宅自治会の運営支援等を行っています。

「絆」再生事業

生活援助員（LSA）

地域支援員（気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課）
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など

被災者生活
再建支援金

住宅の再建方法に応じて支援金が支給されます（基礎支援金を受給した方を対象としています）。
●金額　基礎支援金:受付を終了しています。　　加算支援金:37万5千円～200万円
●必要書類　新築・購入等の契約書、預金通帳の写し
その他、必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

市危機管理課
TEL.22-1462
［問い合わせ専用電話］

がけ地近接等
危険住宅
移転事業

災害危険区域内の住宅から災害危険区域外へ移転する際に、住宅再建にかかる資金を借
り入れた場合の利子相当額等について下記の限度額の範囲内で補助を受けられます。
●金額　除却や引越し費用の助成:80万2千円　　建物取得への利子補給:457万円
　　　　土地取得への利子補給:206万円　　　  敷地造成への利子補給:59万7千円
必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

市住宅支援課
住宅支援係
TEL.22-6600
内線589・593

生活復興支援
資金

生活の復興を支援するため、被災した低所得世帯が、当面の生活に必要となる経費や住宅補
修等の貸付を受けられます（所得制限があります）。事前相談でお問い合わせください。

社会福祉協議会
TEL.22-0709

災害弔慰金 震災により亡くなられた方のご遺族に弔慰金が支給されます。
●金額　亡くなられた方に扶養されていた場合:500万円　　その他の場合:250万円

市社会福祉課
社会福祉係
TEL.22-6600
内線431・432・469

災害義援金

日本赤十字社等や宮城県並びに市に寄せられた義援金が、被災状況により配分されます。詳
しくはお問い合わせください。
●金額　死亡・行方不明:131万1千円　　災害障害見舞金対象者:32万6千円
　　　　住家被害に関する義援金:55万5千円～120万9千円
　　　　津波浸水区域の住家被害:15万8千円～41万2千円（仮設住宅未利用世帯加算10万円）
　　　　震災により孤児になられた方:52万円　　母子・父子世帯:38万3千円
　　　　高齢者施設・障害者施設入所者:28万3千円　　全世帯:1万円
●必要書類　り災証明書、預金通帳の写しなど

市社会福祉課
社会福祉係
TEL.22-6600
内線431・432・469

災害障害
見舞金

震災により重度の障害を受けられた方に見舞金が支給されます。
●金額　生計維持者の方が障害を受けた場合:250万円　　その他の場合:125万円
●必要書類:医師の診断書など

市社会福祉課
障害福祉係
TEL.22-6600
内線436

災害援護資金

震災で世帯主が全治1か月以上の負傷を負われた場合、住居・家財に大きな被害を受けた
場合、生活立て直しのための貸付が受けられます(所得制限があります)。
●金額　 被災の程度に応じて上限150万円～350万円(利率年1.5％ 保証人をたてる場合は無利子）
●償還期間　13年間（措置期間6年または8年）
●必要書類　医師の診断書、り災証明書など

市社会福祉課
社会福祉係
TEL.22-6600
内線431・432・469

母子・寡婦
福祉資金

母子家庭や寡婦の方について、経済的に自立し安定した生活を送るための貸付が受けられます。
●金額　貸付種類により異なります（無利子～利率1.5％）。
●必要書類　貸付種類により異なります。

県気仙沼
保健福祉事務所
TEL.22-1356

住宅の
二重ローン
支援制度

宮城県では、次の条件の全てを満たす方を対象に、既存の住宅ローンにかかる5年間の利
子相当額（上限50万円）を補助します。
●条件
①震災により自ら居住していた住宅（県内に限る）に被害を受けた方
②①の被災した住宅に500万円以上の既存住宅ローンを有する方
　（新たな住宅ローンを契約した前月末時点）
③新たに500万円以上の住宅ローンを組んで再建される方
※その他条件など詳しくは、右記へお問い合わせください。

宮城県土木部
住宅課
企画調査班
TEL.022-211-3256

水道廃止要件
の緩和と住宅
再建に係る水
道加入分担金
等の特例措置

東日本大震災により被災した方の住宅再建にかかる負担軽減を図るため、被災住宅等の水道廃止
要件の緩和します。また、住宅等の新築に伴う水道の加入分担金を免除または一部免除します。
●実施期間　平成33年3月31日まで
●水道廃止要件の緩和
　 被災住宅等に限り、「給水装置廃止届出書」を提出することで、所有者の自己負担なしで水道
を廃止できます。
●加入分担金の免除・一部免除対象
　 震災により市内で住宅・事業所が全壊、大規模半壊または半壊の被害を受け、給水装置廃
止手続を行う方で下記の要件に該当する方
①新築、改築、補修などに伴い給水装置を新設する方
② 分譲住宅または中古住宅等を購入し、給水装置の所有者を変更されて、購入の際に加入分担
金を負担された方
③ 本特例措置の施行前に被災住宅等の給水装置撤去工事を行わず、新築または中古住宅等
を購入し、加入分担金を納付した方
●必要書類　「り災証明書」等
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

市ガス水道部
工務課
TEL.23-2562
給水装置係

被災者支援制度
被災された方への支援制度
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東日本大震災被災住宅再建補助金

支援内容 問い合わせ先など

災害危険区域内
被災者の住宅再建

ア  災害危険区域指定日前に
　 市内の災害危険区域外に再建

786万円
（利子等補助）

建物：444万円
土地：206万円
敷地造成：58万円
除却・移転：78万円

市住宅支援課
住宅支援係
TEL.22-6600
内線589・593

イ  災害危険区域指定日前に
　 市外に再建

100万円
（利子等補助）

建物：100万円
土地・敷地造成：50万円
除却・移転：20万円

50万円
（再建補助）

建物・土地・敷地造成：50万円
除却・移転：20万円

ウ  災害危険区域指定日前に
　 市内の災害危険区域内に
　 建築・取得で再建

728万円
（利子等補助）

建物：444万円
土地：206万円
敷地造成：58万円
除却・移転：20万円

350万円
（再建補助）

建物：350万円
土地・敷地造成：170万円
除却・移転：20万円

エ 市内の災害危険区域内に
　 修繕で再建

300万円
（利子等補助）

建物：300万円
土地・敷地造成：150万円
除却・移転：20万円

100万円
（再建補助）

建物：100万円
土地・敷地造成：50万円
除却・移転：20万円

災害危険区域外
被災者の住宅再建 市内の災害危険区域外に再建

建築・取得の
場合
742.7万円
（728万円）
（利子等補助）

建物：457万円（444万円）
土地：206万円
敷地造成：59.7万円（58万円）
除却・移転：20万円

修理の場合
300万円
（利子等補助）

建物：300万円
土地・敷地造成：150万円
除却・移転：20万円

制度未利用被災者の住宅再建
（市内の災害危険区域外に再建）
※ 被災者生活再建支援金加算支援金および応急修理補助
金を控除

建築・取得の
場合
350万円
（再建補助）

建物：350万円
土地・敷地造成：170万円
除却・移転：20万円

修理の場合
100万円
（再建補助）

建物：100万円
土地・敷地造成：50万円
除却・移転：20万円

公営住宅への入居時の移転費補助 20万円
（実費補助） 除却・移転：20万円

市内の賃貸住宅や親類等宅への転居で再建 20万円
（実費補助）

除却・移転：20万円
引っ越し業者の領収書を紛失
した場合：5万円

災害危険区域内被災者の住宅再建
（建築制限適用除外認定を受けた方）

20万円
（実費補助） 除却・移転：20万円

防災集団移転促進事業で住宅再建
（借入をせずに再建された方）
※ 被災者生活再建支援金加算支援金を控除

建築
200万円
（再建補助）

建物：200万円
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支援項目 支援内容 問い合わせ先など
農林漁業

セーフティネット
資金

認定農業者、認定漁業者などの方々が、資材費、労務費等
の長期運転資金の貸付を受けられます。
●金額　1,200万円を限度（無利子）

日本政策金融公庫仙台支店
TEL.022-221-2331

農業経営基盤
強化資金

（スーパーＬ）

認定農業者の方が、経営改善を目的とした総合的な資金の
貸付を受けられます。
●金額　個人:3億円を限度（無利子）
　　　　法人:10億円を限度（無利子）

日本政策金融公庫仙台支店
TEL.022-221-2331

農業近代化
資金

認定農業者の方が、建構築物・農機具等の施設や農地・牧
野等土地の復旧に要する資金の貸付を受けられます。
●金額　個人:1,800万円を限度（無利子）
　　　　法人:2億円を限度（無利子）

南三陸農業協同組合
TEL.47-4583

東日本大震災農業
経営安定資金

被害を受けた農業者が、農業経営維持の安定と地域農業
基盤の拡充を目的とした資金の貸付を受けられます。
●金額　 3千万円を限度（貸付利率は利用対象、貸付金額・

期間等により異なります。詳しくはお問い合わせ
ください）。

南三陸農業協同組合
TEL.47-4583

漁業近代化資金
沿岸漁業または水産加工業を営む方が、漁船、水産加工施
設等の取得・整備に要する資金の貸付を受けられます。
●金額　個人:9,000万円を限度（無利子）
　　　　法人:1億8,000万円を限度（無利子）

県漁業協同組合
TEL.0225-21-5711

東日本大震災
復興特別貸付

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、災
害復旧のための設備資金および運転資金の貸付を受けら
れます。
●金額　各融資制度の限度額に上乗せ6,000万円
※金利等詳しくはお問い合わせください。

日本政策金融公庫（東京）
TEL.0120-154-505

東日本大震災
復興特別貸付

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、災害
復旧のための設備資金および運転資金の貸付を受けられ
ます。
●金額　3億円を限度
※金利等詳しくはお問い合わせください。

商工中金仙台支店
TEL.022-225-7411

東日本大震災
復興緊急保証

直接被害または間接被害を受けた中小企業の方々が、金融
機関から借入等を行う場合、信用保証協会が保証を行いま
す。
●金額　2億8,000万円以内

宮城県信用保証協会気仙沼支店
TEL.22-1972

災害復興住宅融資
住宅に被害が生じ、「り災証明書」の発行を受けた方に、災
害復興住宅融資を実施しています。また既に融資を受けて
いる方々に対する返済方法の変更等についても相談に応
じます。

住宅金融支援機構（災害専用ダイヤル）
TEL.0120-086-353

中小企業者等
二重債務問題
対応策

東日本大震災により被害を受けた事業者の事業再開・継続
を支援することを目的に、金融、会計、経営診断、事業再生
などの専門家が相談に応じます。
※詳しくは、お問い合わせください。

宮城県産業復興相談センター
気仙沼事務所（気仙沼商工会議所内）
TEL.22-4600
宮城県産業復興相談
センター本吉唐桑事務所（本吉唐桑商工会内）
TEL.42-2028

事業復興型
雇用創出
助成金

国・県・市の各種支援事業を実施している事業主が被災求
職者を雇用した場合に、その雇入れに係る費用の一部や、
住宅支援の導入等に要した費用の一部について助成が受
けられます。
※詳しくは、お問い合わせください。

市商工課
TEL.22-6600 内線521
宮城県経済商工観光部雇用対策課分室
TEL.022-797-4661

事業者向け支援制度

い
ざ
と
い
う
と
き
に
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問市民生活部市民課  TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課  TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課  TEL.42-2974
 階上出張所　TEL.27-2300 大島出張所　TEL.28-2601

住民異動関係

種　類 届出期間 届出に必要なもの

転入届
（他の市区町村から市内に
引っ越してきたとき）

転入をした日から
14日以内

転出証明書
本人確認書類（運転免許証等）
印鑑
国民年金手帳（加入者）
通知カードまたはマイナンバーカード
住民基本台帳カード（お持ちの方）
在留カードまたは特別永住者証明書等

　（外国人住民の方）

転出届
（他の市区町村へ引っ越しするとき） 転出の日までに

本人確認書類（運転免許証等）
印鑑

転居届
（市内で引っ越したとき）

転居をした日から
14日以内

本人確認書類（運転免許証等）
印鑑
通知カードまたはマイナンバーカード
住民基本台帳カード（お持ちの方）
在留カードまたは特別永住者証明書等

　（外国人住民の方）

世帯変更届
⎛世帯主が変わったときや世帯を⎞
⎝    分けたり、一緒にしたとき    ⎠

変更のあった日から
14日以内

本人確認書類（運転免許証等）
印鑑
国民健康保険被保険者証（加入者）

※届出に来る方が本人または同一世帯員でない場合は、委任状が必要です。
※ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネッ
トワークを活用した転出手続きができます。この場合、転出証明書は交付されませ
んので、転入先の市区町村で転入届をされる際に、必ずマイナンバーカード（住民基
本台帳カード）を持参してください。
　 また、今お持ちのマイナンバーカード、住民基本台帳カードは、転入届後90日以内
に継続利用の手続きをすると引き続きご利用いただけます。
※ 外国人住民の方が転入するときは、世帯主との続柄が確認できる書類（外国語の場
合は翻訳を添付）が必要な場合があります。
※ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード（顔写真付）の記載内容の変更は、出
張所では取り扱いできませんので、ご注意ください。

〈 広 告 〉
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問市民生活部市民課  TEL.22-6600（内線363・364）
 唐桑総合支所市民生活課  TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課  TEL.42-2974
 階上出張所　TEL.27-2300 大島出張所　TEL.28-2601

戸籍関係

種　類 届出人 届出期間 届出に必要なもの

出生届 1.父または母 生まれた日から14日以内
出生証明書（届書）
届出人の印鑑
母子健康手帳

死亡届 1.同居の親族
2.その他の親族 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡診断書または死体検案書（届書）

届出人および窓口に来る方の印鑑

婚姻届 1.夫と妻 届けた日から効力が生じます
夫と妻の印鑑（旧姓のもの）
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※本籍地以外に届出する場合

離
婚
届（
離
婚
す
る
と
き
）

協議の場合 1.夫と妻 届けた日から効力が生じます
夫と妻の印鑑
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※本籍地以外に届出する場合

調停の場合 1.申立人 調停成立の日から10日以内
申立人の印鑑
調停調書謄本
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※本籍地以外に届出する場合

裁判の場合 1.申立人 裁判確定の日から10日以内
申立人の印鑑
審判（判決）書謄本および確定証明書
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※本籍地以外に届出する場合

離婚の際に
称していた氏を称

する届
1. 婚姻の際に氏（姓）
が変わった方 離婚の日から3か月以内

届出人の印鑑
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※本籍地以外に届出する場合

転籍届
（本籍を変更するとき）

1. 戸籍の筆頭者およ
びその配偶者 届けた日から効力が生じます

届出人の印鑑
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
※市内で本籍を変更する場合は不要

上記のほかに、認知届、養子縁組（離縁）届、入籍届、分籍届等があります。
※ 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届には、届書に証人（成年）2人の署名押印が必要です。また、これらの届出および認知
届の届出に来る方は本人確認書類（運転免許証、旅券等）をお持ちください。
● 戸籍の届出により氏名等が変わる方は、マイナンバーカード（通知カード）、市で発行している保険証等の記載内容を変更する必要
がありますので、持参してください。
● 戸籍の届出では住所は変わりません。住所を変更するには、住所変更届が必要です。
● 時間外・休日の戸籍の届出は警備員が受付をいたします。詳しくは担当までお問い合わせください。

〈 広 告 〉
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　印鑑登録ができるのは、気仙沼市に住民登録している満15歳以上の方です（ただし、成年被後見人の方は登録できま
せん）。
　登録できる印鑑は1人1個です。

●印影の大きさが1辺8㎜の正方形より小さいもの、または1辺25㎜の正方形より大きいもの
●住民票の氏名を表していないもの
●職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの
●市販の大量生産されている印鑑、欠けたもの、ゴム印、その他変形しやすいもの
●印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
●文字が白く抜けるもの（逆さ彫り）
●他の方がすでに印鑑登録している印鑑

登録できない印鑑

問市民生活部市民課  TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課  TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課  TEL.42-2974
 階上出張所　TEL.27-2300 大島出張所　TEL.28-2601

印鑑登録関係

区分 本人申請の場合 代理人申請の場合

印鑑登録申請

登録する印鑑
本人であることを確認できるもの（次のどちらか）
ア 官公署発行の顔写真付き本人確認書類（マイナ
ンバーカード・運転免許証等）
イ 市内で印鑑登録をしている方の保証書

登録する方の印鑑
代理権授与通知書
※ 登録する方の意思確認のため、郵送による文
書照会を行い、本人の回答書を受けてから登
録するため、日数を要します。

印鑑登録証明書
交付申請 印鑑登録証（実印は必要ありません。） 必要とする方の印鑑登録証

（実印は必要ありません。）

印鑑登録廃止申請 印鑑登録証 印鑑登録証
代理権授与通知書

印鑑登録証亡失届 代理権授与通知書

※印鑑登録等には手数料がかかります。（53ページを参照）
※ 官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方・保証人のいない方は、印鑑登録証の即日発行ができません。詳しくはお
問い合わせください。

印鑑登録、印鑑登録証明書交付申請等に必要なもの

〈 広 告 〉
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●住所の異動や世帯の変更、印鑑登録等に関する届出
　※ 住所や世帯変更等の手続きについては、47ページ
の「住民異動関係」をご覧ください。

●住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付申請
● 特別永住者証明書に関する申請（下記の手続きをご覧
ください。）

● 制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容
についての証明に関する申請
　※ 住民票には外国人登録原票に記載されていた法改
正以前の居住地の変更履歴や氏名、国籍の変更履
歴、上陸許可年月日などの履歴が記載されません。

● 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更、在留カードの記載事項変更に関する届出
●在留資格の変更や再交付に関する申請
●在留カードの交付・更新の申請

　平成24年（2012年）7月9日より住民基本台帳法および入国管理法の改正により、外国人登録制度が廃止され、外
国人住民の方にも住民票が作成されるとともに新しい在留管理制度が始まりました。

種　　類 届出期間 届出に必要なもの

有効期間の
更新申請

16歳以上の方
有効期間満了日の2か月前から
有効期間満了日までの間
16歳未満の方
16歳の誕生日の6か月前から
誕生日まで

パスポート（所持している方のみ）
特別永住者証明書、
 写真1枚（ 縦4cm横3cm、3か月以内に撮影した正面、無帽、無

背景のもの）

再交付申請

1紛失・滅失等した場合
失ったことを知った日から14日以内
（国外で失ったことを知った場合は、
再入国してから14日以内）
2汚損・き損等の場合
随時

パスポート（所持している方のみ）
特別永住者証明書（紛失の場合以外）
写真1枚（ 縦4cm横3cm、3か月以内に撮影した正面、無帽、無

背景のもの）、
　※16歳未満の方は、写真は不要です。
紛失の場合
失ったことがわかる資料

　（ 遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など）

「氏名」「生年月日」
「性別」「国籍・地域」
に変更があったとき

変更があったときから14日以内

パスポート（所持している方のみ）
特別永住者証明書、
写真1枚（ 縦4cm横3cm、3か月以内に撮影した正面、無帽、無背

景のもの）、
　※16歳未満の方は、写真は不要です。
 変更が生じたことを証するもの（国などの権限のある機関によっ
て作成されたもの）

外国人住民関係
問市民生活部市民課 TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

市役所に届出・申請するもの

特別永住者証明書をお持ちの方の手続き

地方出入国在留管理局（仙台出入国在留管理局）に届出・申請するもの

出入国在留管理庁に申請するもの

届
出
・
証
明
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問市民生活部市民課 TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

申請方法 受取方法

　マイナンバーカード（個人番号カード）は、プラスチック製の顔写真付きICカードです。希望する方の申請により作成
されます。
　公的な本人確認書類としての利用、e-Taxなどの電子申請、各種証明書コンビニ交付サービスやマイナポータルへ
のログインなどに利用できます。
　有効期限は、20歳以上の方は10年（発行の日から10回目の誕生日まで）、20歳未満の方は5年（発行の日から5回
目の誕生日まで）です。
※外国人の方は、在留期間や在留区分によって有効期限が異なります。
※即日交付はできません。

　通知カードに付属の「個人番号カード交付申請書兼電
子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、写真を貼付
のうえ同封されていた返信用封筒に封入し郵便で申請
します。
　申請書を紛失した場合や住所変更、戸籍届出等で申
請書の記載内容が変更となった方は、市役所・総合支所
で新しい申請書を発行できます。
申請は、郵送による方法の他、パソコン・スマートフォン・
まちなかの証明用写真機（対応できるものに限る）から
も可能です。
　申請する際の詳しい内容については、通知カードに同
封のチラシ、またはマイナンバー総合サイト（https://
www.kojinbango-card.go.jp/）をご覧ください。

「個人番号カード交付通知書」（はがき）を発送しますの
で、通知書に記載された交付場所に交付通知書、通知
カード、本人確認書類、住民基本台帳カード（お持ちの
方のみ）をそろえ来庁してください。交付の際に暗証番号
（パスワード）を入力していただきます。
※ 受け取りは、原則として本人が窓口に出向き、本人確
認を行ったうえで交付することになります。

　 なお、ご本人が病気や身体の障がいなど、やむを得な
い理由により窓口に出向くことができない場合は、代
理人に受け取りを委任できますので、お問い合わせく
ださい。

マイナンバーカード
（個人番号カード）

問市民生活部市民課 TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

おもて う　ら

　4情報（氏名、住所、性別、生年月日）に変更があった場合、通知カードおよびマイナンバーカードの記載内容を変更
する必要があります。また、マイナンバーカードについては、記録情報を更新する必要があります（その際、パスワード
が必要になります）。
　変更の届け出をする場合は、本人確認書類と印鑑のほかに、必ず通知カードまたはマイナンバーカードを持参して
ください。

住所や氏名等に変更があった場合

マイナンバーカード ※初回の交付手数料は無料です。

届
出
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　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの各種証明書を取得できます。

証明書の種類 手数料（1通） 留意事項 取得できる証明

住民票の写し（住民票謄本・抄本） 300円 個人番号（マイナンバー）、住
民票コードは記載されません。 本人および同一世帯の方の分

印鑑登録証明書 300円 本市で印鑑登録をしている方 本人分

戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） 450円 本籍が本市である方 本人および同じ戸籍にある方の分

戸籍の附票（附票謄本・抄本） 300円 本籍が本市である方 本人および同じ戸籍にある方の分

課税（非課税）証明書 300円

交付日時点の最新年度分のみ
（年度切替時期は6月中旬）
賦課期限の1月1日および交付
日時点に本市に住民登録があ
る方に限ります。

本人分

※注意事項
●「住民基本台帳カード」、「印鑑登録証」では、コンビニ交付は利用できません。
●住民基本台帳法による支援措置を受けている方の証明書は発行できません。
●除かれた住民票の写し、除籍・改製原戸籍は発行できません。
● 戸籍の届出を提出した場合、証明書への反映まで1~2週間程度かかりますので、ご利用の前に、市民課市民係へ確認してく
ださい。

●マイナンバーカード
● マイナンバーカードの4桁の暗証番号（利用者証明用
電子証明書用）

　全国のコンビニエンスストア（セブンイレブン、ローソ
ン、ファミリーマート、ミニストップ）など
※ マルチコピー機の設置店舗に限りますので、ご注意く
ださい。

　6：30～23：00（12月29日から翌年1月3日までとシス
テム休止日を除く）

利用できる店舗

利用時間

コンビニ交付で取得できる証明書

サービスを受けるために必要なもの

各種証明書コンビニ交付サービス

届
出
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問市民生活部市民課  TEL.22-6600（内線361・362）
 唐桑総合支所市民生活課  TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課  TEL.42-2974
 階上出張所　TEL.27-2300 大島出張所　TEL.28-2601

戸籍 ･住民票などの証明

種　　類 必要なもの 手　数　料

戸籍の全部・個人事項証明（戸籍謄・抄本） 印鑑
本人確認書類 450円/1通

戸籍の一部事項証明 〃 450円/1通

除かれた戸籍の全部・個人事項証明（除籍謄・抄本） 〃 750円/1通

除かれた戸籍の記載事項証明 〃 450円/1件

届出・申請の受理証明または記載事項証明 〃 350円/1通

特別の受理証明に関するもの（賞状用紙） 〃 1,400円/1通

住民票の写し
謄本（世帯全員分）

〃 300円/1通
抄本（1人分）

住民票の記載事項証明 〃 300円/1件

マイナンバーカード（再交付）
印鑑
写真
遺失届（自宅外で紛失した場合）

800円/1枚

公的個人認証の電子証明書
マイナンバーカード
印鑑
本人確認書類

200円/1件

通知カード（再交付）
印鑑
本人確認書類
遺失届（自宅外で紛失した場合）

500円/1枚

広域交付住民票の写し
※本人・同一世帯員のみ

謄本（世帯全員分） 印鑑
 官公署発行の顔写真付き本人確
認書類

300円/1通
抄本（1人分）

住民基本台帳の閲覧 ※特別な事情によるもの 300円/1人

戸籍の附票の写し 印鑑
本人確認書類 300円/1通

身分に関する証明 〃 300円/1通

埋火葬に関する証明 〃 300円/1通

印鑑登録
登録する印鑑
 官公署発行の顔写真付き本人確
認書類

300円/1件

印鑑証明 印鑑登録証 300円/1通

臨時運行許可
自賠責保険証
印鑑
本人確認書類

750円/1件

船員法関係
船員手帳の交付並びに書換え 1,950円/1冊

船員手帳の訂正 430円/1件

※本人以外の方が申請される場合、委任状（代理権授与通知書）が必要となることがあります。
※「マイナンバーカード」、「公的個人認証の電子証明書」については、出張所では取り扱いませんので、ご注意願います。
※住民基本台帳の閲覧は特別の理由がある場合に限られます。詳しくはお問い合わせください。
※「船員法関係」については、東北運輸局気仙沼海事事務所または唐桑総合支所の取扱いとなります。
※下記の証明書の発行については、小泉公民館・大谷公民館でも取り扱います。
⎛戸籍・除かれた戸籍の全部・個人事項証明書（謄抄本）、　　　　⎞
⎝住民票の写し、戸籍の附票の写し、身分に関する証明、印鑑証明⎠
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市税の主なもの

納期
個人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

法人市民税

税の種類 納税義務者

市
民
税

個人市民税 ● 1月1日現在、市内に住所がある方で、前年中に所得があった方
● 1月1日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方（家屋敷課税）

法人市民税 ● 市内に事務所・事業所を持つ法人など

固定資産税 ● 1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有する方

都市計画税 ● 1月1日現在、都市計画区域内に土地・家屋を所有する方

軽自動車税 ● 4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）を所有
する方

月
税目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月

個
人
市
民
税

普通徴収（年4回） ○ ○ ○ ○

特別徴収
給与から（年12回） 毎月※6月から翌年5月まで

公的年金から（年6回） 年金支給月　※仮徴収　4・6・8月
　　　　　　　本徴収　10・12・2月

固定資産税・都市計画税（年4回） ○ ○ ○ ○

軽自動車税（年1回） ○ ※ 軽自動車の車検には納税証明が必要です。
※ 譲渡や廃車などの異動があった場合は、関係機関に必ず届出をしてください。

　原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内

問総務部税務課 TEL.22-3404
 総務部収納対策室 TEL.22-6600（内線249・251・375）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

市税

〈 広 告 〉
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納付方法 各種証明書
現金納付（納付書による納付）

口座振替による納付

種類 手数料 備考
所得・課税に
関する証明 300円/1件 1人につき1年度

ごとの1税目

納税に関する証明 300円/1件 1人につき1年度
ごとの1税目

固定資産に関する証明 300円/1件 1筆・1棟・1種増
毎50円加算

住宅用家屋証明 800円/1件

営業または
業務に関する証明 300円/1件

扶養親族に関する証明 300円/1件

固定資産税名寄帳・
図面の閲覧等手数料 300円/1回 1種類1件ごと

　市役所（本庁・総合支所・出張所）、金融機関、コンビニ
エンスストア、ゆうちょ銀行（郵便局）で納付してくださ
い。
　また、納税貯蓄組合を通じて納付する方法もあります。

　税の各種証明書については、本庁・総合支所および出
張所で交付します。

　市税の納付には、口座振替をおすすめします。
　なお、残高不足による振替不能防止のため「総合口
座」での口座振替がおすすめです。
　詳しくは、89ページの「口座振替」をご覧ください。

※ 証明書の申請には、印鑑と本人確認書類（運転免許証・マイ
ナンバーカードなど）が必要になります。本人・同一世帯の方・
納税管理人以外の方が申請する場合は、委任状（代理人選任
届）が必要です。
※ 証明書の交付は、郵便でも申請できます。
※ 下記の証明書の発行については、小泉公民館・大谷公民館で
も取り扱います。
　（ 所得・課税に関する証明、納税に関する証明、固定資産に関
する証明、扶養親族に関する証明）

〈 広 告 〉
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国民健康保険
問市民生活部保険課 TEL.22-3419
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

　国民健康保険の届出・申請の際は、窓口にいらした方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）の提示が
必要です。
また、届出に来る方、世帯主、対象となる方のマイナンバーの記載をお願いしています。
　次のような場合は、必ず14日以内に、市保険課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所へ届出をしてくだ
さい。
※別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要です。

こんなときは 届出に必要なもの

国民健康保険に
加入するとき
※ 保険税の納付
は原則口座振
替となってお
りますので，金
融機関にてお
手続きをお願
いします。

●社会保険をやめたとき
●被扶養者でなくなったとき
　（職場へ保険証を返還したとき）

本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード
社会保険の資格喪失証明書

　（離職票，離職証明書，退職証明書等は不可）

●他の市区町村から転入したとき
本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード
転出証明書

●子どもが生まれたとき 本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード

●外国籍の方が加入するとき
本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード
在留カード等

●生活保護を受けなくなったとき
本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード
保護廃止決定通知書

国民健康保険を
脱退するとき

●社会保険に加入したとき
●被扶養者になったとき
　（職場から保険証をもらったとき）

本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証
新たに加入した社会保険の保険証または資格取得証明書

●他の市区町村へ転出するとき 本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証

●死亡したとき 本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証

●外国籍の方が脱退するとき
本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証
在留カード等

●生活保護を受けることになったとき
本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証
保護開始決定通知書

その他の手続き

●住所、世帯主、氏名等が変わったとき 本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証

●別の世帯へ移ったとき
●世帯を分離・合併したとき

本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証

●保険証を紛失、破損、汚損したとき 本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード

● 修学のため他市区町村へ転出すると
き

本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証
在学証明書

●社会福祉施設等へ入所するため
　他市区町村へ転出するとき

本人確認書類（運転免許証等）　 印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード　 保険証
施設入所証明書または新住所の住民票抄本

※保険証＝国民健康保険被保険者証
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医療費が高額になるときは
●「限度額適用認定証」（住民税非課税世帯の方は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」）の交付を受けま
しょう。
　あらかじめ国保の窓口に申請し、限度額適用認定証
の交付を受けて医療機関に提示すれば、医療機関への
支払いを高額療養費の自己負担限度額までで済ませる
ことができます。また、住民税非課税世帯の方は、入院
時の食事代の負担も軽くなります。
※ 70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み所得者
Ⅲ」、「一般」の方は、国民健康保険被保険者証と高齢
受給者証で所得区分が確認できるため、限度額認定
証の申請は不要です。

●同じ月内の医療費の支払いが高額になり、自己負担
限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額
を超えた分が高額療養費としてあとから支給されま
す。

70歳未満の方

70歳から74歳までの方

区分 所得 自己負担額（ひと月あたり）

ア 901万円を
超える

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
〈140,100円〉

イ 600万円を超え
901万円以下

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
〈93,000円〉

ウ 210万円を超え
600万円以下

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%
〈44,400円〉

エ 210万円以下 57,600円
〈44,400円〉

オ 住民税
非課税世帯

35,400円
〈24,600円〉

所得区分
自己負担額（ひと月あたり）

外来（個人単位）外来＋入院（世帯単位）
現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上）

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
〈140,100円〉

現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万円以上）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
〈93,000円〉

現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%
〈44,400円〉

一般 18,000円
（年間限度額144,000円）

57,600円
〈44,400円〉

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※ 〈　〉内の金額は、過去12か月中3か月自己負担限度額に達し
た場合、4か月目以降の自己負担限度額です。
　 高額療養費の算定にはさまざまな条件がありますので、詳し
くは市保険課にお問い合わせください。
　 国民健康保険以外の保険に加入されている方は、ご加入の
保険にお問い合わせください。

国民健康保険税

納期

●保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納
付金分を合わせたものとなります。
　・ 医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納付金分は、
それぞれ所得割、均等割、平等割の合計です。

　・ 介護納付金分は、介護保険の第2号被保険者（40歳以
上65歳未満の人）についてのみ算定します。

●保険税率および賦課限度額は、年度ごとに医療保険分
と後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれに定め
ています。

特別徴収

普通徴収

　一定の要件を満たした方は、原則として、年6回の老齢
（退職）年金、障害年金および遺族年金から天引きされ
ます。

　上記特別徴収以外の方は、年12回(暫定賦課4回・本
賦課8回)に振り分けて、毎月納付書や口座振替での納
付となります。

4月、6月、
8月 仮徴収 保険税が確定しないため、前年度2月分

の保険税額と同じ金額となります。
10月、
12月、
翌年2月

本徴収
保険税を確定し、仮徴収額を差し引いて、
残りの3回の額が均等になるように振り分
けた金額です。

4月～7月 暫定賦
課

保険税が確定しないため、前年の保険税
額の4／12の金額となります。

8月～
翌年3月 本賦課

保険税を確定し、暫定賦課額を差し引い
て、残りの8回の額が均等になるように振
り分けた金額です。

※ 口座振替取扱い金融機関については、89ページをご覧くだ
さい。
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対象者

後期高齢者医療制度で医療を受けるとき

入院したときは、食事代の負担があります

保険料

納期

医療費が高額になった場合

特別徴収

普通徴収

自己負担限度額（月額）

高額介護合算療養費について

保険料の決め方
※保険料総額は100円未満切り捨て

保険料 ＝ ＋
所得割額

（［前年の総所得金額－
33万円]×所得割率※）

均等割額※
（被保険者1人当たり）

入院時の食事代　75歳以上の方と、一定の障害があり、宮城県後期高齢者
医療広域連合の認定を受けた65歳から74歳までの方。

　保険料は、宮城県後期高齢者医療広域連合で、次の
方法で個人ごとに決定します。
　なお、世帯の所得により軽減措置があります。

　同一月（1日から月末）の診療で、複数の医療機関で支
払った医療費の自己負担額の合計額が自己負担限度額を
超えた場合、あとから高額療養費として払い戻しされます。
ただし、差額ベッド代、食事代、日用品や保険適用外診療は
医療費に含みませんので、払い戻しの対象にはなりません。

　計算期間内（8月から翌年7月）の後期高齢者医療制
度と介護保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場
合、申請により支給されます。

※1  現役並み所得者で現役Ⅰ、Ⅱに該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の支払いが医療機関
ごとに限度額までとなり、医療費の負担を軽くすることができます。

※2  低所得者Ⅰ、Ⅱの方（住民税非課税世帯）は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示すると、医療費の支
払いが医療機関ごとに限度額までとなり、食事代の負担も軽くなります。申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

注①:  〈　〉は、過去12か月以内に世帯単位（外来＋入院）の限度額を超える高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の、4か月目
からの金額です。

注②:  1年間のうち一般区分（低所得区分であった月も含む）であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限
額となります。

※「均等割額」と「所得割率」は、2年ごとに設定されます。

※ 口座振替取扱金融機関については、89ページをご覧ください。

後期高齢者医療制度
問市民生活部保険課 TEL.22-6600（内線 378･379）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

区分
窓口
での
負担
割合

外来限度額
（個人ごと）

外来と入院
を合わせた
限度額

（世帯ごと）

現役並み所得者
【現役Ⅲ】

3割

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

〈140,100円〉注①

現役並み所得者
【現役Ⅱ】※1

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

〈93,000円〉注①

現役並み所得者
【現役Ⅰ】※1

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

〈44,400円〉注①

一般
1割

18,000円
（年間144,000円
上限）注②

57,600円　
〈44,400円〉

注①
低所得者Ⅱ※2 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※2 8,000円 15,000円

　医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証を提出
してください。医療機関等での窓口負担割合は1割です。
ただし、現役並みの所得の被保険者がいる世帯の方の負
担割合は3割です。

区分 1食あたり負担額
現役並み所得者 460円

一般 460円
（指定難病患者等は260円）

低所得者Ⅱ
※2

90日以内の入院 210円
90日を超える入院
（過去12か月の入院日数） 160円

低所得者Ⅰ※2 100円

　原則として、年6回の老齢（退職）年金、障害年金および
遺族年金から天引きされます。

　上記特別徴収以外の方は、7月（1期）から翌年3月（9
期）まで、納付書や口座振替での納付となります。
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資格関係の届出
　次のような場合は、各窓口へ届出をしてください。
　届出の際は、被保険者のマイナンバーが必要です。「マイナンバーカード」または「通知カード」と本人確認書類をお
持ちください。

※保険証＝後期高齢者医療被保険者証

区分 必要なもの 期限 申請窓口
他市区町村へ転出するとき 保険証　 印鑑 すみやかに

保険課
唐桑総合支所（市民生活課）
本吉総合支所（市民生活課）
階上出張所　大島出張所

他市区町村から転入してき
たとき

他市区町村の転出証明書　 印鑑
※宮城県外から転入した場合、負担区分証明書 14日以内

死亡したとき
（葬祭費支給申請）

死亡した方の保険証
葬祭を行った方（喪主）の印鑑
預金通帳等
葬祭を行った方（喪主）が確認できる書類（会葬礼状等）

すみやかに

保険証を紛失したり、
汚れて使えなくなったとき
（再交付申請）

印鑑
窓口にお越しになる方の身分証明書

※ 別世帯の方が手続きするときは委任状も必要です
保険証（汚損の場合）

【注意】
自宅以外で紛失したり盗難にあったときは、警察署
（交番・駐在所も可）にも届出してください

随時

65歳～74歳で一定の障害が
ある方が、加入を希望すると
き

印鑑
次のうちのいずれか

●障害年金の証書
●障害者手帳（身体・療育・精神）
●医師の診断書

随時

保険課

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書　 印鑑 すみやかに

生活保護を受けるようになったとき 保険証　 保護開始決定通知書　 印鑑 すみやかに

国民年金
問市民生活部市民課 TEL.22-6600（内線365・366・367）
 唐桑総合支所市民生活課 TEL.32-4522
 本吉総合支所市民生活課 TEL.42-2974

加入する方

加入者の種類

　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

　国民年金の加入者（被保険者）は次の3種類に分けられます。

被保険者の種類 内容

第1号被保険者 自営業者・学生など（厚生年金や共済年金に加入していない方）

第2号被保険者 会社員・公務員など（厚生年金や共済年金に加入している方）

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

次のような方は、希望により国民年金に加入できます。（任意加入被保険者）
●日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
●受給資格期間に納付等の期間が足りない70歳未満の方
●老齢（退職）年金の受給者で60歳未満の方
●日本国籍があり、外国に住所のある20歳以上65歳未満の方
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次のような場合は、届け出をしてください。
　手続きの際は、窓口にいらした方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の提示が必要です。また、
本人以外の方が手続きをするときは、委任状が必要な場合があります。

こんなとき どうする 手続きに必要なもの

第1号被保険者 20歳になったとき
（厚生年金の加入者を除く）

● 国民年金の加入手続きをする
　（20歳の誕生日の前日から届出可能）

被保険者関係届書
印鑑

学生納付特例を申請する場合
 在籍期間の確認できる学生証の
写しまたは在学証明書（原本）

第2号被保険者

お勤め先を退職したとき ● 第1号被保険者資格取得の手続きを
する

（退職しすぐに再就職または配偶者の扶
養になった場合は勤務先で手続きをし
てください）

 印鑑
 基礎年金番号のわかるもの

　またはマイナンバーカード
　（通知カード※）
 資格喪失を証明する書類（事務所
が発行する喪失連絡票など）

雇用形態などが変わり、
第2号被保険者で
なくなったとき

第3号被保険者

配偶者が退職したとき

● 第3号被保険者から第1号被保険者
への種別変更の手続きをする

 印鑑
 基礎年金番号のわかるもの

　またはマイナンバーカード
　（通知カード※）
 資格喪失を証明する書類（事務所
が発行する喪失連絡票など）

収入増加や離婚等で配偶者
に扶養されなくなったとき

配偶者が65歳になり
第2号被保険者で
なくなったとき

 印鑑
 基礎年金番号のわかるもの

　またはマイナンバーカード
　（通知カード※）

公的年金
（老齢・遺族・障害）

受給者

住所や氏名が変わったとき ● 住所・氏名の変更手続きをする

 印鑑
 基礎年金番号のわかるもの

　またはマイナンバーカード
　（通知カード※）
 年金証書
 その他必要な書類

氏名変更したとき
 年金が振り込まれる新しい名義

　（氏名）の通帳

亡くなったとき
● 老齢・障害・遺族・寡婦年金受給者の未
支給年金の請求をする
● 死亡届（戸籍の死亡届とは別に必要）
の手続きをする

 印鑑
 年金手帳
 年金証書
 住民票除票
 住民票謄本
 戸籍謄本または戸籍抄本
 預金通帳（請求者名義）
 その他必要な書類

60歳になったとき
● 国民年金の受給を希望する方は繰上
支給の請求をする

（厚生年金特別支給の請求をする方は
年金事務所へお問い合わせください）

 印鑑
 基礎年金番号のわかるもの

　またはマイナンバーカード
　（通知カード※）
 年金の振り込みを希望する本人の
預金通帳

場合によって必要なもの
 住民票謄本
 戸籍謄本
 所得証明書

65歳になったとき ● 国民年金の裁定請求をする

※通知カードの場合は、本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなど）が必要です
※階上出張所・大島出張所でも届出ができます。
※必要な書類については、事前にお問い合わせください。
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年金の種類

納付の方法等

種類 支給の要件

老齢基礎年金
受給資格期間を満たす方が、原則として65歳以上になったときから支給されます。加入可能年数す
べての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料の免除や未納期間がある
と、その分だけ年金額も少なくなります。

障害基礎年金
国民年金加入中の病気やけがで障害が残った（政令で定められた1・2級の障害）ときや20歳前また
は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に、病気やけが
で障害の状態になった方で、一定の条件を満たす人に「障害基礎年金」が支給されます（老齢基礎年
金を繰り上げて受給している方を除きます）。

遺族基礎年金 国民年金加入者（被保険者）または老齢基礎年金を受ける資格があった配偶者が受給前に死亡した
とき、18歳（障害者は20歳）未満の子がある妻（夫）または子に「遺族基礎年金」が支給されます。

寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、一定の条件を満たす妻に60歳か
ら65歳まで「寡婦年金」が支給されます。

死亡一時金 国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金また
は寡婦年金を受けられない場合に「死亡一時金」が支給されます。

付加年金 月額400円の付加保険料を納めた方に、200円×納めた月数の額が老齢基礎年金に加算されます。

種類 支給の要件

第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局・指定されたコンビニエンスストアで納
付してください。また口座振替、電子納付（インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレ
フォンバンキングなど）、クレジットカードによる納付も利用できます。

第2号被保険者 給料から天引きされます。

第3号被保険者 自分で納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済年
金が負担します。

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
月額16,410円（令和元年度）　※令和2年度は月額16,540円になります。

※ 付加保険料を納付すると将来受け取る老齢基礎年金と合わせて付加年金が受けられます。付加年金の年金額は、
「200円×納付月数」で計算されます。ただし、保険料を免除されている方や国民年金基金に加入している方は付
加保険料を納められません。

月額400円（申出必要）
定額保険料

付加保険料

割引制度
　2年分、1年分または半年分などの保険料を一括納付したり、納付月の保険料をその月末に口座振替すると割引さ
れる制度です。
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種類 内容

全額免除 本人・配偶者および世帯主の所得が基準以下だと、保険料の全額が免除されます。

4分の1納付 本人・配偶者および世帯主の所得が基準以下だと、保険料の4分の3が免除されます。ただし、残り4
分の1の保険料を納める必要があります。

半額納付 本人・配偶者および世帯主の所得が基準以下だと、保険料の半額が免除されます。ただし、残り半額
の保険料を納める必要があります。

4分の3納付 本人・配偶者および世帯主の所得が基準以下だと、保険料の4分の1が免除されます。ただし、残り4
分の3の保険料を納める必要があります。

納付猶予 本人および配偶者の所得が基準以下の場合、保険料が猶予されます。50歳未満の方に限り利用で
きます。

学生納付特例
大学、専門・各種学校、夜間・通信制度の学生（一部対象外校あり）で、本人の所得が基準以下の場合、
保険料が猶予されます。申請の際は、在学期間の確認できる学生証の写しまたは在学証明書（原本）
を添付する必要があります。

保険料の免除制度
1．法定免除
　障害年金の1級・2級を受給されている方、または生活保護法による生活扶助を受けている方等が届出をすること
により保険料が免除されます。
2．申請免除
　保険料の納付が経済的な理由などで困難な場合には、免除の申請をすることができます。申請が日本年金機構の
承認を受けると保険料の納付が免除（猶予）されます。

3．産前産後期間の免除（平成31年4月からの制度）
　出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場
合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
　申請することにより産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に
反映されます。
　出産予定日の6か月前から届出することができます。

※ 申請日より2年1か月前までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一、障害を負ったり、亡くなられたりした際
に、障害年金や遺族年金が受け取れない場合がありますので、早めに申請してください。
※ 失業を理由に申請される場合は、公共職業安定所から発行される「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」などを持
参してください。また、所得の申告をされていない方は受付できませんので、申告を済ませてから申請してください。
※ 免除を受けた期間は受け取る年金額が減額となります。10年以内に追納することで年金額に算入されますが、3年度目以降は保険
料に加算金がつきますので、お早めに追納することをお勧めします。
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問保健福祉部社会福祉課 TEL.22-6600（内線436～439）
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975
 障害者生活支援センター TEL.24-5161

障害者福祉

　身体障害者（児）の方が、サービスを利用するために必要な手帳です。この手帳は、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そ
しゃく機能・手足（肢体）・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能・肝臓に一定以上の永続する障害を有する場
合に交付の対象になります。

身体障害者手帳

　精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制限のある方が、公的なサービスを受けやすくなるために
必要な手帳です。

精神障害者保健福祉手帳
　知的障害をお持ちの方が、一貫した指導・相談と公的サービスを受けやすくなるために必要な手帳です。

療育手帳

手当
名称 対象者 支給額 備考

特別障害者手当
精神または身体に重度の障害を有するために、日
常生活において常時特別な介護を必要とする20
歳以上の在宅で生活している方

月額　27,200円（平成31年4月から）
※平成31年3月まで　月額26,940円

所得制限
あり

障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害を有するために、日
常生活において常時特別な介護を必要とする20
歳未満の在宅で生活している方

月額　14,790円（平成31年4月から）
※平成31年3月まで　月額14,650円

所得制限
あり

経過的福祉手当
昭和61年3月31日において20歳以上であり、昭和
61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格
を有し、特別障害者手当の支給要件に該当せず、障
害基礎年金を受けられない方

月額　14,790円（平成31年4月から）
※平成31年3月まで　月額14,650円

所得制限
あり

特別児童扶養手当 90ページを参照

〈 広 告 〉

福
祉



気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6264

医療費助成制度
名称 対象者 支給額 備考

心身障害者
医療費助成

身体障害者手帳1・2級および内部障害3級の方、療
育手帳Ａ判定（職親委託の場合Ｂ判定含む）の方、
特別児童扶養手当1級の受給者

健康保険の適用となる医療費自己負担額
を全額助成

所得制限
あり

　障害のある方の自立した生活を支えるため、障害者総合支援法に基づく次の各サービスを実施しています。
　これらのサービスの利用に関しては、福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害支援区分の認定が必要
となる場合もあります。
　また、障害児（18歳未満）については、児童福祉法による通所サービスを実施しています。

自立支援のサービス

名称 内容

介
護
給
付

居宅介護 入浴、排泄、食事の介護など、居宅での生活全般にわたるサービス

重度訪問介護 重度の肢体不自由などにより常に介護を必要とする方に、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支
援などを行います。

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支
援を行います。

行動援護 行動の際に生じる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援。行動において著しい困難のある
方が対象となります。

療養介護
医療を受けながら、介護の提供を受けることができるサービス。主に日中、病院などで行われる機能
訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助などを行います（18歳未満
については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります）。

生活介護
主に日中、入浴、排泄、食事の介護や創作活動および生産活動などのサービスを行います。常に介護を
必要とする方が対象となります（18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となりま
す。）。

短期入所 家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設での介護を行います。

施設入所支援 施設入所者に対して提供される介護サービス（主に夜間に提供されるもの）です（18歳未満について
は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。）。

訓
練
等
給
付

自立訓練 身体機能や生活能力向上のための訓練など、自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を行います。

就労移行支援 就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。

就労定着支援 一般就労へ移行した方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう、企業が自宅を
訪問し必要な支援を行います。

就労継続支援 通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象とする継続的な就労支援を行います。

訓
練
等
給
付

共同生活援助 共同生活を営む住居において、相談、その他日常生活上の援助を主に夜間に提供されるものです
（原則として、18歳以上の方を対象としています）。

自立生活援助 施設や精神科病院に入所していた方が一人暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに
問題がないか、訪問して必要な援助を行います。

障
害
児
給
付

児童発達支援 日常で必要となる基本動作の指導、集団生活への適応訓練などを行うサービス。未就学児の場合は
児童発達支援、就学児の場合は放課後等デイサービス。放課後等デイサービス

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

自立支援医療
指定医療機関での特定の医療に要する医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度で、更生医
療・育成医療・精神通院の三種類があります。利用にあたっては、事前に申請をしていただき、「自立支
援医療受給者証」の交付を受ける必要があります。

補装具費の支給 身体の障害の部分を補い、日常生活を容易にするため、補装具（義肢、装具、車いすなど）の購入、ま
たは修理に要する費用の助成を行います。

福
祉
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名称 内容

地
域
相
談
支
援
事
業

地域移行支援 施設や精神科病院に長期入所していた方が、地域での生活に移行するために必要な準備を支援します。

地域定着支援 居宅で単身生活を送る方の緊急時の支援を行います。

相談支援事業 障害のある方やその家族のさまざまな相談に応じます。

訪問入浴サービス事業 重度の障害のため、居宅での入浴が困難な方に、移動訪問入浴車による入浴サービスを行います。

移動支援事業 外出時の円滑な移動を支援します（自立支援給付の対象とならないケースを対象にします。）。

日常生活用具給付事業 在宅での日常生活を送るために必要となる用具について、障害程度等に応じて給付します。

意志疎通支援事業 手話通訳を派遣する事業などを行います。

地域活動支援センター事業 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、多様な活動の場を設けます。

日中一時支援事業 障害者等を日中、一時的に預かることにより、家族の負担を軽減するとともに、社会に適応するため
の訓練等を行います。

自動車運転免許
取得助成事業

障害者の就労や社会参加を促進するため、自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します
（事前の申請が必要です）。　※所得税非課税世帯対象

自動車改造費助成事業
障害者の就労や社会参加を促進するため、自らが所有し運転する自動車の操作および駆動装置等の
改造に要する費用の一部を助成します（事前の申請が必要です）。
※所得税非課税世帯対象・障害の部位・等級による条件があります。

障害者社会参加促進
助成事業

障害者の社会参加促進を図るため、タクシー券または燃料券を交付します。
※障害の等級による条件があります。

※ 原則として手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）の取得が必要です。障害者総合支援法の対象疾病（難病
等）の方は手帳を取得しなくても、一部サービスを受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※制度改正により、変更されることがあります。

　在宅酸素療法者酸素濃縮器利用電気料金の助成や、難聴児補聴器給付事業などのサービスがあります。
※原則として、サービスの利用には事前の申請が必要となります。

その他のサービス

〈 広 告 〉
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事業名 対象 内容 利用者負担金

ひとり暮らし高齢者等
緊急通報システム事業 在宅のひとり暮らし高齢者

家庭用緊急通報機器を貸与し、簡
単な操作による通報で協力員が
駆けつけ、緊急時に対応します。

電話回線使用料

高齢者日常生活用具
給付等事業

要援護高齢者またはひとり暮らし
高齢者

日常生活用具を給付または貸与
します。

生計中心者の
所得税額に応じた額

外出支援サービス事業

「要介護1以上の単身世帯、高齢
者のみの世帯、高齢者のいる2人
世帯に属し、居宅に車両の乗り入
れが困難な方」または「要介護1以
上の市民税非課税世帯の在宅高
齢者等」

居宅と保健福祉施設および医療
機関等との間の移動を支援しま
す。
月4回まで（1回＝片道）

配食サービス事業
65歳以上の単身世帯、高齢者の
みの世帯、または身体障害者で食
事の調理が困難な方

栄養バランスのとれた食事を提供
し、利用者の安否を確認します。
週2回（食）以内

食材料費として、
1食300円

軽度生活支援事業

おおむね65歳以上の単身世帯
および高齢者のみの世帯に属す
る市民税非課税世帯の高齢者で
あって、日常生活上の援助が必要
と認められる方

外出時の援助、食事・食材の確
保、寝具類等大物の洗濯・日干し・
クリーニングの洗濯物搬出入な
どです。週1回程度（約1時間）月4
回まで

内容により1回86円
または92円

生きがい活動支援通所事業 おおむね65歳以上の高齢者など 各種講座を開催します（講座会場
までの送迎有）。

無料
（材料費等は実費）

訪問理美容サービス事業
要介護3以上の単身世帯、高齢者
のみの世帯、または身体障害者で
一般の理美容サービスを利用す
ることが困難な方

在宅で散髪等の理美容サービス
です。

理美容料金は、実費
（市は、出張経費を
負担する。）

介護家族支援レスパイト事業
（緊急時のショートステイ）

緊急の理由で、一時的に要援護高
齢者の介護ができなくなった方

短期入所ベッドを利用して、要援
護高齢者を一時的に介護します
（7日間以内）。

1日2,000円
※変更する場合があ

ります

救急医療情報キット配付事業
おおむね65歳以上の単身世帯、
高齢者のみ世帯またはこれに準
ずる世帯の方

救急搬送などの支援が必要に
なった時に備え、あらかじめ必要
な情報を入れておく救急医療情
報キットを配付します。

無料

問保健福祉部高齢介護課 TEL.22-6600(内線402・403)
地域包括ケア推進課 TEL.22-6600（内線368）

 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975

高齢者福祉

〈 広 告 〉
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地域包括ケア推進の取り組み

　住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を送り続
けることができるよう、介護や福祉、医療などさまざまな
面から支援する総合相談窓口です。
● 主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師等の専門職が
さまざまな相談に応じています。
● 高齢者の皆さんやご家族、地域の方からの介護や福祉
などに関する相談を受けるとともに必要なサービスの
紹介を行います。
● 介護が必要となるおそれがある高齢者および要支援
1・2の認定を受けた方に対し、介護予防ケアマネジメン
トを行います。
● 高齢者虐待の早期発見・防止の対応や消費者被害の防
止、成年後見制度の利用支援を行います。

　地域の相談・情報拠点として
登録された薬局です。お薬や体
調のことはもちろん、心配ごと
や知りたいことなど、いつでも
ご相談いただける身近な窓口
です。薬剤師にお気軽にご相談
ください。あなたに合った情報
をご案内します。

地域包括支援センター（市内に6か所あります）

まちかど相談薬局

● 高齢者が安心して地域で生活を続けられるよう、ケアマネ
ジャーの支援や多職種連携・協働の体制づくりを行います。

社会福祉
問保健福祉部社会福祉課 TEL.22-3428
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975

　生活保護は、憲法の理念に基づき生活に困っている方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
その世帯の自立を助長する制度です。
　生活保護を受けるには申請手続きが必要です。世帯の収入、資産、各種援助制度等を活用しても、最低限度の生活を
維持するうえで不足しているお金や物品を支給します。

生活保護

保護の種類 保護の範囲
生活扶助 衣食その他、日常生活に必要な費用（飲食物、光熱、衣料、寝具、移送費など）

教育扶助 義務教育に必要な費用（教科書、学用品など）

住宅扶助 家賃、地代、住宅の維持・補修に必要な費用

医療扶助 病気の治療などに必要な費用

介護扶助 介護などに必要な費用

出産扶助 出産に必要な費用

生業扶助 商売をはじめたり、技術を覚えたり、就職するときに必要な費用、高等学校等の教材代・授業料など

葬祭扶助 葬祭に必要な費用

福
祉
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　収入の少ない世帯や高齢者のいる世帯、障害者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、
世帯の生活安定と経済的自立を図ることを目的に宮城県社会福祉協議会が資金の貸付を行っています。

　ヘルプカードは、障害のある方や高齢者、持病のある方や妊婦の方など、手助
けを必要とするさまざまな方が携帯し、困ったときや緊急時に必要な支援や配
慮を周囲の人に伝えるためのカードです。
　ヘルプカードには、その方が手助けしてほしい内容が記載してあります。

生活福祉資金貸付制度

ヘルプカード

資金の種類 資金の内容 受付窓口

福祉資金 生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、住宅の増改築・補修、障害者自動車の購入、
負傷または療養に必要な経費、就職・技能習得等の支度経費等、日常生活上一時的に必要な資金

社会福祉
協議会

TEL.22-0709

福祉資金・
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の資金

教育支援資金 学校教育法に定められた高等学校、短大、大学等への入学や就学に必要な資金

総合支援資金 2年以内の失業や離職等の減収により生活困窮した場合、再就職や生活再建までの間に必要な資金

不動産担保型
生活資金

居住している自己所有の不動産に将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に、不
動産(土地)を担保として生活費を貸付する資金

介護保険
問保健福祉部高齢介護課 TEL.22-3462
 唐桑総合支所保健福祉課 TEL.32-4811
 本吉総合支所保健福祉課 TEL.42-2975

　40歳以上のすべての方が加入します。加入者（被保険者）は年齢によって、次の2つに分かれます。

加入対象者

区分 対象年齢 受給対象者 被保険者証の交付

第1号被保険者 65歳以上の方
市の「要介護・要支援認定」を受けた方（要介
護者・要支援者）
※介護が必要になった原因は問われません。

65歳になられた月の翌月初めに交付され
ます（誕生日が1日の場合は当月に交付）。
※手続きは必要ありません。

第2号被保険者 40歳から64歳まで
の医療保険加入者

介護保険で対象になる病気（特定疾病）が原
因で介護が必要になった方

第2号被保険者の方は、要介護認定を
受けた方と保険証の交付申請をした方
に交付されます。

　経済的な問題を抱えている方、なかなか仕事が見つからない方、ひきこもりや家族の問題で悩んでいる方など、どなた
でも無料で相談できます。
　相談員が自立へ向けて継続して支援しますので、まずはお気軽にご相談ください。

特定非営利活動法人ワーカーズコープ（市の委託事業者）
8：30～17：15（土日、祝日、年末年始を除く）
毎月第2・3月曜日の9：30～11：30（社会福祉協議会本吉支所）

問 TEL.22-5580　FAX.23-5415　　E-mail.hearlinkks@roukyou.gr.jp

本郷10-13　遠間ビル2階

生活困窮者自立支援制度

実施事業者
開所時間等
本吉出張相談

場　　所

気仙沼市自立相談支援機関・家計改善支援機関「ひありんく気仙沼」

福
祉



気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 62 69

〈 広 告 〉

福
祉



気仙沼市の市外局番は です☎ 0 2 6270

　介護サービスを利用される場合は、介護が必要であると認定される（要介護1～5）必要があり、原則として利用料の1割
（一定以上の所得がある方は2割または3割）を負担していただきます（制度改正により平成30年8月から一部の方の利
用負担割合が変わりました）。
　また、支援が必要であると認定された方（要支援1・2）は、介護予防サービス等が利用できます。

介護サービス

サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方

訪問介護（ホームヘルプ）
【訪問型サービス】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介
護や家事援助を利用できます。

利用者が自力では困難な行為について、
家族の支援などが受けられない場合に
は、ホームヘルパーによるサービスが利
用できます。

訪問入浴介護
【介護予防訪問入浴介護】

移動入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を
利用できます。

居宅に浴室がない場合や、感染症などの
理由からその他の施設における浴室の利
用が困難な場合に限り、訪問による入浴
介助が利用できます。

訪問看護
【介護予防訪問看護】

医師の指示に基づいて、看護師が家庭を
訪問し、じょくそうの処置、点滴の管理など
の必要な看護や家庭へのアドバイスを受
けられます。

医師の指示に基づいて、看護師が家庭を訪
問し、介護予防を目的とした療養上の世話
や家庭へのアドバイスを受けられます。

訪問リハビリテーション
【介護予防訪問リハビリテーション】

医師の指示に基づいて、理学療法士や作
業療法士が家庭を訪問し、リハビリテー
ションや福祉用具の使用方法の指導等を
受けられます。

医師の指示に基づいて、理学療法士や作
業療法士が家庭を訪問し、介護予防を目
的とした短期集中的なリハビリテーション
や福祉用具の使用方法の指導等を受けら
れます。

居宅療養管理指導
【介護予防居宅療養管理指導】

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯
科衛生士などが訪問し、療養上必要な助
言・指導を受けられます。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯
科衛生士などが訪問し、介護予防を目的と
した療養上必要な助言・指導を受けられま
す。

在宅で利用できるサービス

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

〈 広 告 〉
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サービスの種類 サービスの内容

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護高齢者の方を対象に、日中・夜間を通じて、密接に連携をとっている介護職員と看
護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受
けられます。

サービスの種類 サービスの内容
小規模多機能型居宅介護

【介護予防小規模多機能型居宅介護】
施設への通いを中心に、利用する方の選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を
組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

地域密着型サービス

※ 要支援1・2と認定された方は対象外です。

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方

通所介護（デイサービス）
【通所型サービス】

デイサービスセンターで入浴や食事、日
常動作訓練などを日帰りで利用できます。

デイサービスセンターで基本的サービス
や、生活行為向上のための日常動作訓練
などを受けられるほか、その人の目標に合
わせた選択的なサービスを日帰りで利用
できます。

通所リハビリテーション
（デイケア）

【介護予防通所リハビリテーション】
老人保健施設や病院等で、リハビリテー
ションを日帰りで利用できます。

老人保健施設や病院等で、リハビリテー
ションを受けられるほか、その人の目標に
合わせた選択的なサービスを日帰りで利
用できます。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

【介護予防短期入所生活介護】

家族が一時的に介護できない場合に、特
別養護老人ホームなどに短期入所して、
介護サービスが利用できます。

家族が一時的に介護できない場合に、特別養
護老人ホームなどに短期入所して、生活行為
の維持・向上に向けた支援を受けられます。

短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）

【介護予防短期入所療養介護】

老人保健施設や医療施設に短期入所し、
医学的な管理のもとで、医療上のケアを
含む日常生活の支援や機能訓練、医師の
診療などが受けられます。

老人保健施設や医療施設に短期入所し、
介護予防を目的とした医療上のケアを含
む日常生活の支援や機能訓練、医師の診
療などが受けられます。

施設等に出かけて利用できるサービス

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

〈 広 告 〉
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サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方

特定施設入居者生活介護
【介護予防特定施設入居者生活介護】

指定を受けた有料老人ホームやケアハウ
スに入居している方が、要介護と認定され
た場合は、日常生活上の支援や介護サー
ビスが利用できます。

指定を受けた有料老人ホームやケアハウス
に入居している方が、要支援と認定された
場合は、介護予防を目的とした日常生活上
の支援や介護サービスが利用できます。

特定施設から提供されるサービス

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方
福祉用具貸与

【介護予防福祉用具貸与】
日常生活の自立を助けるための福祉用具
の貸与を受けられます。

福祉用具のうち、介護予防に資するもの
について貸与を受けられます。

特定福祉用具購入費の支給
【特定介護予防福祉用具購入費の支給】

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購
入した場合は、申請によりその費用の一部
の支給が受けられます。

入浴や排泄などに使用する福祉用具のう
ち介護予防に資するものを購入した場合
は、申請によりその費用の一部の支給が
受けられます。

※対象となる品目や支給限度額が別途定められています。
※指定を受けた事業者以外で購入した場合は対象になりません。

住宅改修費の支給
【介護予防住宅改修費の支給】

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に要した費用の一部の支給が受けられま
す。
※対象となる改修の種類、支給限度額が別途定められています。
※事前の申請が必要です。

生活しやすくするサービス

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

【介護予防認知症対応型共同生活介護】

認知症のために介護を必要とする人（要
介護と認定された人）が少人数（5～9人程
度）で共同生活を営みながら、介護サービ
スが利用できます。

認知症の高齢者が少人数（5～9人程度）
で共同生活を営みながら、生活機能の向
上にも配慮した支援や介護サービスが利
用できます。

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援2の方のみ利用できるサービスの名称です。

サービスの種類 要介護1～5の方 要支援1・2の方

認知症対応型通所介護
【介護予防認知症対応型通所介護】

デイサービスセンターで認知症の方を対
象に、食事や入浴、専門的な介護サービス
が日帰りで利用できます。

軽度の認知症が心配される高齢者を対
象にデイサービスセンターで認知症予防
サービスが日帰りで利用できます。

※ サービスの種類の項で、【　】内は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

〈 広 告 〉
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施設の種類 サービスの内容

指定介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

寝たきりや認知症の方が入所し、介護職員などが食事・入浴などの介護や機能訓練等
を行う入所施設
原則要介護3以上の方が対象

介護老人保健施設
（老人保健施設）

寝たきり等で看護や介護を必要とする高齢者および認知症の方に対して、リハビリ
テーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、家庭への復帰を支援する
入所施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護（小規模特養）

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴、機能訓練等を行う入所
施設

施設サービスの利用

※ 要支援1・2と認定された方は対象外です。

サービスの種類 対象者 利用方法

おむつ購入費の支給

要介護1～5に認定され、紙おむつや尿取り
パットなど使い捨てのものを使用している方
ただし、入院および施設入所している方や
他の公の制度によりおむつ購入費の支給
を受けている方を除きます。

担当のケアマネジャーに相談し、ケアマネ
ジャーを通じて申請書を市に提出します。
支給決定されると利用券(最大6か月分)が
交付されます。10月および4月に更新とな
ります。

あんしん訪問介護サービス費の支給

要介護1～5に認定され、下記の要件のい
ずれかに該当する方
●ひとり暮らしの方
●認知症の方
●退院予定の方
●その他特別な事情(家族の疾病等)がある方

担当のケアマネジャーに相談し、ケアマネ
ジャーを通じて申請書を市に提出し利用
します。

市町村特別給付サービス

区分
必要な手続き

要介護認定を受けている方 要介護認定を受けていない方

転入したとき

●認定申請書の提出
●受給資格証明書の提出
※ 転入後14日以内に届け出をしてくださ
い。15日を過ぎますと、再度、認定申請
を行う必要があります。

●手続きの必要はありません。
　（ 後日、市から被保険者証が送付されま
す）

転出するとき ●被保険者証の返還
●受給資格証明書の交付手続き ●被保険者証の返還

死亡したとき ●被保険者証の返還

氏名、市内での住所が変わったとき ●手続きの必要はありません。
　（ 後日、市から新しい被保険者証が送付されましたら、古い被保険者証を返還してください）

資格関係の届け出

被保険者の区分 納付方法

第1号被保険者
特別徴収 老齢（退職）年金、障害年金および遺族年金が、年額18万円以上の方

※年6回の年金から直接差し引かれます。

普通徴収 上記特別徴収以外の方は、毎月、納付書や口座振替での納付となります。

※特別徴収と普通徴収の組み合わせで納付する場合もあります。

第2号被保険者 加入されている医療保険の算定方法によって決まります。
医療保険の保険料に、介護保険料分を上乗せして納めます。

介護保険料の納め方

福
祉




