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　犬の飼い主のみなさんには、「犬の登録」と「年１回の狂犬病予防注射」が法律により義務付け
られています。狂犬病は、人にも感染する恐ろしい伝染病です。万が一の発生に備え、必ず狂犬
病予防接種を受けさせましょう。
　市では下記のとおり、集合注射を実施しますので、都合の良い日に実施会場へお越しください（お
住まいの地区以外でも受けられます）。予約は必要ありませんが、集合注射料が必要になりますの
で、持参してください。
●集合注射料／１頭 3,100 円（内訳：注射料金 2,550 円、注射済票交付手数料 550 円）

狂犬病予防集合注射を実施します

● 問い合わせ先／
・市環境課 環境衛生係　　tel：22-3417
・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

犬の飼い主の方はお忘れなく

水梨コミュニティセンター
旧落合小学校
旧月立中学校
市民会館 駐車場
ホーマック気仙沼店様 駐車場
ＪＲ上鹿折駅前
興福寺様 駐車場（中才保育所隣）

補陀寺様 駐車場（菅原酒店様向かい）

旧小原木中学校校庭（ドライブインからくわ様下）

中井公民館
鮪立老人憩の家
唐桑体育館 駐車場
階上公民館 駐車場（正面玄関向かい）

面瀬公民館
松岩公民館
大島公民館
イオン気仙沼店様 正面駐車場
市民健康管理センター「すこやか」
上沢多目的集会場
馬籠林業センター
山田大名広場 駐車場
山田生活改善センター
旧市営平貝住宅駐車場
浜区多目的集会場
本吉総合体育館裏（テニスコート脇）

仙翁寺様 駐車場
道の駅大谷海岸 駐車場東側
日門コミュニティセンター 駐車場跡地
門前商店様向かい 駐車場
高漁村センター跡地
旧川内分校
本吉総合体育館裏（テニスコート脇）

午前   9 時 30 分～ 10 時
午前 10 時 45 分～ 11 時
午前 11 時 45 分～ 正午
午後  ２時　　   ～  ２時 20 分
午前   9 時 30 分～ 10 時 10 分
午前 10 時 40 分～ 10 時 55 分
午前 11 時 25 分～ 11 時 40 分
午後  １時 50 分～   ２時 10 分
午前   9 時 30 分～   ９時 50 分
午前 10 時 30 分～ 11 時
午前 11 時 20 分～ 11 時 40 分
午後  １時 15 分～   １時 45 分
午前  ９時 50 分～ 10 時 20 分
午前 11 時 10 分～ 11 時 50 分
午後  １時 30 分～   2 時
午前   9 時 45 分～ 10 時 20 分
午後  １時 50 分～  ２時 40 分
午前  ９時 30 分～ 10 時 40 分
午前  ９時 30 分～  ９時 50 分
午前 10 時　　  ～ 10 時 15 分
午前 10 時 30 分～ 10 時 45 分
午前 11 時　　  ～  11 時 15 分
午後  １時　　   ～   １時 30 分
午後  １時 45 分～   ２時
午後  ２時 40 分～   ３時 10 分
午前  ９時 30 分～   ９時 55 分
午前 10 時 20 分～ 10 時 40 分
午前 10 時 55 分～ 11 時 10 分
午前 11 時 25 分～ 11 時 40 分
午後  １時 10 分 ～  １時 25 分
午後  １時 45 分 ～  ２時
午後  ２時 40 分 ～  ３時 10 分

日　時　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　　　　　　　　　  地区

４月 17 日（月）

４月 18 日（火）

４月 19 日（水）

４月 20 日（木）

４月 21 日（金）

４月 22 日（土）

４月 24 日（月）

４月 25 日（火）

松岩

新月

気仙沼

鹿折

気仙沼
小原木
中井

唐桑

階上
面瀬
松岩
大島
松岩
気仙沼

津谷

小泉

津谷

津谷

大谷

○会場では、新たな犬の登録（１頭 3,000 円）や死亡、市内での住所や飼い主の変更の届け出も受け付けます。
○フンは回収袋などを持参し、必ず飼い主が責任を持って回収してお持ち帰りください。
○動物病院でも予防注射を受けることができます（注射料は動物病院で異なる場合がありますの
　で、各動物病院へお問い合わせください）。
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平成 29 年度の国民年金保険料が決定しました 

　４月から来年３月までの国民年金保険料は、月額 16,490 円になります。
●納期と納付方法
　国民年金保険料は、日本年金機構から送られる納付書で、対象月の翌月末
日までに金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付できるほか、
納付の手間がかからず、納め忘れのない口座振替やクレジットによる納付も
可能ですので、ご利用ください。　
　また、まとめて納付すると保険料が割引になる前納制度もありますので、詳しくはお問い合わ
せください。
●ご注意ください
　保険料の未納期間があると、将来受け取る老齢基礎年金が受けられなくばかりではなく、万一
のときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくことがありますので、ご注意ください。
●問い合わせ先／
・市民課 国民年金係　tel：22-6600 内線 365　・唐桑総合支所 市民生活課　tel：32-3130 内線 242
・本吉総合支所 市民生活課　tel：42-2600 内線 365　・石巻年金事務所　tel：0225-22-5117

年金

高額介護合算療養費制度のお知らせ
　この制度は、後期高齢者医療制度に加入している世帯で対象期間内（平成27年８月１日から平
成28年７月31日まで）に医療保険と介護保険の両方でかかった費用の自己負担の合計額が下表の
自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分を支給する制度です。
　対象となる世帯には、３月下旬に宮城県後期高齢者医療広域連合（以下、広域連合）から申請
書類を郵送していますので、お早目に申請してください。
　詳しくは、お問い合わせください。

【計算方法】
支給額＝（医療負担額－高額療養費支給分）+（介護サービス費－高額介護サービス費支給分）－自己負担限度額

● 問い合わせ先／
　 市保険課 後期高齢者医療係　　
　  tel：22-6600　内線378・379

・入院時の食事代や差額ベッド代などの保険の適用とならないものは対象となりません。また、高額
　療養費や高額介護サービス費として戻った金額は除きます。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

保険証の
負担割合
保険証の
負担割合
３割

１割

所得区分所得区分

現役並み所得
住民税課税世帯　
住民税
非課税世帯　

区分Ⅱ
区分Ⅰ

　 自己負担限度額
（ 医療負担額＋介護サービス費）
　 自己負担限度額

（ 医療負担額＋介護サービス費）

67 万円
56 万円
31 万円
19 万円

【自己負担限度額】

●申請窓口／・市保険課 後期高齢者医療係　・市高齢介護課 介護認定給付係
　　　　　　・唐桑総合支所、本吉総合支所 市民生活課または保健福祉課
※申請時に必要なものは、広域連合から送付された「支給申請のお知らせ」でご確認ください。
●支給について／医療保険分は広域連合から、介護保険分は市から支給されます。

対象の方には申請書が届きます
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　犬の飼い主のみなさんには、「犬の登録」と「年１回の狂犬病予防注射」が法律により義務付け
られています。狂犬病は、人にも感染する恐ろしい伝染病です。万が一の発生に備え、必ず狂犬
病予防接種を受けさせましょう。
　市では下記のとおり、集合注射を実施しますので、都合の良い日に実施会場へお越しください（お
住まいの地区以外でも受けられます）。予約は必要ありませんが、集合注射料が必要になりますの
で、持参してください。
●集合注射料／１頭 3,100 円（内訳：注射料金 2,550 円、注射済票交付手数料 550 円）

狂犬病予防集合注射を実施します

● 問い合わせ先／
・市環境課 環境衛生係　　tel：22-3417
・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

犬の飼い主の方はお忘れなく

水梨コミュニティセンター
旧落合小学校
旧月立中学校
市民会館 駐車場
ホーマック気仙沼店様 駐車場
ＪＲ上鹿折駅前
興福寺様 駐車場（中才保育所隣）

補陀寺様 駐車場（菅原酒店様向かい）

旧小原木中学校校庭（ドライブインからくわ様下）

中井公民館
鮪立老人憩の家
唐桑体育館 駐車場
階上公民館 駐車場（正面玄関向かい）

面瀬公民館
松岩公民館
大島公民館
イオン気仙沼店様 正面駐車場
市民健康管理センター「すこやか」
上沢多目的集会場
馬籠林業センター
山田大名広場 駐車場
山田生活改善センター
旧市営平貝住宅駐車場
浜区多目的集会場
本吉総合体育館裏（テニスコート脇）

仙翁寺様 駐車場
道の駅大谷海岸 駐車場東側
日門コミュニティセンター 駐車場跡地
門前商店様向かい 駐車場
高漁村センター跡地
旧川内分校
本吉総合体育館裏（テニスコート脇）

午前   9 時 30 分～ 10 時
午前 10 時 45 分～ 11 時
午前 11 時 45 分～ 正午
午後  ２時　　   ～  ２時 20 分
午前   9 時 30 分～ 10 時 10 分
午前 10 時 40 分～ 10 時 55 分
午前 11 時 25 分～ 11 時 40 分
午後  １時 50 分～   ２時 10 分
午前   9 時 30 分～   ９時 50 分
午前 10 時 30 分～ 11 時
午前 11 時 20 分～ 11 時 40 分
午後  １時 15 分～   １時 45 分
午前  ９時 50 分～ 10 時 20 分
午前 11 時 10 分～ 11 時 50 分
午後  １時 30 分～   2 時
午前   9 時 45 分～ 10 時 20 分
午後  １時 50 分～  ２時 40 分
午前  ９時 30 分～ 10 時 40 分
午前  ９時 30 分～  ９時 50 分
午前 10 時　　  ～ 10 時 15 分
午前 10 時 30 分～ 10 時 45 分
午前 11 時　　  ～  11 時 15 分
午後  １時　　   ～   １時 30 分
午後  １時 45 分～   ２時
午後  ２時 40 分～   ３時 10 分
午前  ９時 30 分～   ９時 55 分
午前 10 時 20 分～ 10 時 40 分
午前 10 時 55 分～ 11 時 10 分
午前 11 時 25 分～ 11 時 40 分
午後  １時 10 分 ～  １時 25 分
午後  １時 45 分 ～  ２時
午後  ２時 40 分 ～  ３時 10 分

日　時　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　　　　　　　　　  地区

４月 17 日（月）

４月 18 日（火）

４月 19 日（水）

４月 20 日（木）

４月 21 日（金）

４月 22 日（土）

４月 24 日（月）

４月 25 日（火）

松岩

新月

気仙沼

鹿折

気仙沼
小原木
中井

唐桑

階上
面瀬
松岩
大島
松岩
気仙沼

津谷

小泉

津谷

津谷

大谷

○会場では、新たな犬の登録（１頭 3,000 円）や死亡、市内での住所や飼い主の変更の届け出も受け付けます。
○フンは回収袋などを持参し、必ず飼い主が責任を持って回収してお持ち帰りください。
○動物病院でも予防注射を受けることができます（注射料は動物病院で異なる場合がありますの
　で、各動物病院へお問い合わせください）。


