
開催日時 会　場主な対象地区
開催日程

1１月16日（月）
1１月16日（月）
1１月17日（火）
1１月17日（火）
1１月18日（水）
1１月18日（水）
1１月19日（木）

1１月24日（火）

1１月25日（水）

松　岩
面　瀬
新　月
鹿　折
本　吉
階　上
大　島

気仙沼

唐　桑

松岩公民館
面瀬公民館
すこやか（新月）
やすらぎ（鹿折）
いこい（本吉）
階上公民館
大島公民館 

ワン・テン庁舎 大ホール

燦さん館（唐桑）

午前10時
午後  ２時
午前10時
午後  ２時
午前10時
午後  ２時
午前10時
午前10時
午後  ２時
午後  ２時

※開催時間は概ね１時間です

　市では、現在、令和３年度から令和５年度まで（３カ年）の『第８期高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画』の策定作業を進めています。
　今回、市民の皆さまのご意見をお伺いし、計画に反映するため、下記のとおり地区懇談会を開
催します。
　どの地区に参加されても結構です。ご都合の良い会場へ、ぜひご参加ください。

 介護保険地区懇談会にご参加ください

問市高齢介護課 ☎ 22-6600 内線 402

※会場では、マスクの着用、手指消毒など、新型コロナウイルス感染症防止
　対策を取った上で開催します。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

　公的年金等を受給していても所得が低い方を
支援するため、給付金として年金に上乗せして
支給される年金生活者支援給付金があります。
　年金生活者支援給付金を受給するためには、
請求書を提出する必要があります。一度請求す
ることで、受給要件を満たしている限り継続し
て受け取ることができます。
　対象者、請求方法については次のとおりです。

■対象となる方／
   以下の要件をすべて満たしている方
≪老齢基礎年金を受給している方≫　
☑65 歳以上である
☑世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
☑前年の年金収入額とその他所得額の合計が

879,900 円以下である
≪障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方≫
☑前年の所得額が約 462 万円以下である

年金生活者支援給付金
■請求手続き／
≪新たに受け取れる方≫
・対象となる方には、日本年金機構から請求手

続きのご案内が10月中旬以降、送付されてい
ます。同封のはがき（年金生活者支援給付金請
求書）を記入しお早めに提出してください。

≪年金を受給し始めた方≫
・年金の請求手続きと併せて年金事務所または

市役所で請求手続きをしてください。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電

話や案内にご注意ください。日本年金機構や
厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、
手数料などの金銭を求めることはありませ
ん。

問給付金専用ダイヤル（ナビダイヤル）
 　☎ 0570-05-4092
　石巻年金事務所
 　☎ 0225-22-5118

～対象となる方にはご案内が届きます～

　交通事故などによるケガで医療機関を受診し、
国民健康保険の保険証を使って治療を受けるとき
は、必ず届出が必要です。
　相手がある事故などの場合（第三者行為）の医
療費は、被害者の過失割合分を除き、本来加害者

（相手方）が負担することが原則です。しかし、
交渉等に時間がかかることもあるため、国民健康
保険へ『第三者行為による傷病届』を提出いただ
くことにより、国民健康保険が一時的に立て替え
払いし、後から加害者に請求することで被害者の
ご負担を軽減します。
　届出がないと、加害者または自動車保険会社等
に治療費を請求できないため、被害者（被保険者）
に請求する場合がありますので必ず届書を提出し
てください。
　また、示談を済ませてしまうと、保険による治療が
できなくなる場合もありますのでご注意ください。

交通事故などでケガをしたときは必ず届出が必要です！

※なお､仕事中の事故等労災保険の対象となる
　場合や､飲酒運転・無免許運転などの不法行
　為は､保険証は使用できません。

●届出に必要なもの／☑保険証　☑印鑑　☑交通事故証明書等（後日でも可）
●届出窓口／保険年金課 医療給付係、唐桑・本吉総合支所市民生活課
問市保険年金課 医療給付係　☎22-6600　内線 376・377

ご相談ください！自立相談支援機関「ひありんく気仙沼」

■主な相談内容／
・長い間仕事に就いておらず、就職できるのか不安がある
・病気をきっかけに仕事をやめたので、収入がない
・借金を繰り返しており、家計を見直したいなど　
 「ひありんく気仙沼」は、関係機関と連携しており、相談 
 者の意思を尊重しながら、仕事や生活、家計の相談に対
 してサポートします。相談無料。家族や地域の方からの
 相談も可能です。

【市民農園での就労訓練の様子】職場体験や就労訓練の場も募集中

■事業所概要／
・市の委託を受け、
　ＮＰＯ法人ワーカーズコープが運営
・業務日：月曜日から金曜日
  （年末年始・土・日・祝日を除く）　
  午前８時30分から午後５時まで
・１階は相談窓口。２階は多目的スペース
　で、各種講座や作業・イベントを実施
※ご相談は電話またはＥメールでの対応

さいとう矯正歯
科クリニック様

からくわ精肉店様

スズキ薬局様 メガネの相沢様

ジェイズミウラ様

条南中前バス停

至 気仙沼大橋→

←至 気仙沼バイパス

←至 気仙沼
バイパス

北かつ まぐろ屋様

ファミリーマート様

田中前バス停
★ ひありんく気仙沼

（9月28日に移転）

問☎ 22-5580　fax 23-5415
   ✉hearlinkks@roukyou.gr.jp

　届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事
故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、
後日、できるだけ早く届書の提出をお願いします。

　相手のいない自損事故の場合の提出書類について
　わき見運転などによる自損事故によって同
乗者がケガをした場合は、運転者が加害者と
なり、第三者行為による傷病にあたります。
　同乗者が国民健康保険の保険証を使って治
療を受ける場合は、必ず同乗者の分の「第三
者行為による傷病届」を提出してください。
　また、運転者は「自損事故による傷病届」
を提出してください。

　「働ける自信がない」「生活に困っている」「家計を見直したい」など、いろ
いろな悩みや困りごとはありませんか？「ひありんく気仙沼」は、じっくりと
お話を聞き、どうしたらよいか一緒に考える相談支援窓口です。 (※現在受け取っている方はお手続不要です)
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『農地利用意向調査』

■申込資格／
　本市に在住する個人もしくは、法人ではない団体
■申込区分／
　自身に適した部会を以下の５つから選び、所属して
いただきます。
　❶農林部会（生鮮野菜、乾物、水煮品、果物等）
　❷水産部会（鮮魚介類、養殖品、魚介類加工品、海藻類等）
　❸食品加工部会（弁当、菓子、漬物等）
　❹手工芸部会（個性的で創意工夫された品、実用品に限定）
　❺花部会（自ら育てた切り花、鉢花、花苗等）
■加入金／
　年会費５千円（１つの部会に所属の場合）
　２つ目以降所属する場合、１つにつきプラス２千円

　市では、一般財団法人自治総
合センターが行う自治宝くじコ
ミュニティ助成事業（宝くじの
社会貢献広報事業）を活用し、
鹿折南住宅自治会、大谷西区振興会に備品を整
備しました。整備した備品は、地域コミュニティ
活動の推進を図るため、自治会行事などで活用
されます。

宝くじ助成金で 備品を整備しました

問市地域づくり推進課　☎ 22-6600 内線 336 移動用PAアンプ芝刈り機

　農業委員会では、先に実施した農地利用
状況調査の結果、遊休農地・低利用農地と
判定した農地の所有者を対象に農地利用意
向調査を実施します。
　対象となる方には調査書を郵送しますの
で、ご協力をお願いします。

にご協力ください

■申込期間／
　令和２年11月１日（日）から30日（月）まで
■その他／
 ・申込者が過大となっ た場合、加入をお断 
　りする可能性がございますので、ご了承
　ください。
 ・販売手数料や出荷のルール等、直売組合 
 　が定める規約規定が別にございますので、
　詳しくは下記問い合わせ先へご連絡くだ
　さい。
問（株）道の駅大谷海岸事務所
　（本吉町三島９番地 ※現 道の駅大谷海岸内）
　☎ 44-3180

《備品内容》
●鹿折南住宅自治会：草刈り機、芝刈り機、  
    投光機、発電機など
●大谷西区振興会：移動用ＰＡアンプ、
　ワイヤレスマイク、スピーカーなど

●回答方法／回答用紙に必要事項をご記入のう  
    え、同封の返信用封筒で郵送してください。
●回答期日／12月28日（月）まで
問市農業委員会事務局  
　☎ 22-6600 内線 381

道の駅大谷海岸直売組合員道の駅大谷海岸直売組合員を募集しますを募集します

来年3月オープン来年3月オープン

　「オール気仙沼！！」をテーマに掲げ、地域の方や観光客をはじめ、利
用される全ての方々が気仙沼の食資源を満喫する売場づくりを目指
し、オープンに向けて準備を進めています。皆さまが愛情を込めて育て
た新鮮なお野菜や額に汗して獲った新鮮なお魚など、道の駅に出荷す
ることで、一緒に地域を盛り上げていただける応援者を募集します。

ＣＯＰＤ
　11月18日は
  世界COPDデー

COPD とは
　慢性閉塞性肺疾患のことで、
タバコなどの有害な空気を吸い込む
ことによって、気管支や肺などに障害が生じ
る病気です。長期間にわたる喫煙習慣が主な
原因で COPD は「肺の生活習慣病」といわれ、
社会的にも注目を浴びています。

　COPD の最大の原因は「喫煙」です。高齢者
の喫煙者の約５割は COPD を発症しています。
禁煙すれば、COPD の発症を予防したり進行を
防止することができます。自分のためにも、家
族のためにも、禁煙にチャレンジしましょう。

予防も治療も　　　  が重要です「禁煙」

　　禁煙のポイント
　
①禁煙開始日を設定する
　　大きなストレスのかかる時期
　は避け、気持ちを整えましょう。
②喫煙道具を片付ける
③周囲の協力を得る
　　禁煙外来を利用したり、家族に禁煙を宣
言するなど周囲の協力を得ましょう。

④継続する強い意志を持つ
　　禁煙を始めて 1週間程度はイライラした
り集中できなかったり辛い時期があります。
覚悟して禁煙に挑みましょう。

■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

□現在、たばこを吸っている。
　または、以前吸っていたことがある。
□坂道を歩いたり、運動をすると、 息切れ

しやすい。
□運動の後に、なかなか動悸が治まらない。
□せきやたんが出やすい。

上記のような症状がある場合には、COPDの可能
性があります。悪化する前に、病院を受診しま
しょう。

ご存知ですか？

思いあたることは
ありませんか

多重債務無料相談会を開催します

　お口の健康についての相
談 を 電 話 で 受 け 付 け ま す。
寄せられた相談については、
３日以内に歯科医師が直接
相談者にお答えします。
■日時／ 11 月９日（月）　
　　　　午前 10 時から午後４時まで
■電話番号／ 022-265-1667
■問い合わせ先／
　宮城県保険医協会　☎ 022-265-1667

「イイ歯デー」
歯科健康テレホン相談

　宮城県多重債務問題対策会議では、借金な
どでお悩みの方の生活再建を支援する無料相談
会を実施します。併せて、借金などが原因で心
の健康に不安がある方を対象に「心の健康相
談」も実施します。相談は、弁護士や保健師な
どが対応しますので、ひとりで悩まずにご相談く
ださい。
※本年度は、気仙沼合同庁舎での相談会は実
　施せず、宮城県庁のみで開催となります。

■日時／ 11 月 27 日（金）～ 29 日（日）
　午前９時 30 分から午後４時 30 分まで
■場所／宮城県庁
■定員／各日 12 人（要予約）
■予約受付期間／ 11 月１日（日）～ 20 日（金）
　午前９時から午後５時まで
※予約受付期間終了後も、定員に達していない
　場合は、引き続き予約を受け付けます。
■予約・問い合わせ先／
　県消費生活センター ☎ 022-261-5164

　【借金問題はひとりで悩まず相談を！】
　　多重債務相談は、市の消費生活センター

でも受け付けます。お困りの際は、お早めに
ご相談ください。

　●市生活環境課 消費生活センター
　　（市本庁舎１階）  ☎ 22-3437
　　受付時間／月～金（祝日除く）
　　午前９時から午後４時 まで
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『農地利用意向調査』

■申込資格／
　本市に在住する個人もしくは、法人ではない団体
■申込区分／
　自身に適した部会を以下の５つから選び、所属して
いただきます。
　❶農林部会（生鮮野菜、乾物、水煮品、果物等）
　❷水産部会（鮮魚介類、養殖品、魚介類加工品、海藻類等）
　❸食品加工部会（弁当、菓子、漬物等）
　❹手工芸部会（個性的で創意工夫された品、実用品に限定）
　❺花部会（自ら育てた切り花、鉢花、花苗等）
■加入金／
　年会費５千円（１つの部会に所属の場合）
　２つ目以降所属する場合、１つにつきプラス２千円

　市では、一般財団法人自治総
合センターが行う自治宝くじコ
ミュニティ助成事業（宝くじの
社会貢献広報事業）を活用し、
鹿折南住宅自治会、大谷西区振興会に備品を整
備しました。整備した備品は、地域コミュニティ
活動の推進を図るため、自治会行事などで活用
されます。

宝くじ助成金で 備品を整備しました

問市地域づくり推進課　☎ 22-6600 内線 336 移動用PAアンプ芝刈り機

　農業委員会では、先に実施した農地利用
状況調査の結果、遊休農地・低利用農地と
判定した農地の所有者を対象に農地利用意
向調査を実施します。
　対象となる方には調査書を郵送しますの
で、ご協力をお願いします。

にご協力ください

■申込期間／
　令和２年11月１日（日）から30日（月）まで
■その他／
 ・申込者が過大となっ た場合、加入をお断 
　りする可能性がございますので、ご了承
　ください。
 ・販売手数料や出荷のルール等、直売組合 
 　が定める規約規定が別にございますので、
　詳しくは下記問い合わせ先へご連絡くだ
　さい。
問（株）道の駅大谷海岸事務所
　（本吉町三島９番地 ※現 道の駅大谷海岸内）
　☎ 44-3180

《備品内容》
●鹿折南住宅自治会：草刈り機、芝刈り機、  
    投光機、発電機など
●大谷西区振興会：移動用ＰＡアンプ、
　ワイヤレスマイク、スピーカーなど

●回答方法／回答用紙に必要事項をご記入のう  
    え、同封の返信用封筒で郵送してください。
●回答期日／12月28日（月）まで
問市農業委員会事務局  
　☎ 22-6600 内線 381

道の駅大谷海岸直売組合員道の駅大谷海岸直売組合員を募集しますを募集します

来年3月オープン来年3月オープン

　「オール気仙沼！！」をテーマに掲げ、地域の方や観光客をはじめ、利
用される全ての方々が気仙沼の食資源を満喫する売場づくりを目指
し、オープンに向けて準備を進めています。皆さまが愛情を込めて育て
た新鮮なお野菜や額に汗して獲った新鮮なお魚など、道の駅に出荷す
ることで、一緒に地域を盛り上げていただける応援者を募集します。

ＣＯＰＤ
　11月18日は
  世界COPDデー

COPD とは
　慢性閉塞性肺疾患のことで、
タバコなどの有害な空気を吸い込む
ことによって、気管支や肺などに障害が生じ
る病気です。長期間にわたる喫煙習慣が主な
原因で COPD は「肺の生活習慣病」といわれ、
社会的にも注目を浴びています。

　COPD の最大の原因は「喫煙」です。高齢者
の喫煙者の約５割は COPD を発症しています。
禁煙すれば、COPD の発症を予防したり進行を
防止することができます。自分のためにも、家
族のためにも、禁煙にチャレンジしましょう。

予防も治療も　　　  が重要です「禁煙」

　　禁煙のポイント
　
①禁煙開始日を設定する
　　大きなストレスのかかる時期
　は避け、気持ちを整えましょう。
②喫煙道具を片付ける
③周囲の協力を得る
　　禁煙外来を利用したり、家族に禁煙を宣
言するなど周囲の協力を得ましょう。

④継続する強い意志を持つ
　　禁煙を始めて 1週間程度はイライラした
り集中できなかったり辛い時期があります。
覚悟して禁煙に挑みましょう。

■問い合わせ先／市健康増進課　☎ 21-1212

□現在、たばこを吸っている。
　または、以前吸っていたことがある。
□坂道を歩いたり、運動をすると、 息切れ

しやすい。
□運動の後に、なかなか動悸が治まらない。
□せきやたんが出やすい。

上記のような症状がある場合には、COPDの可能
性があります。悪化する前に、病院を受診しま
しょう。

ご存知ですか？

思いあたることは
ありませんか

多重債務無料相談会を開催します

　お口の健康についての相
談 を 電 話 で 受 け 付 け ま す。
寄せられた相談については、
３日以内に歯科医師が直接
相談者にお答えします。
■日時／ 11 月９日（月）　
　　　　午前 10 時から午後４時まで
■電話番号／ 022-265-1667
■問い合わせ先／
　宮城県保険医協会　☎ 022-265-1667

「イイ歯デー」
歯科健康テレホン相談

　宮城県多重債務問題対策会議では、借金な
どでお悩みの方の生活再建を支援する無料相談
会を実施します。併せて、借金などが原因で心
の健康に不安がある方を対象に「心の健康相
談」も実施します。相談は、弁護士や保健師な
どが対応しますので、ひとりで悩まずにご相談く
ださい。
※本年度は、気仙沼合同庁舎での相談会は実
　施せず、宮城県庁のみで開催となります。

■日時／ 11 月 27 日（金）～ 29 日（日）
　午前９時 30 分から午後４時 30 分まで
■場所／宮城県庁
■定員／各日 12 人（要予約）
■予約受付期間／ 11 月１日（日）～ 20 日（金）
　午前９時から午後５時まで
※予約受付期間終了後も、定員に達していない
　場合は、引き続き予約を受け付けます。
■予約・問い合わせ先／
　県消費生活センター ☎ 022-261-5164

　【借金問題はひとりで悩まず相談を！】
　　多重債務相談は、市の消費生活センター

でも受け付けます。お困りの際は、お早めに
ご相談ください。

　●市生活環境課 消費生活センター
　　（市本庁舎１階）  ☎ 22-3437
　　受付時間／月～金（祝日除く）
　　午前９時から午後４時 まで
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