
■投票期間／
　今年11月26日（木）～12月９日（水）
■エコバッグサンプルの展示場所／
　ワンテン庁舎２階 情報プラザ
※プロジェクト公式サイトからもデザイン

案はご覧になれます。
■投票方法／
　次の❶・❷の方法で、市内のデザイナー

によるデザイン案の中から、
欲しいバッグのデザインに投
票してください。

　❶プロジェクト公式サイト
        の投票フォームから 　　　　　　　
　    http://kesennumaecobag.com/
　❷ ワンテン庁舎２階 情報プラザ設置の 
         投票箱へ
※サンプル展示と投票箱設置は、午前９時

から午後５時まで（土日投票可）
■結果発表／１２月中
※市公式サイトとプロジェクト公式サイト

にて発表。決定したエコバッグは、商品
化し市内の店舗で販売する予定です。

みなさんの一票で作製するエコバッグを決定します！みなさんの一票で作製するエコバッグを決定します！

ホヤぼーやエコバッグプロジェクトホヤぼーやエコバッグプロジェクト 市民総選挙市民総選挙

　市では、昨年度、海洋プラスチックごみ問
題を解決するための取り組みをアクション
プランとしてまとめました。このプロジェク
トは、その取り組みの一つとして、レジ袋の
削減に向けたマイバッグ運動を推進するも
のです。市民のみなさんからのアイデアを集
結し、デザイン性と機能性に優れた、誰もが
持ちたくなるようなエコバッグの作製を目
指しています。

ホヤぼーやエコバッグプロジェクトとは？ホヤぼーやエコバッグプロジェクトとは？

規格の検討規格の検討

デザインの検討デザインの検討

デザインの決定デザインの決定

形／大きさ／機能／価格帯

ホヤぼーやの新デザイン案

バッグ全体のデザイン仕上げ

成人男女 

高校生、小学生 

市内デザイナー 

　プロジェクトには、これまで多くの方々に参加していただきました。
　いよいよ最後の市民総選挙となりました。投票への参加をお願いします。

市民総選挙市民総選挙

※詳細はプロジェクト公式サイトをご覧ください

　国民年金保険料は
　社会保険料控除の対象になります

■控除証明書を 11 月上旬から送付します
　今年１月から９月 30 日までの間に保険料を
納めた方には 11 月上旬、10 月１日から 12 月
31 日までの間に今年はじめて保険料を納めた
方には、来年２月上旬に控除証明書を送付しま
すので、年末調整や確定申告の際に添付くださ
い。
■源泉徴収票は来年 1 月に送付します
　老齢年金受給者の方には、１年間に支払われ
た年金額などをお知らせする「源泉徴収票」を
来年１月に送付します。確定申告の際に添付書
類として必要となりますので、大切に保管くだ
さい（障害年金や遺族年金については、課税の
対象にならないので、源泉徴収票は送付されま
せん）。紛失などで再発行を希望の方は、お問
い合わせください。
問石巻年金事務所 ☎ 0225-22-5115

≪保険証が使える場合≫
・打撲、ねんざ、肉離れ、骨折・脱臼の応急手当
 （応急手当後の施術は医師の同意が必要）
≪保険証が使えない場合≫

・慢性的な肩こりや腰痛、スポーツなどによる筋肉 
  疲労、マッサージ代わりの利用

・保険医療機関で同じ負傷を治療中のもの　
・仕事中や通勤途中での負傷 （労災保険の対象）
接骨院・整骨院にかかるときは

・負傷原因を正確に伝えましょう
・療養費支給申請書の内容を確認し、委任欄には必 
  ずご自身で署名しましょう

・領収書は必ず受け取り、保管しましょう
問市保険年金課医療給付係　
　☎22-6600 内線 376・377・389

接骨院・整骨院（柔道整復師）は
適切に受診しましょう
接骨院・整骨院（柔道整復師）は
適切に受診しましょう

中古品の事故にご注意下さい！中古品の事故にご注意下さい！

　柔道整復師による施術は、負傷の原因によって国民
健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

■予定時期／令和２年 12 月末～令和３年３月
　　　　　　（９回に分けて発送）
■対象者／マイナンバーカード未取得の方
※別途申請書の再送付や周知されている下記の方
　は今回の対象外となっております。
　❶今年 10 月 31 日時点で 75 歳以上の方
　❷今年中に出生・転入等により個人番号通知書　
　　等の送付を受けた方
　❸中長期在留者等、地方出入国管理局において、　
　　カードの交付申請等について周知されている方
　❹特別な事情のある方
　❺カードの交付申請をしたが、まだ受け取ってい
　　ない方
■申請方法／郵便、パソコン、スマホ、
    まちなかの証明用写真機から申請できま
　す。詳細は「マイナンバー総合サイト」
    をご覧ください。

マイナンバーカードを申請されていない方に交付申請書が再送付されますマイナンバーカードを申請されていない方に交付申請書が再送付されます

所有する空き家      空き地       適正管理所有する空き家      空き地       適正管理や　　　　 の　　　　　    をお願いします

■注意事項／
◎今回の申請書の再送付は、カードの作成を強制す
　るものではありません。　
・平成 27 年に個人番号通知カードと一緒に送付され
　た申請書も引き続き使用できます。

・過去に申請を取りやめた方にも送付される場合が
　ありますので予めご了承ください。

・申請からカード交付までは一定の期間を要します
　ので、２～３カ月以内にお引越しの予定がある方
　は引っ越し後に申請を行ってください。
※マイナンバーカードの交付申請をされた方で、ま
　だカードを受取っていない方は、送付している通
　知書（ハガキ）に記載の必要書類等をご持参のうえ、
　お早めにお受け取りください。
問市民課管理記録係 ☎ 22-6600 内線 365・366
    【マイナンバーに関する問い合わせ】
　マイナンバー総合フリーダイヤル☎ 0120-95-0178

　マイナンバーカードの普及・促進のため、カード未取得の方に対し、国から交付申請
書が改めて送付されます。

トラブル事例１
　譲渡された電気ストーブから出火、周辺を焼損。後で、修
理・改造された部分からの異常発熱による焼損と分かった。
トラブル事例２
　譲渡された折り畳み自転車で走行中に折り畳み機構部
分が折り畳まれ、転倒して負傷。固定調整ベルトが緩んだ
状態で乗車したことが原因と分かった。取り扱い説明書に
は、緩んだ際の対応方法が記載されていたが、その取り扱
い説明書を入手していなかった。

  　　　アドバイス
❶利用する前に、リコール対象商品かどうか、修理・
改造の履歴がないか、非純正品が使用されていない
か、長期間使用されていないかなどについて確認を
しましょう。❷取扱説明書は品物と同時に入手し、使
用方法を確認したうえで使用しましょう。❸万一、修
理・改造されていたり、動作が不安定、異臭・異音が認
められた場合、すぐに使用を中止してください。
問市生活環境課消費生活センター（市本庁舎１階）
　☎22-3437（月～金曜日（祝日除く）9:00～16::00）

しょうそん

しょうそん

ＭＩＮＡＴＯ公式サイト

●誰も住まなくなった空き家は、適正な管理が行われないと… 老朽化が進み、防犯、衛生など　
地域住民の生活環境に影響があります。
●空き地の管理を怠ると…雑草・雑木が生い茂り、隣地や道路にはみ出し、歩行者や通行車両　
の妨げになったり、木が倒れるなど隣家・隣地にさまざまな問題が発生する原因となります。

➡定期的に所有する建物の管理や草刈り、剪定を行いましょう。
問市生活環境課    ☎ 22-3417
空き家情報登録制度「空き家バンク」
　市では空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、空き家を「売りたい・貸したい」方と「買いたい・借り
たい」方とマッチングさせる空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しています。利活用を希望する空き家を
お持ちの方や、お住まいをお探しの方は、空き家バンクにぜひご登録ください。

「空き家改修支援事業補助金」制度
　空き家バンクに登録した空き家は、トイレの水洗化や洋式化、建具の交換などの改修修繕費用、または空き家に
残る家具、家電等の処分費用について、その費用の１／２以内（上限 100 万円）を市が補助する「空き家改修支
援事業補助金」制度がありますので、ぜひご活用ください。
問市移住・定住支援センターＭＩＮＡＴＯ （南町海岸 1-11 市まち・ひと・しごと交流プラザ２階）
　☎・ＦＡＸ  25-9119（火～土曜日※ただし、祝日を除く 10：00 ～ 18：00）

問市生活環境課
    ☎ 22-3417
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票してください。

　❶プロジェクト公式サイト
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化し市内の店舗で販売する予定です。
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　柔道整復師による施術は、負傷の原因によって国民
健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

■予定時期／令和２年 12 月末～令和３年３月
　　　　　　（９回に分けて発送）
■対象者／マイナンバーカード未取得の方
※別途申請書の再送付や周知されている下記の方
　は今回の対象外となっております。
　❶今年 10 月 31 日時点で 75 歳以上の方
　❷今年中に出生・転入等により個人番号通知書　
　　等の送付を受けた方
　❸中長期在留者等、地方出入国管理局において、　
　　カードの交付申請等について周知されている方
　❹特別な事情のある方
　❺カードの交付申請をしたが、まだ受け取ってい
　　ない方
■申請方法／郵便、パソコン、スマホ、
    まちなかの証明用写真機から申請できま
　す。詳細は「マイナンバー総合サイト」
    をご覧ください。

マイナンバーカードを申請されていない方に交付申請書が再送付されますマイナンバーカードを申請されていない方に交付申請書が再送付されます

所有する空き家      空き地       適正管理所有する空き家      空き地       適正管理や　　　　 の　　　　　    をお願いします

■注意事項／
◎今回の申請書の再送付は、カードの作成を強制す
　るものではありません。　
・平成 27 年に個人番号通知カードと一緒に送付され
　た申請書も引き続き使用できます。

・過去に申請を取りやめた方にも送付される場合が
　ありますので予めご了承ください。

・申請からカード交付までは一定の期間を要します
　ので、２～３カ月以内にお引越しの予定がある方
　は引っ越し後に申請を行ってください。
※マイナンバーカードの交付申請をされた方で、ま
　だカードを受取っていない方は、送付している通
　知書（ハガキ）に記載の必要書類等をご持参のうえ、
　お早めにお受け取りください。
問市民課管理記録係 ☎ 22-6600 内線 365・366
    【マイナンバーに関する問い合わせ】
　マイナンバー総合フリーダイヤル☎ 0120-95-0178

　マイナンバーカードの普及・促進のため、カード未取得の方に対し、国から交付申請
書が改めて送付されます。

トラブル事例１
　譲渡された電気ストーブから出火、周辺を焼損。後で、修
理・改造された部分からの異常発熱による焼損と分かった。
トラブル事例２
　譲渡された折り畳み自転車で走行中に折り畳み機構部
分が折り畳まれ、転倒して負傷。固定調整ベルトが緩んだ
状態で乗車したことが原因と分かった。取り扱い説明書に
は、緩んだ際の対応方法が記載されていたが、その取り扱
い説明書を入手していなかった。

  　　　アドバイス
❶利用する前に、リコール対象商品かどうか、修理・
改造の履歴がないか、非純正品が使用されていない
か、長期間使用されていないかなどについて確認を
しましょう。❷取扱説明書は品物と同時に入手し、使
用方法を確認したうえで使用しましょう。❸万一、修
理・改造されていたり、動作が不安定、異臭・異音が認
められた場合、すぐに使用を中止してください。
問市生活環境課消費生活センター（市本庁舎１階）
　☎22-3437（月～金曜日（祝日除く）9:00～16::00）

しょうそん

しょうそん

ＭＩＮＡＴＯ公式サイト

●誰も住まなくなった空き家は、適正な管理が行われないと… 老朽化が進み、防犯、衛生など　
地域住民の生活環境に影響があります。
●空き地の管理を怠ると…雑草・雑木が生い茂り、隣地や道路にはみ出し、歩行者や通行車両　
の妨げになったり、木が倒れるなど隣家・隣地にさまざまな問題が発生する原因となります。

➡定期的に所有する建物の管理や草刈り、剪定を行いましょう。
問市生活環境課    ☎ 22-3417
空き家情報登録制度「空き家バンク」
　市では空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、空き家を「売りたい・貸したい」方と「買いたい・借り
たい」方とマッチングさせる空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しています。利活用を希望する空き家を
お持ちの方や、お住まいをお探しの方は、空き家バンクにぜひご登録ください。

「空き家改修支援事業補助金」制度
　空き家バンクに登録した空き家は、トイレの水洗化や洋式化、建具の交換などの改修修繕費用、または空き家に
残る家具、家電等の処分費用について、その費用の１／２以内（上限 100 万円）を市が補助する「空き家改修支
援事業補助金」制度がありますので、ぜひご活用ください。
問市移住・定住支援センターＭＩＮＡＴＯ （南町海岸 1-11 市まち・ひと・しごと交流プラザ２階）
　☎・ＦＡＸ  25-9119（火～土曜日※ただし、祝日を除く 10：00 ～ 18：00）

問市生活環境課
    ☎ 22-3417
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申

■申込方法／
        市公式サイトに掲載の申込用紙に入力し電子メールで申し込むか、市人事課、唐桑･本吉総合

支所、市立病院に備え付けの申込用紙に記入し、持参または郵送で申し込みください。
　【電子メール・郵送】
　　▶ 12 月 16 日（水）午後５時 15 分必着　
　 【持参】
　　▶平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受付

中
　級

上
　級

■区分／上級：大学卒業程度　中級：短期大学卒業程度
■申し込み受付期間／12月 1日（火）～16日（水）※土日を除く　　

区分 　 職種
（募集人数）

受験資格
※資格は令和３年３月末までに取得見込でも可
※〔　〕内は年齢要件

一次試験
　試験科目 一次試験会場

薬剤師
( ２ 人 程 度 )

論文試験
適正検査

■一次試験実施日／12月20日（日） 午前９時20分から　　

■願書受付期間／
　来年１月４日（月）～15日（金）17時必着
■願書請求方法／
　看護学校まで直接来校いただくか、封筒に募

集要項請求と朱書し、返信用封筒（自分の住
所氏名を明記し210円切手を貼付したもの）
を同封の上、看護学校宛てに郵送してくださ
い。※直接来校する際は、事前に電話をお願
いします。

　受付時間▶ 9:00～17:15(土・日・祝日、12/29～1/3を除く）
　【願書請求先】
　〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地2
　気仙沼市立病院附属看護専門学校

■試験日・会場／
　来年１月24日（日）・同校
■合格発表／
　来年２月８日（月）正午　
■定員／40人（推薦試験合格者を含む）
■試験科目／
　①学科試験（高校卒業程度）：国語（現代文）、
　　数学、英語　
　②面接
■応募・問い合わせ先／
　市立病院附属看護専門学校
　☎ 23-9210

令和３年度令和３年度 気仙沼市立病院附属看護専門学校気仙沼市立病院附属看護専門学校

      ■申し込み先／
    【電子メール】saiyou@kesennuma.miyagi.jp（市人事課）
　【持参・郵送】〒988-8501 ( 住所記載不要 )
　　気仙沼市総務部 人事課 人事研修係 宛
■二次試験／来年１月20日（水）に個別面接試験を実施しますが、詳細は一次試験合格者に通知

します。
■その他／市では、市立病院または市立本吉病院の薬剤師、看護師などの業務に従事する職員に

対し、奨学金の返還額を補助する制度（毎年度、予算の範囲内で定員を設定します）があります。
　詳細は市立病院公式サイト（http://www.kesennuma-hospital.jp/）をご覧ください。
　薬剤師：年額600,000円（上限額）96月間　　助産師：年額200,000円（上限額）72月間
　看護師：年額200,000円（上限額）60月間　　
■問い合わせ先／市人事課 人事研修係　☎ 22-6600  内線 346

令和３年度採用 市職員採用試験

市病院事業で専門業務に従事する職員を募集します

薬剤師資格
〔昭和 56. ４. ２～平成 ９. ４. １生〕

看護師
( ６ 人 程 度 )

診療放射線技師
( ２ 人 程 度 )

臨床検査技師
( ２ 人 程 度 )

作業療法士
( ２ 人 程 度 )

診療放射線技師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

臨床検査技師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

作業療法士資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

看護師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

論文試験
気仙沼市立病院
(赤岩杉ノ沢８-２)

小規模特認校は、特定の学校につい
て、通学区域に関係なく、市内どこ
からでも就学を認める制度です。　

　地域住民が一部の教育活動に
関わりながら、子どもたちの成長
を支え、見守っています。

●対象者・条件など／次のすべてに当てはまること
　①市内に住所がある児童
　②通学する小規模特認校の教育活動に賛同すること
　③通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと
　④原則として１年以上の通年通学をさせること
　⑤心身の状態が遠距離通学に耐えられること（※特別支援学
　　級入級該当児童は除きます）
●申込方法／
　・入学通知書（小学校新入学生がいるご家庭に今年 12 月に
　　郵送）を持参してください。
　・市教育委員会に備え付けの入学申請書に必要事項を記入
　　のうえ、市学校教育課に提出してください。
●提出期限／来年１月 20 日（水）（新入学児童）
　※２月当初に入学説明会を予定しており、一旦提出期限を設
　　けますが、その後も随時受け付けします。
●その他／
　入学申請書を審査したのち、１月末までに保護者へ結果を通
　知します。なお、来年度の新入生徒以外の在校生については、
　通年で申請を受け付けています。
問市学校教育課　☎22-3441

月立小学校（小規模特認校）への
入学申請を受け付けます
月立小学校（小規模特認校）への
入学申請を受け付けます

＼学校見学も随時受付中！／＼学校見学も随時受付中！／

入学試験のお知らせ入学試験のお知らせ

　月立小学校は、平成 18 年７月に新校舎が完成し、施設・設備が充実しました。市では、これらの施
設を有効活用するとともに、特色ある学校づくりや教育活動を促進することなどを目的に、平成 19
年度から、月立小学校へ小規模特認校制度を導入しています。令和３年度も他学区から月立小学校へ
の就学を希望する保護者の小規模特認校入学申請を受け付けます。

八瀬川での体験学習「八瀬パラダイス」八瀬川での体験学習「八瀬パラダイス」

スクールサポートスタッフ「こだま隊」と農業体験スクールサポートスタッフ「こだま隊」と農業体験

のお知らせ

市公式サイト 市立病院公式サイト

広報
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申

■申込方法／
        市公式サイトに掲載の申込用紙に入力し電子メールで申し込むか、市人事課、唐桑･本吉総合

支所、市立病院に備え付けの申込用紙に記入し、持参または郵送で申し込みください。
　【電子メール・郵送】
　　▶ 12 月 16 日（水）午後５時 15 分必着　
　 【持参】
　　▶平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受付

中
　級

上
　級

■区分／上級：大学卒業程度　中級：短期大学卒業程度
■申し込み受付期間／12月 1日（火）～16日（水）※土日を除く　　

区分 　 職種
（募集人数）

受験資格
※資格は令和３年３月末までに取得見込でも可
※〔　〕内は年齢要件

一次試験
　試験科目 一次試験会場

薬剤師
( ２ 人 程 度 )

論文試験
適正検査

■一次試験実施日／12月20日（日） 午前９時20分から　　

■願書受付期間／
　来年１月４日（月）～15日（金）17時必着
■願書請求方法／
　看護学校まで直接来校いただくか、封筒に募

集要項請求と朱書し、返信用封筒（自分の住
所氏名を明記し210円切手を貼付したもの）
を同封の上、看護学校宛てに郵送してくださ
い。※直接来校する際は、事前に電話をお願
いします。

　受付時間▶ 9:00～17:15(土・日・祝日、12/29～1/3を除く）
　【願書請求先】
　〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地2
　気仙沼市立病院附属看護専門学校

■試験日・会場／
　来年１月24日（日）・同校
■合格発表／
　来年２月８日（月）正午　
■定員／40人（推薦試験合格者を含む）
■試験科目／
　①学科試験（高校卒業程度）：国語（現代文）、
　　数学、英語　
　②面接
■応募・問い合わせ先／
　市立病院附属看護専門学校
　☎ 23-9210

令和３年度令和３年度 気仙沼市立病院附属看護専門学校気仙沼市立病院附属看護専門学校

      ■申し込み先／
    【電子メール】saiyou@kesennuma.miyagi.jp（市人事課）
　【持参・郵送】〒988-8501 ( 住所記載不要 )
　　気仙沼市総務部 人事課 人事研修係 宛
■二次試験／来年１月20日（水）に個別面接試験を実施しますが、詳細は一次試験合格者に通知

します。
■その他／市では、市立病院または市立本吉病院の薬剤師、看護師などの業務に従事する職員に

対し、奨学金の返還額を補助する制度（毎年度、予算の範囲内で定員を設定します）があります。
　詳細は市立病院公式サイト（http://www.kesennuma-hospital.jp/）をご覧ください。
　薬剤師：年額600,000円（上限額）96月間　　助産師：年額200,000円（上限額）72月間
　看護師：年額200,000円（上限額）60月間　　
■問い合わせ先／市人事課 人事研修係　☎ 22-6600  内線 346

令和３年度採用 市職員採用試験

市病院事業で専門業務に従事する職員を募集します

薬剤師資格
〔昭和 56. ４. ２～平成 ９. ４. １生〕

看護師
( ６ 人 程 度 )

診療放射線技師
( ２ 人 程 度 )

臨床検査技師
( ２ 人 程 度 )

作業療法士
( ２ 人 程 度 )

診療放射線技師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

臨床検査技師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

作業療法士資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

看護師資格
〔昭和 60. ４. ２～平成 12. ４. １生〕

論文試験
気仙沼市立病院
(赤岩杉ノ沢８-２)

小規模特認校は、特定の学校につい
て、通学区域に関係なく、市内どこ
からでも就学を認める制度です。　

　地域住民が一部の教育活動に
関わりながら、子どもたちの成長
を支え、見守っています。

●対象者・条件など／次のすべてに当てはまること
　①市内に住所がある児童
　②通学する小規模特認校の教育活動に賛同すること
　③通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと
　④原則として１年以上の通年通学をさせること
　⑤心身の状態が遠距離通学に耐えられること（※特別支援学
　　級入級該当児童は除きます）
●申込方法／
　・入学通知書（小学校新入学生がいるご家庭に今年 12 月に
　　郵送）を持参してください。
　・市教育委員会に備え付けの入学申請書に必要事項を記入
　　のうえ、市学校教育課に提出してください。
●提出期限／来年１月 20 日（水）（新入学児童）
　※２月当初に入学説明会を予定しており、一旦提出期限を設
　　けますが、その後も随時受け付けします。
●その他／
　入学申請書を審査したのち、１月末までに保護者へ結果を通
　知します。なお、来年度の新入生徒以外の在校生については、
　通年で申請を受け付けています。
問市学校教育課　☎22-3441

月立小学校（小規模特認校）への
入学申請を受け付けます
月立小学校（小規模特認校）への
入学申請を受け付けます

＼学校見学も随時受付中！／＼学校見学も随時受付中！／

入学試験のお知らせ入学試験のお知らせ

　月立小学校は、平成 18 年７月に新校舎が完成し、施設・設備が充実しました。市では、これらの施
設を有効活用するとともに、特色ある学校づくりや教育活動を促進することなどを目的に、平成 19
年度から、月立小学校へ小規模特認校制度を導入しています。令和３年度も他学区から月立小学校へ
の就学を希望する保護者の小規模特認校入学申請を受け付けます。

八瀬川での体験学習「八瀬パラダイス」八瀬川での体験学習「八瀬パラダイス」

スクールサポートスタッフ「こだま隊」と農業体験スクールサポートスタッフ「こだま隊」と農業体験

のお知らせ

市公式サイト 市立病院公式サイト

広報

2020.12.115


