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予防接種の種類 対　象　年　齢 回　数

ロタウイルス
１価ワクチン：生後６週～２４週 ２回
５価ワクチン：生後６週～３２週 ３回

ヒブ (Hib 感染症 )
生後２カ月～５歳未満 １～４回

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎
生後１歳未満（標準：生後２～９カ月）
※母子感染予防として、出生後にＢ型肝炎ワクチンの接種を受
けた方は対象者から除く。

３回

４種混合
・ジフテリア　・破傷風
・百日せき　　・ポリオ

生後３カ月～７歳６カ月未満
・標準初回：生後３カ月～ 12 カ月
・標準追加：初回終了から 12 月～ 18 月間隔をおく

初回３回
追加 1回

ＢＣＧ １歳まで（標準：生後５～８カ月） １回
麻しん風しん（ＭＲ）１期 １～２歳未満 １回
麻しん風しん（ＭＲ）２期 小学校入学前 1年間 ( 年長児 ) １回

水痘（みずぼうそう）
１～３歳未満
・標準１回目：生後 12 カ月～ 15 カ月
・標準２回目：１回目終了後６月～ 12 月間隔をおく

２回

日本脳炎１期
生後６カ月～７歳６カ月未満
・標準初回：３～４歳
・標準追加： ４～５歳

初回２回
追加 1回

日本脳炎２期 ９～ 13 歳未満（標準：小学４年生） 1回
日本脳炎
※特例措置者

平成７年４月２日～平成 19 年４月 1日生まれで４回の接種が終
わっていない方（20 歳未満まで接種可能） 

不足分の回数

２種混合
・ジフテリア　・破傷風

11 ～ 13 歳未満（標準：小学６年生）
1回

接種を受ける際は、必ず母子健康手帳をご持参ください。
●任意予防接種
　法律で定められた予防接種ではありませんが、保護者の希望により受けることができます。

種　類 対象年齢（費用助成年齢） 回数 自己負担金 ※市が接種費用を助成している　
　もののみ掲載しています。おたふくかぜ １～６歳未満 １回 1,000 円

３月１日～７日は
  子ども予防接種週間です   ～予防接種はお済みですか～
　予防接種は病原体に対して免疫をつけ、感染症から子どもを守るものです。　
　対象年齢や期間などを確認し、接種を受けてください。
●定期予防接種
　法律によって種類と対象者が定められています。対象年齢期間内は無料で接種できます。

●問い合わせ先／市民健康管理センター「すこやか」　☎ 21-1212
　　　　　　　　唐桑保健福祉センター「燦さん館」　☎ 32-4811
　　　　　　　　本吉保健福祉センター「いこい」　　☎ 25-7645

風しん抗体検査・予防接種風しん抗体検査・予防接種  無料クーポン券の有効期限を延長します無料クーポン券の有効期限を延長します
    市では、これまで公的な接種を受ける機会がなかった対象年齢の方に、無料で抗体検査と予防接種が受
けられるクーポン券を送付しています。風しんの発生およびまん延を防止するため、無料クーポン券の有
効期限を延長します。まだ検査を受けていない方は、この機会に検査を受けてください。

対象者 有効期限

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日に
生まれた男性

令和元年及び２年に送付したクーポン券の有効期限を
令和４年２月末日まで 延長します。
お手元にあるクーポン券はそのまま使用できます。

※クーポン券を紛失した方、市に転入された方はクーポン券を発行しますので、お問い合わせください。
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日 医　　科  歯 科(9：00～12：00）
                       　 ※最終受付11:30 薬　　局

7日（日）
三条小児科医院（田中前）　　　　　　
☎ 23-0088 小児科のみ　　　　　　　  
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00

ファミリー歯科医院　　　
（田中前）☎ 24-2822

ホープ薬局気仙沼店　　
（田中前）☎ 25-9931

14日（日）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

仙台調剤薬局気仙沼店　
（松崎萱）☎ 25-8456

20日（土・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210 菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 ―

21日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

にこにこ堂調剤薬局　　
（田中前）☎ 23-3110

28日（日）大友医院（三日町）☎ 22-6868 鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ―

休日当番医・調剤薬局休日当番医・調剤薬局 　都合により変更になる場合もありますので、あ ら か じ め 実 施 医 療 機 関 に
お 問 い 合 わ せ の 上、受診願います。

まちの保健室まちの保健室

献血日程献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

15日(月) 10:00～15:00 イオン気仙沼店
保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

日 場　所 受付時間

７日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

日程 場所 内容

3月17日（水）
～24日（水）

・ワン・テン庁舎

・すこやか  

・燦さん館 

・いこい

・自死対策に関する
情報の掲示
・心の健康等に関す
るパンフレット、啓
発グッズの配置

　日本では年間約２万人の人が自ら命を
絶っています。自死は、健康問題、生活
や経済問題、家庭問題など、さまざまな
要因が関係した追い詰められた末の死で
あり、特定の人や地域だけに起こる「特
別なこと」ではありません。
　自死の予防には、ストレスを溜めない
ようにすることや、悩み事などは一人で
抱え込まず誰かに話してみることが大切
です。
　地域のみんなで日頃より声を掛け合い、
孤立を防ぐことも、大切な命を守ることに
繋がります。

　市では「自殺対策強化月間」に合わせた取り
組みを行います。お近くにお越しの際は、お立
ち寄りください。
※「自殺対策強化月間」の名称を除き、「自殺」
に代えて「自死」という言葉を使用しています。
■問い合わせ先／健康増進課　☎ 21-1212

３月３月は「は「自殺対策強化月間自殺対策強化月間」です」です

　４月から「まちの保健室」が「ま
ちの健康相談室（ぬくもり）」へ変わ
ります。市民の方々の自主的な活動
により相談は継続されます。開催日
は毎月 15 日（８月のみ 20 日に開催、
12 月は休み）、会場はイオン気仙沼
店様のご協力をいただき、これまで
どおりイオン気仙沼店１階玄関とな
ります。
問健康増進課
　☎ 21-1212

お知らせ

広報
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予防接種の種類 対　象　年　齢 回　数

ロタウイルス
１価ワクチン：生後６週～２４週 ２回
５価ワクチン：生後６週～３２週 ３回

ヒブ (Hib 感染症 )
生後２カ月～５歳未満 １～４回

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎
生後１歳未満（標準：生後２～９カ月）
※母子感染予防として、出生後にＢ型肝炎ワクチンの接種を受
けた方は対象者から除く。

３回

４種混合
・ジフテリア　・破傷風
・百日せき　　・ポリオ

生後３カ月～７歳６カ月未満
・標準初回：生後３カ月～ 12 カ月
・標準追加：初回終了から 12 月～ 18 月間隔をおく

初回３回
追加 1回

ＢＣＧ １歳まで（標準：生後５～８カ月） １回
麻しん風しん（ＭＲ）１期 １～２歳未満 １回
麻しん風しん（ＭＲ）２期 小学校入学前 1年間 ( 年長児 ) １回

水痘（みずぼうそう）
１～３歳未満
・標準１回目：生後 12 カ月～ 15 カ月
・標準２回目：１回目終了後６月～ 12 月間隔をおく

２回

日本脳炎１期
生後６カ月～７歳６カ月未満
・標準初回：３～４歳
・標準追加： ４～５歳

初回２回
追加 1回

日本脳炎２期 ９～ 13 歳未満（標準：小学４年生） 1回
日本脳炎
※特例措置者

平成７年４月２日～平成 19 年４月 1日生まれで４回の接種が終
わっていない方（20 歳未満まで接種可能） 

不足分の回数

２種混合
・ジフテリア　・破傷風

11 ～ 13 歳未満（標準：小学６年生）
1回

接種を受ける際は、必ず母子健康手帳をご持参ください。
●任意予防接種
　法律で定められた予防接種ではありませんが、保護者の希望により受けることができます。

種　類 対象年齢（費用助成年齢） 回数 自己負担金 ※市が接種費用を助成している　
　もののみ掲載しています。おたふくかぜ １～６歳未満 １回 1,000 円

３月１日～７日は
  子ども予防接種週間です   ～予防接種はお済みですか～
　予防接種は病原体に対して免疫をつけ、感染症から子どもを守るものです。　
　対象年齢や期間などを確認し、接種を受けてください。
●定期予防接種
　法律によって種類と対象者が定められています。対象年齢期間内は無料で接種できます。

●問い合わせ先／市民健康管理センター「すこやか」　☎ 21-1212
　　　　　　　　唐桑保健福祉センター「燦さん館」　☎ 32-4811
　　　　　　　　本吉保健福祉センター「いこい」　　☎ 25-7645

風しん抗体検査・予防接種風しん抗体検査・予防接種  無料クーポン券の有効期限を延長します無料クーポン券の有効期限を延長します
    市では、これまで公的な接種を受ける機会がなかった対象年齢の方に、無料で抗体検査と予防接種が受
けられるクーポン券を送付しています。風しんの発生およびまん延を防止するため、無料クーポン券の有
効期限を延長します。まだ検査を受けていない方は、この機会に検査を受けてください。

対象者 有効期限

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日に
生まれた男性

令和元年及び２年に送付したクーポン券の有効期限を
令和４年２月末日まで 延長します。
お手元にあるクーポン券はそのまま使用できます。

※クーポン券を紛失した方、市に転入された方はクーポン券を発行しますので、お問い合わせください。
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17

日 医　　科  歯 科(9：00～12：00）
                       　 ※最終受付11:30 薬　　局

7日（日）
三条小児科医院（田中前）　　　　　　
☎ 23-0088 小児科のみ　　　　　　　  
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00

ファミリー歯科医院　　　
（田中前）☎ 24-2822

ホープ薬局気仙沼店　　
（田中前）☎ 25-9931

14日（日）
すがわら内科クリニック（松崎萱）
☎ 25-8825・高校生以上、内科系
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

仙台調剤薬局気仙沼店　
（松崎萱）☎ 25-8456

20日（土・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210 菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 ―

21日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
山谷歯科医院（本吉町津谷
新明戸）☎ 42-3577

にこにこ堂調剤薬局　　
（田中前）☎ 23-3110

28日（日）大友医院（三日町）☎ 22-6868 鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827 ―

休日当番医・調剤薬局休日当番医・調剤薬局 　都合により変更になる場合もありますので、あ ら か じ め 実 施 医 療 機 関 に
お 問 い 合 わ せ の 上、受診願います。

まちの保健室まちの保健室

献血日程献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

15日(月) 10:00～15:00 イオン気仙沼店
保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

日 場　所 受付時間

７日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

日程 場所 内容

3月17日（水）
～24日（水）

・ワン・テン庁舎

・すこやか  

・燦さん館 

・いこい

・自死対策に関する
情報の掲示
・心の健康等に関す
るパンフレット、啓
発グッズの配置

　日本では年間約２万人の人が自ら命を
絶っています。自死は、健康問題、生活
や経済問題、家庭問題など、さまざまな
要因が関係した追い詰められた末の死で
あり、特定の人や地域だけに起こる「特
別なこと」ではありません。
　自死の予防には、ストレスを溜めない
ようにすることや、悩み事などは一人で
抱え込まず誰かに話してみることが大切
です。
　地域のみんなで日頃より声を掛け合い、
孤立を防ぐことも、大切な命を守ることに
繋がります。

　市では「自殺対策強化月間」に合わせた取り
組みを行います。お近くにお越しの際は、お立
ち寄りください。
※「自殺対策強化月間」の名称を除き、「自殺」
に代えて「自死」という言葉を使用しています。
■問い合わせ先／健康増進課　☎ 21-1212

３月３月は「は「自殺対策強化月間自殺対策強化月間」です」です

　４月から「まちの保健室」が「ま
ちの健康相談室（ぬくもり）」へ変わ
ります。市民の方々の自主的な活動
により相談は継続されます。開催日
は毎月 15 日（８月のみ 20 日に開催、
12 月は休み）、会場はイオン気仙沼
店様のご協力をいただき、これまで
どおりイオン気仙沼店１階玄関とな
ります。
問健康増進課
　☎ 21-1212

お知らせ

広報

2021.3.119
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令和２年
分の給与
収入金額

　　　　
所得金額

介護分なし
（40歳未満または65歳以上）

介護分あり
（40歳以上65歳未満）

1人 2人 1人 2人

200万円 132万円 131,500円 145,500円 163,800円 181,700円
300万円 202万円 192,400円 223,400円 240,100円 279,100円
400万円 276万円 256,800円 287,800円 320,800円 359,800円
500万円 356万円 326,400円 357,400円 408,000円 447,000円
600万円 436万円 396,000円 427,000円 495,200円 534,200円
700万円 520万円 469,100円 500,100円 586,800円 625,800円

　日本年金機構では、年金に関する案内を定期的
に郵送していますが、実際のお住まいと住民票の
住所が違う場合、大切な郵便物が配達されないこ
とがあります。事前に送付先を登録することで、
住民票の住所以外に送付することもできますの
で、ご希望の方はお申し出ください。
　また、引っ越しなどにより旧住所あての郵便物
などを新住所に１年間転送されるサービスを利用

される場合は、お近くの郵便局の窓口で転居届の
手続きをしてください。
　なお、すでに転送手続きをされている方で、引
き続き希望される場合は、転送期間を確認のうえ、
更新の手続きをしてください。
●問い合わせ先／　　　　　　　　　　　　　　
　石巻年金事務所   ☎ 0225-22-5115　　　　　　
　保険年金課 国民年金係   ☎22-6600  内線271・272

「郵便物の転送」届出・更新の手続きを「郵便物の転送」届出・更新の手続きを

　退職などにより職場の社会保険を喪失し国民健康保険に加入する場合は、次のとおり手続きをしてください。
●期間／資格喪失日（退職日の翌日）から 14 日以内　※資格喪失日より前に国保加入の手続きはでき
ません（例：３月 31 日退職ならば４月１日以降の手続きになります）。

●場所／市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所
●対象者／本人または同一世帯員（別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要です）
●必要書類／
　①職場の社会保険の資格喪失日がわかる書類（離職票や退職証明書では手続きできません）
　②本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
　③マイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカード、通知カードなど）
●その他／混雑防止のため郵送での手続きや必要書類の事前預かりも可能です。詳細は市
公式サイトをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。　　　　　　　　　　　

●問い合わせ先／保険年金課 保険係  ☎ 22-6600  内線 372・373

４月から国民健康保険に加入する方へ ～ 加入手続きと保険税試算のご案内～
　国民健康保険に加入する手続きは 

　令和３年度国民健康保険税の見込額を確認したいときは 

市公式サイト

　社会保険の任意継続保険料と比較したいときなど、国民健康保険に加入した場合の保険税額を試算するこ
とができます。
●場所／市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所（電話やメールでの回答は
できません）

●対象者／本人または同一世帯員（別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要です）
●必要書類／
　①世帯主および国保加入者全員分の令和２年中の所得金額がわかる資料（確定申告書の控え、給与収
入や公的年金収入の源泉徴収票など）
　②来庁者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
●令和３年度年間保険税額（目安）

日本年金機構からのお願い

※世帯主のみ給与収入があり、
世帯主を含めた１人または２人
で加入する場合。世帯構成や加
入者の年齢、その他所得金額の
有無などにより、保険税額が変
動することがあります。
※月あたりの税額は、左記年間
保険税額を 12 で割ることで求
められます。

●問い合わせ先／保険年金課 保険係  ☎ 22-6600  内線 372・373

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

　市では、保育に携わる方に対し、次の事業を
実施しています。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
問子ども家庭課22-6600　内線445
✉kodomo＠kesennuma.miyagi.jp

保育士バンク登録保育士バンク登録
　保育士資格をお持ちの方の登録制度（保
育士バンク）を導入しています。通年募集
していますので、登録にご協力ください。　
　登録後、ご希望の勤務条件に合う内容の
求人募集について、個別でご案内します。
●保育資格
　保育士、幼稚園教諭、養護教諭、小学校
教諭
●登録方法
　市公式サイト上の申請書（登録カード）
に記入の上、市子ども家庭課へ提出してく
ださい。メールで提出もできます。

 気   仙   沼   のの

保　育　施　設　で働きませんか？保　育　施　設　で働きませんか？

保育人材確保事業保育人材確保事業

①就職助成金①就職助成金
　新規学卒者や市内の潜在保育士等（１年以上離職し
ていた保育士等の有資格者）の新規就職者（幼児教育・
保育分野以外からの転職を含む）に助成します。
●対象者　市内保育所等へ新たに就職し、1年以上の
雇用契約となっている保育士、幼稚園教諭等の有資格
者（非正規雇用を含む、市の雇用を除く）
②保育士等奨学金返済支援補助金交付事業②保育士等奨学金返済支援補助金交付事業
　奨学金を利用して保育士資格等を取得し、気仙沼市
内の保育所等に就職した方に、3年度を上限として奨
学金の一部を補助します。
●対象者　市内保育所等へ新たに就職し、3年以上の
雇用が見込まれる保育士、幼稚園教諭等の有資格者（非
正規雇用を含む）で、奨学金の返済を行っている方（日
本学生支援機構奨学金等の貸与型奨学金で償還免除を
受けていない方）。

自分にも何かできることが
あるのではと考えている方

子育て支援でなら
社会貢献できそうな方

気仙沼・本吉圏域エリア
「里親制度広域説明会」を開催します

　さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。そのような子どもたちを家
庭に迎え入れ、子どもの健やかな育ちを応援する。それが里親制度です。
　制度説明会では、里親制度のお話や里親体験談のほか、ご希望される方には個別相談会を行
います。個別相談会のみの参加もお待ちしております。どうぞお気軽にお越しください。ご心
配な点やご不明な点などありましたら、「みやぎ里親支援センターけやき」までご連絡ください。

●日時　３月14日（日）午後１時30分から４時まで
●場所　気仙沼市民会館　第1・２会議室
●内容　①制度説明　②里親体験談　③個別相談　
※申込は不要ですが、ご心配な点などありましたら、けやきまでご一報ください。一報ください。
●問い合わせ　
１.社会福祉法人仙台キリスト教育児院　みやぎ里親支援センター けやきけやき
　☎022-718-1031　FAX 022-343-8144
　https://miyagisatooya-keyaki.com/
　〒981-0906 仙台市青葉区小松島新堤7-1　仙台キリスト教育児院内
2.宮城県東部児童相談所気仙沼支所　☎21-1020　
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