
　ワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症と重症化のリスクを軽減する効果が期待されており、ワクチン
の迅速な接種に向け、準備を進めています。
　ワクチン接種の開始時期等はワクチンの供給状況により、変更となる可能性があります（３月22日現在）。
最新の情報は、随時、市公式サイトでお知らせする予定です。

●接種の優先順位／ワクチンの供給量に限りがあるため、国が示す優先順位で接種を進めていく予定です。
❶医療従事者等⇒ ❷高齢者（昭和 32 年４月１日以前に生まれた方）⇒ ❸高齢者以外で基礎疾患を有する方また
は高齢者施設等の従事者 ⇒❹ ❶～❸以外の方
※現在承認されている米国ファイザー社製ワクチンは、16 歳以上が対象です。
※ワクチン接種には、本人の同意が必要です。
●接種費用・回数／無料（市がワクチン接種に関することで、金銭や個人情報を求めることはありませんのでご注意くださ
い）。現在承認されている米国ファイザー社製ワクチンは、標準的には20日の間隔をおいて２回目の接種が必要となります。
●接種会場・日程、予約方法等／ワクチン接種は、指定医療機関での個別接種や市が設置する会場での集団接種
で接種できます。また、接種には予約（※接種券が届いた後に予約）が必要となります。なお、接種券、予診票
などは４月中旬以降に対象者へ送付する予定です。予約方法、接種日程・会場等の詳細は決定次第お知らせします。
●問い合わせ先／
◆気仙沼市コールセンター ☎ 0120-070-825（９:00 ～ 17:00 土・日・祝日を除く）
　⇒接種券、接種対象者、接種順位などワクチン接種に関する問い合わせ・相談
◆新型コロナウイルスワクチン接種対策室（健康増進課内） ☎ 21-1212（８:30 ～ 17:15 土・日・祝日を除く）
　⇒接種券の再発行、転入者に対する接種券の発行に関すること 

のお知らせのお知らせ

市公式サイト
　国民健康保険または後期高齢者医療に加入し
ている被用者（給与等の支払いを受けている方）
が、新型コロナウイルス感染症に感染または発
熱などの症状があり感染が疑われ、その療養の
ために仕事を休み、給与等の全部または一部を
受けることができなかった場合に、傷病手当金
を支給しています。今回、支給適用期間を令和
３年６月 30 日まで延長します。

■対象者／
以下の４つの要件をすべて満たす方
❶市の国民健康保険または宮城県の後期高齢者
　医療制度に加入している
❷被用者である（給与等の支払いを受けている
    方である）
❸新型コロナウイルス感染症に感染または発熱
　などの症状があり感染が疑われ、その療養のた
　め休業した期間が連続して４日以上ある
❹療養のため休業した期間について、給与等（休
　業手当を含む）の支払いがない、または給与
　等の支払いがあっても、その給与等の額が傷
　病手当金の支給額の計算方法により算出され
　る支給額よりも少ない
※支給期間の要件や、事業主の証明、医師の意
　見書など必要な書類があります。詳しくはお
　問い合わせください。
　問
 国民健康保険に関すること
保険年金課医療給付係
☎ 22-6600 内線 376
 後期高齢者医療に関すること
保険年金課保険係
☎ 22-6600 内線 378

申

新型コロナウイルス感染症に係る

 　　　　　　　　　　　　　　　　             を

本年６月30日まで延長します

売上が減少している事業者に対し支援金売上が減少している事業者に対し支援金
を交付しますを交付します

広告・ＣＭに関する費用の一部広告・ＣＭに関する費用の一部
を補助しますを補助します

申

 ワクチン接種 ワクチン接種
傷病手当金の支給適用期間  傷病手当金の支給適用期間  

　支援金は３種類で構成し、それぞれの要件に該当す
れば 10 ～ 30 万円が交付されます。
■支援金概要／※対象者は市内に本社または本店を置く法人
または個人事業主で、各支援金の要件すべてに該当する方 
  事業継続支援金（交付額：１事業者あたり10万円）
補助要件：❶農林水産業、宿泊業および観光交通業以外の業
種を営んでいる方❷令和２年１月から３年２月までの間で、単
月で前年同月比20％以上売り上げが減少した方  （ただし、昨年
度に「地域産業支援金」または「生活関連サービス業等支援金」
の交付を受けた方は、これらの交付に当たり売上げ減少の対象
とした月以外で、前年同月比20％以上売り上げが減少した方）
  飲食関連事業者支援金（交付額：１事業者あたり10万円）
補助要件：❶市内で飲食店または飲食関連事業を営んで
いる方❷令和２年１月から３年２月までの間で、単月で
前年同月比20％以上売り上げが減少した方
  家賃支援金（交付額：１事業者あたり10万円）
補助要件：❶令和２年５月から３年２月までの間で、単月で
前年同月比50％以上売り上げが減少または連続する３カ月の
合計で前年同期比30％以上売り上げが減少した方❷自らの事
業のために、専用する土地または建物の賃料を支払っている方
■申請期間／４月15日（木）から６月30日（水）まで
■申請方法／郵送による申請。申請様式は４月12日（月）
に市公式サイトに掲載予定。
■問産業戦略課 ☎ 22-3432申

受診・相談センター（コールセンター）
の電話番号などが変わりました
受診・相談センター（コールセンター）
の電話番号などが変わりました

新型コロナウイルス感染症に関する

   新　☎ 022-398-9211（24 時間対応）
  

 聴覚や言語に障害のある方専用の連絡先
     fax  022-200-2965（24 時間対応）
  ✉ sodan-corona@medi-staffsup.com
　　  （午前 8 時 30 分～ 17 時 15 分）

　新聞・テレビ・ラジオを活用して広告・宣伝を行
う場合の広告料の一部を補助します。
■補助対象／市内に本社または本店を置く
    中小事業者等（法人、個人または団体）
■補助率・補助金額／
 新聞紙等への広告掲載
補助率：広告掲載に要した経費の２分の１以内
補助金額：１社当たり掲載媒体ごとに年10万円まで
　　　　　  （１社当たり年10回まで）
 テレビ・ラジオＣＭの放送
補助率：ＣＭ放送に要した経費の２分の１以内
補助金額：１社当たり放送媒体ごとに年５万円まで
　　　　　　（１社当たり放送媒体ごとに年２件まで）
■留意事項／

・広告・ＣＭは、各事業者が、新型コロナウイルス感染症
や「新しい生活様式」に対応した商品・サービスを行うこ
とや、事業所における感染症対応を、広く市民などにお知
らせするものとします。

・原則として、広告掲載・ＣＭ放送を行う前に交付申請を
行い、市から交付決定を受けたもののみを対象とします。
■申請期間／４月15日（木）から受付開始
　※予算がなくなり次第、受付を終了します
■申請方法／市公式サイト掲載の申請様式により申請
■問産業戦略課 ☎ 22-3436申

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症対応に関する新型コロナウイルス感染症の影響により

市公式サイト

　気仙沼市長

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　広報元旦号で「復興のその先」という表現を使わ
せていただきました。3月からは復興庁の職員の名
刺にも「その先へ」と記載されています。積み残した
ハード事業の早期完成、被災者支援などのソフト事
業に引き続き注力してまいります。
　その上で、「その先」にあたっては「人口減少時代
における地方の豊かさの追求」が本市においても日
本の地方全体においても最大のテーマになると
思っています。各論は今後さまざまな機会を通じて
直接・間接にお伝えしてまいりますが、全てに関わ
る基礎的キーワードは「デジタルトランスフォー
メーション（デジタル変革、DX）」と捉えています。
　先月、その事を唱える来市経験のある気鋭の2人
の識者が主に産業を対象に以下のような考えをマ
スメディアで披露しています。
　多くの政府委員を務める柳川範之東大教授は「イ
ノベーションの民主化」を指摘、かつては大企業の
ような基盤と発信力をもつ組織が圧倒的に有利で
あったが、現在は小企業や個人レベルの粗削りで
あってもユニークなアイデアがネット媒体を通じ
て共有化されることにより、実現可能性が高まり、
大きな成功に結び付く旨、述べています。
　また、日本共創プラットフォームの冨山和彦社長
は日本経済の課題とされる中小・地方企業の生産性
の低さこそ、改善すべき大きな伸びしろになるとの
視点から、地方における企業の経営改革、会社改造
の必要性、加えてDXなどによる生産性の押し上げ
による「稼ぐ力」の向上への期待を述べています。
　何だか勇気が湧いてくるではありませんか。
　コロナ禍で都市部の課題や限界も見えてきた中、
デジタル化による地方の可能性の増大を追い風に
する必要があります。本市では既に「地元企業のデ
ジタル化による生産性向上促進事業」として各社の
デジタル化の支援人材確保費用の補助を行ってお
り、先月には「地域企業におけるデジタル化のすゝ
め」セミナーも行いました。今後の関心の高まりに
期待しています。
　もちろん、「地方の豊かさの追求」において産業の
発展はその一部であり、自然環境や生活環境、これ
まで力を入れてきた「市民が主役のまちづくり」な
どと共存・共鳴して初めて価値が高まるものと思い
ます。「その先」の気仙沼を多くの市民の皆さんと一
緒に作り上げていきたいと思っています。

やな   がわ  のり  ゆき

復興のその先へ第109回

   と    やま  かず  ひこ
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本の地方全体においても最大のテーマになると
思っています。各論は今後さまざまな機会を通じて
直接・間接にお伝えしてまいりますが、全てに関わ
る基礎的キーワードは「デジタルトランスフォー
メーション（デジタル変革、DX）」と捉えています。
　先月、その事を唱える来市経験のある気鋭の2人
の識者が主に産業を対象に以下のような考えをマ
スメディアで披露しています。
　多くの政府委員を務める柳川範之東大教授は「イ
ノベーションの民主化」を指摘、かつては大企業の
ような基盤と発信力をもつ組織が圧倒的に有利で
あったが、現在は小企業や個人レベルの粗削りで
あってもユニークなアイデアがネット媒体を通じ
て共有化されることにより、実現可能性が高まり、
大きな成功に結び付く旨、述べています。
　また、日本共創プラットフォームの冨山和彦社長
は日本経済の課題とされる中小・地方企業の生産性
の低さこそ、改善すべき大きな伸びしろになるとの
視点から、地方における企業の経営改革、会社改造
の必要性、加えてDXなどによる生産性の押し上げ
による「稼ぐ力」の向上への期待を述べています。
　何だか勇気が湧いてくるではありませんか。
　コロナ禍で都市部の課題や限界も見えてきた中、
デジタル化による地方の可能性の増大を追い風に
する必要があります。本市では既に「地元企業のデ
ジタル化による生産性向上促進事業」として各社の
デジタル化の支援人材確保費用の補助を行ってお
り、先月には「地域企業におけるデジタル化のすゝ
め」セミナーも行いました。今後の関心の高まりに
期待しています。
　もちろん、「地方の豊かさの追求」において産業の
発展はその一部であり、自然環境や生活環境、これ
まで力を入れてきた「市民が主役のまちづくり」な
どと共存・共鳴して初めて価値が高まるものと思い
ます。「その先」の気仙沼を多くの市民の皆さんと一
緒に作り上げていきたいと思っています。

やな   がわ  のり  ゆき

復興のその先へ第109回

   と    やま  かず  ひこ
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