
【対話・共創・協働】

市民が主役のまちづくりを推進します

●経営人材育成事業 1,264万円
●地域活性化支援員配置事業 3,010万円
●担い手育成支援事業 1,426万円

【地域経営】
地域の資産・資源を活かした
持続可能なまちづくりを推進します

●新庁舎建設事業 9,092万円
　（旧市立病院施設の解体設計等）
◎行政情報化推進事業 2億77万円
　（情報システム統合基盤再構築）

【結婚・子育て】

結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち

●子育て支援事業 3,995万円
　・子ども医療費助成事業（制度拡充のためのシステム改修）
　・産後サポート事業
　・ファーストバースデイプレゼント事業
　・誕生祝金支給事業　・子育て世代包括支援センター運営事業
　・市民交流ワーキング事業　 ・特定不妊治療費助成事業
　・保育人材確保対策事業
　・ワクワク子育てプログラム事業　など 
●結婚支援事業 1,658万円

●海洋プラスチックごみ対策事業 103万円
◎スマートエネルギー設備普及支援事業補助金 320万円

【自然・環境・食】
豊かな自然や食文化を大切にし、
誇りに思い、語ることができるまち

●道路新設改良事業 1億4,130万円
●住宅再建支援補助金（市独自支援分） 4億2,412万円

【暮らし】

安全で安心できる住み続けたいまち

●生活援助員（LSA）事業 9,676万円
●介護マンパワー確保対策事業 810万円
◎生活困窮者自立支援事業（アウトリーチ事業） 517万円
●移住・定住促進事業 4,597万円

【福祉・地域コミュニティ】
自分らしさを生かしながら、
思いやり、支え合えるまち

【防災】
高い防災力を維持する
災害に強いまち

●自主防災活動支援に関する経費 1,097万円
　・自主防災活動助成金交付事業
　・防災士養成支援事業
　・津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業
●気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
　消防費負担金 12億4,595万円

◎： 新規事業令和３年度 予算の主な事業

【保健・医療】
一人一人が生きがいを持ち、
健康で暮らせるまち

●健康ポイント事業 672万円
　（内訳：一般会計 422万円、国民健康保険特別会計 250万円）　 
●風しん予防接種事業 989万円
●がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業 105万円

【教育】

人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち

●学力向上・学習支援事業 2億5,216万円
◎はまなすの館子ども広場整備事業 3,000万円
●気仙沼中央公民館整備事業 8,026万円

        令和３年度  予算の概要

【産業】
地域の魅力を磨き、全国・全世界とつながり、
挑戦し続ける産業のまち

◎気仙沼ビジネスサポートセンター運営事業 3,100万円
●企業誘致推進事業 1,002万円
●創造的産業復興支援事業 1,005万円
●観光推進機構事業補助金 1億円
●磯根資源保全対策事業 521万円
●沿岸漁業担い手対策支援事業 983万円
●鳥獣被害対策事業 1,681万円

◎新型コロナウイルス感染症対応 3,756万円
　従事者慰労金（医療・介護・障害福祉） 
◎子育て世帯支援特別給付金 4,923万円
●新型コロナウイルスワクチン接種事業 3億8,155万円
◎経済対策事業 4億2,537万円
　・事業継続支援金　・飲食関連事業者支援金　・家賃支援金
　・気仙沼市飲食店応援商品券事業
　・気仙沼市タクシーデリバリーサービス補助事業　など

【新型コロナウイルス感染症対応事業】

　震災以降、市内各地で世帯分布に大きな変化が生じているため、地域コミュニティの再建を基本に
据えながら、必要に応じて自治組織の役員や住民の皆さまと行政区の再編に向けた協議を行ってい
ます。このたび、本年４月１日から南気仙沼地区の一部の行政区を再編しますので、お知らせします。

❶幸町１区
　■再編内容／幸町１区、市営幸町住宅の区域を除く　
　幸町３区および幸町４区を統合
　■想定世帯数／約 110 世帯
❷幸町２区
　■再編内容／幸町３区の市営幸町住宅の区域を分割
　■想定世帯数／約 175 世帯
❸弁天町区
　■再編内容／弁天町１区および弁天町２区を統合
　■想定世帯数／約 10 世帯
❹潮見町区
　■再編内容／潮見町１区および潮見町２区を統合
　■想定世帯数／約５世帯
❺内の脇２区
　■再編内容／内の脇２区および内の脇３区を統合
　■想定世帯数／南運動広場、復興市民広場および防　
　災公園整備地のため非居住区域

南気仙沼地区の行政区を再編します南気仙沼地区の行政区を再編します

　市立病院と市立本吉病院は、４月１日から地方公営企業法の「一部適用」から「全部適用」
へ移行しました。
　この移行に伴い、病院事業管理者（以下「管理者」という。）に横田憲一市立病院院長が就
任し、これまで気仙沼市長が有していた病院運営に関する職員人事や予算編成などの権限や
責任を担うことになりました。
　今後は全部適用移行に伴うメリットを活かし、管理者のリーダーシップのもと、病院経営
の自主性を高めるとともに、市民の医療ニーズや医療制度の変化に、より機動的かつ的確に
対応し、良質な医療サービスの提供に努めてまいります。
　なお、市立病院と市立本吉病院は経営形態が変わり、管理者をトップとする新しい組織に
なりますが、このことから診療体制や診療内容が変わることはありません。引き続き、地
域の中核病院として市民の皆さまから信頼される病院を目指し、職員が一丸となって取り組
んでまいります。

問総務課 行政係☎ 22-6600  内線 221・222
問

問病院事業局経営管理部 経営企画課 ☎ 22-7100

地方公営企業法 の 全部適用 に 移行しました地方公営企業法 の 全部適用 に 移行しました
市立病院 と 市立本吉病院 は市立病院 と 市立本吉病院 は

よこ   た    けんいち

変更前

変更後

魚市場前区

仲町区

内の脇１区

川口町区

潮見町区
内の脇２区

幸町２区

弁天町区

幸町１区

川口町区

仲町区

魚市場前区

内の脇１区

幸町４区幸町１区
幸町３区

潮見町２区
内の脇３区

内の脇２区

弁天町２区

弁天町１区

潮見町１区

ー 病院経営の自主性を高める ーー 病院経営の自主性を高める ー
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申

令和４年度採用 市職員採用試験

― チーム気仙沼のクルーとして今後のまちづくりに参加してみませんか ―

■申込方法／リクナビＷeb エントリーシステムからプレエントリーしてください。
　申込期間：４月 20 日（火）まで
　※プレエントリー後、市から申込受付の確認と併せて、ログイン方法などについて電子メール

　で案内します。
　申込先： http://job.rikunabi.com/2022/company/r467832088/entry/B001
　※持参や郵便、電子メールによる申し込みはできませんのでご注意ください。
■二次試験／実施内容の詳細は一次試験合格者に通知（５月上旬見込）します。
■その他の職種の試験について／現在、採用が必要な職種の検討をしており、試験の

実施が決定した都度、広報けせんぬまと市公式サイトでお知らせします。
　  問人事課 人事研修係　☎ 22-6600  内線 346

■試験区分・職種および受験資格

　試 験 区 分
（学力程度） 職  種 受験資格

二次試験

　試験内容

一次試験

行  政 　昭和 56. ４. ２生
　～平成 12. ４. １生

❶ＳＰＩ総合検査
❷４月７日～26日
❸全国47都道府県の
　テストセンター

のお知らせ

市公式サイト

　「復興のその先」をしっかりと見据え、「市民が主役のまちづくり」による地方創生に、市民総ぐ
るみ「チーム気仙沼」でチャレンジしていきます。
　そのチャレンジに欠かせないクルーの一員として、新たに市職員を募集します。

上 級 試 験
（大卒程度）

採用予定
人　　数

若  干  名

　❶試験科目❷日時❸会場

❶集団討論および
　個別面接
❷５月下旬
❸市役所会議室

　

　
　婚活支援事業補助金
　民間団体などが実施する「婚活事業」を支援
します。
■対象事業（主な要件）／市内で実施し、20 歳

以上の独身男女（総数 10 人以上）を対象とす
る事業、継続性が見込まれる事業

■補助対象／消耗品費、会場使用料、広告宣伝費
など事業に必要な費用

■補助金額／（補助率 10 分の 10）
・事業費（送迎費用を除く）（上限 20 万円）
・市外参加者の送迎費用（上限 10 万円）
※同一団体への交付額は、同一年度内に事業費

40 万円、送迎費用 20 万円以内
　
　結婚新生活支援補助金
　新婚世帯の住居費・引っ越し費用を補助します。
■対象世帯（主な要件）／
・令和２年４月１日から令和４年３月 31 日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻日で夫婦どちらか一方が 39 歳以下
・夫婦の合計所得が 410 万円未満の世帯
■補助対象経費（R３.１.１～R４.３.31）／
　❶住宅の購入費用または賃借費用、❷引っ越し・

運送費用、❸自身または同居親族（３親等以内）
所有の住宅改修・修繕費用

■補助金額／❶と❷の合計（上限 30 万円）
　 　 　 　 ❸ の２分の１以内（上限 100 万円）
　
　空き家改修支援事業補助金
　市の空き家バンクに登録している空き家の改修
や修繕などの費用の一部を補助します。
■対象者／空き家バンクに登録している住宅の所

有者、住宅購入または借りた方など
■対象経費（主なもの）／
・台所・トイレ・屋根改修、内壁張り替えなどの費用
・空き家に残っている不要な家具、家電、その他

生活用品などの運搬、処分料など
■補助金額／対象経費の２分の１以内 （上限100万円）
■交付予定件数／５件程度
■事前相談・仮申請受付（必須）／４月５日（月）

から４月26日（月）までの午前８時30分から午
後５時15分の間（閉庁日除く）、市震災復興・企
画課にて（事前相談がない場合には、本申請を
受け付けできません。ご注意ください。）

※それぞれの補助金で、その他にも要件がありま
　すので、詳しくはお問い合わせください。
問震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 
　☎22-6600 内線 314

　東日本大震災前、魚浜町で業務を行っていた水産研修センターが、宮城県北部船主協会を
指定管理者とし、４月１日から港町で業務を開始します。
　駐車スペース 52 台分を確保し、１階実習室 (30 席 ) には大型ディスプレイ、２階研修室 (90 席 )
にはプロジェクタースクリーンを設置し、Wi-Fi を使用したオンライン会議の開催が可能です。
当センターは、屋内・屋外の貸館
に対応します。 

〇住所：港町 499 番地

■貸館についての問い合わせ先　
宮城県北部船主協会 ☎ 22-0793
問水産課  ☎ 22-6600 内線513

婚活イベントの開催、結婚新生活、
空き家改修を支援します　
婚活イベントの開催、結婚新生活、
空き家改修を支援します　

　看護学生奨学金貸付事業　（学生向け）
　将来、市内の認定医療介護施設等※1の看護師または准
看護師（以下「看護師等」という。）」として業務に従事
しようとする看護学生を対象に、奨学金を貸与します。
■貸付対象者／
　市医師会附属准看護学校に入学を許可された方、ま

たは在学する方であって、将来、認定医療介護施設
等※1 に看護師等として勤務する意思を有する方（令
和３年度入学生）

■貸付金額／月額５万円（無利息）
■貸付期間／２年間（限度）
■貸付人数／３人以内
■募集期間／令和３年４月１日から 30 日まで
■その他／
・貸付は審査により決定します。
・一定の条件のもと、奨学金返還を免除します。
・申請手続きなどは市公式サイトをご確認の上、お問

い合わせください。

　看護師等奨学金返還支援補助事業（就職者向け）
　市内認定医療介護施設等※1 の看護師等として働く、
奨学金を返還する方への補助金を交付します。
■補助対象者／
　認定医療介護施設等※1 の看護師等として勤務し、次

の要件のいずれにも該当する方
❶奨学金を利用して看護師等の免許を取得し、当該奨

学金を自ら返還する方
❷奨学金の返還に滞納がない方
❸市税に滞納がない方
❹その他の奨学金返還支援を受けていない方
■補助金額／
　申請年度に返還した奨学金の額（年額 20 万円上限）。

ただし、業務の従事期間が１年未満の場合は月数で
案分した額。

■補助対象期間／
　現に奨学金を返還する期間とし、補助金交付決定通

知において定める月から 60 月以内。
■補助対象人数／５人程度
■募集期間／
　令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで

　■その他／
　　補助金の交付は審査により決定します。

　申請手続きなどはお問い合わせください。
※上記の貸付事業および補助事業には、その他にもさ

まざまな要件がありますので、詳しくは市公式サイ
トをご確認ください。

（※１）認定定医療介護施設等：市長の認定
を受けた事業者が経営する医療介護施設等

問健康増進課 ☎ 21-1212

令和３年度看護人材確保事業の
応募受付を開始します
令和３年度看護人材確保事業の
応募受付を開始します

うお   はまちょう

水産研修センターがオープンします水産研修センターがオープンします

　　　★
   水産研修センター

●カメイ㈱
　気仙沼支店様

●気仙沼お魚いちば様

●気仙沼プラザホテル様

気仙沼湾

市公式サイト
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申

令和４年度採用 市職員採用試験

― チーム気仙沼のクルーとして今後のまちづくりに参加してみませんか ―

■申込方法／リクナビＷeb エントリーシステムからプレエントリーしてください。
　申込期間：４月 20 日（火）まで
　※プレエントリー後、市から申込受付の確認と併せて、ログイン方法などについて電子メール

　で案内します。
　申込先： http://job.rikunabi.com/2022/company/r467832088/entry/B001
　※持参や郵便、電子メールによる申し込みはできませんのでご注意ください。
■二次試験／実施内容の詳細は一次試験合格者に通知（５月上旬見込）します。
■その他の職種の試験について／現在、採用が必要な職種の検討をしており、試験の

実施が決定した都度、広報けせんぬまと市公式サイトでお知らせします。
　  問人事課 人事研修係　☎ 22-6600  内線 346

■試験区分・職種および受験資格

　試 験 区 分
（学力程度） 職  種 受験資格

二次試験

　試験内容

一次試験

行  政 　昭和 56. ４. ２生
　～平成 12. ４. １生

❶ＳＰＩ総合検査
❷４月７日～26日
❸全国47都道府県の
　テストセンター

のお知らせ

市公式サイト

　「復興のその先」をしっかりと見据え、「市民が主役のまちづくり」による地方創生に、市民総ぐ
るみ「チーム気仙沼」でチャレンジしていきます。
　そのチャレンジに欠かせないクルーの一員として、新たに市職員を募集します。

上 級 試 験
（大卒程度）

採用予定
人　　数

若  干  名

　❶試験科目❷日時❸会場

❶集団討論および
　個別面接
❷５月下旬
❸市役所会議室

　

　
　婚活支援事業補助金
　民間団体などが実施する「婚活事業」を支援
します。
■対象事業（主な要件）／市内で実施し、20 歳

以上の独身男女（総数 10 人以上）を対象とす
る事業、継続性が見込まれる事業
■補助対象／消耗品費、会場使用料、広告宣伝費

など事業に必要な費用
■補助金額／（補助率 10 分の 10）
・事業費（送迎費用を除く）（上限 20 万円）
・市外参加者の送迎費用（上限 10 万円）
※同一団体への交付額は、同一年度内に事業費

40 万円、送迎費用 20 万円以内
　
　結婚新生活支援補助金
　新婚世帯の住居費・引っ越し費用を補助します。
■対象世帯（主な要件）／
・令和２年４月１日から令和４年３月 31 日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻日で夫婦どちらか一方が 39 歳以下
・夫婦の合計所得が 410 万円未満の世帯
■補助対象経費（R３.１.１～R４.３.31）／
　❶住宅の購入費用または賃借費用、❷引っ越し・

運送費用、❸自身または同居親族（３親等以内）
所有の住宅改修・修繕費用
■補助金額／❶と❷の合計（上限 30 万円）
　 　 　 　 ❸ の２分の１以内（上限 100 万円）
　
　空き家改修支援事業補助金
　市の空き家バンクに登録している空き家の改修
や修繕などの費用の一部を補助します。
■対象者／空き家バンクに登録している住宅の所

有者、住宅購入または借りた方など
■対象経費（主なもの）／
・台所・トイレ・屋根改修、内壁張り替えなどの費用
・空き家に残っている不要な家具、家電、その他

生活用品などの運搬、処分料など
■補助金額／対象経費の２分の１以内 （上限100万円）
■交付予定件数／５件程度
■事前相談・仮申請受付（必須）／４月５日（月）

から４月26日（月）までの午前８時30分から午
後５時15分の間（閉庁日除く）、市震災復興・企
画課にて（事前相談がない場合には、本申請を
受け付けできません。ご注意ください。）

※それぞれの補助金で、その他にも要件がありま
　すので、詳しくはお問い合わせください。
問震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 
　☎22-6600 内線 314

　東日本大震災前、魚浜町で業務を行っていた水産研修センターが、宮城県北部船主協会を
指定管理者とし、４月１日から港町で業務を開始します。
　駐車スペース 52 台分を確保し、１階実習室 (30 席 ) には大型ディスプレイ、２階研修室 (90 席 )
にはプロジェクタースクリーンを設置し、Wi-Fi を使用したオンライン会議の開催が可能です。
当センターは、屋内・屋外の貸館
に対応します。 

〇住所：港町 499 番地

■貸館についての問い合わせ先　
宮城県北部船主協会 ☎ 22-0793
問水産課  ☎ 22-6600 内線513

婚活イベントの開催、結婚新生活、
空き家改修を支援します　
婚活イベントの開催、結婚新生活、
空き家改修を支援します　

　看護学生奨学金貸付事業　（学生向け）
　将来、市内の認定医療介護施設等※1の看護師または准
看護師（以下「看護師等」という。）」として業務に従事
しようとする看護学生を対象に、奨学金を貸与します。
■貸付対象者／
　市医師会附属准看護学校に入学を許可された方、ま

たは在学する方であって、将来、認定医療介護施設
等※1 に看護師等として勤務する意思を有する方（令
和３年度入学生）
■貸付金額／月額５万円（無利息）
■貸付期間／２年間（限度）
■貸付人数／３人以内
■募集期間／令和３年４月１日から 30 日まで
■その他／
・貸付は審査により決定します。
・一定の条件のもと、奨学金返還を免除します。
・申請手続きなどは市公式サイトをご確認の上、お問

い合わせください。

　看護師等奨学金返還支援補助事業（就職者向け）
　市内認定医療介護施設等※1 の看護師等として働く、
奨学金を返還する方への補助金を交付します。
■補助対象者／
　認定医療介護施設等※1 の看護師等として勤務し、次

の要件のいずれにも該当する方
❶奨学金を利用して看護師等の免許を取得し、当該奨

学金を自ら返還する方
❷奨学金の返還に滞納がない方
❸市税に滞納がない方
❹その他の奨学金返還支援を受けていない方
■補助金額／
　申請年度に返還した奨学金の額（年額 20 万円上限）。

ただし、業務の従事期間が１年未満の場合は月数で
案分した額。
■補助対象期間／
　現に奨学金を返還する期間とし、補助金交付決定通

知において定める月から 60 月以内。
■補助対象人数／５人程度
■募集期間／
　令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで
　■その他／
　　補助金の交付は審査により決定します。

　申請手続きなどはお問い合わせください。
※上記の貸付事業および補助事業には、その他にもさ

まざまな要件がありますので、詳しくは市公式サイ
トをご確認ください。

（※１）認定定医療介護施設等：市長の認定
を受けた事業者が経営する医療介護施設等
問健康増進課 ☎ 21-1212

令和３年度看護人材確保事業の
応募受付を開始します
令和３年度看護人材確保事業の
応募受付を開始します

うお   はまちょう

水産研修センターがオープンします水産研修センターがオープンします

　　　★
   水産研修センター

●カメイ㈱
　気仙沼支店様

●気仙沼お魚いちば様

●気仙沼プラザホテル様

気仙沼湾

市公式サイト
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　後期高齢者医療制度に加入している世帯で、令和元年８月１日から令和２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自己負担限度額を超えた
世帯に、宮城県後期高齢者医療広域連合から高額介護合算療養費の申請書類を郵送（４月中
旬）します。
　申請により限度額を超えた分を支給しますので、忘れずに申請してください。
○申請窓口／市保険年金課、市高齢介護課、各総合支所 市民生活課または保健福祉課 

高額介護合算療養費について

Ｑ Ａ& マイナンバーカードのよくある質問
　　　『各種証明書コンビニ交付サービス』

　本年度の国民年金保険料は、月額16,610円
です。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めていただく
ことになっています。
　保険料の未納期間があると、将来受け取る
老齢基礎年金額が少なくなるばかりではな
く、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられなくなることがありますのでご
注意ください。
　国民年金保険料は、納付書のほかに、毎月
納めに行く時間と手間がかからず納め忘れの
心配がない口座振替や電子納付（インター
ネットバンキングなど）、クレジットカード
による納付もできますのでご利用ください。
　また、まとめて納め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。
　なお、所得が少ないため保険料の納付が困
難な場合は、申請により保険料の納付が免除
または猶予される場合がありますので、ご相
談ください。
問石巻年金事務所 ☎ 0225-22-5117 
    市保険年金課 国民年金係 
    ☎ 22-6600 内線 271・272 

令和３年度の国民年金保険料について

■利用に必要なもの
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーカードの利用者証明用
　　電子証明書（数字４ケタの暗証番号）
■利用できる店舗
　全国のコンビニエンスストアなど
　※マルチコピー機設置店舗に限る
■利用できる期間
　土・日・祝日問わず
　午前６時30分～午後11時まで
※12月28日～１月３日と、システム休止日除く

■取得できる証明書と手数料
　・住民票の写し（住民票謄本・抄本）・・・・・・・・300 円
　・印鑑登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 円
　・戸籍証明書（戸籍全部・個人）※・・・・・・・・450 円
　・戸籍の附票の写し（附票全部・一部）※・・300 円
　・市県民税所得課税・（非課税）証明書・・・・・・300 円
※戸籍の届出（出生や婚姻など）を受理後、コンビニで証明
　書を取得できるまでは１週間程度かかります。
※本籍が気仙沼市の方であれば、住所が市外の方でも戸籍の証明
　が取得できます。ただし、初回のみマルチコピー機かパソコンに
　て利用登録が必要です。登録完了までは1週間程度かかります。

問市民課管理記録係 ☎ 22-6600   内線 365･366

　マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機で、
住民票などの各種証明書が取得できます。
　コピー機の画面に表示されている『行政サービス』というボタンを押すと手続きが始まります。

国民健康保険被保険者証（保険証）
に枝番が記載されます
国民健康保険被保険者証（保険証）
に枝番が記載されます
　医療保険のオンライン資格確認※の開始に
伴い、令和３年４月以降に新たに発行される
保険証には、個人を識別するための２桁の枝
番が記載されます。なお、令和３年３月まで
に発行された保険証は従来どおり使用できる
ため、手続きは不要です。本市の国民健康保
険加入者全員に枝番が記載された保険証が交
付されるのは、８月の一斉更新時となります。

問市保険年金課保険係 
    ☎ 22-6600 内線 371・372・373 

※オンライン資格確認とは
　医療機関などの窓口において、マイナン
バーカードまたは保険証などを提示すること
によって、オンラインで資格情報を確認でき
る仕組みのこと。
　ただし、マイナンバーカードが利用でき
るのは、オンライン資格確認を導入してい
る医療機関などに限られます。また、マイ
ナンバーカードがなくても、従来どおり保
険証などで受診できます。

■対象／
　退職や事業収入の減少などにより、令和３
年度の保険税額が令和２年度年間保険税額
の２分の１に満たないと見込まれる場合、暫
定賦課額を修正できます（申請が必要です）。
■期間／
　通知書を受け取ってから30日以内
■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
■申請方法／
　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）が必要書
類を持参のうえ、申請してください。

■問市保険年金課保険係   ☎ 22-6600 内線 372・373 

　３月 19 日時点で国民健康保険に加入している世帯（特別徴収の世帯※を除く）へ、国
民健康保険税（暫定）納税通知書を送付します。これは、令和２年中の所得が確定するま
での間、前年度（令和２年度）の年間保険税額をもとに仮の税額として課税するもので、
確定した税額は７月中旬頃にお知らせします。

※特別徴収（年金天引き）の世帯は

　２月と同額を４・６・８月の年金より天引きします（通知書は送付しません）。ただし、
令和３年２月の天引き額が０円だった世帯と令和３年度中に世帯主が 75 歳になる世
帯は、暫定賦課の対象となり納税通知書が届きますので、納付書または口座振替にて
納付してください。

～退職や事業収入が減少した方は暫定賦課（仮算定）額を修正できます～

■必要書類／
❶令和３年度国民健康保険税（暫定）納税
　通知書
❷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
　入の源泉徴収票等）
❸来庁者の本人確認書類（マイナンバー
　カード、運転免許証等）
■その他、留意事項等／
　混雑防止のため、郵送での手続きも可
能です（電話やメール等での申出はでき
ません）。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。

国民健康保険税（暫定）納税通知書送付のお知らせ

問市保険年金課保険係 ☎ 22-6600 内線 378・379   

暫定賦課（仮算定）額を修正するには

申

令和３年度

「マイナーポータル」サイト
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　後期高齢者医療制度に加入している世帯で、令和元年８月１日から令和２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自己負担限度額を超えた
世帯に、宮城県後期高齢者医療広域連合から高額介護合算療養費の申請書類を郵送（４月中
旬）します。
　申請により限度額を超えた分を支給しますので、忘れずに申請してください。
○申請窓口／市保険年金課、市高齢介護課、各総合支所 市民生活課または保健福祉課 

高額介護合算療養費について

Ｑ Ａ& マイナンバーカードのよくある質問
　　　『各種証明書コンビニ交付サービス』

　本年度の国民年金保険料は、月額16,610円
です。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めていただく
ことになっています。
　保険料の未納期間があると、将来受け取る
老齢基礎年金額が少なくなるばかりではな
く、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられなくなることがありますのでご
注意ください。
　国民年金保険料は、納付書のほかに、毎月
納めに行く時間と手間がかからず納め忘れの
心配がない口座振替や電子納付（インター
ネットバンキングなど）、クレジットカード
による納付もできますのでご利用ください。
　また、まとめて納め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。
　なお、所得が少ないため保険料の納付が困
難な場合は、申請により保険料の納付が免除
または猶予される場合がありますので、ご相
談ください。
問石巻年金事務所 ☎ 0225-22-5117 
    市保険年金課 国民年金係 
    ☎ 22-6600 内線 271・272 

令和３年度の国民年金保険料について

■利用に必要なもの
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーカードの利用者証明用
　　電子証明書（数字４ケタの暗証番号）
■利用できる店舗
　全国のコンビニエンスストアなど
　※マルチコピー機設置店舗に限る
■利用できる期間
　土・日・祝日問わず
　午前６時30分～午後11時まで
※12月28日～１月３日と、システム休止日除く

■取得できる証明書と手数料
　・住民票の写し（住民票謄本・抄本）・・・・・・・・300 円
　・印鑑登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 円
　・戸籍証明書（戸籍全部・個人）※・・・・・・・・450 円
　・戸籍の附票の写し（附票全部・一部）※・・300 円
　・市県民税所得課税・（非課税）証明書・・・・・・300 円
※戸籍の届出（出生や婚姻など）を受理後、コンビニで証明
　書を取得できるまでは１週間程度かかります。
※本籍が気仙沼市の方であれば、住所が市外の方でも戸籍の証明
　が取得できます。ただし、初回のみマルチコピー機かパソコンに
　て利用登録が必要です。登録完了までは1週間程度かかります。

問市民課管理記録係 ☎ 22-6600   内線 365･366

　マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機で、
住民票などの各種証明書が取得できます。
　コピー機の画面に表示されている『行政サービス』というボタンを押すと手続きが始まります。

国民健康保険被保険者証（保険証）
に枝番が記載されます
国民健康保険被保険者証（保険証）
に枝番が記載されます
　医療保険のオンライン資格確認※の開始に
伴い、令和３年４月以降に新たに発行される
保険証には、個人を識別するための２桁の枝
番が記載されます。なお、令和３年３月まで
に発行された保険証は従来どおり使用できる
ため、手続きは不要です。本市の国民健康保
険加入者全員に枝番が記載された保険証が交
付されるのは、８月の一斉更新時となります。

問市保険年金課保険係 
    ☎ 22-6600 内線 371・372・373 

※オンライン資格確認とは
　医療機関などの窓口において、マイナン
バーカードまたは保険証などを提示すること
によって、オンラインで資格情報を確認でき
る仕組みのこと。
　ただし、マイナンバーカードが利用でき
るのは、オンライン資格確認を導入してい
る医療機関などに限られます。また、マイ
ナンバーカードがなくても、従来どおり保
険証などで受診できます。

■対象／
　退職や事業収入の減少などにより、令和３
年度の保険税額が令和２年度年間保険税額
の２分の１に満たないと見込まれる場合、暫
定賦課額を修正できます（申請が必要です）。
■期間／
　通知書を受け取ってから30日以内
■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
■申請方法／
　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）が必要書
類を持参のうえ、申請してください。

■問市保険年金課保険係   ☎ 22-6600 内線 372・373 

　３月 19 日時点で国民健康保険に加入している世帯（特別徴収の世帯※を除く）へ、国
民健康保険税（暫定）納税通知書を送付します。これは、令和２年中の所得が確定するま
での間、前年度（令和２年度）の年間保険税額をもとに仮の税額として課税するもので、
確定した税額は７月中旬頃にお知らせします。

※特別徴収（年金天引き）の世帯は

　２月と同額を４・６・８月の年金より天引きします（通知書は送付しません）。ただし、
令和３年２月の天引き額が０円だった世帯と令和３年度中に世帯主が 75 歳になる世
帯は、暫定賦課の対象となり納税通知書が届きますので、納付書または口座振替にて
納付してください。

～退職や事業収入が減少した方は暫定賦課（仮算定）額を修正できます～

■必要書類／
❶令和３年度国民健康保険税（暫定）納税
　通知書
❷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
　入の源泉徴収票等）
❸来庁者の本人確認書類（マイナンバー
　カード、運転免許証等）
■その他、留意事項等／
　混雑防止のため、郵送での手続きも可
能です（電話やメール等での申出はでき
ません）。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。

国民健康保険税（暫定）納税通知書送付のお知らせ

問市保険年金課保険係 ☎ 22-6600 内線 378・379   

暫定賦課（仮算定）額を修正するには

申

令和３年度

「マイナーポータル」サイト

広報
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