
　日本年金機構では、国民年金保険料が未納
となっている方への電話・文書・戸別訪問に
よる納付や免除などの申請手続きのご案内を
民間事業者に委託しています。
●委託事業者
    アイヴィジット・東洋紙業共同企業体
    【問い合わせ先】
    ・電話があった方　　☎ 0570-783-284
    ・郵便物が届いた方　☎ 0570-021-781
    ・訪問員が伺った方　☎ 0570-200-855
    （受付時間     午前 9 時～午後 9 時     土日・祝日可）
　    振り込め詐欺などにご注意ください！
！委託事業者は、銀行口座を指定してＡＴＭ
　の操作により振り込みをお願いすることは
　ありません。
！委託事業者の訪問員が現金をお預かりする
　ことはありません。  
問日本年金機構石巻年金事務所    ☎  0225-22-5117
　（受付時間　 午前８時 30 分～午後５時 15 分）

国民年金保険料の納付案内を
民間事業者に委託しています
国民年金保険料の納付案内を
民間事業者に委託しています

年金相談・年金請求の手続きは
予約が便利です
年金相談・年金請求の手続きは
予約が便利です

　受給している年金についての相談や、年金請求
の手続きを希望される方は、待ち
時間なくスムーズにお手続きがで
きるよう、事前に石巻年金事務所
にお電話でご予約ください。
●予約受付時間／
　午前８時 30 分～午後５時 15 分　（平日）
●予約方法／予約受付専用電話：0570-05-4890
　または石巻年金事務所 お客様相談室 予約専用電話：
　0225-22-5118 に電話し「気仙沼出張相談所予約
　希望」とお話しください。
※予約の際は、基礎年金番号が確認できる年金手帳  
    や年金証書などをご準備ください。
※予約は希望日の１カ月前からできます。
●気仙沼出張相談所所在地／
　河原田二丁目 2 番 20 号　 ＮＴＴ気仙沼ビル１階
●相談時間帯／ 午前８時 30 分～午後４時（平日）
問日本年金機構石巻年金事務所  お客様相談室   　
　☎ 0225-22-5118

   ８月１日からお使いいただく保
険証を、簡易書留郵便で送付してい
ます。８月以降に医療機関を受診す
る際は、新しい保険証を窓口で提示
してください。
Ｑ１ 配達時に不在の場合は？
Ａ１ 不在連絡票が投函されます。
・８月７日（土）まで…不在連絡

票記載の連絡先へお問い合わ
せください。

・８月 11 日（水）から…本人確
認書類（官公署発行のもの）を持
参し、保険年金課でお受け取り
ください（別世帯の方が来ら
れる場合は委任状が必要です）。

Ｑ２ 有効期限の切れた保険証は？
Ａ２ 保険年金課、唐桑・本吉総

合支所市民生活課、階上・大
島出張所へ返還いただくか、ご
自身で破棄してください。

問保険年金課 保険係
　☎ 22-6600 内線 371・372・373

国民健康保険被保険者
証を送付しました
国民健康保険被保険者
証を送付しました 　市選挙管理委員会では、若い世代の方々を含め、市民の皆さん

が選挙に関心を持っていただくため、今秋に見込まれる「衆議院
議員総選挙」と「宮城県知事選挙」の投票立会人に従事していた
だく方を募集します。
●対象／ 本市の選挙人名簿に登載されている方で、当該選挙の

選挙運動に関係しない 18 歳から 65 歳までの方。
●仕事の内容／ 各投票所で、投票が公平・公正に行われるよう

確認します。
①期日前（投票日前日まで）の投票立会人
・場所／ワン・テン庁舎、旧唐桑水道事務所、

本吉総合支所、階上公民館、大島公民館
・時間／午前８時 30 分から午後８時まで
②選挙日当日の投票立会人
・場所／市内の投票所
・時間／午前７時から午後８時まで
●報酬／市の規定によりお支払いします。
●応募方法／所定の応募用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員

会に持参してください。
※面接のうえ決定します。応募者多数の場合は抽選

とし、決定後本人へ通知します。
※応募用紙は選挙管理委員会事務局のほか、各総合

支所・公民館に備え付けてあります。
※詳しくは市公式サイトをご覧ください。
●応募期間／８月 10 日（火）から９月 10日（金）まで
●応募・問い合わせ先／選挙管理委員会事務局 ☎ 22-3459

投票立会人を募集します

市公式サイト
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　下記の表の現役Ⅰ・Ⅱ、または低所得区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、認定証を医療機関等の窓口
に提示すると、窓口負担額は区分に応じた自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税
世帯の方は入院時の食事代が減額されます。認定証を医療機関に提示しないと負担額は減額され
ませんので、必要な方は申請してください。

後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」および
「限度額適用認定証」の申請のお知らせ

（月額）保険適用の医療費の支払いが、限度額までとなります１
所得区分 負担割合 入院医療費自己負担限度額 外来医療費自己負担限度額

現役Ⅲ【課税所得 690 万円以上】 保険証のみ 3 割 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）× 1％
現役Ⅱ【課税所得 380 万円以上】 認定証

提示
3 割 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）× 1％

現役Ⅰ【課税所得 145 万円以上】 3 割  80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％
一般 保険証のみ １割 57,600 円 18,000 円

低所得区分Ⅱ
【住民税非課税世帯で

低所得区分Ⅰ以外の方】 認定証
提示

１割 24,600 円 8,000 円

低所得区分Ⅰ
【住民税非課税世帯で、

所得が一定額未満の方】
１割 15,000 円 8,000 円

・ 同一医療機関でも、入院・外来別になります。  ・月ごと、医療機関ごと、個人ごとの限度額となります。
・ 総合病院の場合、医科と歯科は別計算になります。  ・室料差額など、保険の適用とならないものは除きます。

※１ 「低所得区分Ⅱ」の方で、区分Ⅱ認定後、過去 12 ヵ月の入院日数が 90 日を超えた場合には、あらためて申請が
必要ですので、お早めに保険年金課へご相談ください。

所得区分 入院時の食事代標準負担額
現役並み所得者 一般 保険証のみ 460 円

低所得区分Ⅱ 認定証
提示

90 日までの入院 210 円
91 日からの入院

（長期入院の申請をした方）（※１） 160 円

低所得区分Ⅰ 100 円

入院したときの食事代が減額されます２ （１食あたり）

【申 請 窓 口】保険年金課保険係、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所
　　　　　　 ・総合支所および出張所で申請した場合、認定証は後日郵送となります。

【必要なもの】 後期高齢者医療被保険者証（保険証）、来庁する方のマイナンバーカードか官公
署発行の本人確認書類（顔写真付き１点または顔写真なし２点）

※新型コロナウイルス感染予防の観点から、郵送での申請も可能となっております。
　申請を希望する方は、申請書を郵送しますので市保険年金課までご連絡ください。なお、申請書については宮城県後期
高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
　郵送で申請する場合は、申請書と併せて後期高齢者医療被保険者証（保険証）の写しと申請する方のマイナンバーカー
ドか官公署発行の本人確認書類（顔写真付き１点または顔写真なし２点）の写しを市保険年金課保険係までお送りください。

★ 新たに後期高齢者医療制度に加入された方は、今まで加入していた保険の「認定証」
は使用できませんので、改めて申請してください。

★認定は申請した月の1日または月の途中で加入した方は制度加入日からとなります。
★食事代については、後日還付することができませんのでお早めに申請してください。
★世帯の所得状況により、自己負担限度額が変更される場合があります。

ご
注
意

く
だ
さ
い

問保険年金課 保険係 ☎ 22-6600 内線 378・379　

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。（市外局番 0226）

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

１日（日）佐藤徹内科クリニック（南三陸町）☎ 47-1175
米倉歯科クリニック（南郷）
☎ 22-9955

こさか調剤薬局
（南三陸町）☎ 47-2355

８日（日）
南気仙沼内科医院（内の脇）
☎ 25-7412・高校生以上、内科系
受付：9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 17:00

猪苗代歯科医院（松川前）
☎ 22-7184

仙台調剤薬局気仙沼大橋
店（内の脇）☎ 28-9233

９日（月）
小野寺医院（赤岩五駄鱈）
☎ 23-9890・内科のみ（小児科除く）
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167 －

14日（土） － 金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155 －

15日（日）

森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00 菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）

☎ 22-2235

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

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

ホープ薬局気仙沼店
（田中前）
☎ 25-9931

22日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570

にこにこ堂調剤薬局
（田中前）☎ 23-3110

29日（日）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）
☎ 42-2418

－

まちの健康相談室まちの健康相談室
（ぬくもり）（ぬくもり）

献血日程献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

20日(金) 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

１日（日） イオン気仙沼店 10:30 ～ 11:45　13:00 ～ 16:00

■対象者／ 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の方
■検診期間／８月１日から 11 月 30 日まで
■検診内容／問診、歯と歯ぐきの検査、お口の中
の清掃状態の確認、入れ歯の状態のチェックなど

■検診料金／
・40 歳、50 歳、60 歳の方 ……500 円
・70 歳、生活保護世帯の方……無　料

■検診場所／市内登録医療機関
※登録医療機関へ電話予約の上、受診してくだ
さい。

■受診券／対象の方には７月初旬に受診券を郵送
しています。

■問い合わせ先／健康増進課 ☎ 21-1212

40歳・50歳・60歳・70歳の方の歯周病検診 を行います
　お口がきれいになると、口の中のバイキンが少なくなり、肺炎やインフルエンザの予防にもなります。
１年に１回は検診を受けて、健康な身体をつくりましょう。

お盆期間中の気仙沼市感染症
クリニックの診療について
　診療は完全予約制となります。発熱
などの症状があり、受診を希望する方
は電話予約をお願いします。　　　
■開院日／８月 13日（金）～ 15日（日）
■予約・受付時間／
　開院日の９：00～ 13：00
■診療時間／ 14：00～ 16：00
■電話番号／ 080-4885-9465
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