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【ポイント】
第一線で挑むキーパーソンの胸を借り、6カ月間

で集中してビジネスプランを練りあげていく、学
びと実践を中心とした創業支援プログラムです。
【プログラム開催時期】令和４年６月から12月
プログラムはオンラインにて実施されます。
期間中、全国各地の先輩起業家からの講義や
参加者同士による事業ブラッシュアップを通し
て、ご自身の事業を磨いていきます。
※詳細カリキュラムはお問い合わせください。
【対象】
市内在住で、起業をしたいと考えている方。
原則、オンラインですべてのプログラムに参加
できる方。
【カリキュラムの概要】
自身で事業を描く「事業構想」セッション、
その精度を高めるために各分野の知見や最新
事例に触れ、インスピレーションを深める「探
究・着想」セッションがあります。
　■「事業構想セッション」
問題意識やアイディアをもとに、自身でリ
サーチやアクションを行う中から仮説をつく
り、トライ&エラーを重ね、その実践知から議

 

Profi le／1992年生まれ。市内出身。ロー
カルベンチャーラボ第4期生。グラフィッ
クデザイナー。2014年に気仙沼へUター
ン。市内在住クリエイター集団「気仙沼
独創倶楽部」を主宰し、デザイン業のほか、
「ラヂオ気仙沼」パーソナリティ、まち大
学運営協議会、音楽ユニット「海街ろまん」
等、市内で多角的に活動している。

ーローカルベンチャーラボに参
加したきっかけは
　日本中のクリエイターたちが
自由に集える場所があれば、よ
り幅広い制作が気仙沼を拠点に
展開できるのではないかと思
い、プランを磨くために参加し
ました。
ー活動の内容は
　市内でデザインの仕事をして
いると、まだまだその価値が浸
透していないことに気がつきま
した。そこから圏内事業者が気
軽にデザインの相談をすること
ができたり、デザイナーとのマ
ッチングができる場所が市内に
必要なのではないかと考え始め
ました。同時に、誰でも製作に
使えるシェアアトリエや個室で
集中して製作ができるワークス
ペースを整備し、日本中のクリ
エイターが気仙沼を目がけてワ
ーケーションをしにくる仕掛け

歴史残る太田にクリエイターの拠点を
作りをしていこうと考えていま
す。
　太田は古き良き港町気仙沼の
歴史が感じられる建築が残ってい
ながら空き家も増加しているエ
リアなので、クリエイターが生
息することで、さまざまな業種
の人が交差する新しい港町の歴
史を作っていきたいと思います。
ー活動の中で出てきた課題や解
決のために行っていることは
　空き家は数多くあれど大規模
な改修が必要な物件も多いで
す。市内外の建築有識者と相談
しながら、建物を中心に人の輪
が広がるエリアブランディング
のあり方を議論をしています。
ー今後は
　すでに市内にある良いものを
デザインの力で後押しできるよ
うな仕組みを作り、まちで一歩
を踏み出す人が増えたらうれし
いです。
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論を深めていく「事業構想」セッションが全体
の軸となります。
全期間を通し、テーマや事業段階に合わせた
ゼミに所属し、メンター起業家のもとで構想を
具現化させていきます。
　■「探究・着想セッション」
自身のアイディアの解像度を高めていくた
めに第一線で活躍するローカルベンチャーの実
践事例を通し、事業構想を深めるためのヒント
や材料、ネットワークやノウハウを獲得しま
す。オンラインでの起業家講義のほか、実際に
フィールドも訪問します。
プログラム後半では、事業について周囲に
発表する場や協働者との出会いの場などに参加
し、事業推進を加速するためのネットワークや
リソースを獲得します。
【公募要項】
本プログラムに対して、気仙沼市では推薦枠
を設けております。推薦枠では、参加費の補助
や気仙沼まち大学運営協議会からの伴走支援な
どを別途受けることができます。
【公募エントリー締切】４月22日（金）
※詳しくは市公式サイトをご覧ください。

ローカルベンチャーラボ 第 6期 エントリー者 公募のお知らせ
問震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 ☎22-6600 内線314
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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２年８月１日から令和３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

問市保険年金課 保険係 ☎ 22-6600 内線 378・379   

■対象／
　退職や事業収入の減少などにより、令和
４年度の保険税額が令和３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 18 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３年中の所得が確定するま
での間、前年度（令和３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４年２月の天引き額が０円だった世帯と令和４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４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
　３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

暫定賦課（仮算定）額を修正するには
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令和４年度

市公式サイト
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健康プラザ健康プラザ健康プラザ
Healthy plaza

児童扶養手当などの
手当月額が４月から変わります

　令和４年度の児童扶養手当額および特別児童扶養手当額、特別障害者手当額、障害児福祉手当額は、全国消
費者物価指数の変動により、４月以降の手当額が０．２％引き下げられます。
　現在手当を受給している場合、引き下げに伴う新たな手続きは不要です。

43,070円
43,060円～10,160円

52,400円 34,900円

特別障害者手当 27,300円

障害児福祉手当 14,850円

　改定後月額

１級 ２級特別児童扶養手当

手当・区分

全部支給
一部支給

児童扶養手当※

各手当の改定後月額など（４月分から）

※第２子以降加算 10,170 円～ 5,090 円 、第３子以降加算 6,100 円～ 3,050 円

問・児童扶養手当･特別児童扶養手当
　　▶市子ども家庭課 児童福祉係 ☎ 22-6600 内線276
　・特別障害者手当･障害児福祉手当
　　▶市社会福祉課 障害福祉係 ☎ 22-6600 内線438

◆児童扶養手当：原則18歳に到達した年度
末までの児童を監護しているひとり親家庭
などの方に支給される手当
◆特別児童扶養手当：身体または精神に障
害を有する20歳未満の児童を監護してい
る方に支給される手当
◆特別障害者手当（障害児福祉手当）：在宅
で生活し、重度の障害があり日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする方の負担
軽減を図るための手当。20 歳未満の方は

「障害児福祉手当」として支給

◆医療費の窓口負担割合は
（現行）１割と３割
　↓　
 令和４年 10 月１日～
（変更後 )１割・２割・３割の３区分

※新たに２割負担の対象になる方は、
令和３年中の住民税課税所得が 28 万
円以上かつ「年金収入＋その他の合計
所得金額」が 200 万円以上の方です（世
帯に被保険者が２人以上いる場合は、
合計が 320 万円以上）。
※３割負担の基準は変わりません。
◆２割負担となる方には
　令和４年 10 月１日からの３年間、
外来受診の負担増加額を最大でも月
3,000 円までに抑える配慮措置があり
ます（入院医療費は対象外）。
◆保険証については
　７月に令和４年８月１日から令和４年
９月30日まで、９月に令和４年10月１日
から令和５年７月31日までの有効期限の
保険証を送付します。令和４年度のみ２
回送付となりますのでご注意ください。
問市保険年金課 保険係 
    ☎ 22-6600 内線378・379 

　令和４年度の国民年金保険料について
　本年度の国民年金保険料は、月額 16,590 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
までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納付し
てください。
　また、納付書のほかに、毎月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。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。詳しくはお問い合わせください。
　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。
　所得が少ないなどの理由により保険料の納付が困難
な場合は、申請により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。

　令和４年４月から「年金手帳」は
　「基礎年金番号通知書」に変わります
　令和４年４月１日から年金手帳が廃止され、初めて
年金制度に加入する方や年金手帳の再交付を希望する
方には「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※すでに年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知
書は発行されません。年金手帳はこれまでどおりお使
いいただけますので大切に保管してください。

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 
　

後期高齢者医療制度の医療費の
窓口負担割合が変わります
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