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※ �65 ～ 69 歳の方で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の
方と同じ料金となります。検診当日に受付で後期高齢者医療被保険者証をご提示ください。

※生活保護世帯は無料です。検診当日に受付で生活保護受給者証をご提示ください。
※託児は７月の検診時に実施予定です。市広報、公式サイトでお知らせします。
■当日の持ち物／受診票、自己負担金、バスタオル、スリッパ（すこやか以外の会場）
■検診日程／　

問健康増進課　☎ 21-1212

■検査内容・自己負担金など／
気仙沼・鹿折・新月・大島地区　乳がん検診を実施します

検査種別 年　　齢 自己負担金 内　　容
超音波検査 30 ～ 39 歳の方 1,800 円 問診、乳房の超音波（エコー）検査

マンモグラフィ
40 ～ 64 歳の方 2,400 円

問診、乳房のマンモグラフィ（エックス線）撮影65 ～ 69 歳の方 1,500 円
70 歳以上の方 600 円

月　日 曜日 会場 受付時間 対象地区

４月11日 月

市
民
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康
管
理
セ
ン
タ
ー
す
こ
や
か

14：00～ 14：30 九条１　
14：30～ 15：00 九条２
15：00～ 15：30 九条３
17：30～ 18：00 九条４・５
18：00～ 18：30 全地区

４月12日 火

14：00～ 14：30 四反田
14：30～ 15：00 田中１
15：00～ 15：30 田中２
17：30～ 18：00 田中３・４
18：00～ 18：30 全地区

４月13日 水

� 9：30～ 10：00 田中前１・２、田谷
10：00～ 10：30 本郷１・２　

12：30～ 13：00 南郷１・２・３、神山、　本町１・２
13：00～ 13：30 舘山１・２、古町１・２　
13：30～ 14：00 古町３・４　

４月14日 木

� 9：00～� 9：30 古町５・６、滝の入１・２

� 9：30～ 10：00 福美町、新町１・２、化粧坂、三日町１・２
10：00～ 10：30 沢田、八日町１・２　

12：30～ 13：00

魚町１・２・３、陣山、
太田１・２、入沢、
南町１・２・３・４、　
柏崎、港町

13：00～ 13：30
河原田１・２、南が丘、
幸町１・３・４、仲町、
魚市場前

13：30～ 14：00

弁天町１・２、
潮見町１・２、
内の脇１・２・３、
川口町、立沢、
田柄１・２・３

月　日 曜日 会場 受付時間 対象地区

４月15日 金
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� 9：00～� 9：30 高屋敷　
� 9：30～ 10：00 新城東

10：00～ 10：30 和野、金成沢、下廿一、　上廿一　　　
12：30～ 13：00 下前木、上前木
13：00～ 13：30 表松川、内松川

13：30～ 14：00
早稲谷、上八瀬下、
上八瀬上、塚沢、関根、　
台、下八瀬

４月19日 火 鹿
折
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

� 9：00～� 9：30
栄町、新浜町１・２、
浜町、本浜町１・２、
錦町１・２

� 9：30～ 10：00
東みなと町、
中みなと町１・２、
西みなと町

10：00～ 10：30 西八幡町
12：30～ 13：00 西中才
13：00～ 13：30 日の口１
13：30～ 14：00 日の口２

４月20日 水

� 9：00～� 9：30 両沢、東中才１
� 9：30～ 10：00 東中才２
10：00～ 10：30 東八幡、東中才３
12：30～ 13：00 浪板１・２
13：00～ 13：30 大浦、小々汐
13：30～ 14：00 梶ケ浦、鶴ケ浦

４月21日 木

大
島
開
発
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合
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ー

� 9：00～� 9：30 崎浜
� 9：30～ 10：00 要害
10：00～ 10：30 浅根
12：30～ 13：00 長崎、高井

４月22日 金
� 9：00～� 9：30 田尻、廻館
� 9：30～ 10：00 浦の浜、磯草、外浜
10：00～ 10：30 新王平、亀山、大初平

・�検診会場での密集・密接を避けるため、指定された日時に受診してください。都合が悪い場
合は別の日時でも受診できます（電話連絡不要）。
・検診当日の待ち時間短縮のため、受診票はご自宅で記入してください。
・�松岩、階上、面瀬地区は７月頃を予定しています。詳細は市広報、公式サイトなどでお知ら
せします。

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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風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう
　風しんの流行に伴い、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男性に、無料で
抗体検査と予防接種が受けられるクーポンと抗体検査受診票を送付します。

■対象者／昭和 47 年４月２日から昭和 54 年４月１日までに生まれた男性
■無料クーポン配付時期／３月下旬から４月上旬
　※�令和３年度以前の使用期限のクーポンおよび抗体検査受診票は使用できなくなります。今回
郵送されるクーポン（有効期間：2023 年２月または３月）をご利用願います。２月末までの
受診をお勧めします。

　※クーポンを紛失した方、本市に転入された方はお問い合わせください。

■�ながれ／クーポンを使用し抗体検査を受ける　⇒　抗体検査の結果を受けとる　⇒　抗体が基
準値より低い場合、クーポンを使用し予防接種を受ける

■抗体検査の受け方／①から③のいずれかで検査を受けてください。
　①抗体検査事業に参加している全国の医療機関　
　②特定健診時（国民健康保険加入者のみ）
　③事業所健診の際に受けられる場合があります
　・持ち物／クーポン、健康保険証、抗体検査受診票
■予防接種の受け方／
　�　抗体検査の結果、基準値より抗体が低い場合は、予防接種が必要となります。抗体検査事業
に参加している全国の医療機関で受けられます。
　・持ち物／抗体検査結果、クーポン、健康保険証
　※�抗体検査・予防接種の実施機関については、市公式サイトまたは厚生労働省ホームページで
確認するか、お問い合わせください。

問健康増進課　☎ 21-1212

がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業
　療養生活の向上と社会参加の支援を図るため、医療用ウィッグを購入した
方に購入費用の一部を助成します。
■助成内容／
　本年４月１日以降に購入した医療用ウィッグ購入費用の１／２の額また
は３万円（上限額）のうち、どちらか低い額を助成します。助成は一人につ
き１回で、全頭用ウィッグに限ります。
　

骨髄移植等ドナー支援事業
　骨髄または末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るた
め、骨髄バンク事業のドナーに対し助成を行います。
■助成内容／
　骨髄などの提供のための通院、入院または面談の日数に１日２万円
を助成します。ただし、１回の骨髄等の提供につき、14 万円が上限
となります。

※他にも申請に必要な書類や要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
■申請・問い合わせ先／
　健康増進課�健康予防係　☎ 21-1212

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

３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 ファミリー歯科医院　　　

（田中前）☎ 24-2822

仙台調剤薬局気仙沼店　
（松崎萱）☎ 25-8456

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

こさか調剤薬局
（南三陸町）☎ 47-2355

10日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
佐藤歯科医院（唐桑町馬場）
☎ 32-2309

にこにこ堂調剤薬局
（田中前）☎ 23-3110

17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

菅原歯科医院（南郷）
☎ 24-1818 －

24日（日）森田医院（八日町）☎ 22-6633・内科　9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00
鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈）
☎ 22-0827

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

29日（金・祝）
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

千葉歯科医院（東新城）
☎ 22-1360 －

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 時　間 場　所

15日(金) 10:00～15:00 イオン気仙沼店

まちの健康相談室まちの健康相談室
（ぬくもり）（ぬくもり）

　お口の健康についての相談を電話で受け付けます。
寄せられた相談については、３日以内に歯科医師が直
接相談者にお答えします。

■日時／４月 18 日（月）���午前 10 時から午後４時
■電話番号／ 022-265-1667
■問い合わせ先／宮城県保険医師会　☎ 022-265-1667

「よい歯デー」歯科健康テレホン相談
保健師や看護師等による血圧測定・
健康相談

　歯の健康づくりの意識向上を目指すとともに、80 歳で 20 本以上の歯を保ち、健やかに食
することを目標とした 8020 運動の一環として、コンクールを実施します。
■対象となる方／市民の方で次の条件をすべて満たす方
　①昭和 17 年４月１日以前に生まれた方
　②自分の歯が現在 20 本以上あり、健康状態の良好な方
■応募方法／健康増進課まで電話でご応募ください。
■応募期限／４月 22 日（金）
■審査／
　・�応募受付後、市から審査票を送付しますので、かかりつけの歯科医院で審査を受けてください。
　・審査の結果は郵送します。
■表彰／
　・�最優秀賞・優秀賞・入賞の各受賞者を、６月５日（日）開催予定の「健康づくりフェスタ」
にて表彰します。

　※�新型コロナウイルス感染症の状況により表彰式が中止となった場合は、ご自宅にて表彰
します。

申・問�健康増進課�健康増進係　☎ 21-1212
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よい歯のコンクール」参加者募集
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