
 スマートフォン決済アプリ スマートフォン決済アプリ
市税や水道料金などが

利用可能な決済アプリ

４月 ５月

６月 ７月

❶LINE Pay　❷PayPay　❸楽天銀行アプリ　❹PayB　❺au PAY　❻ファミペイ

納付できるようになりました
　スマートフォンなどの決済アプリを利用し、納付書に印字されたバーコードを読み取って決済することで、
時間や場所を問わず、市税や水道料金などが納付できます（取扱金融機関、コンビニエンスストアおよび市役
所などの納付窓口において、スマートフォン決済アプリを提示しての納付はできません）。

スマートフォン決済アプリで納付できる市税等

４月 ５月

６月 ７月

市・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、認可保育所保育料、認定こども園保育料、下水道受益者負担金、ガス上下水道料金

納付手続きに必要なもの
❶コンビニ収納用のバーコードが印字された納付書（バーコードが読み取れない場合は利用できません）　
❷スマートフォン・タブレット等　❸対応決済アプリ

●令和４年度以降に通知された税・料金などの納付が可能です（令和３年度以前に発行された納付書は、
スマートフォン決済アプリ納付はできません）。

●スマートフォン決済アプリ納付の場合、領収書は発行されません。納付手続き完了後も領収印のない納付
　書がお手元に残りますので、二重払いをしないようご注意ください。
●決済手数料は無料です。アプリのダウンロードおよびご利用にかかる通信料は、利用者のご負担となります。
●ご利用の環境（スマートフォンの機種・OSのバージョン、通信ネットワークの状況等）により、納付手
　続きが行えない場合があります。納付手続きが行えない場合は、スマートフォン決済アプリ各社へお問い
　合わせください。
●次の場合は、スマートフォン決済アプリ納付を行えません。
　・30 万円を超える納付額の場合
　・バーコード印字がない納付書の場合
●軽自動車税（種別割）を納期限（５月 31 日）までにスマートフォン決済アプリで納付された方には、６
　月中旬以降に「納税証明書（継続検査用）」を郵送しますが、納付後すぐに継続検査（車検）を受ける方は、
　スマートフォン決済アプリ納付を利用せず、取扱金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口での納付を
　お勧めします ( 納期限以後にスマートフォン決済アプリで納付した場合、車検の際に必要となる納税証明
　書（継続検査用）は、納付日から約２～３週間後以降に市役所等の窓口にて取得してください）。
●納税証明書の発行が可能になるまで、納付日から約２～３週間かかります。

注意事項

問い合わせ窓口
・税、保険料▶ 収納対策課 ☎ 22-6600 内線249・251　
・認可保育所保育料、認定こども園保育料▶ 子ども家庭課 ☎ 22-6600 内線441・442・443　
・下水道受益者負担金▶ 下水道課 ☎ 24-2229
・ガス上下水道料金▶ ガス上下水道部お客様センター ☎ 23-2561

で

４月からスタート 

令和５年度採用 第１回 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ませんか ―

■申込方法／リクナビＷＥＢエントリーシステムから申し込み、プレエントリーしてください。
　申込期間：４月１日（金）～４月 20 日（水）
　※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：https://job.rikunabi.com/2023/company/r467832088/
　※持参や郵送、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。

■試験区分・職種および受験資格

　私たちの目指す姿である「世界とつながる　豊かなローカル」の実現に向けて、「市民が主役のまちづ
くり」による地方創生に、「チーム気仙沼」でチャレンジしています。そのチャレンジに一緒に取り組む市
職員を新たに募集します。なお、市立病院の医療職の採用試験については、今後市立病院のホームページ
などで募集開始をお知らせする予定です。

　水梨コミュニティセンターの管理が４月１日から市の直営管理に
変更となります。ご利用を希望される場合は市地域づくり推進課ま
でご連絡ください。
　また、コミュニティ広場（8,788 ㎡）も使用可能ですので、ご利用を
希望される場合は、同じく市地域づくり推進課までご連絡ください。

水梨コミュニティセンター等の
利用についてのお知らせ
水梨コミュニティセンター等の
利用についてのお知らせ

※二次・三次試験の試験内容などは、一次・二次試験合格者に別途連絡します。

問 地域づくり推進課  ☎ 22-3409

水梨コミュニティセンター

コミュニティ広場

市公式サイト
採用職種 採用内定二次試験

第 ２ 回 ❶上級・保健師  ❷中級・保育士  ❸初級・事務

一次試験

９月18日（日） 10月下旬 10月下旬

 問人事課 人事研修係　☎ 22-6600  内線 346

■第２回採用試験について（予定）

※7 月 1 日から募集開始します。

　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 57. ４. ２～
平成 13. ４. １
生まれの方

❶ＳＰＩ総合検査
❷４月４日(月)
　～4月26日(火)
❸全国47都道府県
　のテストセンター

上 級 試 験

採用
予定
人数

若干名

　❶試験科目　❷日時　❸会場

❶面接
❷５月14日（土）
❸オンライン

昭和 61. ４. ２～
平成 13. ４. １
生まれの方
昭和 52. ４. ２～
平成 13. ４. １
生まれの方
昭和 57. ４. ２～
平成 13. ４. １
生まれの方

❶集団討論・面接
❷５月22日（日）
❸市役所会議室

❶専門試験・面接
❷５月22日（日）
❸市役所会議室

土 木

機 械

化 学

（大卒程度）

三次試験

市 公 式 サ イ ト

のお知らせ

採用試験ページ

広報

2022.4.19



申

　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・引越費用などを補助します。
■対象世帯（主な要件）／
・令和３年４月１日から令和５年３月 31 日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・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（R４.１.１～R５.３.31）／
　❶住宅の購入費用または賃借費用、❷引越・運

送費用、❸自身または同居親族（３親等以内）
所有住宅のリフォーム費用

■補助金額／
 　❶～❸合わせて上限 100 万円
　※うち❶・❷の合計額は 30 万円または 60 万円

　を上限とします。
　※補助率・支給額は要件によって異なります。

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
　みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金
　AIを利用したマッチングを行っている、みやぎ
結婚支援センター「みやマリ！」の入会登録料を補
助します。
■対象者／気仙沼市内に住所を有し、かつ令和４

年４月１日以後に「みやマリ！」に入会登録を
した方

■補助金額／入会登録料 11,000 円
■対象期間／入会日から 6 カ月以内

　
　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50万円）
■交付予定件数／ 10 件程度
■事前相談・仮申請受付（必須）／４月４日（月）

から４月25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。）

ホームページ

▶

※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 319

【備品内容】 テント、発電機、投光器、会議用椅子、テーブルなど

 備品 を整備しました宝くじ助成金で
　市では、一般財団法人自治総合センターが行う自治宝くじコミュニティ助成事業（宝くじ
の社会貢献広報事業）を活用し、魚町三区自治会と幸町住宅自治会に備品を整備しました。整
備した備品は、地域コミュニティ活動の推進を図るため、地区の行事などで活用されます。

 魚町三区自治会

【備品内容】 掃除機、発電機、投光器、台車など

 幸町住宅自治会

　市では、脱炭素社会の構築へ向け、家庭
における二酸化炭素排出量の削減を推進
するため、住宅用スマートエネルギー設備
を設置する方に補助金を交付します。

■対象者／いずれにも該当する方
❶４月１日から来年１月31日までの間に
    対象設備を住宅に設置する方、または 
    設置してある住宅を購入する方
※太陽光発電設備を設置する方は、上記期
　間中に電力受給契約の締結が必要です。
❷市税などの滞納がない方
❸来年１月31日までに対象設備を設置し
    た住居に居住する方
■対象設備・補助金額／

・太陽光発電設備　４万円

・定置用蓄電池　　５万円

・家庭用燃料電池　５万円

■補助予定件数／
　80 件程度（予算額に達し次第終了とな
ります）
■申請方法など／補助金交付申請書に必
　要書類を添えて提出が必要です。詳しく
　は、市生活環境課へお問い合わせください。
※この事業は、みやぎ環境交付金を原資
　として補助します。
問生活環境課 環境政策係 ☎ 22-3417   

　商談会への出展費用、商談会の開催費用の一部を補助します。
※対象事業ごとに、それぞれ１事業者年度１回までご利
　用できます。
※消費者向けの即売イベントは対象外です。

■補助要件／
〇市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者などであること
〇市税の滞納がないこと
〇申請事業に対して他の補助金等の交付を受けていないこと
〇事業経費の精算が令和５年３月31日までに完了すること
■対象事業／
❶商談会への出展（事業の全体経費が 10 万円以上のもの）

〈補助額〉補助対象経費の２分の１以内（上限 30万円）
〈対象経費〉出展料、会場設営費、ＰＲ用試供品費、搬送

　経費、光熱水費、交通費および宿泊費、パンフレッ                   
　ト等の製作費など
※期間の定まったオンライン商談会も対象となります。 
    詳しくはご相談ください。
❷商談会を開催（事業の全体経費が30万円以上のもの）

〈補助額〉補助対象経費の２分の１以内（上限 100 万円）
〈対象経費〉会場設営費、広告宣伝費、バイヤー招へい経費ほか

※市内の農林漁業者、物産品製造業者が５社以上出展す
　るものであることが必要です。
■申請受付／随時。事業着手前に申請してくだ
　さい。詳しくは市公式サイトをご覧ください。
※予算に限りがありますのでご留意ください。
問産業戦略課 ☎ 22-6600 内線 353   

市内事業者のみなさま、ご活用ください

本市が令和元年度から実施していた農業振興地域整備計画の見直しが令和４年３月末で完了したこ
とから、変更申請（除外・編入）の受け付けを再開します。また、令和４年度に限り年４回の受け付けと 

　　して、４月分の受付期限を４月11日までとします。

１

令和５年度以降は、変更申請の受付回数が年３回に変わります。
➡令和５年度 受付時期：６月、10月、２月（各月20日締切）２
令和４年度から、農振除外と農地転用の同時申請はできなくなります。
農振除外が必要な農地転用の申請は、農振除外の許可後に改めて申請が必要です。３

令和４年度
変更申請（除外・編入）
の受付スケジュール

１回目

２回目

３回目

４回目

受付締め切り
令和４年４月11日

　　　　６月20日

　　　　10月20日

令和５年２月20日

　必要日数
約２カ月半

約４カ月

約４カ月

約４カ月

許可予定日
令和４年６月20日

　　　　10月20日

令和５年２月20日

令和５年６月20日

　　　　　　　　　　     の
見直し完了と変更申請（除外・編入）の受付再開について

問地域づくり推進課 ☎ 22-6600 内線 337

物産品販路拡大等事業補助金物産品販路拡大等事業補助金
住宅用スマートエネルギー設備住宅用スマートエネルギー設備
を設置する方への補助金を交付します

問農林課 農政係 ☎ 22-3439

市公式サイト

農業振興地域整備計画農業振興地域整備計画

広報
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申

　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・引越費用などを補助します。
■対象世帯（主な要件）／
・令和３年４月１日から令和５年３月 31 日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・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（R４.１.１～R５.３.31）／
　❶住宅の購入費用または賃借費用、❷引越・運

送費用、❸自身または同居親族（３親等以内）
所有住宅のリフォーム費用

■補助金額／
 　❶～❸合わせて上限 100 万円
　※うち❶・❷の合計額は 30 万円または 60 万円

　を上限とします。
　※補助率・支給額は要件によって異なります。

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
　みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金
　AIを利用したマッチングを行っている、みやぎ
結婚支援センター「みやマリ！」の入会登録料を補
助します。
■対象者／気仙沼市内に住所を有し、かつ令和４

年４月１日以後に「みやマリ！」に入会登録を
した方

■補助金額／入会登録料 11,000 円
■対象期間／入会日から 6 カ月以内

　
　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50万円）
■交付予定件数／ 10 件程度
■事前相談・仮申請受付（必須）／４月４日（月）

から４月25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。）

ホームページ

▶

※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 319

【備品内容】 テント、発電機、投光器、会議用椅子、テーブルなど

 備品 を整備しました宝くじ助成金で
　市では、一般財団法人自治総合センターが行う自治宝くじコミュニティ助成事業（宝くじ
の社会貢献広報事業）を活用し、魚町三区自治会と幸町住宅自治会に備品を整備しました。整
備した備品は、地域コミュニティ活動の推進を図るため、地区の行事などで活用されます。

 魚町三区自治会

【備品内容】 掃除機、発電機、投光器、台車など

 幸町住宅自治会

　市では、脱炭素社会の構築へ向け、家庭
における二酸化炭素排出量の削減を推進
するため、住宅用スマートエネルギー設備
を設置する方に補助金を交付します。

■対象者／いずれにも該当する方
❶４月１日から来年１月31日までの間に
    対象設備を住宅に設置する方、または 
    設置してある住宅を購入する方
※太陽光発電設備を設置する方は、上記期
　間中に電力受給契約の締結が必要です。
❷市税などの滞納がない方
❸来年１月31日までに対象設備を設置し
    た住居に居住する方
■対象設備・補助金額／

・太陽光発電設備　４万円

・定置用蓄電池　　５万円

・家庭用燃料電池　５万円

■補助予定件数／
　80 件程度（予算額に達し次第終了とな
ります）
■申請方法など／補助金交付申請書に必
　要書類を添えて提出が必要です。詳しく
　は、市生活環境課へお問い合わせください。
※この事業は、みやぎ環境交付金を原資
　として補助します。
問生活環境課 環境政策係 ☎ 22-3417   

　商談会への出展費用、商談会の開催費用の一部を補助します。
※対象事業ごとに、それぞれ１事業者年度１回までご利
　用できます。
※消費者向けの即売イベントは対象外です。

■補助要件／
〇市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者などであること
〇市税の滞納がないこと
〇申請事業に対して他の補助金等の交付を受けていないこと
〇事業経費の精算が令和５年３月31日までに完了すること
■対象事業／
❶商談会への出展（事業の全体経費が 10 万円以上のもの）

〈補助額〉補助対象経費の２分の１以内（上限 30万円）
〈対象経費〉出展料、会場設営費、ＰＲ用試供品費、搬送

　経費、光熱水費、交通費および宿泊費、パンフレッ                   
　ト等の製作費など
※期間の定まったオンライン商談会も対象となります。 
    詳しくはご相談ください。
❷商談会を開催（事業の全体経費が30万円以上のもの）

〈補助額〉補助対象経費の２分の１以内（上限 100 万円）
〈対象経費〉会場設営費、広告宣伝費、バイヤー招へい経費ほか

※市内の農林漁業者、物産品製造業者が５社以上出展す
　るものであることが必要です。
■申請受付／随時。事業着手前に申請してくだ
　さい。詳しくは市公式サイトをご覧ください。
※予算に限りがありますのでご留意ください。
問産業戦略課 ☎ 22-6600 内線 353   

市内事業者のみなさま、ご活用ください

本市が令和元年度から実施していた農業振興地域整備計画の見直しが令和４年３月末で完了したこ
とから、変更申請（除外・編入）の受け付けを再開します。また、令和４年度に限り年４回の受け付けと 

　　して、４月分の受付期限を４月11日までとします。

１

令和５年度以降は、変更申請の受付回数が年３回に変わります。
➡令和５年度 受付時期：６月、10月、２月（各月20日締切）２
令和４年度から、農振除外と農地転用の同時申請はできなくなります。
農振除外が必要な農地転用の申請は、農振除外の許可後に改めて申請が必要です。３

令和４年度
変更申請（除外・編入）
の受付スケジュール

１回目

２回目

３回目

４回目

受付締め切り
令和４年４月11日

　　　　６月20日

　　　　10月20日

令和５年２月20日

　必要日数
約２カ月半

約４カ月

約４カ月

約４カ月

許可予定日
令和４年６月20日

　　　　10月20日

令和５年２月20日

令和５年６月20日

　　　　　　　　　　     の
見直し完了と変更申請（除外・編入）の受付再開について

問地域づくり推進課 ☎ 22-6600 内線 337

物産品販路拡大等事業補助金物産品販路拡大等事業補助金
住宅用スマートエネルギー設備住宅用スマートエネルギー設備
を設置する方への補助金を交付します

問農林課 農政係 ☎ 22-3439

市公式サイト

農業振興地域整備計画農業振興地域整備計画
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防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode70 ~

■防災基礎クイズ
　噴火などにより周囲の空気が振動して衝撃波となって大気中に伝播する現象を何というでしょう？

　毎月 11 日は「防災を考える日」です。震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や
学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

答え：空振

「備えて安心 防災情報の取得方法」
■防災情報を積極的に取得しましょう

問危機管理課 防災安全係 ☎ 22-3402

問社会福祉課 ☎ 22-6600 内線 433・434

　各家庭で食べきれない食品を持ち寄り、食料を必要とする個人や団体に寄付する「フードドライブ」
という活動があります。
　本市では、民間のフードバンク活動団体「フードバンク気仙沼（2019 年 12 月設立）」においてフー
ドドライブ活動を実施しています。令和３年度は、合計で 4,000 ㎏を超える食品が集められ、子ど
も食堂や支援機関、自治会などを通じ、食べものを必要とされている方々
に届けられました。
　市では、この取り組みを支援するため、市役所本庁舎入口に「フード
ポスト（食品回収箱）」を設置しています。「賞味期限まで食べきれそう
にない」「たくさんもらって余っている」など、ご家庭に眠っている食
品がありましたら、ぜひ提供してください。

を設置していますフードポスト（食品回収箱）フードポスト（食品回収箱）
フードドライブにご協力ください

 防災行政無線テレフォンサービス

　市では「災害情報」「避難情報」などを多様な手段で提供しています。インター
ネットやスマートフォンを利用することで気象情報や河川・土砂災害情報など、
更に詳しい情報を入手できます。

 市公式 LINE ツイッター フェイスブック 防災ポータルサイト

☎ 0120-269-119
防災行政無線で放送された内容を聞くことができます。
※直近の放送から２時間前の放送分までご案内します

　防災ポータルサイトでは、避難所の開設状況・
災害ハザード（津波、洪水、土砂災害）を地図に重
ねて確認することができます。
　また、この他にも登録制の「被災者支援メー
ル」、「Yahoo!防災速報」などで情報配信をして
います。

■フードポスト（食品回収箱）設置場所
　市役所玄関（本庁舎入口）、市社会福祉協議会 
■提供いただきたい食品
　缶詰、レトルト食品、インスタント食品、乾麺、お米、
飲み物、乾物、調味料、お菓子など
　※賞味期限が１カ月以上あるもの
　※お米は令和３年産であることがわかるもの

種類
米

長期保存パン
餅

麺類
レトルト食品

スープ・味噌汁
乾物
缶詰

調味料
液体飲料
粉末飲料
菓子類

果物・野菜
合計

 重さ (kg)
1,463.9 

86.4 
11.4 
53.3 

659.9 
3.7 

14.9 
814.1 

56.9 
889.8 

19.7 
62.9 
62.2 

4,199.1

これまで寄付された食品
（令和 3 年 4 月～令和 4 年 2 月まで）

フードポスト

羽黒神社について知る

教えて！

　教育長
さん

教えて！

　教育長
さん

もっと！ＥＳＤ‼もっと！ＥＳＤ‼
～子どもたちの未来のために
　「持続可能な社会」を～ ■
～子どもたちの未来のために
　「持続可能な社会」を～ ■
　九条小学校では、これまで、地域の多くの方々の協力を得て、身近な自然や施
設、産業などについて直接触れる活動に取り組んできました。学年ごとのテーマ
をもとに、自分の興味があることや疑問に思ったことについて、それぞれ課題を
設定して意欲的に調べながら、どんどん研究しています。調べる活動や地域の
方々との交流を通して、地域の良さや特徴を知るとともに、大切にしていこうと
する態度が育ってきています。特に、高学年では自分たちのアイディアや方法で、
地域や気仙沼をさらに良いまちにしようとする態度が育っています。

❶年生　花いっぱいの花壇にしよう

❷年生　サツマイモを収穫しよう

❸年生　打ちばやしを体験しよう

❹年生　神山川の水質調査

❺年生　遠洋マグロ延縄漁船、魚市場見学

❻年生　気仙沼の未来を考えよう

❸年生 九条のひみつを見つけよう
地域の特徴、地域の良さや名人について知る
　羽黒神社、かやの実保育所、ブルーベリーハウスな
どについて調べ、地域の特徴について考えました。ま
た、打ちばやしやお菓子作りについて学んだり調べた
りする活動を通して、地域の魅力を再発見しました。

❹年生 九条の環境を見つめよう
川や海を調べる活動を通して、環境について考える
　神山川に行って水源や水生生物を観察し、川の調
査を行いました。さらに、「森は海の恋人運動」につ
いて知り、山と川、海のつながりについて理解を深
め、自分たちにできることを考えました。

❺年生 気仙沼の恵みを探ろう
食と環境のつながりについて理解する
　気仙沼の藻場と海藻を学ぼうプロジェクトに参加
し、海産物加工会社「小野徳」様と海の環境について学
びました。生き物が育つ藻場の変化に気付き、これか
らも豊かな海を未来に残していきたいと考えました。

16
児童数258名
（R4.4.1 見込み数）
学級数14学級

九条小学校

❻年生 気仙沼の未来を考えよう
気仙沼の魅力や課題を見いだし、発信する

　他地域（会津若松）との比較を通して、新たな視点で
気仙沼の未来を描く学習をしました。水産業や観光、
自然などのテーマに合わせて課題を設定し、解決する
ための方法をプレゼンテーションにまとめました。

実 践 紹 介

学年の水族館の観察

気仙沼の海の恵みを伝える

修学旅行（會津藩校日新館見学）

～全校緑化活動～

～野菜名人とともに～

～地域に伝わる「九条打ちばやし」～

～九条の環境を見つめよう～

～気仙沼の恵みを知ろう～

～気仙沼の水産業や観光を学ぶ～

各学年の活動の様子

プルタブ・ペットボトルキャップ募金
ごみになる物をごみにしない
　「誰かの役に立ちたい」「ごみを減らしたい」とい
う思いで、全校で募金活動を行いました。手作りの
箱にアルミ缶のプルタブとペットボトルキャップ
を集め、小さな事でも人の役に立つという経験を全
員でしました。 集まったプルタブとキャップ

福祉防災委員会
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