
　原油価格の高騰の影響を受けている沿岸漁業者に対し、漁船用燃油の購入費の一部を補助します。

■対 象 者／�漁業を営む方で、次に掲げる団体のいずれかに組合員として所属する個人または法人、
その他これに準ずる方

　　　　　　・宮城県漁業協同組合唐桑支所　　・宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所
　　　　　　・宮城県漁業協同組合大谷本吉支所
■対象期間／令和４年４月１日から 12月 31日まで
■対象油種／�漁船用燃料として購入したＡ重油、軽油、およびガソリン
　　　　　　（軽油については、漁業に使用する軽油引取税の免税を受けたものに限ります）
■補助金額／漁船１隻あたり、燃油１リットルにつき 16円
　　　　　　（対象期間内に 30,000 円以上購入した漁業者に限ります）
■申請方法／�申請書に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し、自身が所属する団体へ提出し

てください。申請書は自身が所属する団体で受け取り可能です。
　　　　　　・燃油を購入したことがわかる書類（領収書や納品書などの証書）
　　　　　　・漁船登録票の写し
　　　　　　・�令和４年１月から 12月までの漁業収入が確認できる書類
　　　　　　　（令和４年の確定申告の写しや収支内訳書など）
　　　　　　※�漁船用燃油と自動車など漁船以外に使う燃油を合わせて購入した場合は、領収書等を

別々に発行し、漁船に係る証書のみ添付してください。
■申請期限／２月 10日（金）
■支給方法／申請内容を精査し所属する団体を通じて支給します。
※申請方法など、詳しくは水産課漁業振興係または、自身が所属する団体までお問い合わせください。
問水産課�漁業振興係�☎�22-6600�内線 514

　市では、原油価格・物価高騰の影響により、経済的影響を受けている市民の生活を支援するとともに、
地域経済の活性化を図るため、気仙沼市生活応援商品券「新年ホヤほやクーポン」を１月中旬から各
世帯に順次送付します。
　商品券は、市内の小売店、サービス店および飲食店において、令和５年１月 16日（月）から同年
３月 15日（水）まで使用できます。

■送付内容／気仙沼市生活応援商品券「新年ホヤほやクーポン」
　　　　　　※１世帯当たり 5,000 円分（1,000 円券×５枚）
■送 付 先／�令和４年 11月 30日時点において、住民基本台

帳に記載されている世帯主宛てに「ゆうパック」
で発送します。

　　　　　　※�ご不在の場合は、郵便局より「ご不在連絡票」
が投函されます。

■商品券使用期限／令和５年３月 15日（水）まで
■商品券使用可能店舗／�市内の小売店、サービス店および飲食店のうち、本商品券事業の登録店舗で

使用いただけます。なお、商品券使用可能店舗一覧表は、商品券に同封します。
問震災復興・企画課�☎ 22-6600�内線 313・314

▲�商品券イメージ

気仙沼市生活応援商品券気仙沼市生活応援商品券
「新年ホヤほやクーポン「新年ホヤほやクーポン」」をお届けしますをお届けします

漁船用燃油購入費の一部を補助します漁船用燃油購入費の一部を補助します

１月中旬から順次発送
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事例１　�インターネットサイトで家具用品をクレジットカードで購入したが、いつまで待っても商品
が届かず、ずっと業者と連絡が取れない。不審に思ったのでサイトについて検索してみると、
詐欺サイトであるという書き込みを見つけた。

事例２　�２週間ほど前にスニーカーを注文し、代金１万円を個人名義の銀行口座
に振り込んだところ、海外から届いた。粗雑なつくりでニセモノだと感
じたため、業者へメールで解約を申し出たが、一向に返信が来ない。

～信用できるサイトを選ぶために、クリック前にポイントをチェックしましょう～
【確認しましょう！】
・連絡先、他の利用者の評価など事業者の情報を自分でしっかりと確認しましょう。
・配送方法や配送期間などがどの程度かかるかを知っておきましょう。
・�サイズ違いなど購入後にトラブルに遭遇することもあるため、キャンセル・返品条件、利用規約は事
前に必ず確認しましょう。

【注意しましょう！】
・�一般に流通している価格よりも大幅に安く販売されている場合などは、模倣品の可能性があるので注
意しましょう。
・�クレジットカードが利用できず、支払方法が銀行振込のみしか用意されていない場合で、個人名口座
（特に外国人名）の場合は注意しましょう。支払ってしまうと返金は困難です。
・この他、チェック項目になくても何かおかしいと感じたら、そのサイトの利用は避けましょう。

※詳しくは消費者庁ウェブサイトをご覧ください

ゼロカーボンアクション～ウォームビズ～
　各家庭でできるウォームビズの取り組みについて紹介します。
●�食のポイント…冬が旬の食材である根菜類のほか、特に「しょうが」などはからだの内側から温め
る効果があります。食材についても「地産地消」を意識することで、流通時に発生する二酸化炭素
の排出量を削減することができます。また、冷蔵庫に余っている食材を鍋などにすることで、食品
ロスの削減にもつながります。

●�住のポイント…冬場にエアコンで暖房を行うと室内が乾燥することがよくあります。室内の温度が
同じ場合、湿度が高い時と低い時では、低い時の方が体感温度は下がることから、適切に加湿する
ことで効率よく温かさを感じることができます。

　�　脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。一人の百歩よりも百人
の一歩が大切であると言われることからも、まずは自分のできることから取り組んでみましょう。

問生活環境課�環境政策係�☎ 22-6600�内線 354

迷惑電話にお困りではありませんか？「通話録音装置」無料貸し出し中！

　高齢者を狙った振り込め詐欺などの未然防止を図るため、通話の録音や通報機能を備
えた通話録音装置を無料で貸し出しています。詳しくはお問い合わせください。

専門相談員が対応、秘密厳守。安心してご利用ください
市生活環境課 消費生活センター（本庁舎１階）�☎22-3437
受付時間／月～金（祝日除く）午前９時から午後４時まで

土・日、祝日は
消費者ホットライン ☎１

い
８
や

８
や

をご利用ください

インターネット通販トラブルインターネット通販トラブルにご注意ください！にご注意ください！

商品が商品が
届かない届かない

ニセモノがニセモノが
届いた届いた

消費者庁
ウェブサイト
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●場所／気仙沼中央公民館
●内容／

・オープニングイベント（13:10 ～）
・基調講演（13:50 ～）
　演題：「あのときをふりかえり、
　　　　  これからの津波防災を考える」
　講師：東北大学災害科学国際研究所
                 准教授　佐藤 翔輔 氏

・防災教育の実践発表（14:30 ～）
    テーマ：「『地域連携型学校防災体制等構築
                 　推進事業』の取組について」
　発表者：大谷小学校　主幹教諭　菅原 基 氏

・グループワーク（15:00 ～）
　テーマ：「命を守るために何ができるか」　

●日時／１月 24 日（火）13:10 ～ 16:20（開場 12:45）

さ　 とう    しょう すけ

  すが   わら    もとい

第７回気仙沼市防災フォーラム第７回気仙沼市防災フォーラム
を開催します（兼 東北大学災害科学国際研究所第 35 回防災文化講演会）（兼 東北大学災害科学国際研究所第 35 回防災文化講演会）

市民みんなで
考える防災

●申込方法／電話、メール、右の二次元
　コードのいずれかでお申し込みくだ
　さい。その際、氏名、住所、電話番号を
　お知らせください。

●定員／ 80 名（先着）

●申込期限／１月 13 日（金）

●主催／気仙沼市、気仙沼市教育委員会　

●共催／東北大学災害科学国際研究所、
　　　　気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ推進委員会

●申込先・問い合わせ先／
　危機管理課 防災安全係 ☎ 22-3402　
　　✉ kikikanri@kesennuma.miyagi.jp

【式典】
■日時／１月８日（日）14：30 ～ 15：20
■場所／市総合体育館（ケー・ウエーブ）メインアリーナ
■問い合わせ先／危機管理課 消防団係 
　　　　　　　　☎22-0983（消防本部内）

９：30
10：00
９：30
10：30
９：30
10：00
９：00
10：00
９：45

場所場所分団名分団名
第１分団（気仙沼）
第２分団（気仙沼）
第３分団（鹿折）
第５分団（新月）
第６分団（松岩・面瀬）
第７分団（階上・面瀬）
第８分団（大島）
第10分団（唐桑）
第11～14分団（本吉）

コの字岸壁
大川（市営内の脇住宅付近）
鹿折川（両沢消防屯所前）
大川せせらぎ公園
水梨コミュニティセンター付近の前田橋
杉ノ下地区防災広場付近
浦の浜漁港
御崎観光港
津谷川 梨の木橋付近

開始時間開始時間
【各地区の祝賀放水】※同日実施

令和５年  
消防出初式

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode79 ~

■防災基礎クイズ
Ｑ　スーパーマーケットにいる時に大きな地震が発生した場合に、とるべき正しい行動は、「急いで非常
　口から外に逃げる」ことである。 〇 か × か？

　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：×（「買い物かごを被ってうずくまる」が正解です。買い物かごは意外と強度があるので、頭を守りましょう）

「国民保護情報について理解を深めよう ！」
■いざという時のため日頃から備えておきましょう

問危機管理課 防災安全係 ☎ 22-3402

 　国は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必
要があると認めるときは、「全国瞬時警報システム（J アラート）」により、防災無線
やテレビ、ラジオ、緊急速報メール等を通じて、様々な内容の情報を住民に伝えます。
　国民保護情報が発令されたとき冷静に対処できるように、日頃から理解を深めま
しょう。 　　　　　　　　武力攻撃事態とは

①ゲリラや特殊部隊による攻撃 　　③着上陸侵攻 
②弾道ミサイルによる攻撃 　　　　④航空攻撃

〔内閣官房　国民保護ポータルサイト（https://www.kokuminhogo.go.jp）の情報を加工して作成〕
ポータルサイト

入力フォーム

パンフレット
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入力フォーム

パンフレット

20歳になったら国民年金

　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のす
べての方は、国民年金に加入することになって
います。
　20歳になった方には、日本年金機構から、「国
民年金加入のお知らせ」が届きますので、手続き
は不要です（厚生年金保険に加入している方に
は届きません）。 
　20歳になってから２週間経過してもお知らせ
が届かない場合はお問い合わせください。
　また、お手元に届きます「基礎年金番号通知
書」は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る
際に必要ですので、大切に保管してください。
※日本年金機構公式サイトで国民年金
制度の内容やメリット、保険料の納付
方法や免除の手続きなどをわかりやす
く動画で案内していますのでご覧くだ
さい。

国民年金のポイント
■将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 歳から 60 歳までの方が加入
し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定していま
すし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
■保険料を納め続けることで、次のような場

合に、年金を受け取ることができます
 ❶65歳になったとき ・・・・・・・・・老齢基礎年金
❷病気やケガで障害が残ったとき・・・障害基礎年金
 ❸亡くなったとき ・・・・・・・・・・・遺族基礎年金
■その他注意点
 ・ 保険料を未納のままにしておくと、これらの

年金を受け取れなくなる場合があります。
 ・保険料を納めることが困難な場合には、保 
　険料の納付が「免除」または「猶予」され
　る制度があります。
 ・学生の方は学生納付特例制度が受けられる場

合があります。詳しくはお問い合わせください。
問・保険年金課 国民年金係  
　   ☎ 22-6600 内線271・272
 ・石巻年金事務所  ☎ 0225-22-5117

　

《備品内容》 

問 危機管理課 消防団係  ☎ 22-0983

初期消火活動用資機材を
宝くじの助成金で
整備しました

令和５年成人式令和５年成人式 のお知らせ

問 生涯学習課 生涯学習係  ☎ 22-3442

年 金 機 構
公式サイト

●日時／ 令和５年１月８日（日）
    　　 　午前 11 時開会
　（受付時間：午前 10 時～午前 10 時 50 分）
●場所／市民会館 大ホール
●対象となる方／平成14年４月２日から平

成15年４月１日に生まれた方
●内容／
　・記念行事
　　「映像でみる“私たちの20年”」
　・式典
　・記念撮影
※送付済みの入場券

に卒業中学校名等
を記入のうえ持参
してください。

※記念撮影は各卒業
中 学 校 ご と に 行
い、順次退場とな
ります（退場時間
の 目 安 に つ い て
は、今後市公式サ
イトにてお知らせ
します）。

　一般財団法人自治総合センターが行うコミュニ
ティ助成事業（宝くじの社会貢献広報事業）を活
用し、唐桑町婦人防火クラブ連合会に初期消火活
動用資機材を整備しました。災害の発生に備える
とともに、防災訓練などに活用されます。

 軽可搬消防ポンプ（台車セット）一式 

消火用バケツ（60 個）

広報

2023.1.115
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