２月のお知らせ

と き 3月25日㈬〜28日㈯
9:00〜10:00(全4回)
対 象 5〜6歳の未就学児
定 員 10人
参加費 2,000円
※申込時、印鑑と参加費をお持ちく
ださい
そのほかの教室も開催中です

ユープル(温水プール)
☎363-4501 FAX366-0281
■小学生のための健康増進・体力づ
くり事業
小学生のプール利用が無料です。
楽しく運動できる道具を用意してい
るので、楽しく遊んで運動不足を解
消しよう。
と き 2月7日、14日、21日、28日㈮
15:00〜21:00
※18:00以降は保護者の同伴必要

献血の日
はたちの献血キャンペーン実施中！
と き 2月6日㈭
10:00〜12:00、13:00〜16:00
ところ 塩竈市役所 ※駐車場あり
協力企業、
会場を募集しています
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□

■春休みキッズ短期水泳教室
水が怖くて顔つけが出来ない、水
慣れが出来ていない幼児を対象とし
た水泳教室です。

芸

術

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555 FAX794-8873
※月曜休館(祝日の場合は翌日)
■アーカイブス展PROGRAMS
今年度実施したワークショップや
定期講座で制作された作品展示
と き 2月1日㈯〜16日㈰
10：00〜17：00
※月曜休館、
入場無料

塩竈市杉村惇美術館が「地域創造大賞(総務大臣賞)」受賞！
一般財団法人地域創造が実施し、地域における創造的で文化的な表現活動のための環境づくりに特に功績の
あった公立文化施設を顕彰する「地域創造大賞（総務大臣賞）」の全国7施設の中に、塩竈市杉村惇美術館(平成
26年11月開館)が選ばれました。
1月17日㈮、グランドアーク半蔵門(東京都)において表彰式が行われ、高市総務大臣代理で斎藤総務大臣政
務官から賞状が授与されました。
【受賞評価】
洋画家・杉村惇のコレクションを常設展示するほか、若手ア
ーティストの支援や多彩な子どもの美術体験プログラムを実
施。地域住民の思い出の場所として街の記憶を掘り起こすユニ
ークな企画を展開するなど、暮らしの中にある美術館として活
力ある地域にづくりに貢献。

休日などの診療
塩釜地区休日急患診療センター
西塩釜駅
下馬駅
●
坂総合病院

JR仙石線

休日急患
診療センター

2月2日㈰ 成沢歯科医院

（医師会館1F）

●GS
至松島

国道45号線

歯科当番医（日曜・祝日） 受付／9:00〜15:00
多賀城市新田字後12-12 ☎389-1015

9日㈰ ホワイト歯科クリニック 多賀城市伝上山4-8-20

☎367-6151

●赤石病院

塩釜医師会館１階（錦町７-10）☎366-0630
■日曜･休日受付（内科・小児科）8:45〜11:30，13:00〜16:30
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）18:30〜21:30
※保険証を忘れずにお持ちください。

11日(火・祝) おひさまにこにこ歯科医院 利府町利府字新舘2-7

☎356-0871

16日㈰ 引地歯科医院

塩竈市藤倉2-3-11

23日㈰ 藤原歯科

多賀城市伝上山2-31-45 ☎366-4481

☎367-1774

宮城県こども夜間安心コール

24日(月・振休) 目黒歯科医院

塩竈市宮町1-9

☎362-0633

☎ #8000か022-212-9390（19:00〜翌日8:00）
おとな救急電話相談☎＃7119か022-706-7119
19:00〜翌日8:00(ただし土は14:00〜、日・祝は8:00〜)

3月1日㈰ 杉の入歯科医院

塩竈市杉の入3-2-1

☎362-0182

⓫
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※やむをえず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上、受診してください

２月のお知らせ

募集・案内

スポーツ

■学校給食納入業者の登録説明会と
令和2年度・3年度の申請受付
市の学校給食用物資納入業者は登
録制です。登録を希望する方は申請
手続きをしてください。
登録説明会
申請書類を配布します
と き ３月３日㈫ 15:00〜16:00
ところ 塩竈市公民館（東玉川町）
申請受付
と き ３月9日㈪〜13日㈮
８:30〜17:15
ところ 教育総務課（壱番館庁舎３階）
問 教育総務課保健食育係☎355-8461
□

塩釜ガス体育館
☎362-1010 FAX362-1099
※体育館利用の際は、運動できる服
装で、上靴・飲み物を持参ください
■トレーニング講習会
7日㈮10:00〜 19日㈬19:00〜
22日㈯19:00〜 27日㈭10：00〜
※講習会費用1,000円

■乾燥汚泥肥料(し尿汚泥)無料配布
乾燥汚泥肥料を年中無料で配布し
ています。野菜づくりなどの肥料と
して使用してみませんか？
と き 毎週㈬・㈮(祝日除く)
15:00〜16:30
内 容 乾燥粒状１袋10㌕(袋詰め)
配布数量 １世帯10袋まで
場 所 塩釜地区環境センター
(塩竈市字伊保石2-98)
※要電話予約(8：30〜14：30)
※定期的に放射能検査を実施しています。
問 塩釜地区消防事務組合環境課
□
☎363-2777

参加費 600円/回 ※当日徴収
申 込 窓口または電話かファクスで
■障がい者のためのスポーツ教室
障がいを問わず、どなたでも参加
できます。
と き 2月28日㈮ 13:30〜15:00
種 目 卓球バレー、カローリング、
ストラックアウトなど
申 込 前日までに住所、氏名、参加
人数を電話かファクスで

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と き 2月7日、21日㈮
10:00〜11:30
定 員 20歳以上20人
参加費 300円/回 ※当日徴収
申 込 窓口または電話かファクスで

ユープル(温水プール)
☎363-4501 FAX366-0281
■一般開放
開放時間 9:00〜21:00
(日・祝9:00〜17:00)
休館日 毎週㈫(祝日の場合は翌日)

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と き ２月13日、27日㈭
10:00〜11:00
定 員 20歳以上20人

■四季のイベント「ひな祭り」
好きな色をいっぱい塗って、おひ
な様のぬり絵を完成させよう。
と き 2月13日㈭〜3月2日㈪

スポーツ振興事業「ニュースポーツ アジャタ（スポーツ玉入れ）交流大会」
と き ３月７日㈯ 開会9:00
ところ 塩佂ガス体育館第１競技場
定 員 一般の部、シニアの部、小学生高学年の部、
小学生低学年の部 各8チーム
１チーム８人、先着順 ※参加無料
申 込 2月28日㈮までに申込用紙に記入の上、窓
口へ。※ファクス可
問 塩釜市体育協会(塩釜ガス体育館)☎362-1010、
FAX362-1099
□

市立病院 News

環境課ワンポイント通信 №183

○インフルエンザが
流行しています
手洗い、うがいなどの予防をしま
の予防をしま
しょう。発熱、頭痛、関節痛などの症
状が見られた場合は、早急に医療機
関を受診しましょう。

無許可の不用品回収業者にご注意を！

■夜間、
休日の救急対応
夜間・休日の救急対応を行って
います。
問 市立病院☎364-5521
□
FAX364-5529

軽自動車などで家庭を訪問したり、チラシやホームページなどで「ご家庭の
不用品を処分します」との宣伝を行い、廃家電や粗大ごみを回収する業者がい
ます。
実際に不用品の処分を依頼し、高額な料金を請求された事例も全国的に発生
しています。また、回収された不用品は、不適正処理や不法投棄される懸念もあ
ります。
法律により市町村長の許可がなければ、家庭から出る廃棄物の収集や運搬を
行うことはできません。家庭から出る不用品を処分したい場合は、環境課まで
問い合わせいただき、適正な方法で処分をお願いします。
問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379
□
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２月のお知らせ

募集・案内
■市営住宅・県営住宅入居者募集
２月28日㈮から定住促進課(壱番
館庁舎2階)で申込用紙を配布しま
す。申込資格は以下の方です。
一般世帯 月収額158,000円までの方
裁量世帯(障がい者や未就学児含む
世帯) 月収額214,000円までの方
※地域優良賃貸住宅(子育て支援住
宅)は月収額259,000円までの方
申 込 3月1日㈰〜12日㈭(消印有
効)までに宮城県住宅供給公社へ
郵送
問
□ 宮城県住宅供給公社☎224-0014
■塩釜地区休日急患診療センター
事務員募集
募集人員 2人
応募資格 医療事務有資格者
雇用期間 4月〜令和3年3月(再任有)
業務内容 受付業務、外来診療デー
タ入力、
会計業務、診療報酬請求業務
勤 務 日 土曜 18:30〜22:30
日曜・祝日 8:30〜17:00
そのほか必要に応じて(請求事務など)
賃
金 時給 1,100円
募集期間 2月3日㈪〜28日㈮
(土日、祝日は除く)
問 保健センター☎364-4786
□
■藻塩の里2月の余暇活動
対 象 市内在住の障がい者の方
と き ①3日㈪15:30〜コーラス
②8日㈯9:00〜サロン
③28日㈮13:30〜スポーツ教室
ところ ①②地域活動支援センター
③塩釜ガス体育館
問 塩竈市地域活動支援センター
「藻塩
□
の里」☎361-0631 FAX361-0632

■塩釜医師会在宅医療研修会
自宅で最期を迎えるということ
と き 2月8日㈯ 14:00〜15:30
ところ 塩釜医師会医療社会活動
センター大講堂
講 師 石垣五月さん(さざんか往
診クリニック院長)
申 込 直接窓口または電話で
問・申込 長寿社会課☎364-1204
■メンタルヘルス講演会
と き 2月15日㈯ 13:30〜15:30
ところ ふれあいエスプ塩竈
テーマ ストレスとの上手な付き合い方
講 師 山崎 剛さん
(みやぎ心のケアセンター 副センター長)
申込期限 2月12日㈬
問・申込 保健センター☎364-4786
■塩竈学問所講座
午前のみ、午後のみの参加も可能
です。
と き 2月16日㈰
①午前の部(10:00〜12:10)
講演
「古代の鹽竈神社」
佐藤和道さん(東北歴史博物館学芸員)
②午後の部(13:00〜15:10)
まちあるき(勝画楼見学あり)
ところ 塩竈市杉村惇美術館
定 員 100人
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■緊急通報
「110番アプリ」説明会
聴覚障がいや言語障がいのため、
通話ができない方のための緊急通報
「110番アプリ」について、アプリの
概要や操作方法などを説明します。
また、希望する方はその場で登録
もできます。スマートフォンや携帯
電話をお持ちください。
と き 2月17日㈪ 13:30〜15:30
ところ 宮城県聴覚障害者情報センター
※申込不要、手話通訳・要約筆記付き
問 宮城県聴覚障害者情報センター
□
☎・FAX393-5501
Eメール:info@mimisuppo-miyagi.org
■こころのサポーター講座参加者募集
こころの健康や病気についての講
話や演習を通して、ご自身や身近な
人のいつもと違う変化に気づくため
のコツを学びます。
と き 3月2日、9日㈪
13:30〜15:30(2回参加できる方)
ところ 保健センター
申込期限 2月28日㈮
問・申込 保健センター☎364-4786

ファミリーサポート協力会員募集中‼
ファミリーサポート協力会員は、市内に
お住まいで、心身健康で安全に子どもを預
かることができる、20歳以上の方の有償ボ
ランティアです。
子育てを応援したい方、またそのような
お知り合いがいる方はお知らせください。
問・申込 ファミリーサポート事務局
(ここるん)☎363-3631

塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。

⓭

参加費 午後のまちあるき500円
※詳細は市ホームページまたは下記
まで問い合わせください
問 生涯学習課学習支援係☎362-2556
□

２月のお知らせ

生活情報
■証明書自動交付機は3月31日でサ
ービスを終了します
市役所本庁舎(正面玄関脇)に設置
している証明書自動交付機は、３月
31日でサービスを終了しますので、
それ以降は利用できません。
現在マイナンバーカードを利用し
て全国のコンビニエンスストアなど
で証明書を取得できるサービスを行
っています。
まだマイナンバーカードをお持ち

■一時的な生活困窮者に対する減免制度
市の国民健康保険に加入している
方が、一時的に生活が困難になった
とき、事前に申請すると、病院などに
支払う一部負担金の減額、免除、徴収
猶予を受けられる場合があります。
申請に必要なもの
申請書（保険年金課にあります）、
被保険者証、世帯主の印鑑、申請世帯
全員の収入や資産状況がわかるも
の、申請理由が証明できるもの
※別途、
必要書類がある場合あり
※基準に満たない場合は対象になり
ません
問 保険年金課給付年金係☎355-6503
□

でない方は、この機会にカードの取
得を検討ください。
なお、印鑑登録証を使って証明書
自動交付機を利用していた方は、窓
口で印鑑登録証明書を取得する際、
印鑑登録証が必要になりますので、
引き続きお持ちください。
問 市民安全課窓口係☎355-6494
□

寄付していただきました
＜市へ＞
●㈱ウエストエネルギーソリューション
●ハワイアンリボンレイ狩野明美さん
●塩竈カジキ釣り大会実行委員会
＜市立病院へ＞
●相沢孝子さん●佐藤忠一さん
●㈱白寿殿●東日本自動車学校
＜社会福祉協議会へ＞
●相澤清子さん●後藤悦子さん
●塩釜混声合唱団 潮●タシロ商店
●幼保連携型認定こども園塩釜
聖光幼稚園
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

■就学援助制度をご存じですか?
市では、経済的な理由で就学が困
難な児童生徒の保護者に学用品費な
どを支給しています。
支給を希望する場合は、学校を通
しての申し込みになります。詳細は
市のホームページをご覧ください。
問 学校教育課学校教育係☎365-3216
□

■宝くじコミュニティ助成で「消防
団旗」
を整備しました
コミュニティ助成は、(財)自治総
合センターが宝くじの社会貢献広報
事業として、地域活動に助成するも
のです。
この助成を受けて、塩竈市浦戸消
防団が「消防団旗」を整備しました。
問 市民安全課防災係☎355-6491
□

■宮城県最低賃金の改正
宮城県最低賃金(時間額)
(効力発生日

824円

令和元年10月1日)

特定(産業別)最低賃金(時間額)
①鉄鋼業

923円

②電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製
造業

862円

③自動車小売業
(効力発生日

890円

令和元年12月15日)

問 宮城県労働局賃金室☎299-8841
□

春の火災予防運動(3/1〜3/7)が実施されます
住宅用火災報知器の設置・維持管理を
平成20年6月からすべての住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付け
られています。まだ設置していない場合は、火災の発生に備え設置しましょ
う。また、住宅用火災報知器の寿命はおおむね10年です。すでに設置してい
る場合は交換時期を確認しましょう。
【命を守る ７つのポイント】
①寝たばこは絶対しない
②ストーブは燃えやすいものから離れた場所で使用する
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
④住宅用火災報知器を設置する
⑤寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
⑥住宅用消火器などを設置する
⑦お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
※消防署では、町内会や事業所などで防災訓練、防火防災に関する防災座談
会を実施しています。お気軽に申し込みください。
問 消防本部予防課指導係☎361-1617
□
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２月の
お 知 ら せ
のりた

生活情報
■塩竈市プレミアム付商品券の販売
は２月28日㈮まで
塩竈市プレミアム付商品券の引換
券をお持ちで購入を希望する方は、
2月28日㈮までに、市内郵便局また
はしおがま・まちの駅で購入してく
ださい。商品券の利用期限は3月31
日㈫までです。
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□
■児童手当の申請を忘れずに
児童手当は中学3年生までの児童
を養育している方に支給されます。
出生や転入などで新たに受給資格
が生じた場合は、15日以内に児童手
当認定請求書を提出してください。
認定されると受給資格が生じた日
の属する月の翌月分から支給されま
す。なお、受給資格があり、現況届の
提出がない方は、6月分以降の手当
てを支給できません。手続きをして
いない方は至急、現況届を提出して
ください。
令和元年10月〜令和2年1月分
支給日
2月5日㈬
問 保険年金課医療係☎355‐6519
□

■幼児教育・保育の無償化について
昨年10月から３歳から５歳まで
のすべての子どもと、0歳から２歳
までの住民税非課税世帯の子どもに
ついて、幼児教育・保育が無償化され
ました。保育所などの入所申請を行
い、入所できなかった場合には認可
外保育施設、一時預かり保育、ファミ
リー・サポート・センター利用料も無
償化の対象になります。
無償化には申請が必要ですので問
い合わせください。
問 子育て支援課家庭支援係
□
☎353-7797
■国民年金保険料「追納制度」を利用
ください
保険料の免除などを受けた期間が
あると、将来受け取る年金が少なく
なります。免除・納付猶予などが承認
された期間について、10年以内であ
れば保険料を追納することができま
す。ただし、３年度目以降に追納する
場合、当時の保険料に一定の加算額
が上乗せされます。
問 保険年金課給付年金係☎355-6498
□
問 仙台東年金事務所☎257-6111
□

塩竈市津波被災住宅再建支援事業の申請は令和3年3月31日まで
東日本大震災の津波により被災した世帯で、市内に住宅を建設・購入
した場合、取得経費や資金借入に伴う利子相当額を補助します。申請が
お済みでない方は早めに申請してください。なお、申請には一定の申請
基準がありますので、詳細は問い合わせください。
対 象 津波により全壊、大規模半壊または半壊で解体された方
①住宅取得（取得補助）
②住宅・土地取得（取得補助・利子相当額補助）
③がけ地近接等危険住宅移転事業の遡及適用
住宅・土地取得(取得補助・利子相当額補助)

補助額
250万円
708万円
708万円

問 生活福祉課総務係☎364-1131
□

塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。
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■家屋を取り壊したときは届け出を
家屋を取り壊した方は、税務課固
定資産税係に家屋滅失の届け出が必
要です。
なお、
登記されている家屋は、
法務局で「滅失登記」の手続きも必要
です。
問 税務課固定資産税係☎355-5934
□
■軽自動車の名義変更手続きや車検
はお早めに
３月は名義変更、廃車などの各種
手続き、検査申請が集中し、大変混雑
します。特に週末や中旬以降に集中
するため、手続きは早めに済ませる
よう協力ください。
窓口受付時間（土日、
祝日除く）
8:45〜11:45/13:00〜16:00
問 軽自動車検査協会宮城主管事務所
□
☎050-3816-1830
■2月19日㈬、防災行政無線から試
験放送が流れます
全国瞬時警報システム(Jアラー
ト)の情報伝達訓練が全国一斉に行
われます。災害と間違えないようご
注意ください。
と き 2月19日㈬ 11:00ころ
問 市民安全課防災係☎355-6491
□

12月の放射線測定結果
◇空間ガンマ線線量率は屋外規制
値を大きく下回っています。
◇水道水中および公私立保育所
（園）
・学校給食で放射性物質は
検出されませんでした。
※詳細は市ホームページ(震災関
連情報)で公開しています

２月の納期限
○介護保険料(6期)
○後期高齢者医療保険料(8期)
○国民健康保険税(11期)

納期限は３月２日㈪です

