
■災害援護資金貸付金の償還方法に
　係る相談窓口を開設しています
　東日本大震災に係る災害援護資金
の貸し付けを受けた方に対し、全額
または一部を繰り上げ、利子の再計
算を行う「繰上償還」を行っています。
　また、償還が困難な場合は、事情に
応じた「分割償還」などの手続きを行
っています。電話予約のうえ、窓口に
お越しください。
相談開設　平日9:00～16:00
□問生活福祉課総務係☎364-1131

■5月12日は「民生委員・児童委員の日」
　5月12日㈫から18日㈪までは「民
生委員・児童委員の日 活動強化週
間」です。
　民生委員・児童委員は、地域の身近
な相談相手として、高齢者や障がい
のある方、子育てに関することなど、
さまざまな生活上の相談に応じます。
そして、その課題解決ができるよう
関係機関への「つなぎ役」として、お
手伝いしています。
　現在、111人の方が活動していま
す。
※秘密厳守。安心して相談ください
□問生活福祉課総務係☎364-1131

■児童扶養手当のお知らせ
支給対象者　母子・父子のひとり親
家庭の児童を監護する父母や、そ
の児童を養育している方。
　5月期（3月～4月分）の手当を5月
11日㈪に指定口座に振り込みます。
翌営業日以降に入金を確認してくだ
さい。なお、令和2年度の支払いは奇
数月の年6回です。
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■私道等整備補助金制度の活用
　私道などの整備を行う場合、その
経費の一部を補助します。
対　象　私道などの整備を行おうと
する町内会など
※今年度から補助率を上げました
申請期限　12月10日㈭
□問土木課管理係☎355-8407

■医療用ウイッグ購入費用を助成し
　ます
　市では、がん患者の皆様の治療と
就労や社会参加を支援するため、購
入費用の一部を助成します。
対象者　
１．塩竈市に住所を有し、がんと診断
   され、その治療を行っている方
2．ほかの法令などに基づく助成など
　を受けていない方（所得制限あり）

助成対象　令和２年４月１日以降に
　　　　　購入した医療用ウイッグ
　　　　　（本体のみ）
助　　成　上限２万円/人
申請期限　購入日から１年以内
　申請方法、条件など詳細について
は保健センターに問い合わせくださ
い。
□問保健センター☎364-4786

■東日本大震災・令和元年台風第19
号による二重被災世帯への「児童
学習支援」を実施
　（公財）東日本大震災復興支援財団
は、東日本大震災で被災し、かつ、「令
和元年台風第19号」で二重被災した
世帯の中学生以下の児童を対象に児
童学習支援を行っています。
支援内容　児童1人当り5万円
応募締切　5月29日㈮ ※当日消印有効
□問☎090-4282-4842
※申し込みには、東日本大震災のり
災証明書のほか、台風のり災証明
書など、所定の書類の提
　出が必要です
（公財）東日本大震災復興支援財団ホームページ

生活情報生活情報

５月の
お 知 ら せ

5月は「児童福祉月間」です！

　児童福祉週間とは、毎年５月５日の「こどもの日」から１週間のことで、子どもや家庭、子どもの健やかな成長
について国民全体で考えることを目的としています。宮城県では、５月１日～５月31日を「児童福祉月間」と設
定し、啓発活動を行っています。夢と希望を持つ子どもたちを見守り、子どもたちを取り囲むさまざまな問題に
ついて考えてみませんか。
【相談・連絡先】
塩竈市子育て支援課（家庭児童相談）　☎353-7797 FAX366-7167
子育て支援課相談専用電話　ファミリーダイヤル　☎364-1178
宮城県中央児童相談所　☎784-3583　　
子どもの人権110番　☎0120-007-110

のりた

※掲載している情報は4月17日時点の内容です。新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、変更となる場合があります

児童相談所全国共通ダイヤル（通話料無料）　☎189
いちはやく

「やさしさに つつまれそだつ やさしいこころ」「やさしさに つつまれそだつ やさしいこころ」
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■市県民税課税・非課税証明書の発行
令和２年度【平成31年（令和元年）中の所得内容】
①市・県民税が給与から差し引かれ
る方(特別徴収)
②市・県民税を納付書・口座振替で納
めている方および非課税の方

※コンビニエンスストアでの発行は、
マイナンバーカードが必要です
□問税務課諸税係☎355-5849

■軽自動車税（種別割）の発送と減免
　申請
　令和2年度の納税通知書を4月下
旬に発送しました。納期限は6月1日
㈪です。また、身体障がい者の方など
軽自動車税（種別割）の減免を受ける
場合、申請が必要です。昨年度に引き
続き減免申請する方は、納税通知書
に同封の「軽自動車税（種別割）減免
申請書（継続）」を提出してください。
初めて申請する方は納税通知書に同
封のチラシを確認の上、申請してく
ださい。

申請場所　税務課諸税係
申請期限　6月1日㈪
□問税務課諸税係☎355-5896

■固定資産税・都市計画税の納期限
　令和2年度の納税通知書を４月下旬
に発送しました。納期限は次のとおり
です。
第1期  6月1日㈪　第2期  7月31日㈮
第3期  9月30日㈬　第4期  12月25日㈮
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■固定資産税・都市計画税の縦覧
縦覧期限　6月1日㈪ ※平日のみ
ところ　税務課固定資産税係、浦戸
　　　　諸島開発総合センター(浦
　　　　戸居住者所有分)
持ち物　印鑑、身分証明書、代理人の
　　　　場合は委任状
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■東日本大震災による固定資産税・ 
　都市計画税の軽減措置
　東日本大震災によるり災調査の判
定が半壊以上の方は、土地・家屋を取
得した場合、軽減措置を受けられる
ことがあります。詳細は納税通知書
に同封のお知らせを確認ください。
すでに申告済みの方は、新たな申告
は不要です。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■工業統計調査にご回答ください
　６月１日現在、製造業に属する事
業所を対象に工業統計調査を行いま
す。５月から６月にかけて調査員が
お伺いしますので、正確な回答をお
願いします。
□問政策課市政情報係☎355-5749

■東日本大震災に係る被災者生活再
建支援金の申請期限を令和3年4
月12日㈪まで延長
　被災者生活再建支援金（加算支援
金）は住宅の再建方法によって支給
されます。なお、基礎支援金の支給を
受けていない方は加算支援金の支給
を受けることができません。
□問生活福祉課総務係☎364-1131

■返しきれない借金で悩んでいませ
　んか？
　東北財務局では、借金を抱えてお
悩みの個人（自営業者の方含む）の
方々からの相談を受け付けています。
　一人で悩まずに、お気軽にご相談
ください。（相談無料、秘密厳守）
受付時間　㈪～㈮（祝日、年末年始を
除く）9:00～12:00、13:00～17:00
□問東北財務局 金融監督第三課 多重
　債務相談窓口☎266-5703

生活情報生活情報

３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）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
※学校給食の検査は臨時休校のた
め未実施

水道部からのお知らせ
◆水道週間作品展◆
　市内小学校から応募があった作文・標語・図画・習字の作品を
展示します。
と　き　開催時期は調整中
ところ　ふれあいエスプ塩竈　アートギャラリー
□問水道部業務課企画総務係☎364-1415
◆浄水場見学中止のお知らせ◆
　毎年、水道週間に実施していた梅の宮浄水場
の見学は、浄水場内の設備改修工事のため、実
施しません。

５月の納期限
 ○軽自動車税(全期)
 ○固定資産税・都市計画税(1期)
 ○国民健康保険税(2期)

納期限は６月１日㈪です

５月のお知らせ

日　程
5/15㈮～
6/10㈬～

6/10㈬～

発行場所
税務課諸税係
（本庁1階 ３番窓口）

コンビニエンスストア

①
②
①
②
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■市営住宅・県営住宅入居者募集
　6月1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　
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)のみ月収額259,000円まで
申　込　6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

■月見ヶ丘霊園墓地の貸出募集
貸出区画数　10区画（予定）
対　象　市内にお住まいで、墓地が
なく焼骨を寺院などに預けている
方、自宅で保管している方
申込書類の配布と受付
と　き　6月5日㈮～30日㈫
　　　　8:30～17:15（土日除く）
※申込書類は期間中、市ホームペー
ジからダウンロードできます
※郵送届け出は不可。申込多数の場
合は抽選になります
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

■公立保育所会計年度任用職員
　（保育士）募集

※職種①保育士 ②③延長保育士 
　　　④調理補助
雇用期間　5月1日～令和3年3月31日
資格条件　①～③保育士資格
　　　　　④集団調理経験者
募集人数　①3人 ②1人 ③5人 ④1人
賃　金　勤務時間数に応じて月額支給
応募方法　所定の申込書、保育士証
　　　　　の写しを下記へ持参
問・申込 子育て支援課保育係☎353-7797

■甲種防火管理「新規」講習会
　これまで塩釜地区消防事務組合で
実施していましたが、今年度から（一
財）日本防火・防災協会で実施します。
申込方法や受講料などが変更になり

ます。ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、中止になる場合があり
ます
と　き　7月7日㈫、8日㈬ ※２日間
ところ　塩釜商工会議所
受付期間　5月25日㈪～6月1日㈪
定　員　45人(先着順)
費　用　8,000円(テキスト代含む)
□問消防本部予防課☎361-1617

■盲ろう者通訳･介助員養成講座受
　講者募集
と　き　 7～11月の主に火曜日(全10日間)
ところ　宮城県聴覚障害者情報セ 
　　　　ンターほか
対　象　県内在住で講座修了後、盲ろ
う者通訳・介助員として活動できる方

定　員　16人程度
費　用　3,700円程度(テキスト代)
申　込　6月5日㈮必着で、申込用紙
に必要事項を記入の上、郵送
※詳細は問い合わせください
問・申込 宮城県聴覚障害者情報センター
　☎393-5501 FAX393-5502
〒980-0014仙台市青葉区本町3丁
目1-6 県本町第3分庁舎1階

募集・案内募集・案内
　
　

  

①       

②     

③　

④

勤務時間
1日7時間30分（週5日）
(7:30～19:15の間)
朝2時間(7:30～9:30）
夕4時間(15:15～19:15)
の1日6時間（週5日）

㈯７時間45分(7:30～17:15の間)
1日3時間（週5～6日）
（8:30～11:30の間）

　家電製品の中で、テレビ・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・衣類
乾燥機の６品目は、法律でリサイクルが義務付けられています。
　市では処理できません。処
分の際は、販売店または収集
許可業者へ依頼してください。
なお、ご自身で指定取引場所
へ持ち込みするときは、環境
課へ問い合わせください。

　ワンポイントで「ごみ」に関する情報を連載しています。家庭で行
っているアイディア情報など、お寄せください。

家電リサイクル法対象品の処分方法

□問環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379 　□問市立病院（代表）☎364-5521　

■小児科の診療時間を午前・午後に拡 
　充しました
　令和２年度から、午前の診療に加えて、
新たに午後の診療もはじめました。
　診療は月曜日から金曜日まで受け付
けています。なお、予防接種や健康診断
は予約制です。
　詳しくは、市立病院ホームページや、
電話でご確認ください。

■夜間、休日の救急対応
　緊急の場合は、下記までお電話ください。

市立病院 News市立病院 News 環境課ワンポイント通信 №186環境課ワンポイント通信 №186

家電リサイクル対象品

５月のお知らせ
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■介護支援専門員実務研修受講試験   
　が実施されます
と　き　10月11日㈰
受付期間　6月1日㈪～26日㈮
※試験案内は、長寿社会課（壱番館１
階）、県保健福祉事務所・支所、県庁
１階総合案内で配布
□問宮城県社会福祉協議会研修課
　☎216-5382
□問宮城県長寿社会政策課
　☎211-2554

■障がい者検診のご案内
　運動機能（筋肉、関節の動きなど）
を評価して、リハビリテーション専
門医による医療相談を実施します。
対　象　在宅で生活する身体障害者
手帳（肢体不自由）をお持ちの１８
歳以上の方で, 病院・施設などで
リハビリを受けていない方

と　き　①6月8日㈪
　　　　②10月30日㈮
　　　　※先着５人予約制
ところ　利府町保健福祉センター
費　用　無料
問・申込 宮城県リハビリテーション
　支援センター☎784-3592

■藻塩の里例月行事
　新型コロナウイルス感染拡大の影
響に伴い、毎月行っている行事が未
定となっております。
　詳しくは藻塩の里まで直接問い合
わせください。
□問塩竈市地域活動支援センター「藻
　塩の里」
　☎361-0631 FAX361-0632

■塩釜市シルバー人材センター仕事 
　相談会
と　き　5月7日㈭、21日㈭
　　　　10：00～12：00
ところ　尾島町集会所
□問塩釜市シルバー人材センター
　☎367-5940

■ライフプランニング支援事業
　「もしも」に備えて自分の思いを整
理するエンディングノートを作成し
ました。

５月のお知らせ

寄付していただきました

　大切に使わせていただきます。
　ありがとうございました。

＜市立病院へ＞
●佐藤忠一さん
●東日本自動車学校

＜社会福祉協議会へ＞
●八木海運株式会社

〇エンディングノート活用講座
　一人１冊ノートを進呈します
と　き
5月22日㈮ ①10:00～②13:30～
5月23日㈯ ③10:00～
※各回内容は同じ。１回90分程度
ところ　公民館1階会議室（東玉川町）
持ち物　筆記用具
申　込　前日までに氏名、連絡先、希
望日を窓口または電話かファクスで
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止する場合は、連絡し
ます
〇エンディングノート無料配布
と　き　5月1日㈮～
　　　　9:00～16:00 ※平日のみ
ところ　長寿社会課（壱番館庁舎１階）
※簡単なアンケート有り。ノートが
無くなりしだい終了します
問・申込 長寿社会課長寿支援係
　☎364-1204 FAX366-7167

募集・案内募集・案内

変更後
1歳～就学前
持参

利用年齢
給食・おやつ

　利用内容が下記の通り一部変更になります。なお、一時預かり事業の
利用料、利用時間、実施場所に変更はありません。詳細は問い合わせくだ
さい。
※９月以降は、現在整備中のうみまち保育所（海岸通）で実施します
利用できる人　保育所、幼稚園、認定こども園などに在籍していないお  
　　　　　　　子さん

一時預かり事業・子育てリフレッシュ事業のお知らせ
～ 令和２年４月から利用内容が変更しました ～

【一時預かり事業(内容変更)】
　　※紙おむつ利用のお子さんは、衛生管理代として100円別途徴収

【子育てリフレッシュ事業(内容変更)】

※３月まで配布の利用券をお持ちの方は引き続き３歳以下まで利用できます

変更前
1歳4カ月～就学前
提供

変更前
1歳4カ月～就学前
４枚

変更後
1歳～３歳以下
２枚

利用年齢
利用券配布数
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スポーツスポーツ 芸　　術芸　　術

臨時閉館のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、塩釜ガス体育館・塩竈市温水プール（ユープル）・塩竈市杉村惇美術館は原則5月10日㈰まで
臨時閉館しています。（4月17日時点）なお、塩竈市杉村惇美術館は、5月11日㈪は休館日です。掲載している情報は、中止・変更になる場合
があります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

休日などの診療休日などの診療

　※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

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。

 ☎ #8000か022-212-9390（19:00～翌日8:00） 
宮城県こども夜間安心コール

 19:00～翌日8:00(ただし土は14:00～、日・祝は8:00～)
 

おとな救急電話相談☎＃7119か022-706-7119

５月のお知らせ

至松島

JR仙石線

●赤石病院

●GS
国道45号線

●
坂総合病院

休日急患
診療センター
（医師会館1F）

下馬駅

西塩釜駅

歯科当番医（日曜・祝日）塩釜地区休日急患診療センター 受付／9:00～15:00

5月3日(日・祝)

4日(月・祝)

　5日(火・祝)

6日(水・振替)

　10日㈰

17日㈰

24日㈰

31日㈰

6月7日㈰

梅津歯科クリニック

松島医療生協松島海岸診療所

浮島歯科クリニック

鈴木歯科医院

わかば歯科クリニック

みや歯科クリニック

じん歯科医院

せいの歯科医院

山本歯科医院

多賀城市鶴ケ谷2-29-17

松島町松島字普賢堂2-11

多賀城市浮島1-12-10

利府町加瀬字十三塚107-1

利府町加瀬字石切場1-1　ヨークタウン利府野中内

塩竈市海岸通10-1　三晴ビル2階

多賀城市明月1-4-12

多賀城市東田中2-40-32-102

七ヶ浜町境山2-13-3

☎362-4344

☎353-2717

☎368-2201

☎356-5420

☎767-5679

☎361-5810

☎366-8461

☎365-0099

☎361-6330

 

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555　FAX794-8873

※美術館は5月11日㈪まで休館
　公民館本町分室は10日㈰まで休館
※通常休館日：毎週㈪（祝日の場合は翌日)

■こども探偵事務所指令17「作品に
　描かれた人形を調査」
　人形が描かれた作品を鑑賞し、人
形の絵を描きます。
と　き　5月16日㈯ 14:00～16:00
※参加無料・要予約

■まちのきおくをあつめる、かたる
「昭和のしおがま －あの頃の町並
みから－」
　懐かしい塩竈の昭和時代の写真を
壱番館1階北側窓にて公開している
ほか、ウェブにて公開しています。詳
しくは塩竈市杉村惇美術館ホームペ
ージをご覧ください。
と　き　開催中～6月21日㈰
※臨時閉館のため展示方法を変更し
　ました

塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

ユープル(温水プール)
☎363-4501　FAX366-0281

※体育館・温水プールは5月10日㈰まで休館
※通常休館日：毎週㈫（祝日の場合は翌日)

■自宅でできる！簡単エクササイズ
　新型コロナウイルス感染防止対策
のため、自宅にいる時間が多くなり、
体を動かす機会が減っている皆さん
へ、温水プールでは、運動不足を解消
するために、自宅でできる簡単な運
動を動画でご紹介しています。

○塩釜市体育協会ホームページ
　（温水プールページ）
　ＱＲコード

○塩竈市温水プール（ユープル）
　ツイッター
　ＱＲコード

こちらのQRコー
ドからもご覧に
なれます

※新型コロナウイルス感染症の影響により、医師や医療従事者
の体制確保が困難な場合、やむを得ず休診する場合もありま
す。電話で確認の上、受診してください
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