12月のお知らせ

スポーツ

※参加申し込みは、窓口、電話、ファクスで
※参加の際は、運動できる服装、上靴・飲み物を持参ください
※各教室・イベントの詳細はHPをご覧ください

塩釜ガス体育館
☎362-1010 FAX362-1099
事

業

名

日

時

対 象

とっても簡単ボールでエクササイズ
とっても簡単セラバンドで筋力アップ
ボールで健康教室
からだ改善エクササイズ
障がい者の為のスポーツ教室

2日㈬19：00、12日㈯14:00、
高校生以上
17日㈭10：00、26日㈯19:00
10日㈭10:00〜11:30
4,18日㈮10:00〜11:30
20歳以上
2,9,23日㈬10:00〜11:15
7,14,21日㈪19:15〜20:30
１団体のみ
11日㈮13:30〜15:00

家族みんなでスポーツDAY

5日㈯9:00〜11:45

親子ふれあいスポーツ教室（冬季）

1月14日㈭〜【全8回】

親子の年少スポーツ教室（冬季）
後期幼児スポーツ教室
後期小学生スポーツ教室（1・2年生）

1月14日㈭〜【全8回】
1月13日㈬〜【全8回】
1月18日㈪ 〜【全10回】

トレーニング講習会

どなたでも
1歳半〜4歳児
と親
年少児と親
年中・年長児
小学1・2年生

定 員

参加費

申込

10人 1,100円
20人
20人
20人
20人

650円 予約制
400円
650円
当日可
650円
―
大人300円 予約制

150人 小人200円

未就学児無料

40組 5,000円

12/2㈬
30組 5,000円 〜受付
40人 4,000円
40人 4,000円

■グラウンドを大会で利用する方へ
令和３年４月〜翌年３月の土日・祝日に下記のグラウンドを利用して大会を行う場合は手続きが必要です。
申込用紙を体育館窓口にて配布します。
受付期間 令和３年１月10日㈰まで ※使用団体は市内在住、在勤限定
施 設 名 月見ヶ丘スポーツ広場、二又スポーツ広場、新浜町公園スポーツ広場、清水沢近隣スポーツ広場
※詳細は問い合わせください
プール（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）

■小学生のための健康増進・体力づくり ※18：00以降の小学生の利用は保護者の同伴が必要です
毎週金曜日15:00〜21:00は小学生のプール利用が無料です。楽しく遊んで運動不足を解消しよう！
■運動不足を解消しませんか？ ウォーキングなどの「水中運動教室」、音楽に合
イベント・教室の
わせ行う「アクアビクス」や「水泳教室」、軽運動場で行う「ヨーガ教室」などの教室
詳細情報はＨＰを
を開催。1回ごとに参加可能です。さまざまな教室にチャレンジしてみましょう！
ご覧ください

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）

■杉村惇作品展

存在と空間の伝説

〜静寂の韻律〜
制作への情熱と構図の試行錯誤が
うかがえるスケッチ群と、
「 静寂」を
テーマにした油彩作品を展示。
と き

開催中〜1 月17日㈰

休館日：月曜日（12/28−1/4は年末
年始休館）
観覧料

一般500円

生400円

大学生･高校

メンバーシップ・中学

生以下無料 ※常設展込

■こども探偵事務所指令20・マリオ
ネットを作ろう
今回は杉村惇画伯がよく描き、自
分でオリジナルも制作した愛着のあ
るモチーフのひとつ「マリオネット」
に着目。紙粘土を使ってマリオネッ
トを作ります。
と き 12月19日㈯午前の部10:00
／午後の部14:00
（2時間度）
ところ 講習室
講 師 吉田愛美さん（彫刻家）
対 象 小学生
定 員 各回10人
※参加無料、要申込
※詳細は問い合わせください
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募集・案内
■第26回「環境ゴミ問題」作文・絵画
コンクール作品展示会
「ぼくのわたしのエコ」をテーマに、
市内小学校4〜6年生が考えた環境
ゴミ問題の作品を展示します。
と き 12月12日㈯〜20日㈰
9:00〜18:00
ところ マリンゲート塩釜1階

歩行者のいる横断歩道では「一時停止」を！
師走でも心にゆとりを持ち、歩行者にやさしい運転をしましょう
信号機の無い横断歩道で、歩行者がいる場
合に車が一時停止する割合をまとめた今年の
全国調査（日本自動車連盟（ＪＡＦ）調査）で、
宮城県が最下位という結果になりました。
信号機の無い横断歩道に接近する場合、道
路交通法では下記のことが求められています。
①横断する歩行者や自転車がいないことが明
らかな場合を除き、停止できる速度で走る
②横断しようとする歩行者などがいる場合は
一時停止する
交通ルールを守り、思いやりのある運転を
心がけましょう。

問 塩釜商工会議所女性会☎367-5111
□

■防火標語募集
募集期間 12月10日㈭〜令和3年
1月8日㈮※当日必着
応募方法 官製はがきに標語、住所、
氏名(フリガナ)、年齢、職業、電話
番号を明記し下記まで
〒985-0021塩竈市尾島町17-22
消防本部予防課指導係
※応募は塩釜地区消防事務組合管内
に在住、在学、在勤の方で、一人１
点(未発表のもの)
※入選作品は作者の氏名などを記載
の上、火災予防広報に広く使用し
ます。同意いただける方のみ応募
ください
※詳しくは当組合HPをご覧ください
問 消防本部予防課☎361-1617
□

歩行者がいる横断歩道で一時停止する率
ベスト３

ワースト３

１位 長野：72.40％
2位 兵庫：57.10％
3位 静岡：54.10％

1位 宮城：5.70％
2位 東京：6.60％
3位 岡山：7.10％

←日本自動車連盟「信
号機のない横断歩道で
の歩行者横断時におけ
る車の一時停止状況全
国調査（2020年調査結
果）」より

問 市民安全課市民生活係☎355-6486
□

■令和3年版みやぎ手帳販売中
販売場所 市役所1階売店(9:00〜16:00)
価
格 600円(税込)
規
格 8.8㌢×15.5㌢
※在庫が無くなり次第販売終了
問 政策課市政情報係☎355-5749
□

■Let s Buy!しおがま商品券の
使用期限は12月６日㈰まで！
８月に販売した「Let s Buy!しお
がま商品券」はまもなく期限切れ
となります。ぜひ、ご利用ください。
問 商工港湾課商工係☎364-1124
□

市立病院 News

環境課ワンポイント通信 №193

○冬に多い脳卒中 〜脳検診のススメ〜

マイバックを活用しレジ袋を削減しましょう！

冬は室内外の寒暖差の影響で
血管に大きな負担がかかります。
脳梗塞や脳出血を起こす危険性
が高まり、特に帰宅時の玄関先や
入浴時などは要注意です。
脳検診を受けて脳の血管の状態
を確認し、脳卒中の予防や健康管理に役立てましょう。

■「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。緊急の場合
はお電話ください。
問 市立病院☎364-5521
□

⓯
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レジ袋を減らすとどうなるの？
☆石油資源の消費が抑制されます。
☆レジ袋を作るときに発生する二酸
化炭素(CO2)の排出を減らせます。
地球にやさしい社会へ
レジ袋を断ることは誰でも、すぐに、簡単に取り組む
ことができる身近な「エコ」です。みんなの心に、地球に
やさしい「エコ」の意識が芽生えます♪
問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379
□

12月のお知らせ

■令和３年度 塩竈市会計年度任用
職員（保育士）募集

■要介護度による障がい者控除対象
者認定書の交付
要介護認定者本人または認定者を
扶養している方が、所得税などで所
得控除の申告をする際に必要な「障
がい者控除対象者認定書」を交付し
ます。ただし、身体障がい者１・２級
の手帳をお持ちの方は、手帳の提示
で所得控除が受けられるため、認定
書は不要です。
認定内容
①特別障がい者控除対象者
要介護度３・４・５、要介護度１・２
で寝たきり度Bランク以上または
認知症度Ⅲランク以上の方
②障がい者控除対象者
要介護度１・２の方
問 長寿社会課介護保険係☎364-1204
□

職種 勤務時間
7時間45分
（週5日）
保育士
（7：30〜19：15の間）

③

■学校栄養士募集
雇用期間 随時〜令和3年3月31日
募集人数 １人
資格条件 栄養士資格
勤務場所 塩竈市立第一小学校
勤務時間 8:15〜16:00（実勤務7時間）
賃
金 月額 176,600円
任
用 会計年度任用職員
選考方法 書類審査と面接
申
込 履歴書、栄養士資格の写
しを下記まで提出
問・申込 教育総務課保健食育係☎355-8461

朝2時間（7：30〜9：30）
夕4時間（15：15〜19：15）
延 長
計6時間（週5日）
保育士
㈯のみ 7時間45分
（7：30〜17：15または7：30〜18：15の間）

②

募集・案内

①

生活情報

雇用期間

令和3年4月1日〜令和4
年3月31日
募集人数 ①20人②5人③5人
資格条件 保育士資格
勤務場所 市内の公立保育所
賃
金 ①月給195,500円
②月給151,400円
③時給1,210円
社会・雇用保険加入・期末手当交通費
支給・休暇制度あり
任
用 会計年度任用職員
募集期間 随時
選考方法 書類審査と面接
申
込 申込書（子育て支援課で
配布）、保育士証の写しを
持参の上、下記まで
※詳細は問い合わせください
問 子育て支援課保育係☎353-7797
□
■藻塩の里12月の余暇活動
市内在住の障がい者の方ならどな
たでも参加できます。
と き 12日㈯ 9：00〜サロン
都合の良い時間においでく
ださい

※各活動は1時間程度です
※コーラスの開催は未定です
問 地域活動支援センター
「藻塩の里」
□
☎361-0631 FAX361-0632
■令和3年塩竈市成人式は二部制で実施します
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため二部に分けて開催します。
と き 令和3年１月10日㈰
ところ 塩釜ガス体育館
第一部 対象：第三中学校・玉川中学
校・浦戸中学校の卒業生
・受付12:30 ・開式13:00
第二部 対象：第一中学校・第二中学
校の卒業生、および外国人技能実
習生など
・受付14:30 ・開式15:00
対 象 平成12年4月2日〜平成13
年4月1日までに生まれた市内在
住、または本市成人式に出席希望
する方
※市内在住の方には12月中に案内
状を送付します
※市外から出席を希望する方は生涯
学習課まで連絡ください
※自家用車での来場はご遠慮ください
※当日はマスクを着用してください
咳や発熱（37.5度を超える場合）
などの症状がある場合は参加をご
遠慮ください
※感染状況によっては、中止する場
合もあります
※詳しくは、市HPまたは案内状をご
覧ください
問
□ 生涯学習課学習支援係☎362-2556
Eメール：e̲edu@city.shiogama.miyagi.jp

寄付していただきました

同一労働・同一賃金等への対応はお済みですか？
〜令和3年4月1日、パートタイム・有期雇用労働法が全面適用されます〜
ポイント１

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合
理な待遇差が禁止されます。

ポイント２

事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めが
あった場合、
「正社員との待遇差の内容や理由」などの
説明をしなければなりません。

ポイント３

職場のトラブルの紛争解決援助が利用できます。
問 宮城労働局雇用環境・均等室☎299-8844
□

＜市へ＞
●東日本自動車学校
●㈱光伸真珠
●長谷川まつ子さん
＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校
●佐藤忠一さん
●三條澄子さん
●鈴木宏さん
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
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お 知 ら せ
のりた

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載した内容が変更となる
場合があります。

さ上げや擁壁の復旧などに対する支
費や資金借入に伴う利子相当額を補
助します。期限直前での申請は不足
援制度です。
資料などが確認された場合、申請に
受付期限 令和3年3月31日（工事
■償却資産（固定資産税）の申告
支障をきたす可能性があります。お
令和3年1月1日現在、市内に固定 完了後の実績報告書の提出期限）
資産税の対象となる償却資産（事業 ※完了した工事も対象となりますが、 早めに申請してください。
対 象 被災した住宅が持家で、津
原則、工事が始まる前に相談ください
用の機械、備品、構築物など）を所有
波により全壊、大規模半壊または
している方は、申告が必要です。12 防災対策工事
半壊で解体された方
月中旬に申告書を送付しますが、申 対象者 半壊以上の判定を受け、住宅再
申請期限 令和3年3月31日㈬
建のために下記工事を実施する所有者
告の必要な方で、用紙が届かない場
対象宅地 個人が所有する居住に供
合は連絡ください。
①住宅取得（取得補助） 250万円
する宅地（営利を目的とする貸家、事
また、インターネットを利用した
②住宅・土地取得
業所、非住家などの宅地は対象外）
電子申告も受け付けます。
708万円
（取得補助・利子相当額補助）
対象工事・助成内容（対象経費の２分
申告期限 令和3年2月1日㈪
の１を助成）
問 税務課固定資産税係☎355-5934
□
③がけ地近接等危険住
(1) かさ上げ工事（上限20万円）
宅移転事業の遡及適用
708万円
住宅・土地取得
■東日本大震災による固定資産税・ (2) かさ上げに伴う擁壁工事（上限
（取得補助・利子相当額補助）
100万円）
都市計画税の軽減措置
(3) 高基礎工事（上限100万円）
東日本大震災によるり災調査の判
※詳しい申請基準は問い合わせください
定が半壊以上の方は、家屋を取り壊 ( 4 ) 曳 き 家 又 は 揚 げ 家 工 事（ 上 限
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□
300万円）
した場合や被災した土地・家屋の代
替えとして資産を取得した場合、軽 被災宅地復旧工事（擁壁など）
■災害援護資金貸付金の償還期限を
対象者 被災した宅地の所有者、管
減措置を受けられることがありま
ご確認ください
理者など
す。すでに申告済みの方は、新たな申
東日本大震災に係る災害援護資金
対象宅地 個人が所有する居住に供
告は不要です。
貸付金を利用された方に、納期が到
する建築物がある一団の土地（営
問 税務課固定資産税係☎355-5934
□
来する前に納付書を送付していま
利を目的とする貸家、事業所、非住
す。期限内に償還してください。償還
家などの宅地は対象外）
■家屋を取り壊したときは届け出を
が困難な方は事情を聞き取りのうえ
家屋を取り壊した方は、税務課固 対象工事・助成内容（対象経費の2分 「分割償還」などの手続きができま
の1を助成、上限150万円）
定資産税係に家屋滅失の届出が必要
す。電話予約のうえ、窓口にお越しく
のり面の保護工事、擁壁の設置又
です。なお、登記されている家屋は、
ださい。また、元金の全額または一部
を支払うことで、利子の再計算を行
は補強・補修工事など
法務局で「滅失登記」の手続きも必要
う「繰上償還」
もできます。
です。
問 都市計画課総務係☎364-2510
□
相談開設
平日9:00〜16:00
問 税務課固定資産税係☎355-5934
□
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□
■津波被災住宅再建支援事業の申請
期限が近づいています
■宅地防災対策支援事業の申請期限
津波で被災した世帯の方で、市内
が近づいています
10月の放射線測定結果
に住宅を建設・購入した場合、取得経
東日本大震災で被災した宅地のか
◇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。
東日本大震災災害義援金（第12次配分）を支給しました
◇水道水中および公私立保育所
※振込先口座に変更があった方は、届け出が必要です
（園）
・学校給食で放射性物質は
検出されませんでした。
支給対象
義援金受付団体
宮城県
※詳細は市ホームページ(震災関
第12次配分 第11次配分
連情報)で公開しています
死亡・行方不明者
5,000円
人的被害
災害障害見舞金対象者
5,000円
12月の納期限
全壊
5,000円
1,000円
津波浸水区域にお
○固定資産税・都市計画税（4期）
ける住家被害
大規模半壊
3,000円
1,000円
○介護保険料（5期）
○後期高齢者医療保険料（6期）
全壊
5,000円
その他の住家被害
○国民健康保険税(9期)
大規模半壊
3,000円
納期限は12月25日㈮です
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□

生活情報
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