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■(特別)児童扶養手当のお知らせ
①児童扶養手当（母子・父子のひとり親家庭など）
　12月期(8～11月分)の手当を12
月9日㈮に指定口座に振り込みます。
②(特別)児童扶養手当証書の交付
　8月に実施した現況届と所得状
況届で、支給対象となる受給者の方
に証書を交付しています。まだ受け
取られていない方は通知はがきと
認め印をお持ちください。
□問 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■償却資産（固定資産税）の申告を 
　お願いします
　平成29年１月１日現在、市内に固
定資産税の対象となる償却資産（事
業用の機械、備品、構築物など）を所
有している方は、申告が必要です。
　12月中旬に申告書を送付します
ので、申告の必要な方で用紙が届か
ない場合はご連絡ください。
　また、インターネットを利用した

電子申告も受け付けます。
申告期限　平成29年１月31日㈫
□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
定が半壊以上の方が、新たに資産（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。詳細は問
い合わせください。すでに申告済みの

12月の納期限 　
○国民健康保険税(9期)　　     
納期限は12月26日㈪です

方は、新たな申告は必要ありません。
○被災した所有住宅用地に代わる
「土地」を取得した場合、更地であ
っても住宅があるものとみなし
て、３年間土地の固定資産税が軽
減されます。
○被災した所有家屋に代わる「家
屋」を取得した場合、その家屋に
係る税額のうち、一部が６年間軽
減されます。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 相 談
職 業 相 談
青 少 年 悩 み 事 相 談
学校心理士教育相談
不 登 校 相 談
育 児 相 談
禁 煙 相 談
家 庭 児 童 相 談
介 護 保 険 相 談
成 人 健 康 相 談
ひきこもり･思春期・こころの相談
HIV抗体検査・肝炎検査・骨髄バンク登録など
ア ル コ ー ル 相 談
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬･猫の引き取り（有料） 

無 料 法 律 相 談

警 察 総 合 相 談

毎週火曜日
毎月第２･第４火曜日
平日毎日

平日 （㈭を除く）
平日毎日
平日毎日

毎週木曜日・第３週のみ㈬
平日毎日
平日毎日

平日毎日
平日毎日
12月19日㈪
12月6日㈫

12月7日・21日㈬
12月22日㈭
12月14日㈬
12月6日㈫・19日㈪
12月15日㈭
平日毎日

12月22日㈭

毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　8:30～17:15
　9:00～16:00
　9:00～17:00
　9:00～15:00
　9:00～17:00
予約制  

  8:30～17:15
  8:30～17:00
予約制（13:00～15:00）
予約制
予約制
予約制

13:00～15:30
10:00～15:00
予約制

 8:30～17:15

13:30～16:00

24時間対応

身体障害者福祉協会（北浜４-6-52）
生活介護事業「あすなろ」（塩釜ガス体育館となり）
市民相談室　電話でもどうぞ
市民相談室　電話でもどうぞ
ハローワーク塩釜（塩釜公共職業安定所）
青少年相談センター （公民館）
青少年相談センター（公民館） 予約制
けやき教室（公民館本町分室） 
しおがま子育て支援センター
保健センター
ファミリーダイヤル　子育て支援課（壱番館1階）
長寿社会課（壱番館1階）
保健センター
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）※前日までに予約
保健センター
市民相談室
仙台法務局塩竈支局（袖野田町3-20）
宮城県母子・父子福祉センター（宮城野区安養寺） 
塩釜保健所（北浜4-8-15）※引き取りは有料
本庁２階会議室　※裁判･係争中のもの･法人･営利に関しては対象外。
事前手続きが必要〈予約は12月1日㈭9:00から市民相談室で受け付け〉 
受付は警察相談センター ☎266－9110 DVやストーカー被害でお困りの方などは相談を

場　　　　所日　　　時相　談　内　容
☎/ＦＡＸ362－6865
☎361-9981 ＦＡＸ361-9982
☎355－6913 
☎355－6918
☎362－3361
☎363－3715
☎364－7445（予約専用）
☎364－5141
☎363-3630 FAX363-3631
☎364－4786
☎364－1178
☎364－1204
☎364－4786
☎365－3153
☎363－5504
☎364－4786

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

　市政に関する情報やイベント情報、冠水や通行止めに関する災害情報など、
担当部課ごとにフェイスブックを開設し、随時情報発信しています。
　「塩竈市facebook運用一覧」と検索するか市ホームページ(トップペー
ジ)からアクセスしてください。
□問 政策課市政情報係☎355-5728

やっています！

「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルに注意!!
　「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理できる」
などと勧誘する手口の相談が寄せられています。勧誘され
ても安易に契約してはいけません。
　分からない場合は、保険会社や代理店に相談しましょう。
　また、少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活相談室に相談ください。
□問 塩竈市消費生活相談室☎355-6918
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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
　診療時間9:00～17:00
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）18:30～21:30
　診療時間19:00～22:00

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

月のお知らせ12  

　※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。

受付／9:00～15:00

■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出をお
願いします。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

■法定調書にマイナンバーの記載 
　が必要です
　マイナンバー制度の導入により、
平成28年1月1日以後に支払いが確
定した報酬や不動産の賃借料など
にかかる法定調書には、支払いを受
ける方の住所、氏名のほか、マイナ
ンバーの記載が必要になりました。
　報酬などの支払いを受ける方は、マ
イナンバーの提供が必要になります。
　詳しくは、国税庁ホームページ
(www.nta.go.jp)をご覧ください。
□問 塩釜税務署☎362-2151

■要介護度による障害者控除対象
　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
得控除申告をする際に必要な「障害
者控除対象者認定書」を交付します。
　ただし、身体障害者１・２級の手
帳を交付されている方は不要です。
□問 長寿社会課介護保険係☎364-1204

■冬期間の公園内の水飲み場とト
　イレ利用を休止します　
期　間　12月上旬～平成29年3月下旬
※伊保石公園内のピクニックロード
は降雪や凍結時には閉門しますので、
車両の通行ができません。また、閉門

時はピクニック区内にあるトイレも
閉鎖しますので利用できません。
□問 伊保石公園管理事務所☎364-1200

■塩竈ニコニコ2割増商品券の使
　用期間は12月31日まで 
　商品券の使用期間は、12月31日㈯
までです。商品券の払い戻しはできま
せんので忘れずにご使用ください。
□問 塩釜商工会議所☎367-5111

■宮城県最低賃金の改正
特定(産業別)最低賃金/時間給
①鉄鋼業　847円　
②自動車小売業　815円

わかりん

③電子部品等製造業　798円
効力発生日　平成28年12月15日
□問 宮城労働局賃金室☎299-8841

■「人権なんでも相談所」を開設
　「第68回人権週間(12/4～10)」に
ちなんで、無料相談所を開設します。
　夫やパートナーからの暴力、お年
寄りや子どもへの虐待、会社などに
おけるセクシャル・ハラスメント、
近隣トラブルなど人権に関する悩
みなどがありましたら、お気軽に相
談ください。秘密は厳守されます。
と　き　12月6日㈫ 10:00～15:00
ところ　仙台法務局塩竈支局
□問 塩釜人権擁護委員協議会☎362-2338

　

12月4日㈰
11日㈰

　18日㈰
23日(金・祝)
　25日㈰
31日㈯

1月1日㈰
2日㈪
3日㈫

渋井歯科医院
誠寿歯科医院
そうま歯科医院
千葉歯科医院
成沢歯科医院
藤原歯科
引地歯科医院
サンフィッシュ・ミウラ歯科
はぎわら歯科医院

塩竈市宮町4-9
多賀城市高橋2-19-20
利府町青山3-40-3
塩竈市東玉川2-31
多賀城市新田字後12-12
多賀城市伝上山2-31-45
塩竈市藤倉2-3-11
多賀城市下馬3-21-18
多賀城市町前3-1-17

☎362-0637
☎368-5588
☎356-1484
☎362-5253
☎389-1015
☎366-4481
☎367-1774
☎366-6060
☎366-6400

注意！　　　火災が増加しています

JR仙石線

●赤石病院
至松島国道45号線

●
坂総合病院

●GS

休日急患
診療センター
（医師会館1F）

下馬駅
西塩釜駅

　塩釜地区では、今年に入って37件（10月末現在）の火災が発生しており、
昨年同期と比べ11件増加しています。
　主な火災原因は「放火」が第１位で、「電気関係」「ストーブ」「こんろ」など
も上位を占めています。
　12月になると暖房機器などの使用が増え、空気も乾燥していますので、
火の用心を心がけましょう。
　住宅用火災警報器は、住宅火災防止の切札ですので、設置されていないお
宅は、早急に設置してください。また既に設置されている方は、定期的なお
手入れと点検をお願いします。
　住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
３つの習慣
〇寝たばこは絶対やめる　　〇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、近所の協力体制をつくる
□問 消防本部予防課☎361-1616
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月のお知らせ12

インフルエンザの予防接種を行っています

と　き　12月17日㈯ 10:00～12:30
ところ　マリンゲート塩釜マリンホール
※入場自由、駐車場に限りがあります
　ので公共交通機関を利用ください。
□問 政策課企画係☎355-5631

■海岸通地区の都市計画変更素案
　の説明会
と　き　12月15日㈭ 18:30～
ところ　壱番館５階会議室
□問 (都市計画に関すること)
　 都市計画課まちづくり推進係☎364-2510
    (事業に関すること)
    復興推進課再開発推進室☎355-6581

■第36回全国中学生人権作文コン
　テスト塩釜地区大会表彰式・人権
　啓発講演会の開催
と　き　12月９日㈮ (開場14：00)
ところ　遊ホール（壱番館5階）
第1部 14:30～　
人権作文コンテスト塩釜地区大会表彰式
第2部 15:30～　　　　
・塩釜高校合唱部アトラクション
・人権啓発講演会「命の大切さ」
 講師　伊東毅浩さん
　　　 (南三陸教育事務所次長)
□問 市民安全課市民生活係☎355-6486

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■平成29年度公立保育所臨時保育
　士、用務員、調理補助員募集

職　　種　①～④保育士(要保育士資格)
　　　　　⑤用務員　⑥調理補助員
雇用期間　平成29年4月１日～
　　　　　平成30年3月31日まで
募集人数　①40人程度②～④10人程度
　　　　　⑤⑥1人
賃　　金　①～④ 時給1,100円
　　　　　⑤⑥ 時給800円
募集期間　12月1日㈭～9日㈮
申　　込　申込書(問い合わせ先で配
布)、①～④の方は保育士証の写し、また
は卒業見込証明書も持参の上、下記まで。
□問 子育て支援課保育係☎353-7797

■平成28年度陸上自衛隊高等工科
　学校生徒(一般)募集
受付期間　平成29年1月6日㈮まで
応募資格　中卒(見込含む)17歳未満の男子
※募集人数、試験日などは問い合わ
　せください。
□問 自衛隊宮城地方協力本部仙台募集    
    案内所☎284-5001・284-5018

■放課後児童(仲よし)クラブ支援
　員および補助員募集
雇用期間　平成29年3月31日まで
雇用形態　週５～６日（月～土、シフト制）
賃金など　①支援員 時給1,000円
②補助員時給800円 交通費支給有
申　　込　履歴書持参または郵送
※応募資格などは問い合わせください。
問・申込 藤倉児童館☎366-3003
〒985-0004塩竈市藤倉2丁目2-12

■防火標語募集
募集期間　12月12日㈪～平成29年1月12日㈭
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、〒985-0021塩竈
市尾島町17-22「防火標語募集係」
へ。応募は一人１点。
※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。
□問 消防本部予防課☎361-1617

■第５次塩竈市長期総合計画中間報告会
　長期総合計画前期5カ年（平成23
年～27年度）の取り組みに関する
中間報告および計画策定委員との
意見交換を公開形式で行います。

市立病院News

〈市へ〉
●岡村健司さん　●加藤正明さん
●小谷　昭さん　●佐藤健次郎さん
●鈴木　秀さん　●須田陽一さん
●斜森　宏さん　●中下三郎さん
●生川　博さん　●東日本自動車学校
●NPO法人丹南市民自治研修センター
●日本吟詠同好会　●㈱MUJI HOUSE
●塩釜聖光幼稚園　●浄源寺
●南城市まつり実行委員会

〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん　●菅原モリさん
●千葉賢治さん
●東日本自動車学校

受付時間（内科）　月～金（祝日を除く）　
　7：30～11:30（診察・接種9：00～）12：00～16:00（診察・接種14：00～）
受付時間（小児科）　※電話予約受付は15:00～17:00
　13:00～14:00(接種13:30～)　㈪・㈫・㈬・㈭のみ予約制
  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

7時間45分※月～土の間の5日間
(7：30～19：15の間)
７時間45分㈯(7:30～17:15)
平日4時間(15:15～19:15)
平日3時間（16:15～19:15）
月～土　２時間(7:30～9:30)
週5日7時間(8:30～17:00の間)
週5日3時間(8:30～11:30の間)

①

②

③

④
⑤
⑥

勤　務　時　間

　本市人権擁護委員の齋藤廣
子さん(写真左から3番目)が、
基本的人権の擁護と自由人権
思想の普及高揚に貢献された
功績により、法務大臣賞表彰を
受賞されました。

市町村交通事故防止コンクール 第2位（塩竈市）
交通安全功労者　石川としこさん

■第47回宮城県交通安全県民大会
　宮城県知事表彰

■平成28年度交通安全ポスター作文
　コンクール表彰

■法務大臣表彰

宮城県知事賞　佐藤澪さん（三小4年）
宮城県交通安全協会長賞　　三橋陽さん（三小4年）

みお

はる

インフル市立病院News

受賞されました。

ンザの予防接種を行っています
く）

城県交通安全協会長賞　 三橋陽さん（三小4年）

石川さん 佐藤さん 三橋さん
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□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 

　廃棄物を野外で焼却する野焼きは法律で禁止されています。野焼きによ
って生じる煙やにおいは周辺の住民への迷惑となります。また、これから
は空気の乾燥する季節となり、火災の恐れもありますので、絶対にやめま
しょう。
　もし、まわりで廃棄物の野焼きを行っているような場合は、環境課へ連
絡ください。ご協力お願いします。

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などをお寄せください。 
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月のお知らせ12  

◇空間ガンマ線線量率は屋外制
　限値を大きく下回っています。
◇水道水中に放射性ヨウ素およ
びセシウムは検出されません
でした。
◇公私立保育所（園）・学校給食で
放射性セシウムは検出されま
せんでした。
※詳細は市のホームページで公
　開しています

10月の放射線測定結果

かきたん

■藻塩の里12月の余暇活動
と　き　①9日㈮13:30～スポーツ教室
　　　　②13日㈫13:30～書道教室
　　　　③17日㈯9:00～サロン
ところ　①塩釜ガス体育館
　　　　②③地域活動支援センター
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
　 ☎361-0631 FAX361-0632

■第２回高次脳機能障害者家族交流会
と　き　12月14日㈬ 10：00～11：30
ところ　仙台保健福祉事務所黒川支所
　　　　(富谷市ひより台2丁目42－2)
内　容　座談会「ご家族の想いを語りましょう」
助言者　①佐々木智賀子さん(みや
ぎ高次脳機能障害ピアサポートチ
ーム七夕代表)②宮城県リハビリテ
ーション支援センター職員
※参加無料
問・申込 生活福祉課障がい者支援係
　　　  ☎364-1131
仙台保健福祉事務所☎365-3153
仙台保健福祉事務所黒川支所☎358-1111

■塩釜市シルバー人材センター入会説明会
と　き　12月15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

■認知症カフェ「しゃべり場 壱休庵」
と　き　12月13日㈫ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
対　象　認知症に関心のある方、相
　　　　談したい方
参加費　300円
□問 塩竈市北部2地区地域包括支援センター
　 ☎362-1911

■「オレンジリングメイト」
　認知症家族とのふれあい広場
と　き　12月21日㈬ 12：00～14:30
ところ　グランドパレス塩釜
内　容　クリスマス会
対　象　認知症のご家族を介護してい 
　　　　 る方、認知症に関心のある方
参加費　1,404円(食事代)
定　員　15人
申　込　12/15㈭まで電話か直接窓口で
問・申込 塩竈市北部２地区地域包括支援センター
           ☎362-1911

■平成29年塩竈市成人式
と　き　平成29年1月8日㈰ 13:30開式
ところ　塩釜ガス体育館
対　象　平成8年4月2日～平成9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の方
※市内在住の方には12月中に案内状を
　お送りします。市外から出席希望の方
　は生涯学習課まで連絡ください。
※来場の際は、公共交通機関を利用
　ください。
□問 生涯学習課学習支援係☎362-2556
Eメール：e_edu@city.shiogama.miyagi.jp

と　き　12月23日（金・祝）
　　　　9:30～12:00、13:00～16:00
ところ　JR本塩釜駅アクアゲート口
　　　　※駐車場なし

松木　きくの さん
（大正５年11月15日生まれ）

塩竈市杉村惇美術館
特別企画展「 写実を超えて　― 静物学者・杉村惇　見果てぬ到達点 ― 」
　塩竈の地を足がかりに活躍した杉村惇画伯が、その生涯をかけて追求し
た静物画の奥深い魅力を、仙台市所蔵の作品群で味わいます。
と　き　１月22日㈰まで　※月曜日、祝翌日、年末年始（12/28～1/4）休館
観覧料　一般500円　大学生・高校生400円　中学生以下無料　
ギャラリートーク　※要観覧料、事前予約不要
①早坂貞彦さん（東北生活文化大学名誉教授・行動美術協会会員）
　12月10日㈯ 13:00～14:00　
②杉村豊（杉村惇美術館名誉館長） 12月17日㈯   　  11:00～12:00　
③杉村惇美術館学芸員　　　　　 12月23日（金・祝） 13:00～14:00
関連ワークショップ「タネから描こう！ りんごのパステル画」
と　き　12月17日㈯ 13:00～15:00　
講　師　さとう芳子さん（臨床美術士・アトリエ愉）
参加費　茶菓子代200円　※事前予約必要

定期講座「木版画でブックカバーをつくろう～冬の景色～」※事前予約
と　き　12月11日㈰ 11:00～12:30、14:00～15:30　受講料　1,500円
□問 塩竈市杉村惇美術館☎362-2555

松木　きくの さん
（大正５年11月15日生まれ）
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