
 

３月のお知らせ

※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

■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㈮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！

6日㈯10：00、13日㈯19:00、
19日㈮10：00、24日㈬19:00
20日㈯10:00～12:00
4、18日㈭10:00～11:30
12、26日㈮10:00～11:30
3、24、31日㈬10:00～11:15

1、8、15、22、29日㈪
19:15～20:30
12、26日㈮13:30～15:00

27日㈯9:00～11:45

1,100円

400円
650円
400円
650円

650円

予約制

当日可

予約制

高校生以上

20歳以上
20歳以上
20歳以上
20歳以上

20歳以上

どなたでも

トレーニング講習会

ノルディックウォーキング
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

家族みんなでスポーツDAY

事　　業　　名　　　　　　　　　 　日　　時　　　 　　　  対　象　　   定  員　  参加費　  申 込

大人300円
小中高200円
未就学児無料

芸　　術芸　　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）　
■若手アーティスト支援プログラム 
　Voyageかんのさゆり・菊池聡太朗
　展「風景の練習　Practicing 
　Landscape」
　写真家・かんのさんによる、震災後
に現れた風景、新しい住宅地などの
写真と、建築／美術作家・菊池さんに
よる、増改築を繰り返す迷路のよう
なある家の記録を元に塩竈でのリサ
ーチ要素を加えたインスタレーショ
ンで構成する二人展。
と　き　開催中～3月28日㈰
　月曜休館10:00～17:00（入館受
付は16:30まで）

１団体のみ      　　　　　　―  

スポーツスポーツ
塩釜ガス体育館

☎362-1010　FAX362-1099

■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）

ユープル（温水プール）
☎363-4501　FAX366-0281

10人

10人
20人
20人
20人

20人

150人

観覧料　一般500円、大学生・高校生
400円、メンバーシップ・中学生以
下無料 ※常設展込

■関連企画 クロストーク 畠山直哉
　×かんのさゆり×菊池聡太朗
　写真家・畠山直哉さんをお招きし、
刻々と移り変わっていく現代の風景
について語り合います。
※日時詳細はHP参照

■歴史的建造物リサーチプログラム
　「勝画楼の記憶から」
　「Voyage」の過去出展作家2人な
らびにJUNBIサポーター（美術館の
ボランティアスタッフ）と協働し、江
戸時代の書院建築「勝画楼」のリサー
チを実施。陶芸、絵画、文章、サウンド
レコーディングなど、さまざまな表

現から、新たな視点で塩竈の歴史的
建造物巡りをお楽しみください。
と　き　3月13日㈯～31日㈬
展示場所①　旧亀井邸10:00-15:30 
休館日 ㈫～㈭　入場無料

　出展作家 氏家昂大さん（陶芸家）、
田中望さん（画家）
展示場所②　壱番館北側ショーウィンドウ展示
　JUNBIサポーター デロスアンジ
ェルースサットさん（制作）、坂爪
奈央子さん（翻訳）

■関連イベント「勝画楼見学会&プロジェ
クトメンバーによる勝画楼調査報告会」

と　き　3月20日㈯ 13:00～15:30
参加費　300円(要予約　先着20人)
集合場所　鹽竈神社東参道入り口
申　込　電話またはEメールにて
　※詳細は杉村惇美術館へ問い合わ
せください

　体育館・温水プールでは、新型コロナウイルス感染症予防措置を講じ
各教室など開催しています。各教室などの情報は、HPをご覧ください。

〇イベント・教室の詳細情報はホームページをご覧ください

体育館・温水プールHP

▲
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■新型コロナワクチン接種業務（接
　種補助業務）職員募集
雇用期間　４月１日～７月31日
資格条件　准看護師・看護師資格
勤務場所　塩竈市、多賀城市、松島町、
七ヶ浜町、利府町のワクチン接種
会場（集団接種）
勤務時間　①9:00～12:00②13:00
～16:00③9:00～16:00
賃　　金　①と②5,700円③11,400円
応募書類　履歴書、資格の写し
問・申込　宮城県塩釜医師会☎364-3301
　　　　 塩竈市錦町7-10

■市民健康診査の申し込みをお忘れ
　なく
　３月中旬、「市民健康診査調査兼申
込書」を郵送します。申し込みの有無
にかかわらず、記載された家族全員
の必要事項を記入し、提出してくだ
さい。
提出方法　3月24日㈬までに保健セ
ンターへ郵送してください。
□問保健センター☎364-4786

■経済センサス－活動調査員募集
資格要件　20歳以上の健康な方で、
警察、選挙に直接関係のない方
業務内容　市内の事業所を対象に担
当調査区への調査書類の配布・回
収、書類整理など
業務期間　5月中旬～7月上旬
報　　酬　4万円程度（調査事業所数
によって異なる）
□問政策課市政情報係☎355-5749

■令和3年度塩 市会計年度任用職 
　員募集（事務及び窓口業務の補助）
雇用期間　令和3年4月1日～令和4
　　　　年3月31日
募集人数　9人
勤務場所　保険年金課
業務内容　窓口業務の補助、および
保険年金課所管業務の事務補助
賃　　金　月給113,200円　
　社会・雇用保険加入、期末手当・交
通費の支給、休暇制度あり
選考方法　面接　資格条件　なし
申　　込　履歴書に必要事項を記入
のうえ、市役所（総務課もしくは保
険年金課）に郵送か持参ください。
申込締切　3月5日㈮午前中必着
□問保険年金課総務係☎355-6497

■令和３年度 塩 市会計年度任用
　職員（保育士）募集

雇用期間　令和3年4月1日～令和4 
　　　　　年3月31日
募集人数　①2人②2人③3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
　①～②社会・雇用保険加入・期末手当
　①～③交通費支給・休暇制度あり

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う
え、子育て支援課まで。
※詳細は問い合わせください
□問子育て支援課保育係☎353-7797

■塩 地区休日急患診療センター医
療事務員(会計年度任用職員)募集
雇用期間　随時～令和3年3月31日
資格条件　医療事務資格または、1年
以上の医療事務実務経験を有する者
勤務場所　塩 地区休日急患診療セ
ンター（錦町7-10）
勤務時間　土曜日：18:30～22:30
　　　　　日・祝日：8:30～17:00
賃　　金　時給1,300円
選考方法　書類審査と面接
申　　込　履歴書、資格の写しを下
記まで提出
□問保健センター☎364-4786

■令和3年度自衛官等募集
募集種目と受付期間
〇幹部候補生
　3月1日㈪～4月28日㈬
〇一般曹候補生
　3月1日㈪～5月11日㈫
〇自衛官候補生
　年間を通じて受け付け
〇予備自衛官補（一般・技能）
　1月6日㈬～4月9日㈮
※応募資格、採用予定人員、試験日な
ど詳細は問い合わせください
□問自衛官宮城地方協力本部仙台募集
　案内所☎284-5001・284-5018

 

３月のお知らせ

　車のアイドリングの音に
関するお悩みの相談が多く
なっています。特に早朝や夜
間にアイドリングを行うの
は、睡眠の妨げにもなります
のでご注意ください。また、
アイドリングをやめること
で、二酸化炭素（CO2）の排出
を抑え、環境保全にもつなが
ります。

　人間ドックや健康診断で、「再検査」などが指摘され
た場合は、自覚症状がなくても早期に受診しましょう。
再検査は病気の予防と早期発見が目的で、治療が必要
かどうか詳しく調べるためものです。
　健診結果をもう一度ご確認いただき、まだ受診され
ていないときは、お気軽に問い合わせください。

□問環境課環境企画係☎365-3377 □問市立病院☎364-5521
　

○在宅医療のご案内

■「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。

車の無駄なアイドリングはやめましょう！○人間ドックや健康診断の再検査はお済ですか？

環境課ワンポイント通信 №196環境課ワンポイント通信 №196市立病院 News市立病院 News

募集・案内募集・案内

勤務時間
7時間45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）

㈯のみ 7時間45分
（7：30～17：15の間）

職種

保育士

延　長
保育士

①
　
　 

②   

　
③

広報しおがま2021年3月号15



■令和３年度から市立小中学校にお
　いて２学期制がスタート！
　令和3年度からの中学校における
新学習指導要領の全面実施（小学校
は令和２年度から）に伴い、令和3年
4月1日から、市内小中学校における
現行の3学期制を見直し、2学期制を
導入します。
１学期　4月1日～10月第2月曜日
２学期　10月第２月曜日の翌日～
　翌年３月31日
長期休業
・夏休み（２日間短縮）
　7月21日～８月23日
・秋休み（新規）
　10月の第２月曜日の２日前～２
日後（５日間）
※令和3年度の秋休みは、祝日の変
更があるため10月9日から12日
までの4日間

・冬休み・春休み（変更なし）
□問学校教育課学校教育係☎365-3216

■引っ越しに伴う手続きはお早めに
　引っ越しに伴う水道使用の開始、
中止の連絡は早めにお願いします。
　土日祝日・夜間の受け付け、作業は
できません。
□問水道お客さまセンター☎364-1411

■令和3年度市民清掃の日程
　今年の市民清掃は以下の日程で行
います。（ ）内は予備日
第1回　4月11日㈰（4月18日㈰）
第2回　6月27日㈰（7月4日㈰）
第3回　10月10日㈰（10月17日㈰）
※小雨決行。雨が強いときは翌週へ
順延。詳細は、実施月の広報しおが
まおよび「市民清掃のお知らせ（町
内会回覧版）」をご覧ください
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

■令和3年度「生活ごみ収集カレンダー」
　収集日や正しい分別方法が分から
ないときは、「ごみの出し方虎の巻」
や市ホームページを確認するか、環
境課に問い合わせください。分別を
正しく行いましょう。
※「生活ごみ収集カレンダー」は、下記
の施設にも設置しています
設置場所
　市役所本庁舎、協働推進室、市民図
書館、保健センター、伊保石公園、エ
スプ、公民館(東玉川町)、塩釜ガス体
育館、水道部庁舎、みやぎ生協サービ
スカウンター(栄町店)
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

■3月4日の防災行政無線の正午の
試験放送を停止します
　県公立高等学校入学者選抜第一次
募集学力検査のため、3月4日㈭に市内
全域の正午の試験放送を停止します。
※追試験を実施した場合、3月10日
㈬も市内全域の正午の試験放送を
停止することがあります。
□問市民安全課防災係☎355-6491

■藻塩の里3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　13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・スポーツ教室・書道教室
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

■子ども安全サポーター募集
　朝夕の登下校の交通指導やパトロ
ール活動をしていただく方を募集し
ています。毎日の散歩や買い物に行
く時間などを利用して見守りません
か。「できること」を「できるとき」に、
「できる範囲」で行うことを基本とし
ています。協力いただける方は、近く
の小学校または下記まで問い合わせ
ください。
□問学校教育課青少年相談センター
　☎364-7445

 3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。

＜市へ＞
●華厳宗大本山東大寺●長田広告㈱
●東北電力ネットワーク㈱●㈱ユアテック
＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校●佐藤忠一さん
〈社会福祉協議会へ〉
●塩竈市立第一中学校

2月13日に発生した地震でり災された皆さまへ2月13日に発生した地震でり災された皆さまへ

募集・案内募集・案内

■2月13日発生地震の「り災証明
　書・り災届出証明書」の受け付け
受付時間　8:30～17:15(平日のみ)
受付場所　税務課固定資産税係
持ち物　本人確認書類(運転免許
証など)、マイナンバーがわか
るもの(通知カードなど)、被害
状況がわかる写真(ある場合)、
代理の場合は委任状

※被害を受けた方で、調査を希望
する方は連絡ください。担当調
査員が伺い調査します。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■災害ごみの受け付けについて
　2月13日発生の地震により破
損した瀬戸物やガラス類などの
災害ごみの持ち込みを無料で受
け付けております。
対　　象　2月13日の地震によ
って発生したごみで、自ら処分
場へ搬入するもの。
搬入期間　2月15日㈪～3月12日㈮
搬入時間　平日のみの8:30～16：00
搬入場所　廃棄物埋立処分場　
　（住所）利府町赤沼字中倉21-1
必要書類　税務課で発行する「り災
証明書」または「り災届出証明書」
□問環境課クリーン対策係☎365-3377
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■マイナンバーカードが健康保険証
として利用できます！

　3月から医療機関・薬局などで順
次利用可能です。マイナンバーカー
ドを健康保険証として利用するため
には、マイナポータルに登録が必要
です。
□問保険年金課給付年金係☎355-6503

■一時的な生活困窮者に対する減免
　制度
　国民健康保険の加入者が一時的に
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　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
分かるもの、申請理由が証明できる
ものを持参のうえ、保険年金課へ。

※基準に満たない場合は対象になり
ません。詳細は問い合わせくださ
い
□問保険年金課給付年金係☎355-6503

■在宅障がい者の方に令和3年度タ
クシー利用券、自動車燃料助成券
を交付します
対　象　身体障害者手帳1級、2級、
呼吸器機能障害3級（在宅酸素療
法者）、療育手帳A、精神障害者保
健福祉手帳1級、2級のいずれかを
お持ちの方
内　容（①～③のいずれかを選択）
①タクシー利用券（600円券×4枚/月）
②自動車燃料助成券（1,200円券×1枚/月）
③原動機付自転車（400円券×3枚/月）
※自動車税の減免を受けている方は
燃料券のみ選択可
※移送サービス利用券（長寿社会課）
との併給はできません
申　請　手帳、印鑑、（自動車燃料費
助成の場合は、車検証、運転者の免
許証）を持参のうえ、生活福祉課へ。

受　付　3月31日㈬～
□問生活福祉課障がい者支援係
　☎364-1131 FAX366-7167

■在宅酸素濃縮器の電気料を一部助成
対　象　酸素療法が必要な呼吸器機
能障がい者（身体障害者手帳1～3
級）で、医師の指示により在宅で酸

素濃縮器を使用している方
申　請　身体障害者手帳、印鑑、預金
通帳（本人名義）、業者の証明書を
持参のうえ生活福祉課へ
受　付　3月1日㈪～
※助成は4月からで、継続の方も申
請が必要です
□問生活福祉課障がい者支援係
　☎364-1131

■軽自動車税などの手続きはお早めに
　軽自動車税などの名義や住所など
に変更があった場合は15日以内、廃
車した場合は30日以内に手続きが
必要です。3月中旬以降は窓口が混
雑することが予想されます。早めの
手続きをお願いします。
　原動機付自転車（125cc以下）、小型特
殊自動車（塩竈市ナンバー）について
□問税務課諸税係☎355-5896
　軽三輪・軽四輪について
□問宮城県軽自動車協会
☎050-3816-1830
　軽二輪（125cc超～250cc）、二輪
の小型自動車（250cc超）について
□問東北運輸局宮城運輸支局
　☎050-5540-2011

■償却資産（固定資産税）の申告
　令和3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
している方で、申告がお済みでない
方は至急、申告してください。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

生活情報生活情報

※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。

３月の
お 知 ら せ

１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

３月の納期限

 ○国民健康保険税(12期)
 ○後期高齢者医療保険料（9期）
納期限は３月31日㈬です

のりた

　お引越し・新生活スタートのこの時期、平日窓口は大変込み合います。
比較的空いている、窓口延長、休日窓口をご利用ください。
期間　3月27日㈯～4月3日㈯ 平日8:30～18:30　土日9:00～17:00

【届け出】
①住所変更（転出、転入、転居）　②世帯変更　③印鑑登録、廃止申請
④住民基本台帳カードなどの券面事項更新　⑤マイナンバーカードの
受取、券面事項更新、電子証明書の更新
※住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用した転入の手続きは、平日17:00まで
【証明書発行】
①戸籍謄抄本　②住民票の写し　③印鑑登録証明書　④身分証明書など
※広域交付住民票は平日17:00まで
【関連窓口の取り扱い】
〇保険年金課窓口
　異動に伴う国民健康保険、児童手当、子ども医療費助成なども受け付け
〇納税推進室窓口
　3月29日㈪～4月2日㈮（8:30～18:30）は納税相談と納税も受け付け
□問市民安全課窓口係☎355-6494

窓口の時間延長と休日開庁をご利用ください
マイナンバーカード関係の手続きも実施しています！
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