
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379

　プラスチック製容器包装の指定袋（オレンジ色の指定袋）に入
れて出せるものは、プラマークが付いたプラスチックだけです。
　プラマークの付いたものはリサイクルされています。
　プラマークのないプラスチック製のもの（例：バケツ、ペン類、歯ブラシ
等）はもやせるごみ(袋に入らなければ粗大ごみ）として出してください。

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などをお寄せください。 
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月のお知らせ２  

◇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

12月の放射線測定結果

かきたん

■宝くじコミュニティ助成を受けました
　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「第三小学校少年
消防クラブ」が、トランシーバーや発電
機などの防災資機材を整備しました。
□問 市民安全課防災係☎355-6491

■藻塩の里２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　①７日㈫15：30～コーラス
　　　　②24日㈮13:30～スポーツ教室
　　　　③25日㈯9:00～サロン
ところ　①③は地域活動支援センター
　　　　②塩釜ガス体育館　
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
    ☎361-0631 FAX361-0632

■第５次長期総合計画進度報告会
　平成28年度の長期総合計画の進度
報告と計画策定委員との意見交換会を
行い、まちづくりの状況についてお知
らせします。一般の方も傍聴できます。
と　き　２月11日㈯ 10:00～12:30
ところ　ふれあいエスプ塩竈
※入場は自由。駐車場に限りがありま
すので公共交通機関をご利用ください。
□問 政策課企画係☎355-5631

■認知症カフェ「しゃべり場 壱休庵」
と　き　2月14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 塩竈市南部・東部地区地域包括支援センター
　 ☎290-7185(8:30～17:30)

■「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　2月15日㈬ 13：30～15：30
ところ　北部１地区包括支援センター

対　象　認知症の家族を介護している
　　　　 方、認知症に関心のある方
□問 塩竈市西部地区包括支援センター
    ☎367-0414

■塩釜市シルバー人材センター入会説明会
　あなたが持つ力を地域社会に貢
献しませんか！
と　き　2月16日・3月２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

■塩釜地区環境センターで、乾燥汚泥
　肥料(し尿汚泥)を配布しています。
乾燥粒状　１袋10㌔(袋詰め)
配布日時　15:00～16:30(平日㈪～㈮)
配布場所　塩釜地区環境センター
　　　　　(字伊保石2-98)
※事前電話予約必要
□問 塩釜地区消防事務組合環境課
    ☎363-2777

　杉村惇画伯が描いた果実シリーズをテーマに、さまざまな形状にカット
された乾漆ピースを組み合わせてブローチをつくります。
と　き　2月18日㈯　①11：00～12：00　②14：00～15：00
参加費　1,500円（観覧料+材料費）　定員 10人/各回 
【定期講座】木版画でブックカバーをつくろう～春の景色～※事前予約
と　き　３月４日㈯　①11:00～12:30　②14:00～15:30　　　
定　員　６人/各回　受講料　1,500円(常設展示観覧料・材料費)
□問 塩竈市杉村惇美術館☎362-2555

◆公開参加型ディスカッション
　「リノベーションでつなげる・ひろげる　まちの魅力と可能性」　　

◆乾漆ブローチワークショップ※事前予約

塩竈市杉村惇美術館

　ロンドン五輪卓球女子団体で銀
メダルを獲得し、現在は指導者と
して活躍されている平野早矢香さ
んを招いて、技術指導やトークイ
ベントを開催します。

と　き　３月４日㈯ 10：00～15：00
ところ　塩釜ガス体育館　
　　　　※参加無料・観覧自由
対　象　市内の小学生、中学生、
　　　　一般各30人（先着順）
申　込　２月１日㈬から体育館窓口で
□問 生涯学習課スポーツ振興室☎362-1023
    NPO法人塩釜市体育協会☎362-2101

平野早矢香
ふれあいスポーツフェスタin塩竈

　写真提供：月刊卓球王国

　この街とともに、時を重ねてきた建築物を改修し、新たな付加価値を引
き出していくリノベーションの活用によるまちの編集の仕方、つくりかた
について、実践例の紹介を交えながら一緒に語り合いませんか。
　当館の改修に携わり、新たなエリア形成の手法「エリアリノベーション」を
生み出す馬場正尊さんをはじめ、有識者の方々をお招きし、語り合います。
と　き　2月15日㈬ 18：00～　参加費　500円（ワンドリンク付）

まさたか
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月のお知らせ２

「生活習慣病の治療について-心血管系合併症予防の観点から-」

■第36回公開セミナー

募集期間　2月1日㈬～17日㈮
参加費　200円(材料代)
持ち物　エプロン、おんぶひも、バスタ
オル、普段使っている乳児用スプーン
申　込　保健センターへ電話で
問・申込 保健センター☎364-4786

■平成29年度学校施設開放登録説
　明会および利用日程調整会議
　市内小中学校の校庭や体育館を市
内在住または在勤の10人以上の団
体に開放します。利用する団体は、講
習会の受講と登録が必要です。
と　き　2月24日㈮ 19：00～
　　　　（受け付け 18:30～）
ところ　塩釜ガス体育館２階研修室
開放施設
体育館　一小・二小・三小・玉小・月見
　　　　小・杉小、二中・三中・玉中
校　庭　三小・杉小・二中・三中　
　　　　玉中（ナイター含む）
開放時間
体育館　平日19：00～21：00、土日祝日
8:00～21:00(中学校は19:00～21:00)
校　庭　平日 5：00～7：00、土日祝日
5：00～19：00（中学校は5：00～7：00）
ナイター　平日・土日祝日19：00～21：00
※学校施設の開放は、授業や行事に
　支障のない時間帯になります。
□問 生涯学習課スポーツ振興室☎362-1023

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■3月1日㈬～7日㈫は
　全国一斉春の火災予防運動
　ストーブなどの暖房器具を使用
する機会が多いと、空気が乾燥し、
火災が発生しやすくなります。
　火の用心を心掛けましょう。
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
・寝たばこは絶対しない
・ストーブは燃えやすいものから離  
 れた場所で使用する
・ガスこんろなどのそばを離れると 
 きは、必ず火を消す
・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、隣近所の協力体制をつくる
※すべての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられています。まだ設置して
いないお宅は早急に設置してください。
□問 消防本部予防課指導係☎361-1617

■放課後児童（仲よし）クラブ
　①支援員、②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（㈪～㈯シフト制）
賃金など　①時給1,000円 ②時給 800円
　　　　　※交通費支給あり
応募方法　履歴書持参または郵送
※資格要件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

■火葬場業務員（非常勤職員）募集
雇用期間　４月1日～平成30年3月31日
勤務時間　8:30～17:15のうち６時間
賃　金　　月額160,600円
受付期限　2月17日㈮（平日8:30～16:30）
応募方法　履歴書（写真添付）持参のうえ、下記まで
※資格要件などは問い合わせください
□問 消防本部総務課人事教養係
    ☎361-1624
29年度の非常勤職員募集は、10ペ
ージに掲載しています。

■もぐもぐ離乳食教室
　離乳食の進め方や作り方を赤ちゃ
んと一緒に体験してみませんか？
と　き　2月24日㈮ 10:00～12:30
ところ　保健センター
対　象　第１子で6～8カ月の赤ちゃんとママ
募集人数　10組（先着順）

市立病院News

〈市へ〉
●愛のある運転代行社 伊勢商店
　イベント広場グイラ
●奥武島漁業組合青年部
●オレンジフィールドテニススクール
●塩釜市テニス協会
●東日本自動車学校　●リベラ鶴巻
●リボンレイ教室 代表 狩野明美さん
●ホワイト急便の株式会社アルト
●阿竹美奈さん　●伊東昌俊さん
●伊藤裕子さん　●大澤浩一さん
●甲斐一智さん　●澤村泰志さん
●高野良雄さん　●高橋宗貴さん
●西出　誠さん　●藤堂雅弘さん
●山田絵美さん　●渡邉道子さん
　　　　
〈市立病院へ〉
●塩釜商工会議所女性会
●塩竈市赤十字奉仕団西部分団　
●夫人と暮らしを考える会
●東日本自動車学校　
●太田次郎さん　●太田よし子さん
●黒羽根美智子さん　●今野陽子さん
●菅原モリさん　●千葉賢治さん

　セミナーの最後には豪華プレゼントが当たる抽選も行います。
と き　２月25日㈯ 13:30～15:30　講 師　渋谷拓見医師（内科医）
  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 FAX364-5529

千葉 清志 さん
（大正６年１月９日生まれ）

二川原 ゆき さん
（大正６年１月２日生まれ）

せい  し   に   がわら

広報しおがま2017年2月号13



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2  

　※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

■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、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。詳細や手続きは問い
合わせください。すでに申告済みの方
は、新たな申告は必要ありません。
①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。

②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

■軽自動車の名義変更手続きや車
　検はお早めに
　毎年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、長時間お待ちいた
だく場合もあるので、手続きは早め
に済ませるようお願いします。
受付時間　8:45～11:45　13:00～16:00
　　　　　(土日祝日除く)
□問 軽自動車検査協会宮城主管事務所
    ☎050-3816‐1830

■行政書士会塩竈支部無料相談会
と　き　2月24日㈮ 10:00～15:00
ところ　イオンタウン1階マリンプラザ
相談内容　遺産相続、遺言、各種行政に
　　　　　  対する許認可業務など
※予約不要
□問 宮城県行政書士会塩竈支部事務局
    ☎356-3246

■税理士による無料税金相談
　2月23日の「税理士記念日」にち
なみ、無料税金相談を行います。
　所得税や相続税・贈与税など、税
の専門家が相談に応じます。
と　き　２月25日㈯ 10:15～15:00
ところ　ふれあいエスプ塩釜 学習室1
□問 東北税理士会塩釜支部☎366-9634

■国民年金保険料の案内を民間事
　業者に委託しています
　日本年金機構では、国民年金保険
料の納付案内を民間委託しています。
　国民年金保険料が未納となってい
る方に、下記の委託事業者から電話、
文書、戸別訪問などによる納付案内、
免除などの申請手続きについて、ご
案内させていただく場合があります。

委託事業者　㈱アイヴィジット　
委託期間　　平成27年5月1日～
　　　　　　平成30年9月30日
□問 日本年金機構仙台東年金事務所
　 ☎257-6111

■「相続登記はお済みですか」強化月間 
　司法書士による無料面接・電話相談
　相続制度全般、相続登記に関する
相談を無料で行います。
電話相談　平日㈪～㈮13:00～20:00
予約電話　0120-216-870
面談相談 ※要予約
相談日　平日㈪～㈮ 14:00～16:00
ところ　宮城県司法書士会総合相談センター
　　　　(仙台市青葉区春日町8-1)
予約電話　☎263-6755
□問 宮城県司法書士会☎263-6755

　

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

2月5日㈰

11日(土・祝)

12日㈰

19日㈰

26日㈰

3月5日㈰

うじいえ歯科医院

あいざわ歯科クリニック

皆川歯科医院

はぎわら歯科医院

すがや台歯科医院

目黒歯科医院

塩竈市七ヶ浜町湊浜字入生田90-4

利府町利府字新屋田前２２イオン利府２F

塩竈市本町８－２

多賀城市町前3-1-17

利府町菅谷台3-7-1

塩竈市宮町１－９

☎357-1727

☎767-5650

☎366-2385

☎366-6400

☎767-6480

☎362-0633

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受け付け
　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受け付けが２月下旬から始まります。
対象見込みの方には、２月下旬までに申請書を郵送します。
対象者　平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）の支給対象者
　　　　　平成28年1月1日時点で、本市に住民登録がある方で、平成28年度の市民
　　　　　　税(均等割)が課税されない方。
　　　　　　※ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護制度
　　　　　　　の被保護者となっている方などは対象外
支給額　支給対象者１人につき　15，000円(１回限り、口座振込)
申請期間　２月27日㈪～５月31日㈬※郵送の場合、当日消印有効
　　　　　窓口受付は9:00～16:00（土日祝日を除く）
申請方法　申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、返信用封筒で郵 
　　　　　送、または窓口で申請してください。
※窓口は大変混雑が予想されます。できるだけ郵送(5月31日消印有効)で申
　請してください。
受付窓口　壱番館１階会議室（塩竈市本町１番１号）　
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

のりた
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月のお知らせ９12月のお知らせ2

■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。受給には、申請が必要です。
　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。
平成28年10月～平成29年1月分の支給
支給日　平成29年2月3日㈮
※入金確認は翌日以降にお願いします。
受給資格のある方でも現況届を提出
していない場合、6月分以降の手当を
受給できません。現況届を提出してい
ない方は、至急、提出してください。
□問 保険年金課医療係☎355‐6519

■就学援助制度をご存じですか？
　経済的な理由で就学が困難と認
められる児童、生徒の保護者に対し
て給食費、学用品費などを援助しま
す。援助を希望する方は、学校を通
して申し込みください。
□問 学校教育課学校教育係☎365-3216

■償却資産（固定資産税）の申告を 
　お願いします
　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。申告が必
要な方で、用紙が届いていない場合
は連絡ください。
　申請書の様式は、市ホームページか
らダウンロード可。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。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934
■確定申告書等作成会場開設
　所得税等（譲渡所得を含む）・消費
税と地方消費税、贈与税の確定申告
書作成会場を開設します。
と　き　2月16日㈭～3月15日㈬
　　　　9:00～16:00(土日祝日を除く)

ところ　マリンゲート塩釜３階マリンホール
申告と納税期限
所得税・贈与税　　　３月15日㈬
消費税・地方消費税　３月31日㈮
インターネットで確定申告
　国税庁ホームページの「確定申告書作成
コーナー」で、所得税・消費税などの確定申
告書や青色申告決算書などが作成できる
ほか、ｅ-ＴAXで直接送信もできます。
□問 塩釜税務署☎362-2151

■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、市役所に
家屋滅失の届け出をお願いします。
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

2月の納期限
 　 ○市・県民税(4期)
 　 ○国民健康保険税(11期)
　
納期限は2月28日㈫です

■延滞金・還付加算金の割合変更
　特例基準割合の変更に合わせ、平成29年1月1日以降の延滞金などの割合
が変更になります。
　対象となる徴収金は、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料の延滞金と還付加算金です。

□問 税務課納税推進室☎355-5936・長寿社会課介護保険係☎364-1204
　 保険年金課医療係☎355-6519

変更前
(H27.1.1～H28.12.31)

9.1％
2.8％
1.8％

　　　　延　滞　金
　納期限1カ月以内のもの(後期高齢者医療保険は3カ月以内)
　　　　還付加算金

変更後
（H29.1.1～）

9.0％
2.7％
1.7％

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
2月27日㈪
2月15日㈬
2月1日・15日㈬
2月9日㈭
2月8日㈬
2月20日㈪
2月16日㈭
平日毎日

2月23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2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

☎/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 FAX364-4787
☎365－3153
☎363－5504
☎364－4786

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

場　　　　所日　　　時相　談　内　容 電　　話
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