
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379

　集積所にごみを出すときは、生活ごみ収集カレンダー(広報3月号同時配布)
を確認ください。地区ごとに一週間の収集日は決まっています。また、祝日や連
休などで収集が休みの場合もあります。ご注意ください。
カレンダー設置場所 市役所(本庁舎)、協働推進室(本町)、市民図書館、福祉事務
所、公民館本町分室、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(窓口)、みやぎ生協(杉の入店、栄町店)

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。 

vol.149

月のお知らせ４  

◇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。
◇水道水中および公立保育所
（園）・学校給食で放射性物質は
検出されませんでした。　
※詳細は市のホームページで公
　開しています

２月の放射線測定結果

かきたん

■塩竈市魚市場の食堂および売店
　出店者募集
　10月にオープンする魚市場の食堂
および売店の出店者を募集します。
※詳細は4
月中に市ホ
ームページ
に掲載予定
です。
□問 水産振興課水産係☎364-2222

■ジュニア・リーダーを募集
　塩竈市ジュニア・リーダーサーク
ル「杉の子村」では、子ども会やイベ
ントなどで活躍したい中学１年生
～高校３年生を募集します。子ども
が好きで、楽しく活動したい方は、
一緒に参加しませんか？
□問 生涯学習課学習支援係☎362‐2556

■塩竈市営汽船広告募集
　塩竈市営汽船の時刻表、船内ポスタ
ー、ホームページの広告掲載事業者を
募集しています。掲載費用は運航費に
充てられます。詳しくは下記まで。
問・申込 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

■塩釜医師会看護師募集
募集資格　正看、准看免許を有する方
勤務先　　塩竈市、多賀城市の住民健診会場
勤務期間　６～７月の２カ月（臨時雇用）

募集人数　若干名
申込期限　5月12日㈮ 16:00まで
□問 宮城県塩釜医師会☎364-3301

■港町二丁目、中の島地区の
　都市計画変更素案説明会　
と　き　4月14日㈮ 18:30～
ところ　壱番館５階会議室
内　容　仙塩広域都市計画下水道 
　　　　の変更
□問 下水道課建設係(事業に関すること)
    ☎364-2193
    都市計画課まちづくり推進係
    （都市計画に関すること）☎364-2510

■藻塩の里４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　①4日㈫ 15：30～コーラス
　　　　②8日㈯ 9:00～サロン
　　　　③28日㈮ 13:30～スポーツ教室
ところ　①②は地域活動支援センター
　　　　③は塩釜ガス体育館　
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
    ☎361-0631 FAX361-0632

■「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　4月19日㈬ 13:30～15:30
ところ　壱番館５階和室
　　　　※参加費、申込不要
□問 塩竈市北部2地区地域包括支援センター
    ☎362-1911

■認知症カフェ「しゃべり場　壱休庵」
と　き　4月11日㈫ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
参加費　300円
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
    ☎367-0414

■平成29年度塩釜地区統一防火標語
特選「伝えゆく 防火の心　家庭から」

(利府町　酒井知子さん)
□問 消防本部予防課指導係 361-1617

と　き　４月23日㈰
　①10：00～12:00②13:00～15:00
ところ　JR本塩釜駅前(市民まつり会場)
　　　　※駐車場なし

■高橋温子作品展「ひるのほたる」 不確かなものの存在を書で表現

■展覧会「なつかしい昭和の写真展」

■なつかしの映画音楽　※要予約

■映画看板を描くこと～看板職人・小笠原正治さんとともに～　※要予約

塩竈市杉村惇美術館

と　き　4月5日㈬～14日㈮最終日は15:00まで　※入場無料
主催企画「まちと 記憶と 映画館」
　昭和の懐かしい町並み写真と映画の思い出に焦点をあて、昭和時代の塩
竈の記憶を鮮やかに蘇らせます。

　市民から提供された塩竈の昭和の町並みなどの写真を展示
と　き　4月29日㈯～6月25日㈰　月曜休館　※要常設展観覧料

と　き　5月3日(水・祝)14:00～15:00　参加費　1,000円（茶菓子・資料代）
ゲスト　松尾泰江さん（リードオルガン）、明珍幸希さん（チェロ）

　その道60年の現役看板職人をお招きし、お話を伺います。
と　き　5月6日㈯ 14:00～15:30　参加費　500円 ※展示観覧込
※4月14日㈮美術館、談話室は19:00まで開館

□問 塩竈市杉村惇美術館☎362-2555沼田 みさを さん
（大正６年２月20日生まれ）
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月のお知らせ４

■歯つらつファミリーコンクール表彰応募者募集！
対　象　平成28年度3歳児歯科健康
診査を受診した幼児とその父母兄姉
応募基準　歯、口腔が健康で、歯列、
かみ合いが良好。また歯口清掃が良
好であること。父母、兄姉は治療完
了していること
応募方法　電話、ファクスまたはメ
ールで、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、口腔審査を受ける予定の歯科
医院を記入の上、申し込み
※応募にあたり、歯科医院で口腔審 
　査を受ける必要があります
※受賞者は、宮城県歯科保健大会
(11/18㈯)で表彰されます
応募締切　4月7日㈮
問・応募先 保健センター
☎364-4786 FAX364-4787
Eメールkenkou@city.shiogama.miyagi.jp

■広報アドバイザー募集
　広報しおがまに対するご意見を
お寄せいただきます。
募集年代　市内在住20～50代の方
募集人数　4人　任期 6月～平成30年5月
申　　込　住所、氏名(ふりがな)、年
齢、性別、電話番号、職業、応募理由を、
はがきかファクス、メール、電話で
募集締切　4月14日㈮ 当日消印有効
問･申込 政策課市政情報係
☎355-5728 FAX367-3124 
〒985-8501旭町1-1
Eメールseisaku@city.shiogama.miyagi.jp

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■在宅介護家族の支援制度
①紙おむつ券
対　象　要介護度3以上の65歳以
上の方を在宅で介護している家族
助成額　課税世帯：1,500円/月
　　　　非課税世帯：3,000円/月
②リフト付きタクシーチケット
対　象　在宅の要介護度3以上の65歳
以上の方で、寝たきりや車いす利用な
ど、一般の交通機関が利用できない方
申　請　①②とも介護保険証・印鑑
　　　　をお持ちください
受　付　4月３日㈪から随時受付
　　　　(平日8:30～17:15)
□問 長寿社会課長寿支援係☎364-1204

■タクシー利用券・自動車燃料費助 
　成券を交付
対象者　身体障害者手帳１、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、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自動車燃料費助成券（1,200円券×1枚/月）
③原動機付き自転車(400円券×3枚/月)
※自動車税の減免を受けている方
　はタクシー利用券は選択不可
申　請　手帳、印鑑、(自動車燃料費
助成の場合、車検証、運転者の免許
証)をお持ちください
受　付　４月3日㈪から（平日8:30～17:15）
申請場所　社会福祉事務所(壱番館１階）
□問 生活福祉課障がい者支援係
    ☎364-1131 FAX366-7167

■高等職業訓練促進給付金、自立支
　援教育訓練給付金
　児童扶養手当を受給している母
子・父子家庭の父母が、自立を図る
ため養成機関で修業、または国が指
定する教育訓練講座を受講、修了し
た場合、給付金支給制度を利用でき
ます。両制度とも受給要件がありま
す。受講前に相談ください。
□問 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■公立保育所臨時保育士急募
　未来を担う子どもたちのために、
あなたの力と経験が必要です。

雇用期間　4月１日～平成30年3月31日
募集人数　①６人②～④若干名(重複勤務可)
賃　　金　時給1,100円　　　　
申　　込　申込書(子育て支援課で
配布)、保育士証の写し、または卒業
見込証明書をお持ちの上、下記まで
問・申込 子育て支援課保育係☎353-7797

市立病院News

〈市へ〉
●岩田アヤ子さん　●岩田克子さん
●竹内邦治さん　●㈲アイユー企画
●ＪＡあいち中央 碧南人参部会
●華厳宗大本山東大寺別当
●村山市立西郷小学校児童会
　環境・ボランティア委員会
●塩釜高等学校生徒会

〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん　●菅原モリさん
●佐藤みつさん　●鈴木典子さん
●千葉賢治さん　
●塩釜商工会議所 女性会
●東日本自動車学校

■「患者様満足度調査」にご協力ください
　より良い接遇やサービスの提供を目指すため、４月10日㈪から14日
㈮まで、１階待合ロビーで「患者様満足度調査」を実施します。
■１月から採血時間が変更になりました
　診察前に採血のみ予約している方はご注意ください。
　採血時間　(変更前)　8:30～　　⇒　　（変更後）8:00～
　※受付開始（7:30～）、診察開始(9:00～)時間は変更ありません

□問 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

　割引乗船券は、市営汽船1番乗り場近くの貨物受付所で発行します。

  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の間)
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)

①

②

③

④

勤　務　時　間

市営汽船乗船割引制度を使って、浦戸に行ってみませんか？

団体割引

うらと子どもパスポート
障がい者割引
ボランティア割引

対象や割引内容
15人以上同一区間※事前予約必要
㈪～㈮：2割引、土日祝日：1割引
小学生対象　土日祝日、学校休校日は無料
身体障害者手帳、療育手帳提示で半額
市から認定をうけたボランティア団体　３割引
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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
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）
　18:30～21:30

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4  

　※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

■国民年金保険料 学生納付特例制
　度の申請を忘れずに
　学生納付特例制度は、申請により
国民年金保険料の納付が猶予され
ます。申請は年度ごとに必要です。
　昨年度承認を受けた方で、29年
度も同じ学校に在学予定の方は、3
月末に申請書用紙（はがき）を送付
しています。必要事項を記入し返送
してください。保険年金課窓口で手
続きする場合は、年金手帳、学生証
（コピー可）または在学証明書（原
本）、印鑑をお持ちください。
※代理の方が手続きする場合は、代
　理人の身分証明書も必要
□問 仙台東年金事務所☎257‐6111

■固定資産税・都市計画税の納税通
　知書発送と納期限
　29年度の納税通知書は５月初旬
発送予定です。納期限は次のとおり。
第1期 5月31日　第2期 7月31日
第3期 10月2日　第4期 12月25日
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■固定資産税に関する縦覧、路線価  
　の公開、各種証明書の発行

 
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)　※土日祝日を除く
持ち物　印鑑、身分証明書、委任状  
  (資産名義人以外の方が来る場合)
お詫びと訂正
　広報しおがま3月号、６ページで
「平成29年度資産証明書」の発行日
を「５月１日～」と記載しましたが、
「４月３日～」の誤りでした。お詫び
して訂正いたします。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■風しんワクチン等予防接種費用を全額助成
対　象　抗体検査を受け、風しん抗体
価が低いことが判明した方で、妊娠を希
望する19～49歳までの女性またはそ

の同居者、抗体価が低い妊婦の同居者
申請方法　接種後、領収書、抗体価が
低いことを証明できるもの、通帳、印
鑑をお持ちの上、保健センターまで
※抗体検査は、宮城県が助成します。
　詳しくは宮城県疾病・感染症対策
　室☎211-2632まで
□問 保健センター☎364-4786

■高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種
対象者
○29年度に65歳、70歳、75歳、80歳、 
　85歳、90歳、95歳、100歳になる方
○60歳以上65歳未満で心臓などの機
　能や免疫の機能に障がいがある方
※過去に接種した方は対象外
接種回数　1回
自己負担　5,500円（生活保護世帯は無料）
持 ち 物　予診票、自己負担金
※接種希望の方は下記まで。65歳、70
　歳の方は、予診票を郵送しています
問・申込 保健センター☎364-4786

　

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

　平成29年4月分から(特別)児童扶養手当の手当額(月額)が改定されます
①児童扶養手当
　対象：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

②特別児童扶養手当
　対象：心身の障害や身体の内部に障害のある児童の父母やその児童を養育している方

〇平成28年12月～平成29年３月分の支給日は４月11日㈫です
□問 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

のりた

ガソリンス

固定資産税に関する縦覧
路線価の公開
平成29年度資産証明書発行

4/3～ 5/31

4/3 ～

災害・防災情報 Facebook を開設
　災害・防災情報をお知らせす
る「塩竈市防災情報」フェイスブ
ックを開設しました。災害など
が発生した場合には、随時、フェ
イスブックでも情報を発信しま
す。
 　「塩竈市 Facebook 運用一
覧」と検索してください。
□問 市民安全課防災係☎355-6491

（特別）児童扶養手当額が改定されます

手当額
第2子加算額
第３子加算額

手当額

全部支給
42，290円
  9,990 円
  5,990 円

１級
51,450 円

２級
34,270 円

一部支給
42,280 ～ 9,980 円
  9,980 ～ 5,000 円
  5,980 ～ 3,000 円

4月2日㈰

9日㈰

　16日㈰

23日㈰

　29日(土・祝)

30日㈰

5月3日(水・祝)

せいの歯科医院

山本歯科医院

はるみ歯科

永沼歯科クリニック

皆川歯科医院

吉田歯科医院

目黒歯科医院

多賀城市東田中2-40-32-102

七ヶ浜町境山2-13-3

塩竈市花立町13-12

塩竈市梅の宮14-10

塩竈市本町8-2

利府町中央3-2-2

塩竈市宮町1-9

☎365-0099

☎361-6330

☎362-5537

☎361-1251

☎366-2385

☎356-2548

☎362-0633
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月のお知らせ９12月のお知らせ４

■４月９日㈰は「第１回市民清掃」
　小雨決行。雨が強いときは翌週
（4/16）に順延します。
　清掃作業で発生した草やごみは、
午前８時30分までに集積所に出し
てください。当日は、家庭ごみの集
積所への搬出、埋立処分場と清掃工
場への直接搬入はできません。
　また、道路側溝の土砂は、びん・缶な
どのごみを取り除き、「土のう袋(縦62
㌢×横42㌢)」に入れ、水切りしてから
集積所に出してください。缶などが入
った袋は処分場に搬入できません。　
　側溝の蓋を開ける機材を貸し出し
ます(数に限りあり)。なお、土のう袋の
回収は、多少の時間をいただきます。
※次回の市民清掃は６月18日㈰予定
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377
    土木課管理係☎364-1118

■引っ越しに伴う手続きはお早目に
　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。
なお、土日祝日、夜間の受け付け、作

業はできません。ご注意ください。
□問 水道お客さまセンター☎364-1411

■窓口の時間延長と休日開庁
期　間　４月１日㈯～3日㈪
平日8:30～18:30/土日9:00～17:00
【主な手続き】
・戸籍謄抄本などの各種証明書発行
・住所変更や印鑑登録・廃止申請
・通知カードやマイナンバーカードの受け取りなど
※広域交付住民票、住民基本台帳カードを 
　利用した転入手続きは平日17:00まで
※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手続きできます
□問 市民安全課窓口係☎355-6494

■4月分から国民年金保険料が変わります
　国民年金保険料　月額16,490円
　4月上旬、納付書を送付します。
一部免除該当の方
　4月に4～6月分の一部免除納付
書、7月に7月分以降の定額納付書
を送付します。
※口座振替、全額免除または納付猶予に
　該当する方には、納付書を送付しませ
　ん。（7月以降継続して該当にならない
　場合、7月以降に納付書を送付）
保険料前納で割引
　前納納付書を使用して保険料を納
めると割引されます。※納付期限あり
□問 仙台東年金事務所☎257‐6111

 ４月の納期限
 　 ○国民健康保険税(１期)　

納期限は5月1日㈪です

東日本大震災被災者に対する国民健康保険・介護保険の一部負担金(窓
口負担分)・利用者負担額(介護保険サービス1割負担分)免除を延長
　被災者に対する国民健康保険医療費(窓口負担分)、介護保険サービス利用
者負担額(1割負担分)の免除を平成30年3月まで延長します。
　対象の方には、免除証明書を3月に郵送しています。
免除対象者
　塩竈市国民健康保険、介護保険サービス利用者のうち(1)と(2)両方に当てはまる世帯
(1)東日本大震災により全壊(※)、大規模半壊のり災証明を受けている、また
　は主たる生計維持者が死亡、行方不明になった方
　※住家を解体し、被災者生活再建支援法により「全壊」扱いになった方も含む
(2)  国民健康保険　　世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税
　 介護保険　　　 　世帯員全員が住民税非課税

□問 保険年金課給付年金係(国民健康保険について)☎355-6503
□問 長寿社会課介護保険係(介護保険について)　　☎364-1204

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
こ こ ろ の 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 取 相 談 

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
4月24日㈪
4月20日㈭

4月18日㈫・19日㈬
4月12日㈬・26日㈬
4月27日㈭
4月12日㈬
4月18日㈫
4月20日㈭
平日毎日

4月27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
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）
塩釜保健所（北浜4-8-15）※前日までに予約
塩釜保健所（北浜4-8-15）
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４月3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
☎365－3153
☎365－3153
☎363－5504
☎365－3153

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容
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