
※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。

　生活基盤の整備や福祉事業などの
ため、次の方々からご寄付をいただ
きました。紙上からお礼申し上げま
す（敬称略）。
公益財団法人 全日本弓道連盟、白石旧
車会 代表 末谷喜雄

紙上からお礼申し上げます

市内の交通事故　７月１日～31日

■発生件数　66件（454件）  ■死亡者数　  0人（    1人）
■負傷者数　  7人（  41人）  ■物損件数　61件（419件）
■飲酒運転摘発者数　1人（1人）
※（　）は1月からの累計

７月31日現在の人口
■人口　34,853人　（前月比）－41人
　　　　男17,050人  女17,803人
■出生件数　　13件  ■死亡件数　26件
■世帯数　14,154世帯

～ 議会を傍聴してみませんか ～
　議会のライブ中継を、インター
ネットで配信しています。議場で行
われる本会議（議案質疑・予算審査・
決算審査・一般質問など）がご覧に
なれます。詳しい日程などは市議会
ホームページでお知らせします。
●日時　９月６日（水）10:00開会予定
●場所　市役所５階議場
問議会事務局　☎22-1351

市議会９月定例会を
開催します

　平成30年４月に小学校就学予定の
お子さんを対象に「発達検査」を実
施します。検査は、就学予定の学校
で行います。各学校の実施日に受け
てください。当日は保護者か保護者
代理の方の付き添いをお願いします。
学校名 実施月日 受付時間

白石第一小 9月19日（火） 13:30～14:30

白石第二小 9月21日（木） 13:40～14:10

越 河 小 9月20日（水） 14:00～14:20

大 平 小 9月20日（水） 13:30～13:50

大 鷹 沢 小 9月21日（木） 13:30～13:50

白 川 小 9月20日（水） 14:00～14:15

福 岡 小 9月20日（水） 13:45～14:00

深 谷 小 9月15日（金） 13:30～13:50

小 原 小 9月21日（木） 14:15～14:30

問学校管理課　☎22-1342

平成30年次就学時
発達検査を実施します

　総務省、宮城県、白石市では10月
１日現在で就業構造基本調査を実施
します。この調査は、就業・不就業
の状態を詳細に把握することによ
り、雇用政策をはじめ経済政策など
に必要な基礎資料を得ることを目的
に実施します。
　調査する地域は、全国から統計理
論に基づき無作為に選ばれます。
　お住まいの地域が調査対象となっ
た場合は、地域の世帯の確認のため、
９月以降、調査員が皆さんのお宅に
訪問します。本年からインターネッ
トによる回答も可能になります。
　本調査により集められた情報は、

「統計法」という法律により厳重に
保護されますので、安心してお答え
ください。
問企画情報課　☎22-1324

「就業構造基本調査」を
実施します

後納制度をご利用ください！
　過去５年以内に国民年金保険料の
納め忘れがある方は、申し込みによ
り、平成27年10月から平成30年９月
までの３年間に限り、国民年金保険
料を納めることができます。
　保険料を後納することで、将来の
年金額を増やしたり、年金の受給権
の確保につなげたりすることができ
ます。
　ただし、既に老齢基礎年金を受給
されている方は納めることができま
せん。
問大河原年金事務所　☎0224-51-3111
　国民年金保険料専用ダイヤル
　☎0570-011-050
　日本年金機構ホームページ
　http://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料の
納め忘れがある方へ

　皆さんのご
家庭や事務所
などに設置さ
れている水道
メーターは、
市で管理をし
ていますが、有効期間は計量法に基
づき８年間となっています。今回、
有効期限切れを迎える水道メーター
を市の委託業者が訪問し、無料で取
り替え作業を行いますので、ご協力
をお願いします。
●作業日程
①９月11日（月）～20日（水）
②10月10日（火）～20日（金）
③11月10日（金）～20日（月）
問上下水道事業所　☎25-5522

水道メ－タ－の
取り替え作業を行います

９月は
　固定資産税（３期）
　国民健康保険税（３期）
　後期高齢者医療保険料（３期）

の納期です

「夜間収納総合窓口」開設

●日時　９月25日（月）
　　　　17:15～19:30
※納税相談は20:00まで
●場所　収納管理室・会計課

　宮城県では、
平成22年度から
平成28年度まで
の７年間に10件

（13人が死亡）の
ため池における
痛ましい死亡事
故が発生してい
ます。
　子どもたちが水遊びや魚釣りに夢
中になって、水路やため池に転落す
る死亡事故が後を絶ちません。また、
近年は高齢者の水難事故も発生して
います。水路やため池で遊ばせない
ように注意喚起の呼びかけが大切で
す。痛ましい事故を防止するため、
家族だけではなく、地域の皆さんも
お声がけをお願いします。
問建設課　☎22-1326
　白石市土地改良区　☎25-9717

用水路やため池では
絶対に遊ばないでね！

▲受納書を受け取る白石旧車会の皆さん

「しろいし安心メール」の登録方法
「shiro-i@mpx.wagmap.jp」あてに空
メールを送信して、案内に従ってご
登録ください。二次
元バーコード対応携
帯電話をお持ちの方
は、右のバーコード
をご利用ください。

稲作情報を紹介しています
　大河原農業
改良普及セン
ター作成の稲
作技術情報を
PCやスマホ
でご覧になれます！

問大河原農業改良普及センター
　☎0224-53-3496

　白石市国民健康保険では人間ドッ
ク受診費用の助成を実施していま
す。対象者は白石市国保に加入中で
今年度、満40～74歳に到達し、国保
税に未納がない方です。
　自己負担金は年齢によって５千円
～１万円。別料金で脳ドックや骨密
度検査、内臓脂肪測定などもありま
す。この機会にぜひ、お友達を誘っ
て受診してみてはいかがでしょうか。
●受付期間　11月末日まで
●受診期間　平成30年３月末日まで
問健康推進課　☎22-1362

人間ドック受けてみませんか

仙南夜間初期急患センターの
診療対象者を拡大します

～９月は廃棄物不法投棄防止強化月間 ～
　不法投棄は法律で禁止されてお
り、違反した場合には、懲役または
罰金刑に処されることがあります。
　市では県などと協力して防止のた
めの巡回パトロールなどを実施し、
不法投棄防止を図っています。
問生活環境課　☎22-1314

不法投棄は「しない」
「させない」「許さない」！

　本市では住宅金融支援機構と連携
し、「白石市定住者補助金」と併せ
て全期間固定金利住宅ローン「フ
ラット35」をご利用する場合、「フ
ラット35地域活性化型」の金利引き
下げ（当初５年間0.25％引き下げ）
を受けられる制度を開始しました。
　詳しくはお問い合わせください。
問企業立地定住促進課　☎22-1327
　住宅金融支援機構東北支店地域営

業グループ　☎022-227-5030

定住者補助金を申請する方へ
フラット35金利引き下げのご案内差押物件をインターネットで公売します

　市税滞納を理由に差し押さえた不
動産（土地）を、インターネットで
売却（公売）します。今回は次の表
の土地４件が公売対象です。各物件
の詳しい内容や入札情報は、ヤフー
官公庁オークションページ（http://
koubai.auctions.yahoo.co.jp/sennan_
kouiki2）をご覧ください。
●公売方法　インターネットでの入札
●参加申込期間
　９月28日（木）～10月16日（月）

●入札期間　10月23日（月）～10月30日（月）

問仙南地域広域行政事務組合滞納整理課
　☎0224-52-2632

公売不動産一覧
売却区分 所在 地目（現況） 地積（㎡） 見積価額（円） 公売保証金（円）

1 上久保 畑（宅地） 318 2,680,000 270,000

2 白川犬卒都婆
小松方尻（２筆）

山林（山林） 1,477
830,000 90,000

山林（山林） 10,633

3 福岡深谷字原野町 宅地 871 2,450,000 250,000

▲売却区分１の現況写真

「こじゅうろうくん」
LINEスタンプ発売中！

　仙南夜間初期急患センターでは、
９月１日から診療対象者を「中学生
以上」に拡大します。
　平日の夜間、急な発熱や腹痛など
で身体の具合が悪いと感じました
ら、当センターをご利用ください。
●診療日　月～金曜日（土・日・祝日、
12月29日～１月３日は休診）
●受付時間　18:45～21:30
●診療科目　内科（中学生以上）
●診療場所　みやぎ県南中核病院

（大河原町）敷地内
●対象者　自家用車やタクシーなど
で受診できる方（救急車で搬送され
る重症のかたは対象外です）。
●連絡先　0224-51-9986
問大河原町健康福祉課
　☎0224-53-2115
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