
※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。

市内の交通事故　８月１日～31日　※（　）は1月からの累計

■発生件数　61件（515件） ■死亡者数　 0人（  1人）
■負傷者数　10人（ 51人） ■物損件数　53件（472件）
■飲酒運転摘発者数　 0人（ 1人）

■人口　34,826人　（前月比）－27人
　　　　男17,046人 女17,780人
■出生件数　　10件 ■死亡件数　40件
■世帯数　14,164世帯 ※住民基本台帳から、８月31日現在

　10月16日から22日までの１週間は
「秋の行政相談週間」です。
　行政相談は、国の仕事など行政全
般で困っていること、要望したいこ
となどを、行政相談委員が相談に応
じ、その解決のお手伝いをするもの
です。本市を担当する行政相談委員
は、梶

かじ
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さん
です。相談は無料で秘密は厳守され
ます。気軽にご相談ください。
　定例相談は、毎月中旬に開催。今
月は、23ページをご覧ください。
問生活環境課　☎22-1314

行政への困りごとありませんか？
～秋の行政相談週間～

●平成28年８月１日から平成29年７月31日までの住民基本台帳閲覧状況（敬称略）
閲覧年月日 閲覧した団体などの名称 請求理由 閲覧した範囲

平成28年10月27日 株式会社エイエイビー東北支店
支店長　佐藤和彦

結婚・出産・子育て意識調査
（宮城県保健福祉部子育て支援課）

市内全域
18歳～49歳の日本人男女

平成28年11月８日 一般社団法人新情報センター
事務局長　平谷伸次 家計消費状況調査（総務省統計局） 福岡長袋、福岡蔵本

に在住の16歳以上男女

平成28年12月６日 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木稲博

安全安心な社会とレジャーに関する調査
（国立大学法人お茶の水女子大学）

大川町、城北町、西益岡町
に在住の18歳以上79歳以下の男女

平成28年12月15日 宮城県知事　村井嘉浩 自動車交通環境に関する県民意識調査
（宮城県環境生活部環境対策課）

斎川４－１、短ケ町、郡山、白川２、越河
９、塩倉、大鷹沢６、本郷第二、田町に在
住の20歳以上74歳以下の日本人男女

平成29年２月15日 一般社団法人新情報センター
事務局長　平谷伸次 家計消費状況調査（総務省統計局） 鷹巣に在住の16歳以上の男女

平成29年4月19日 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木稲博

６月全国個人視聴率調査
（NHK放送文化研究所　世論調査部）

白川津田に在住の７歳以上の日本人
男女

平成29年５月２日 一般社団法人新情報センター
事務局長　平谷伸次

娯楽と生活習慣に関する調査
（国立病院機構久里浜医療センター）

南町に在住の20歳以上75歳未満の
日本人男女

平成29年５月26日 自衛隊宮城地方協力本部
本部長　谷村博志

自衛官、自衛官候補生、防衛大学校学生
および防衛医科大学校学生に関する
募集事務

市内全域
平成11年4月2日から平成12年4月
1日生まれの日本人男子

平成29年６月13日 一般社団法人新情報センター
事務局長　平谷伸次 家計消費状況調査（総務省統計局） 白川津田、白川小奥

に在住の16歳以上男女

　住民基本台帳法では「閲覧者の氏名
など閲覧状況について年１回公表す
ること」と定められています。また、
住民基本台帳法により、住民基本台
帳を閲覧できるのは、次の通りです。
①国や地方公共団体の機関が法令で
定める事務を行う場合、②統計・世

論調査などの調査研究の場合、③公
共的な団体が行う地域住民の福祉向
上に寄与する活動の実施などに使用
する場合
※②③は、公益性が高く、さらに市長
が閲覧を認めたものに限られます。
問市民課　☎22-1312

住民基本台帳の閲覧状況をお知らせします

　「信用保証協会」は、中小企業・
小規模事業者やこれから事業を始め
られる皆さんが、金融機関から事業
に必要なお金を借りる際に、その保
証人となって、お金が借りやすくな
るようにサポートする公的機関です。
　資金調達のサポートのほか、創業・
経営支援などの取り組みも行ってい
ます。気軽にご相談ください。
●対象　中小企業・小規模事業を営
んでいる方、またはこれから営む方
問宮城県信用保証協会白石支店　☎25-2135

金融機関からの資金調達
をサポートします

　白石市内の小中学生から「絵で伝
えよう！　わたしの町のたからも
の」というテーマで募集した絵画
を、市内の中心商店街などに展示し
ます。小中学生が描いた、白石の宝
ものと添えられたメッセージをご覧
になり、白石の魅力を再発見してみ
ませんか。
●期間　10月１日（日）～31日（火）
●場所　市内商店街ショーウインド
ーや金融機関、中央公民館、ＪＲ白
石蔵王駅、ホワイトキューブ
※作品をご覧いただける日時は、展
示している商店などの営業日・営
業時間と同じです。
問白石ユネスコ協会事務局
　（中央公民館）　☎26-2453

白石ユネスコ協会
しろいしまちかど美術館

白石城下町コンサート in 2017

　市内中学校・高等学校吹奏楽部、
白石市民吹奏楽団の単独演奏と合同
演奏を開催します。入場は無料です。
●日時　10月９日（祝）13:00～
●場所　ホワイトキューブホール
問白石市民吹奏楽団長
　大
おお

村
むら

　☎090-8615-3166
http://music.geocities.jp/shiroishi_winde/

白石市医師会
市民公開講座

～高齢運転者の事故防止と支援～
　３月12日に道路交通法が改正とな
り、高齢運転者の運転免許制度が大
きく変わりました。特に75歳以上の
高齢者に係る運転免許の更新手続き
と一定の違反をした場合には、医師
の診断を必要とする「診断書提出命
令」が適用される場合があり、内容
によっては運転免許が取消・停止と
判断されることがあります。改正に
伴う高齢運転者の運転免許制度につ
いて分かりやすくご説明します。
●日時　10月17日（火）18:30～19:30
●場所　しんきんホール（沢端町）
●講師　県警察本部　鈴

すず
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※入場無料・申込不要
問白石市医師会　☎25-0882

「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。

「こじゅうろうくん」
LINEスタンプ発売中！

家事家計講習会

　家計簿から「ダメだっちゃ温暖
化」と生活の工夫や楽しい作品をご
覧ください。
●日時　10月20日（金）10:00～12:00
●場所　白石契約教会（武家屋敷通り裏）
●費用　350円（資料代）
問髙
たか

橋
はし

　☎24-4253

ディサービスセンター
しろいし介護教室

　日ごろの在宅での介護にお困りで
はありませんか？　気軽に介護につ
いて学びましょう！
●日時　10月14日（土）10:30～
●場所　ディサービスセンターしろいし
●内容　在宅介護について・座談会
問同センター佐

さ

藤
とう

・村
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　☎22-5880

民話のつどい

　「むか～し、むかし」ではじまる
民話の世界に浸ってみませんか。
　当日は、「節分の鬼」「がらくたの
お化け」など９つの民話を、方言を
交えてお聴かせします。
●日時　10月29日（日）10:00～12:00
●場所　専念寺
●話者　白石民話の会会員８名
問�白石市文化遺産活用推進委員会事
務局（生涯学習課内）　☎22-1343

　宮城県労働委員会では、不当な解
雇やサービス残業、ブラックバイト、
パワハラ、セクハラなどの労働問題
について、労働者と使用者との間で
自主的に解決することが困難な場合
に、話し合いによる解決をお手伝い
する「個別労使紛争のあっせん」を
行っています。
　労働問題に精通した弁護士などの
あっせん員が労使双方の主張を聞き
取り、双方が納得できる解決を目指
します。費用は無料で、秘密は厳守
されますので、労使間のトラブルで
お困りの方は、お気軽にご相談くだ
さい。
問宮城県労働委員会　☎022-211-3787

労働問題の解決を
お手伝いします

　宮城県南でイチオシの食とビール
や日本酒のブースが並び、地元の方
と外国人観光客が一緒になって食を
楽しめる。そんないつ
もと一味違う仙台空港
にぜひ足を運んでみて
ください。
●出展内容　地元で行列のスイーツ
やはらこ飯などの名産料理、子ども
から大人まで大好きな東北の食材を
活用したジェラート、県南の食材を
使い世界でも評価が高いクラフト
ビールやスパークリングワインなど
●日時　10月14日（土）・15日（日）
11:00～17:00
●場所　仙台空港内
問（一社）宮城インバウンドDMO
　☎0224-87-8081

Miyagi Inbound Food Fes

●民生委員・児童委員（敬称略）
氏　名 住　所 電話番号 担当地区

毛　利　清　美 福岡八宮字弥治郎北71-24 25-7715 鎌先・弥治郎
問福祉課　☎22-1400

　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）。
　白石区ふるさと会�会長�武藤征
一、佐藤源一

紙上からお礼申し上げます

　休日・夜間の急な病気やけがにつ
いて、医療スタッフが受診の必要性
や対処方法などの助言、医療機関を
案内する電話サービスが始まります。
●電話番号
プッシュ回線・携帯電話からは
「＃７１１９」
プッシュ回線以外・ＰＨＳからは
「022-706-7119」
●対応時間　平日は19:00から翌8:00、
土曜日は14:00から翌8:00、日曜・祝
日は24時間
※お子さんの急な発熱やけがに迷った
場合は、子ども夜間安心コールへ
「＃８０００」（毎日19:00～翌8:00）
問宮城県医療政策課　☎022-211-2622

宮城県おとな救急電話相談
が10月１日から始まります

　日本年金機構では、国民年金保険
料を納め忘れの方に対して、電話・
文書・訪問などによる納付のご案内
や免除などの手続きのご案内を、民
間事業者に委託しています。
●委託事業者
株式会社アイヴィジット　☎0570-021-781
※委託事業者が訪問する場合には、
必ず顔写真入りの納付督励員証明
書（身分証）を提示します。
問大河原年金事務所　☎0224-51-3111

国民年金保険料納付のご案内を
民間事業者に委託しています

福岡地区の民生委員・児童委員に変更がありました
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