
■後期高齢者医療保険料
　（７月中旬発送）
●令和２年度の保険料額
　所得割率　7.97%
　均等割額　42,240円
　限度額　　64万円
●軽減制度
　世帯主と加入者の前年中の所
得に応じて保険料が軽減されま
す。これまで8.5割軽減となっ
ていた方は、本年度、7.75割
軽減に変わります。該当者には
案内を直接お送りしています。
問宮城県後期高齢者医療広域連合
　☎022-266-1021
■国民健康保険税
　（７月中旬発送）
●納税義務者
　納税義務者は世帯主です。税
額は、世帯の加入者全員分が合
計されます。世帯主が国民健康
保険の加入者でなくても、同じ
世帯に国保加入者がいる場合は
世帯主あてに納税通知書が届き
ます。

「後期高齢者医療保険料決定通知書」 「国民健康保険税納税通知書」
「介護保険料決定通知書」を送付します

●軽減制度
　世帯主と加入者の前年中の所
得に応じて税額が軽減されま
す。ただし、所得の申告をして
いない方がいると軽減が受けら
れない場合があります。
●令和２年度の保険税額

医療分 後期支援 介護分

所得割 6.8％ 2.1％ 1.8％

均等割 22,800円 7,200円 8,400円

平等割 22,000円 5,400円 4,200円

限度額 63万円 19万円 17万円

●非自発的失業者軽減制度
　倒産や解雇など、自己都合で
はない離職により国保に加入し
た方のうち、雇用保険受給資格
65歳未満の方は、軽減制度が
あります（申請が必要です）。
■介護保険料（７月上旬発送）
●令和２年度の保険料額
　被保険者および同一世帯員の
前年の所得金額などにより段階
が決定します。

段階 月額 年額
第１ 1,620円 19,400円
第２ 2,700円 32,400円
第３ 3,780円 45,300円
第４ 4,860円 58,300円
第５ 5,400円 64,800円
第６ 6,480円 77,700円
第７ 7,020円 84,200円
第８ 8,100円 97,200円
第９ 9,180円 110,100円

■�新型コロナウイルス感染症
による収入減少への減免

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、昨年に比べ今年の
収入が減少した自営業や給与所
得者などの方には、減少の程度
などにより、減免される制度が
あります。詳細は通知書に同封さ
れているチラシをご覧ください。
■�令和元年東日本台風により被災

した被保険者の減免延長
　令和元年度に減免決定された
方は、令和２年度も４月から９
月分に相当する期間に対し、減
免が延長されます。延長の申請
は不要です。
問税務課　☎22-1313

　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、無料で取り換え作業を
行いますので、ご協力をお願い
します。
　対象となる方にはハガキでご
案内しますが、転居などにより
届かない場合がありますのでご
了承ください。
●作業日程
　① 7月13日（月）～20日（月）
　② 8月11日（火）～20日（木）
　③ 9月11日（金）～18日（金）
　④10月12日（月）～20日（火）
　⑤11月11日（水）～20日（金）
問 上下水道お客さまセンター　

☎25-5522

水道メーターの取り換え
作業を行います

給水装置はすべて
お客さまの財産です

　皆さんのご家庭や事務所など
の、市で敷設してある水道管か
ら敷地内にある蛇口までの水道
管など（メーターを除く）の給
水装置は、お客さまの財産です。
　給水装置の新設、修繕などの
工事をする場合、市で指定をし
ている白石市指定給水装置工事
業者にご依頼ください。白石市
指定給水装置工事業者以外では
これらの工事ができません。
　白石市指定給水装置工事業者
については市ホームページをご
覧いただくか、上下水道事業所
までお問い合わせください。
問 上下水道事業所
　☎25-5522

●募集訓練科名（定員）
【名 取 実 習 場】　 ①CAD・NC
オペレーション科（16人）
②溶接施工科（12人）

【多賀城実習場】　電気設備技術
科（企業実習付きコース、ビジネ
ススキル講習付きコース）（10人）
●訓練期間　

【名取実習場】　６カ月
９月15日（火）～令和３年３月
16日（火）

【多賀城実習場】　７カ月
９月25日（金）～令和３年４月
16日（金）
●受講料　無料（テキストや作
業服代は自己負担）
●募集期間　７月８日（水）から
８月26日（水）までに居住地を
管轄するハローワークを通して
お申し込みください。
問 ポリテクセンター宮城　

名取実習場　☎022-784-2820
多賀城実習場　☎022-362-2454

ポリテクセンター宮城
公共職業訓練受講生募集

　来年度の活用相談を受け付け
ています。
■一般コミュニティ助成
　自治会で使用する備品（テン
ト・テーブルなど）で事業費
100万円以上が対象（助成額：
100万～250万円）
■コミュニティセンター助成
　主に自治会等集会所の新築が
対象（助成額：上限1,500万円・
対象事業費の５分の３以内）
■地域防災組織育成助成
　地域の防災活動に直接必要な
設備などの整備が対象（助成額：
30万～200万円）
問企画情報課　☎22-1324

「自治宝くじコミュニティ
助成事業」活用相談

しろいし蔵王高原マラソン
大会を中止します

　９月20日（日）に開催を予定
していた「第34回しろいし蔵
王高原マラソン大会」は、新型
コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止となりました。
問 同実行委員会事務局（生涯学

習課内）　☎22-1343

「しろいし安心メール」
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。

　持続化給付金、休業協力金、
雇用調整助成金等申請、融資、
労働保険など、なんでもご相談
ください。
　電話相談は随時受け付けてま
す。※相談料は無料です。
●日時　７月７日（火）、９日

（木）、14日（火）、16日（木）、
21日（火）、28日（火）、30日（木）
13時～16時　※要予約
●場所　仙南民主商工会事務所
２階（柴田町西船迫1-8-6）
問 仙南民主商工会
　☎0224ｰ55-3267

無料なんでも
相談会のご案内

　運動機能（筋力、関節の動き
等）を評価して、リハビリテー
ション専門医による医療相談を
実施します。
●対象　在宅で生活する身体障
害者手帳（肢体不自由）をお持ち
の18歳以上で、病院・施設な
どでリハビリを受けていない方。
●費用　無料
●日時・会場
①７月８日（水）　蔵王町地域福
祉センター
②８月５日（水）　宮城県リハビ
リテーション支援センター
●募集人数　５人（先着順）
問 宮城県リハビリテーション支

援センター☎022-784-3592

障がい者検診事業の
ご案内

■市営鷹巣第２住宅北 -10
●募集要件　60歳以上の夫婦
世帯（単身での申し込みはでき
ません）
●所在地　鷹巣東七丁目　地内
●間取り　１LDK･64.80㎡
●家賃　18,600円～
●受付期間　７月１日（水）～
22日（水）
●申込資格
　住宅に困っている方で、収入
が一定の基準内の方など。応募
多数の場合は抽選します。
問 建設課　☎22-1326

市営住宅入居者募集

■東大畑住宅
●募集要件　①義務教育修了前
の子どもを１人以上養育してい
る。②世帯の年間収入が家賃の
36カ月分以上。③指定の家賃
保証会社と契約できる。
●募集数　１号棟15戸、２号棟13戸
●間取り　３ＤＫ・53.08㎡
●家賃　30,500円～36,500円

（階により異なります）
●受付期間　随時（先着順）
問管理・運営　サンウッドハウ

ジング株式会社白石営業所
　☎050-3704-1000

子育て応援住宅
入居者募集
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