
※住民基本台帳から、6月30日現在

紙上から
お礼申し上げます

市内の交通事故　６月１日〜30日　※（　）は1月からの累計
■発生件数　39件（321件）� ■死亡者数　� 0人（� � 0人）
■負傷者数　� ２人（� 25人）� ■物損件数　37件（298件）
■飲酒運転摘発者数　0人（� 0人）

■人口　33,292人（前月比）－38人
　　　　男16,343人� 女16,949人
■出生件数　11件� ■死亡件数　35件
■世帯数　14,250世帯 ※住民基本台帳から、6月30日現在

　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。

（敬称略）
互福衣料株式會社 代表取締役
社長 青木正裕、株式会社 アメ
ニティーセンダイ、有限会社 
ライフケア・たかはし、堀米洋
光、高橋正弘、白石ポリテック
ス工業株式会社 代表取締役 田
中健朗

　第３次配分義援金について
は、６月22日に入金をしてます。
あらためて通知しませんので、
ご確認ください。
　現在までに入金が済んでいる
第１次配分額から第3次配分額
については、宮城県災害義援金
配分委員会において決定された
配分基準に基づき次のとおりと

令和元年台風第19号災害義援金について

なります。
　今後、第４次配分がありまし
たら、広報などでお知らせしま
す。申請書が未提出の方は、入
金が遅れますので、至急申請を
お願いします。
　詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
問福祉課　☎22-1400

　県では、「うちエコ診断士」が、
家庭での省エネ対策をアドバイ
スする「うちエコ診断」を行っ
ています。
　この「うちエコ診断」は、家
庭の年間エネルギー使用量や光
熱費などの情報を基に、平均的
な家庭とのCO２排出量の比較
や、家庭内のどの分野からCO２
が多く排出されるか診断を行
い、各家庭のライフスタイルに
合わせたオーダーメードの省エ
ネ・省CO２対策を提案するも
のです。
　光熱費の削減にご興味のある
皆さまからの申し込みをお待ち
しています。
●診断期間　令和３年２月中旬まで

うちエコ診断申込受付中！

●対象　県内在住者
●募集件数　200件（先着順）
●診断料　無料
●申込先　
①公益財団法人 みやぎ・環境
とくらし・ネットワーク
☎022-301-9145
E-mail：stop_gw@miyagi.jpn.org
②株式会社三創
☎022-388-1391
E-mail：info@yane-sanso.com
※ 詳細については、宮城県環境

政策課のホームページで確認
できます。

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/kankyo-s/uchieco-
jushinn.html
問生活環境課　☎22-1314

毎月第３日曜日は
「家庭の日」です

今月は８月16日　夏バテしな
いように１日３食しっかり家族
と食べましょう！

　市では、災害時に自力で避難
することが困難で支援を必要と
する方（避難行動要支援者）を
把握し、関係機関・団体（避難
支援等関係者）と共有すること
で、災害発生時に迅速な安否確
認や避難支援ができるよう、要
支援者名簿を作成しています。
 名簿への登録を希望する場合
は、申請書を提出してください。
●対象となる方（一定要件該当）
　65歳以上のひとり暮らし高齢
者や高齢者のみの世帯、要介護
の方、障がいをもっている方な

「避難行動要支援者名簿」への登録はお済みですか？

どで、災害時に自力避難が困難
な方。
※ 一定要件には該当しないが、

災害時の自力避難に不安があ
る方も登録できます。
●登録申請
　福祉課（総合福祉センター内）
または、地区担当の民生委員に
申し出てください。
●登録済みの方　
　すでに登録を行っている方に
ついては、再登録は必要ありま
せん。
問福祉課　☎22-1400

　口座振替の前納・早割を利用
すると、国民年金保険料が割引
されます。
　納付期限の翌月末ではなく、
当月末に引き落としする早割に
すると月50円（年間600円）の
割引となります。
●口座振替の前納割引額

（金額は令和２年のもの）
①２年前納　　15,840円
②１年前納　　 4,160円
③６カ月前納　 1,130円
※10月からの６カ月前納を希

望される方は、８月末までに
お申し込みください。

※来年４月からの２年前納・１
年前納、６カ月前納を希望さ
れる方は、来年２月末までに
お申し込みください。
●手続きに必要なもの
①年金手帳、②普通預金通帳と
お届け印、③運転免許証などの
身分証明書
問大河原年金事務所
　☎0224-51-3111
　日本年金機構ホームページ
　http://www.nenkin.go.jp
　健康推進課　☎22-1362

国民年金保険料の納付は、
口座振替がお得です！

　東中学校剣道部では、これま
で学校にある剣道具を使用して
活動してきました。長年の使用
で使えなくなってきた剣道具が
多くなりつつあります。ご家庭
に「子供が中学で使用していた
剣道具がある」「そういえば物
置に剣道具や竹刀があった」「愛
着があり処分するにもできな
い」などの剣道具がありました
ら、東中学校剣道部で再利用さ
せていただけませんか。
●寄付していただきたい物
１．剣道具（単品でも構いません）
２．稽古着・剣道袴

はかま

３．面手ぬぐい
４．竹刀・木刀
５．竹刀袋・防具袋
※ その他の剣道に関するものは、

お問い合わせください。
問東中学校　剣道部顧問　三

み
浦
うら

　☎25-5575

剣道具　寄付のお願いけやきホットライン
（性暴力被害相談）

　宮城県では、性暴力被害者の
支援を行う拠点として「性暴力
被害相談支援センター宮城」を
設置しております。
　センターでは、相談のほか、
警察や医療機関などへの付き添
い、被害に伴う受診費用の助成、
また精神科医等によるカウンセ
リングを提供します。１人で悩
まず、ご相談ください。
●開設時間

【平日】10:00～20:00
【土曜】10:00～16:00
（日曜、祝日、休日、年末年始を除く）
問 けやきホットライン
　☎0120-5
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区分 第１次
配分額

第２次
配分額

第３次
配分額 合計

死亡・行方
不明者

1人
当たり 12万円 32万円 20万円 64万円

住宅全壊

1戸
当たり

12万円 32万円 20万円 64万円

住宅大規模半壊・
半壊 6万円 16万円 10万円 32万円

住宅準半壊 1万2千円 3万2千円 2万円 6万4千円

住宅一部損壊 6千円 1万6千円 1万円 3万2千円

●支給基準

　地籍調査は、一筆ごとの土地
を、所有者立ち会いのもと、地
番や地目、境界、面積を調査す
るものです。
　昭和55年度に始まった調査
は、本年度分が完了すると、郡
山地区および周辺の一部区域を
残すのみとなります。
本年度の現地調査は６月から行
っていますが、下記の区域を追
加して９月上旬から12月頃ま
での予定で実施しますので、土
地所有者の方のご協力をお願い
します。
●令和２年度調査区域
　字延命寺北、字不澄ケ池、字
寺屋敷前、字堂場前、字大畑一
番、字大畑二番、字祢宜内、字
柳川原、郡山字荒屋敷、字観音
崎、字具路、字五昇路、字台田、
字弥陀内、字芳ケ沢
上記区域でも、土地区画整理事
業等を行った区域は除きます。
問地籍調査室　☎22-1257

地籍調査の区域を
追加します

　国の緊急経済対策として、一
人あたり10万円の特別定額給
付金の支給を受けるには申請が
必要です。
　申請がまだの方は至急手続き
をお願いします。
●申請期限　８月20日（木）

（郵送の場合は当日消印有効）
問給付金コールセンター
　☎26-8180

特別定額給付金の
申請はお済みですか
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※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。

お知らせ特急便


