
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　※（　）は1月からの累計

■発生件数　120件（451件） ■死亡者数　 0人（  0人）
■負傷者数　 ２人（ 28人） ■物損件数 118件（425件）
■飲酒運転摘発者数　0人（ ０人）

■人口　33,259人（前月比）－33人
　　　　男16,324人 女16,935人
■出生件数　14件 ■死亡件数　27件
■世帯数　14,246世帯 ※住民基本台帳から、７月31日現在

　生活基盤の整備や福祉事業な
どのため、次の方々からご寄附
をいただきました。（敬称略）
田中桃香、公益財団法人�日本
公衆電話会��宮城支部支部長�中
村玲子、株式会社トーキン�白
石事業所�代表取締役執行役員
社長�片倉文博、白石ロータリ
ークラブ�会長�平間�常吉、郵便
局長会�白石七ヶ宿部会�部会長�
高橋�健一

国勢調査にご回答ください

　計量法に基づく計量器の定期
検査を下記の日程で実施しま
す。取引や証明に使用する計量
器は２年に１度、定期的に検査
を受けないと使用できなくなり
ますので、必ず検査を受けてく
ださい。
　なお、新しい計量器も「免除」
のシールを貼りますので、検査
会場までお持ちください。
●検査日程と対象地区
①10月5日（月）10:00～15:00
　越河、斎川、大平、大鷹沢、
　白川、福岡、小原、白石地区
　（南町・長町・中町自治会）
②10月6日（火）10:00～15:00
　白石地区（南町・長町・中町
　自治会を除く）
●場所　市役所正面駐車場（車庫）
※�割当日に都合が悪い場合は、
必ず商工観光課へご連絡くだ
さい。

問商工観光課　☎22-1321
　宮城県計量検定所
　☎022-247-1641

計量器（はかり）の
定期検査を実施します

　国勢調査は、５年に１度、
10月１日現在で調査を行いま
す。日本に住んでいるすべての
人、世帯を対象とし、国や県、
市町村が行う行政の基礎資料と
して利用されるほか、学術、教
育、企業などの幅広い分野で利
用されている、最も重要な調査
です。
　９月から調査員が訪問し、調
査票を配布します。調査票の提
出については、郵送とオンライ
ン回答が利用できます。オンラ
イン回答は、24時間ご都合の
良い時間に回答できます（記入
に不備があった場合のみ、市の
担当から照会することがありま

毎月第３日曜日は
「家庭の日」です

今月は９月20日　笑顔の絶え
ない温かい家庭づくりを目指し
ましょう！

▲�寄付受納式の様子、山田市長と白石
ロータリークラブの皆さん

　保険料を納めることが経済的
に困難な場合、申請により「全
額免除」「一部免除（一部納付）」
または「猶予」される制度があ
ります。
　「免除」や「猶予」に該当す
ると将来の老齢基礎年金、万が
一の時の遺族基礎年金や障害基
礎年金の受給資格期間に含まれ
ます。全額「納付」した場合に
比べ、将来の年金額は減額にな

国民年金保険料　「納付」と「免除・猶予」と
「未納」ではここが違います！

りますが、10年以内であれば
「追納」により増額することが
できます。
　これに比べ「未納」は受給資
格期間にも年金額にも全く反映
されません。
　未納のままにせずお問い合わ
せください。
問大河原年金事務所
　☎0224-51-3111
　健康推進課　☎22-1362

納付 全額
免除

一部
免除

納付猶予
学生納付特例 未納

障害基礎年金・遺族基礎年金の
受給資格期間に ○ ○ ○ ○ ×

老齢基礎
年金の

受給資格期間に ○ ○ ○ ○ ×
年金額の計算に ○ △ △ × ×

○：入ります、△一部入ります、×：入りません

　日常生活や事業活動から出さ
れる廃棄物（ごみ）が、一部の
心ない人たちによって、不法に
捨てられるケースが後を絶ちま
せん。一人一人が、不法投棄を
「しない」、「させない」、「許さ
ない」という意識を持ち、住み
よい地域をつくりましょう。
■不法投棄は重大な犯罪です
　定められた方法や場所以外で
廃棄物を捨てることは、法律で
禁じられています。違反した場
合、５年以下の懲役または
1,000万円（法人の場合は３億
円）以下の罰金が科せられます。
■不法投棄を見かけた方は
　不法投棄者の特徴や車両ナン
バー、場所、種類などを最寄り
の警察署や駐在所に通報してく
ださい。現場保存のため、不法
投棄された廃棄物は、そのまま
にしておいてください。

９月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」です

■不法投棄をされてしまったら
　法律上、土地・建物の所有者
または管理者は、不法投棄され
た場合、その廃棄物を自らの責
任で処理しなければなりませ
ん。不法投棄をさせないために
も、みだりに人が立ち入れない
ようにするなど、土地の管理に
は十分注意してください。
■不用品回収業者に注意
　「無料回収」をうたい、家庭
や事業所から排出される廃家電
などを戸別回収したり、空き地
へ持ち込ませたりする業者の多
くは、違法（無許可）営業です。
価値のある部分以外を不法投棄
したり、回収後に高額な料金を
請求されたりするなどのトラブ
ルも起きています。このような
事業者を利用せず、市が案内す
るルールで処分してください。
問生活環境課　☎22-1314

　令和３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17日（木）13:40〜14:00

白石第二小 ９月８日（火）13:40〜14:10

越 河 小 ９月16日（水）14:00〜14:20

大 平 小 ９月14日（月）13:30〜13:50

大 鷹 沢 小 ９月10日（木）13:30〜13:55

白 川 小 ９月17日（木）14:00〜14:15

福 岡 小 ９月15日（火）13:45〜14:00

深 谷 小 ９月７日（月）13:30〜13:50

小 原 小 該当者へは別途通知します

問学校管理課　☎22-1342

令和３年次就学時
発達検査を実施します

す）。
　新型コロナウイルス感染症対
策のため、極力接触を避けて調
査を行い、郵便受けなどを利用
して調査書類などをお渡しする
場合がありますので、ご協力を
お願いします。
　また、正確な統計を作成する
ために調査票に記入して提出す
る義務が定められています。記
入内容を他に漏らしたり、統計
法に規定した目的以外に使用し
たりすることは、法律で禁じら
れています。
　安心してありのままをご記入
いただくようお願いします。
問�企画情報課　☎22-1324

毎月７日は「白石温麺の日」
白石温麺を食べましょう！

　新型コロナウイルス感染症拡
大を防止するため、定例会の傍
聴は人数を制限して実施します。
　なお、ライブ中継をインター
ネットで配信しています。ぜひ
ご自宅のパソコンやスマートフ
ォンなどでご覧ください。
※�議場で行われる本会議の詳し
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３日（木）
　　　　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

　全国の登記所（法務局）にお
いて、相続登記や、預金の相続
の際に利用できる「法定相続情
報証明制度」を取り扱っていま
す。制度の運用開始から３年が
経過し、利用者が増えているこ
とから８月３日より手続きの案
内が予約制となりました。
　手続き案内の内容などについ
てはお問い合わせください。
●予約方法　電話または窓口で
予約
問仙台法務局大河原支局
　☎0224-52-6053

法定相続情報証明制度の
手続き案内が予約制になります

　10月18日（日）に開催を予定
していた第45回白石市民ゴル
フ大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止とプレイヤーの
安全確保のため、開催を中止し
ます。
問�白石市市民ゴルフ大会実行委
員会　谷

や
津
つ

　☎25-0128

白石市民ゴルフ大会
を中止します

※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。
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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。
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