
※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）。
渡辺節夫、渡辺裕見子、渡辺佳代子、
渡辺宏之、半沢誠子、遠藤和志、白
石ライオンズクラブ、木村繁

紙上からお礼申し上げます

市内の交通事故　５月１日～31日

■発生件数　68件（330件） ■死亡者数　 0人（  1人）
■負傷者数　 3人（ 29人） ■物損件数　65件（305件）
■飲酒運転摘発者数　0人（0人）
※（　）は1月からの累計

５月31日現在の人口
■人口　34,944人　（前月比）－60人
　　　　男17,080人 女17,864人
■出生件数　14件 ■死亡件数　44件
■世帯数　14,178世帯

平成29年度国民年金保険料
免除申請受付を開始します
　保険料の免除や猶予を受けず未納
の状態で、万が一障がいや死亡とい
った不慮の事態が発生すると、障害
基礎年金や遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
■平成29年度免除申請
●対象期間　７月～平成30年６月分
●受付開始日　７月３日（月）
※�継続審査の方をのぞき毎年申請が
必要です。
●免除の種類　全額、一部（４分の
３、半額、４分の１）、納付猶予（50
歳未満の方）
●申請に必要な物　①年金手帳、②印
鑑、③運転免許証などの身分証明書、
④離職した方は「雇用保険受給資格
者証」などの証明書
※④は配偶者・世帯主の分も必要。
■上記期間以外の免除申請
　平成26年４月から法律が改正さ
れ、申請時点から２年１カ月前まで
の期間について、さかのぼって申請
できるようになりました。
問大河原年金事務所　☎0224-51-3111
　健康推進課　☎22-1362
　日本年金機構ホームページ
　http://www.nenkin.go.jp/
　ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165

　現在お使いの
「緑色の保険証」
は有効期限が７
月31日 ま で で
す。新しい「保
険証」（オレンジ
色）は７月末に
本人あてに郵送します。簡易書留で
お送りしますので、受け取りには印
鑑が必要です。古い保険証は８月１
日以降に各自ハサミなどで切って処
分するか、健康推進課にご返却くだ
さい。なお、７月中に、一人暮らし
の方で長期不在となる場合は必ずお
知らせください。
●７月末日までに郵送する物
①�後期高齢者医療被保険者証（オレ
ンジ色の保険証）
②�限度額適用・標準負担額減額認定証
※�②は、減額認定証を現在お持ちの
方で８月１日以降も認定要件が満
たされている場合のみ、保険証に
同封します。
問健康推進課　☎22-1362

後期高齢者医療制度の
被保険者証（保険証）を更新します

　平成29年８月から、老齢基礎年金
を受給するために必要な期間（受給
資格期間）が「25年」から「10年」
に短縮されます。対象となる方には、
日本年金機構から請求書（黄色の封
筒Ａ４サイズ）を郵送しています。
事前予約の上手続きしてください。
問大河原年金事務所　☎0224-51-3115
　ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165

年金請求書の手続きもれ
はありませんか？

平成28年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況
■情報公開制度の実施状況
　情報公開制度は、市民の皆さんの
請求によって、市が保有する公文書
を、閲覧のほか写しを交付して公開
する制度です。

※�その他：在否応答拒否、不存在、
取り下げ
■個人情報保護制度の実施状況
　個人情報保護制度は、市が保有し
ている個人情報を適正に取り扱い、
市民の皆さんの個人情報に関する権
利と利益を保護するための制度です。

区　　分 件　数
個人情報取り扱い業務 393件
開 示 等 請 求 3件

問総務課　☎22-1331

区　　分 件　数
開 示 14件
部 分 開 示 9件
非 開 示 0件
そ の 他 （ ※ ） 6件
不 服 申 し 立 て 0件
情 報 の 提 供 578件

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
　７月６日（木）～24日（月）

●入札期間　７月31日（月）～８月７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
910,000 100,000

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

▲受納書を受け取る半
はん

沢
ざわ

誠
せい

子
こ

さん（右）

７月は
　固定資産税（２期）
　国民健康保険税（１期）
　後期高齢者医療保険料（１期）

の納期です

「夜間収納総合窓口」開設

●日時　７月25日（火）

　　　　17:15～19:30

※納税相談は20:00まで

●場所　収納管理室・会計課

　大規模な災害が発生した場合、市
内の医療機関も建物や設備などに被
害が発生し、診療ができなくなる可
能性があります。白石市医師会では、
大規模な災害が発生した場合、診療
可能な診療所の玄関など目につきや
すい場所に「診察可」の黄色い旗を
掲示します。
　大災害が発生した場合は、この旗
を目印にしてください。
問白石市医師会　☎25-0882

災害時には黄色い旗を目印に

　将来にわたり市民が安心して暮ら
し続けられる公共交通を確保するた
め、人口減少や少子高齢化社会に伴
う、住民・地域ニーズの変化に対応
した持続可能な地域公共交通ネット
ワークを構築するため、地域公共交
通のマスタープラン「白石市地域公
共交通網形成計画」を策定しました。
　詳しくはホームページでご覧くだ
さい。
http://www.city.shiroishi.miyagi.
jp/soshiki/6/9137.html
問企画情報課　☎22-1324

「白石市地域公共交通網形成
計画」を策定しました

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

●売却方法　一般競争入札
●入札物件　白石市斎川字深沢52番３
　（白石駅前交番斎川連絡所跡地）
　宅地　420.89㎡
●入札日　８月23日（水）
●申込期間　７月３日（月）～31日（月）
●入札場所　宮城県庁内会議室
問宮城県総務部管財課
　☎022-211-2353

県有財産（土地）を
売却します

■一般コミュニティ助成事業
　自治会で恒常的に使用する備品
（テント・テーブル・イスなど）が
対象（助成額：100万円～250万円）
■コミュニティセンター助成事業
　主として自治会等集会所の新築が
対象（助成額：上限1500万円・対象
事業費の５分の３以内）
■地域防災組織育成助成事業（区分ア）
　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：30万円
～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

　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。別料金で骨密度検査や内
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

毎月７日は「白石温麺の日」
白石温麺を食べましょう

「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。
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