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りんご畑を健康ウォーキング
10月1日、
「りんごウォーキンGOOD（グー）!」が金蛇
水神社周辺を会場に開催され、市民28人が参加しました。
気持ちのよい秋晴れの下、約4kmのコースを元気に歩き、
後半は長岡丘陵のりんご畑の中を通って赤く実ったりんご
を眺めながら、楽しく汗を流しました。

11

月

主な内容
□トップニュース
P2〜3
P4〜7
□平成26年度決算報告
P8〜9
□ニュース＆インフォメーション
P12〜13
□子育てインフォメーション
P14
□宮城一斉滞納整理強化月間
P18〜19
□街角ウオッチング
P20〜28
□11月のお知らせ
（秋の収穫祭、エアポートマラソン交通規制について ほか）
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二野倉地区で植樹祭

～力を合わせて植樹を楽しむ～

月 日、千年希望の丘二
野倉地区を会場に、植樹祭が
開催され、約 人の市民が植
樹をしました。今回は千年希
望の丘協会が主催する初めて
の事業で、
（株）ローソンから
の寄付金を基に開催したもの
です。
今 回 は、 春 に 花 を 咲 か せ
る 高 木 と 低 木、 併 せ て 種、
350本を植樹しました。来
年の春にはきれいな花を咲か
せることでしょう。

70

▲

協力してネムノキを植える参加者︒
ほかにレンギョウとマンサクも植
えました

10

麻生太郎副総理が来岩

月 日、麻生太郎副総理
（ 財 務 大 臣・ 金 融 担 当 大 臣 兼
任）が千年希望の丘（相野釜
公園内）を訪れました。
麻生副総理が慰霊碑前で黙
祷をした後、菊地市長が復興
の現状について説明しまし
た。麻生副総理は「岩沼市の
復 興 が い ち 早 く 進 ん だ の は、
住民との合意形成が早く整っ
たからです。一見すると遠回
りに見えてしまう住民との意
思疎通がしっかりできたこと
によって復興への近道となっ
たのでしょう」と話しました。
▶視察をする麻生副総理
︵右︶
と
菊地市長
︵左︶

岩沼市とアメリカの新たな交流

月 日、玉浦西地区東集
会所でアメリカ絵本の寄贈式
と絵本のよみきかせ会が開催
されました。この絵本の寄贈
は被災地支援の「トモダチ作
戦」や、ハナミズキの寄贈な
ど日米の交流事業の一環とし
て行われたもので、在札幌米
国総領事館から、英語と日本
語の絵本 冊が玉浦西地区に
寄贈されました。

～アメリカ絵本寄贈式＆よみきかせ会を開催～

▶子どもたちに英語で絵本をよ
みきかせするハービー・ビーズ
リー広報・文化交流担当領事

10

﹁ 国土交通大 臣 表 彰 ﹂ 受 賞

17

～コミュニティ維持の玉浦西地区災害公営住宅～

▲コミュニティの維持が評
価された災害公営住宅

月 日、横浜市で行われた「第 回住生活月間功労
者表彰式」において、岩沼市が国土交通大臣表彰を受賞
し、菊地市長に表彰状が手渡されました。
この表彰は、東日本大震災の復興に際し、住宅・建築
分野において特に顕著な功績があった団体などが対象と
なっており、玉浦西地区に整備した災害公営住宅が、ふ
るさとの歴史や誇りを大切にし、震災前のコミュニティ
を維持したことが高く評価されたものです。
10

玉浦西が復興まちづくりでダブ ル 受 賞

27

月 日、全国まちづくり会議
2015in東京が開催され、玉浦
西地区まちづくり検討委員会・玉
浦西まちづくり住民協議会が、第
回日本都市計画家協会賞「復興まち
づくり特別賞」と「優秀まちづく
り賞」を受賞しました。この賞は、
まちづくりにおける優れた理念や
活動を全国に発信・波及すること
を目的に行われているものです。 
4
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▲渡された表彰状
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第 回岩沼市認知症ケアパス検討会を
開催しました

月 日、総合福祉センターにおいて、第 回岩
沼市認知症ケアパス検討会を開催しました。
認知症サポート医で総合南東北病院神経内科科長
の佐藤滋先生をはじめ医療、介護、地域の関係機関
の方々、認知症の方の家族など総勢 人が集まり、
小学校区毎のテーブルに分かれ、
話し合われました。
さまざまな立場から、認知症の理解、早期受診の必
要性や医療につなげる難しさなど認知症に関する課
題について意見が活発に出されました。
今回の意見をもとに、次回の検討会では優先順位
の高い課題についてさらに話し合い、ケアパスに盛
り込むことで実際に活用できるものにしていきたい
と考えています。

1

問／介護福祉課（☎

3016）

様な医療や介護サービスを受ければよいか」を理解し適切

した場合に、認知症の状態に応じて「いつ、どこで、どの

認知症の方やその家族が、認知症と疑われる症状が発生

認知症ケアパスとは

17

大切な財産を守るために

10

～市内金融機関と情報交換～

9

寄付・寄贈をいただきました
今月も多くの方から寄付・寄贈をいただきましたの
で紹介します。
① 月 日、群馬県みどり市を拠点に活動するダンス
せんしばんこう
グループ「千紫万紅」から「千年希望の丘」支援の
ため寄付金をいただきました。
② 月 日、敬老の日に合わせて、メガネの相沢岩沼
店から老眼鏡 組が寄贈されました。
③ 月 日、日本製紙労働組合青年女性部から、「千
年希望の丘」支援のため寄付金をいただきました。
④ 月 日、大友葬儀社から「千年希望の丘」支援の
ため寄付金をいただきました。
10

1

9

な対応ができるように支援するための手引書
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24
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②
④
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①
③

月 日、総合福祉センターにお
い て、 市 お よ び 地 域 包 括 支 援 セ ン
ターと市内金融機関 店で、地域ケ
ア政策会議を開催しました。
金融機関各店では、年々巧妙な手
口となる高齢者を狙った金融詐欺を
防ぐため、警察官の来店を増やすな
ど、精力的に取り組んでいる現状が
分かりました。また、成年後見制度
の 活 用 に つ い て、
「手続きに時間が
掛かっても、長い目で見ると財産を
守ることにつながる」とのお話もあ
りました。
いつまでも安心して元気に暮らす
ための地域づくりへの相互協力を確
認することができました。
JA岩沼市、岩沼郵便局、岩沼桑原郵便局、七十七
銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、相双五城信用組合、
東北労働金庫の皆さんが出席しました
▶


▶ニュース

2

26

使用料及び
手数料ほか
14 億 7,701 万円
（3.2％）

依存財源
（66.4％）

繰入金
97 億 2,327 万円
（20.4％）

地方交付税
63 億 2,557 万円
（13.3％）

自主財源
（33.6％）

国庫支出金
131 億 3,474 万円
（27.6％）

67

5

繰越金
75 億 1,126 万円
（15.8％）

県支出金
13 億 3,441 万円
（2.8％）

決算報告

1

市税
67 億 1,369 万円
（14.1％）

475 億 6,481 万円

3
6

年度

2

一般会計歳入

53

1

平成

7

27

4

市税は、企業の業績好調を受けた法人市民税
の増や新築着工件数が増えたこと等による固定
資 産 税 の 増 な ど に よ り、 前 年 度 か ら 億
2918万円増の 億1369万円で、震災前
の水準まで持ち直しました。税収総額を平成
年度末の人口で割った市民 人当たりの税額
は、 万2380円となりました。
地方消費税交付金は、平成 年 月の消費税
率 引 上 げ な ど の 影 響 に よ り、 前 年 度 に 比 べ
9141万円増の 億3551万円、また、消
費税引上げに伴い自動車取得税交付金は段階的
に縮小されたことを受け、前年度比 ・ ％減
の2402万円となりました。
財産収入は、旧下野郷学習館跡地や防災集団
移転促進事業に係る土地の売払収入などによ
り、前年度比132・ ％増の 億2095万
円となりました。
市債は、災害援護資金貸付事業や災害公営住
宅建設事業、社会資本整備事業などにより、前
年度に比べ 億2030万円増の 億3780
万円となりました。
15

平成 年度各種会計の決算が︑第 回市議会定例会で認定されました︒
市の財政は︑市民の皆さんが納めた市税をはじめ︑地方交付税︑国県支
出金︑地方消費税交付金などを財源に住みよいまちづくりを目指し運営し
ています︒市に入ったお金がどのように使われたのか︑一般会計を中心に
お知らせします︒︵P4～ ︶
※万円未満は四捨五入、一部は端数の調整をしています。

9

決算概要

22

26

地方譲与税・各種交付金など
8 億 706 万円
（1.7％）

市債
5 億 3,780 万円
（1.1％）

一般会計歳入

4

平成 年度は、東日本大震災からの復旧・復
興事業を最優先としつつ、「いわぬま未来構想」
の初年度において、構想の具現化に向けた取り
組みと市域全体の均衡ある発展のため、通常事
業の推進に努めました。
一 般 会 計 の 決 算 額 は、 歳 入 が 475 億
6481万円、歳出が448億7001万円で、
前年度に比べそれぞれ ・ ％、 ・ ％の減
となりました。このうち、東日本大震災に係る
決算額は、歳入が328億4392万円、歳出
が313億3083万円となり、約 割を占め
ました。
歳 入 歳 出 の 差 引 額 は、 億9480万 円 で、
平成 年度へ繰り越した事業の財源を差し引い
た実質収支は 億5058万円の黒字となりま
した。このうち、 億円を財政調整基金に積み
立て、残りの 億5058万円を平成 年度へ
の純繰越金としました。
8
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決算報告
▶平成26年度

一般会計歳入 475 億 6,481 万円

4
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5

一般会計歳出
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5

民生費
58 億 1,930 万円
（13.0％）

衛生費
16 億 2,098 万円
（3.6％）
労働費
6,364 万円（0.1％）
土木費
176 億 7,626 万円
（39.4％）

農林水産業費
20 億 4,258 万円（4.6％）
商工費
2 億 3,674 万円
（0.5％）

維持補修費
2 億 9,686 万円
（0.7％）

一般会計歳出

災害復旧費
4 億 3,924 万円
（1.0％）

22

85

物件費
22 億 8,453 万円
（5.1％）

繰出金
77 億 2,733 万円
（17.2％）

投資的経費
（29.5％）

補助費等
24 億 1,881 万円
（5.4％）

その他の
経費
（55.1％）

義務的経費
（15.4％）

積立金など
119 億 9,526 万円
（26.7％）

議会費
1 億 9,287 万円
（0.4％）
公債費
11 億 4,103 万円（2.5％）

448 億 7,001 万円

10

26

11

3

24

17

90

22

19

77

4

4

2

97

68

人件費
25 億 6,190 万円
（5.7％）
扶助費
31 億 9,327 万円
（7.1％）
公債費
11 億 4,103 万円
（2.6％）
普通建設事業費など
132 億 5,103 万円
（29.5％）

性質別歳出

61

1

総務費
138 億 4,372 万円
（30.9％）
教育費
13 億 8,785 万円
（3.1％）
消防費
4 億 579 万円
（0.9％）

目的別歳出

3

歳出の主なものを目的別に見ると、総務費は、
復興交付金基金や復興基金への積立の増などに
よ り、 前 年 度 に 比 べ 億1491万 円 増 の
138億4372万円となりました。
土木費は、市道沿線等盛土事業が本格化した
こ と な ど に よ り、 前 年 度 に 比 べ ・ ％ 増 の
176億7626万 円、 災 害 復 旧 費 は、 総 合 体
育館災害復旧事業が完了したことなどにより、
前年度に比べ ・ ％減の 億3924万円と
なりました。
公債費は、けやき債満期一括償還が完了した
ことなどにより、前年度に比べ ・ ％減の
億4103万円となりました。
次に、性質別に見ると、人件費は1741万
円の減、扶助費は臨時福祉給付金事業などによ
り、 億3719万 円 の 増、 公 債 費 は 億
3787万円の減となり、義務的経費全体とし
て1809万 円 減 の 億9620万 円 と な り ま
した。
普通建設事業費は、災害公営住宅建設事業や
千年希望の丘整備事業などにより、 億6004
万 円 増 の127億8281万 円、 東 日 本 大 震 災
にかかる災害復旧事業費は、 億6822万円
となり、投資的経費全体では、 億4746万
円増の132億5103万円となりました。
補助費等は、災害廃棄物 次処理経費が完了
したことなどにより、 億8145万円減の
億1881万円、貸付金は、土地開発公社に対
する貸付金が完了したことなどにより前年度比
・ ％減の 億5590万円、他会計への繰
出金は、公共下水道事業に係る震災関連経費の
繰出が減となったことなどにより、 億2733
万円となりました。
77

▶平成26年度
市税の前年度比較表

1人当たりの市税負担額 152,380円

1人当たりで見る

決算額

市民1人にすると、年間どれくら
いのお金が使われ、
どれくらいの市
税が納められているか示してみま
した。人口は平成27年3月31日現
在の44,059人で計算しています。

固定資産税

市民税

66,627円

66,113円

都市計画税

市たばこ税
ほか

9,369 円

10,271円

科

目

市民税

固定資産税

（内約７割が復興関連支出）
1人当たりの支出額 1,018,407円
議会費

総務費

民生費
軽自動車税

4,378円

314,209円

132,080円

衛生費

労働費

農林水産業費

36,791円

1,444円

46,360円

商工費

土木費

消防費

5,373円

401,195円

9,210円

教育費

災害復旧費

公債費

31,500円

9,969円

25,898円

市たばこ税

都市計画税

合

4,767,721㎡ 基金

行政財産

3,587,939㎡

普通財産

1,179,782㎡

建物

173,529㎡

木造
非木造

73億8,928万円

減債基金

6億3,409万円

財政調整基金（国保会計）

5億8,780万円

21,443㎡

生活安定基金

150万円

152,086㎡

土地開発基金

3億7,800万円

仙台空港周辺地域環境整備基金

4億4,157万円

個性ある地域づくり基金

1億1,286万円

地上権

388㎡

商標権

2件
1億1,196万円

福祉基金

4億5,000万円

出資による権利

2億9,175万円

市街地整備基金

2億1,018万円

公共施設整備基金

9,564万円

交流促進基金

4,021万円

生涯学習振興基金

1億 129万円

東日本大震災復興交付金基金

14億7,418万円

千年希望の丘整備基金

4,286万円

各種会計別の市債残高
平成26年度末
現在高

会計の種類
一般会計
公共下水道事業特別会計

102億1,813万円 農業集落排水事業特別会計

8億4,164万円

69億9,196万円 水道事業会計（企業会計）

26億3,076万円

財政調整基金残高の推移

29億3,549万円

収納率

96.4%

96.7%

決算額

7,580万円

8,111万円

収納率

92.8%

93.1%

決算額

3億7,824万円

3億7,143万円

収納率

100.0%

100.0%

決算額

4億 366万円

4億1,279万円

収納率

96.2%

96.6%

決算額

63億8,451万円

67億1,369万円

収納率

96.4%

96.8%

116

115

H22

H23

H24

106

102

億2千万円

0

112

億9千万円

H25 H26年度

50億

億8千万円

H24

11

億円

H23

13

億8千万円

H22

11

億4千万円

千万円未満は四捨五入しています。）

0

11

億8千万円

H25 H26 年度

5億

11

億4千万円

H24

73

億4千万円

（一般会計分

H23

63

10億

億3千万円

H22

62

億9千万円

0

28億8,010万円

市債残高の推移

15億

億1千万円

20億

決算額

100億
億5千万円

40億

市債償還額の推移

26

億4千万円

億8千万円

60億

24

96.7%

26

平成26年度末
現在高

会計の種類

96.0%

4

236億3,045万円

震災復興基金

収納率

26

19億6,699万円

介護給付費財政調整基金

29億1,287万円

一方、市の借金は市債と呼
ばれています。平成 年度末
の 一 般 会 計 市 債 残 高 は、
102億1813万円で、前
年度より 億7219万円の
減となりました。市債は、道
路や施設など市民の皆さんが
長く利用するものに充てら
れ、年度を越えて返済するこ
とから、市債を発行すること
により、世代間の負担を公平
にすることができます。

有価証券

（企業用財産ならびに動産、物品を除く）

26億4,671万円

3

375億5,690万円

財政調整基金（一般会計）

決算額

基金
（貯金）
と市債
（借金）
の
残高

土地

平成26年度末
現在高

区 分

平成26年度

市には土地や建物など様々
な財産のほかに、家庭の貯金
に 相 当 す る 基 金 が あ り ま す。
財源の過不足を調整するため
の財政調整基金や特定の目的
のために使う各基金の平成
年度末現在高合計は、前年度
に比べ 億2788万円増の
375億5690万円となり
ました。

平成26年度末
現在高等

分

計

平成25年度

※収納率…収入決定額（賦課額）に対する実際に収入され
た額の比率。

市有財産の状況
区

決算報告

H25 H26年度

広報いわぬま2015.11月号
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義務的経費の比率

経常的な経費に経常的な一般財源がどの程度
充てられたかを表すもので、この数値が小さい
ほど財政の柔軟性があることを示します
105.0%

43.5%

100.0%

40.0%
25.6%

30.0%

9.3%

10.0%

13.2%

15.4%

90.0%

0.800

100.0%

87.6%

Ｈ23

Ｈ24

区分

Ｈ25

介護保険事業
公共下水道事業
農業集落排水事業

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

歳出

区

47億6,821万円
（0.8％）

43億7,066万円
（△ 1.4％）

4億1,574万円
（8.1％）

3億9,607万円
（7.8％）

29億8,683万円
（7.0％）

29億6,186万円
（6.4％）

126億5,165万円
（15.8％）

87億3,829万円
（57.4％）

9,316万円
（△ 4.7％）

8,922万円
（5.3％）

Ｈ24

収益的収支

収入

14億

927万円

Ｈ25

Ｈ26

資本的収支
2億

565万円

特別都市
下水路
事業

支出

12億 7,779万円

5億3,215万円

収入

1億 8,110万円

0円

支出

9,892万円

1,598万円

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み。

早期健全化
基準

実質赤字比率

一般会計等を対象とした、実質赤字額の標準財政
規模に対する比率

‐

‐

13.41%

連結実質赤字比率

公営企業会計等を含む全ての会計を対象とした、
実質赤字額に対する標準財政規模に対する比率

‐

‐

18.41%

実質公債費比率

一般会計等が負担する、元利償還金および準元利償
還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率

6.1%

2.8%

将来負担比率

一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標
準財政規模を基本とした額に対する比率

‐

‐

25.0%
350.0%

地方消費税交付金（社会保障財源化分）
の使途

Ｈ26

財政健全化判断比率

Ｈ25

平成 年 月に実施された消費税率引上げに
伴う地方消費税交付金の増収分（社会保障財源
化分）について、地方税法等の趣旨を踏まえ、
社会保障施策に要する経費へ充当しました。

明

地方公共団体の財政の健全化に
関する法律の施行により、以下の
指標を算定することが義務付けら
れています。市の状況は、全ての
会計が黒字であり、実質公債費比
率などの比率全てで健全な状態と
いえます。

説

分

Ｈ23

水道事業

）内の数字は、25年度決算との比較。

健全化判断比率

Ｈ22

Ｈ26

企業会計決算

後期高齢者医療

0.759

0.750

Ｈ22

特別会計決算

国民健康保険事業

0.761

0.760

Ｈ26

歳入

0.773

0.770

80.0%
Ｈ22

0.780

0.780

92.1%

85.0%

0.0%

0.793

0.790

94.4%

95.0%

20.0%

※（

100.1%

財政力を示すもので、1に近いほど財政に余裕
があることを示します

主な財政指標

50.0%

財政力指数

経常収支比率

歳出に占める義務的経費（人件費・扶助費・公債
費）
の割合です

※健全化判断比率の「-」は、実質赤字、連結赤字、将来負担がないことを意味しています。

（歳入）
（歳出）

地方消費税交付金（うち社会保障財源化分）
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

予算科目

8,753万円
49億1,659万円

26

特定財源
対象決算額

款

項

民生費

衛生費

国県支出金

地方債

社会福祉費

20億1,033万円

7億1,467万円

児童福祉費

20億8,585万円

12億1,588万円

生活保護費

4億6,058万円

3億3,510万円

0万円

保健衛生費

3億5,983万円

1,149万円

49億1,659万円

23億2,712万円

計

7

一般財源
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その他

0万円

1,075万円 12億8,492万円

0万円 1億8,953万円

うち
地方消費税交付金
4,724万円

6億8,044万円

2,501万円

1万円

7,548万円

277万円

0万円

823万円

3億4,012万円

1,250万円

0万円 2億

852万円 23億8,096万円

8,753万円
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▶インフォメーション

秋季全国火災予防運動
11月9日㈪～15日㈰
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎える
に当たり、火災予防思想の普及を図り、火災の発
生を防止し、火災による死者の発生を減少させる
とともに、財産の損失を防ぐことを目的とします。
市では、11 月 9 日㈪～ 12 月 8 日㈫の 1 カ月間、
火災予防運動を実施します。
全国統一防火標語
「無防備な 心に火災が かくれんぼ」
平成 27 年度岩沼市防火・防災標語最優秀作品
「ふだんから 家族みんなで 火の用心」
岩沼南小学校 5 年 小助川 友紀乃さん
【住宅防火 いのちを守る７つのポイント】
～３つの習慣～
①寝たばこは、絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
使用する
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火
を消す
～４つの対策～
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
置する
⑤寝具・衣類およびカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する
⑥火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
などを設置する
⑦お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる

古い消火器にご注意
古い消火器でさびているものは、破裂の恐れが
あり危険ですので、使用しないでください。また、
消火器の解体は絶対にしないでください。なお、
消火器は産業廃棄物になりますので、処分する場
合は料金がかかります。取扱店などにご相談くだ
さい。

住宅用火災警報器の設置はお済ですか？
市では、平成 17 年から設置の促進を図り、平
成 20 年 6 月 1 日から設置が義務化されています。
ご家庭に設置されている住宅用火災警報器の定期
的なメンテナンスを心掛け、10 年を目安に交換
しましょう。設置していないご家庭は安全・安心
のため、早期の設置をお願いします。

11月9日㈪は119番の日です
市内で 119 番に通報すると、岩沼市消防署の通
信指令室に直接つながります。通報の際は、次の
5 つのポイントに注意してあわてず、指令員の問
いかけに、落ち着いてはっきり答えてください。
❶一方的に話さない
指令員の質問に必要な要件だけ答えてください
・
「救急です」
・
「場所や住所」
・「自
※「火事です」
分の名前、電話番号」
。
❷勝手に電話を切らない
携帯電話からの通報は、しばらく電源を切らな
いでください
❸日頃から自宅周辺の目印になるものを見つけておく
❹通報した電話番号を伝える
❺携帯電話より固定 ( 家 ) 電話
場所が特定しやすくなります
はっきりした場所が確定するまで、消防隊・救
急隊は出動できません。できるだけ落ち着いて、
指令員の指示に従ってください。
※市ホームページにも「119 番のかけ方」が掲載
されています。

ＡＥＤを貸し出します
市民の皆さんが参加する地域でのイベントや
スポーツ大会などに AED を無料で貸し出します。
緊急時に使用して大切な命を守りましょう。

モンタナリゾート、ホテル桃幸に
「適マーク」を交付
9月1日 消 防
署で、防火安全
に関する基準に
適合した宿泊施設に交付される「適マーク（防火
対象物適合表示）
」が、モンタナリゾートとホテ
ル桃幸の 2 施設に交付されました。昨年から開始
された「適マーク」制度において、本年も引き続
き基準に適合していると認められ交付されたもの
です。
▶適 マークを受け取っ
たモンタナリゾート
の桜田さん（左）と
ホテル桃幸の桃野さ
ん（右）

問／消防署予防課・警防課（☎ 22-5171）
訓練のためサイレンを
鳴らします!!

消防演習のため、消防署および各地区の消防団ポンプ置き場からサイレンを鳴らしますので、
災害と間違わないようご注意ください。
広報いわぬま2015.11月号
日時／11月8日㈰ 7時 問／消防本部総務課
（☎22-5171）
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▶夕暮れ時の交通事故防止運動

夕 暮れ 時の 交 通 事 故 防 止 運 動

～ ラ・ラ・ラ 運動～
ラ イトオン（早めの点灯） ラ イトアップ（目立つ装備） ラ イトケアフル（右側注意）
10 月から「夕暮れ時の交通事故防止運動」が展開されています。期間は平成 28 年 1 月 31 日
までの 4 カ月間です。この時期は日没時間が早くなり、特に夕暮れ時は車や人の動きが活発に
なり、交通事故の多発時間帯となっています。次の運動の重点について家庭や職場、地域で実
践について話し合いましょう。

①早め点灯の推進

②上向きライトの原則の周知徹底

③反射材・LED ライトの活用促進

④高齢者の交通事故防止

実施事項として ･･･
自動車運転者 ：早めの点灯、周囲が見えにくいのでスピードダウン、
横断歩行者「最優先」に優しさ思いやり運転
自転車利用者 ：交差点の安全確認、反射材や LED ライトの活用、早めの点灯、車道が原則
歩行者

：横断歩道、信号機などを利用した正しい横断、安全確認の徹底、
明るい目立つ色の服の着用、反射材や LED ライトの活用

これらを実践し、少しでも悲惨な交通死亡事故をなくしましょう。

飲 酒運 転に よ る 交 通 事 故 や 違 反 が 多 発 ！
市内に住んでいる方が、市内・市外において飲酒運転違反者として検挙されています。
飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為で厳しく罰せられます。
市民の皆さん一人ひとりが安全で安心して生活できるよう、酒飲み運転追放 3 ない
運動「運転する時は酒を飲まない、酒を飲んだら運転しない、運転者には酒を出さない」
を実践して、飲酒運転の根絶に努めましょう。

ホ ー ム タ ンク など から 灯 油 を 小 分 け す る 際 に は ご 注 意 を ！
毎年、暖房器具の使用が増えると油漏れ事故が発生しやすくなります。灯油を使用しない場合で
も、日頃から設備の点検やメンテナンスを行い、管理を徹底しましょう。
灯油などが水路や河川に流出すると、水質を汚染し、大きな被害につながりかねません。このよ
うな事故が発生した場合、水質の浄化や復旧作業などにかかる費用は、原則として全て原因を作っ
た人の自己負担となり、多額の費用が請求されます。
事故を未然に防ぐためには、給油作業が終わるまでその場を離れないようにするなど、普段の心
掛けが大切です。
暖房器具を保管する
際に抜き取った油を
適切に処理しましょう。

油流出 を発見したらすぐに…

ホームタンクや
給油管が破損して
いませんか？

もう1度点検し、事故防止
に努めましょう。

消防署・警察署・市役所 または
国や県の機関へ連絡を！

流した油の回収や処理に
かかった費用は 原因者 の
負担になります！

問／生活環境課（☎内線 333・334）
9
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守られていますか？あなたの人権
人権擁護委員に千葉宗久さんが再任
10月1日付けで法務大臣から千
葉宗久さん（朝日東）に人権擁護
委員への委嘱が行われました。任
期は3年です。
人権擁護委員は、地域住民の中
から、人権問題に理解や熱意のあ
る人たちが市町村長の推薦を受け、
千葉 宗久さん
法務大臣から委嘱された方です。
（朝日東）
人権に関する相談を受けたり、幼
稚園や小中学校で人権教室を開催し「命」や「思い
やりの心」の大切さについて理解を深めるための活
動を行っています。
毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題で
はないだろうかと感じたり、法律上どのようになる
のかわからないため困ったりすることがあると思い
ます。このような場合は、ひとりで悩まずに、人権
擁護委員に相談してください。
毎月1回定例の相談日を設けて相談を受け付けてい
ます。相談は無料で、秘密は守られますので、安心
してご相談ください。
（相談日は22ページに掲載し
ています。）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
11月16日㈪～22日㈰の7日間、時間を延長
して相談電話を開設します。夫やパートナー
からの暴力やストーカー行為など、さまざま
な人権問題について、人権擁護委員が電話相
談に応じます。相談は無料で、予約は不要で
す。
開設日時／
11月16日㈪～20日㈮ 8時30分～19時
11月21日㈯・22日㈰ 10時～17時
相談電話番号／0570-070-810
問／仙台法務局人権擁護部（☎022-225-5743）
第 67 回人権週間特設人権相談所の開設
12月4日㈮～10日㈭は人権週間です。市で
は、人権週間期間にあわせて、人権擁護委員に
よる特設人権相談所を開設します。相談は無料
で、予約は不要です。
日時／ 12 月 14 日㈪ 9 時～ 16 時
場所／市役所 2 階 市民ホール相談室
問／さわやか市政推進課（☎内線 643）

「もしかして」 あなたが救う 小さな手
平成 16 年度から、児童虐待防止法が施行された 11 月を「児童虐待防止推進月間」と定め、
全国的に児童虐待を防ぐための取り組みが推進されています。
児童虐待とは・・・

身体的虐待
殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる

など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、わいせつ写真の被写体にする など
ネグレクト（養育の拒否・保護の怠慢）
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっ
ても病院に連れて行かない など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を
振るう（DV：ドメスティック・バイオレンス） など
「虐待かな？」と思ったら児童相談所や子ども福祉課までお電話ください。また、子育てに関
する悩みや疑問がある方は、ご相談ください。
虐待かもと思ったら

問／子ども福祉課（☎内線 396）
宮城県中央児童相談所（☎ 022-784-3583）
広報いわぬま2015.11月号
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岩沼市のマスコットキャラクターを募集します
岩沼のさまざまな魅力や知名度の向上を図ることを目的として、
幅広い世代の市民から愛される市のマスコットキャラクターを募集します。
■応募内容
マスコットキャラクターの「デザイン画」「ネーミ
ング」「コンセプトやプロフィールの説明文」を
セットにした作品を応募してください。
※デザイン画は正面 1 枚を必須、側面や背面は任意。
■応募期間
11 月 2 日㈪～平成 28 年 1 月 15 日㈮
■応募資格
制限なし
（住所、年齢、性別、国籍、プロ・アマチュアは不問）
※ただし、個人名での応募に限ります。
■選考方法および選考基準
岩沼市マスコットキャラクター検討委員会で候補作
品を選定した後に、市が最優秀賞作品を決定します。
①市 のマスコットキャラクターとしてふさわしい
作品。
②デザインなどに岩沼らしさを表現している作品。
③今後の活用や事業展開を検討しやすい作品など。
■賞と賞金
最優秀賞（1 作品） 賞金 5 万円
（中学生以下の方の場合は同額の図書カード）
■発表・表彰
最優秀賞作品は平成 28 年 4 月ごろに発表予定。
応募者には直接通知するほか、広報、ホームページ、
エフエムいわぬまなどでお知らせします。
■最優秀賞作品の取り扱い
岩沼市公式マスコットキャラクターとして、情報
発信のため広報やホームページ、各種印刷物、各
種 PR グッズ、着ぐるみなど（各種イベントへの参
加）に使用することを予定しています。
■応募方法
作品は手書きまたはデータで作成してください。
※受 付完了の報告は行いません。受付確認を行う
場合は応募者からご連絡ください。
ふっこういち

福幸市・コンタ君の倍返しラリー
≪コンタ君の倍返しラリーの流れ≫
①岩沼市役所前広場にて 2,000 円の商品券
（500 円× 4 枚）を 1,000 円で購入！
②参加店にて商品券でお買い物！スタンプを 4 つ集める
③ゴール地点の岩沼市商工会で抽選に参加！
11
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＜手書きで作成する場合＞
所定の応募用紙（A4 判）を使用し、郵送か持参で
応募してください。
＜データで作成する場合＞
CD-R または DVD-R に作品を保存して郵送・持参
するか、電子メールに作品を添付して応募してく
ださい。
※作品の保存形式や、電子メールのデータ容量など
は必ず市のホームページでご確認ください。
■応募規定
・作 品のデザイン画は必ずカラーで作成し、なお
かつ、単色で表示・印刷した場合でも判別が可
能なものとしてください。
・作 品は応募者の自作で未発表のものに限り、他
のマスコットキャラクターと同一、類似、また
は模倣した作品や、第三者の著作権などの権利
を侵害している作品の応募は固くお断りします。
・1人が2つ以上の作品を応募することはできません。
また、応募後の作品は返却しません。
・最 優秀賞作品は、応募者と協議した上で、市が
一部修正を加えて使用する場合があります。
・募 集要項に違反していると岩沼市が判断した作
品は、最優秀賞作品として決定した後であって
もその資格を取り消すものとします。
・応募に要する経費はすべて応募者の負担とします。
・応 募した作品に関する一切の権利は、岩沼市に
帰属するものとします。
※こ の他の応募に関する詳細や募
集要項の全文は、市のホームペー
ジまたは応募用紙でご確認くだ
さい。

応募・問／商工観光課（市役所3階☎内線322）
〒989-2480 岩沼市桜1-6-20
shoukan@city.iwanuma.miyagi.jp

中心市街地の活性化を図り、まちを元気にする
ことを目的に、市内のお店を回る買い物と飲食の
スタンプラリーを開催します。
日時／11月28日㈯ 10時～15時
お買い物場所／岩沼市中心商店街など
商品券販売所・時間／市役所前広場 10時～
※先着700人まで。商品券は当日限り有効。
※ 1人1,000円の購入に限ります（小学生以上）。
抽選会場・時間／岩沼市商工会 10時～16時
主催・問／岩沼市商工会（☎22-2526）

市立保育所で
「フッ化物洗口」
が始まっています

「フッ化物」とは…
フッ素を含む化合物です。フッ素は自然界にも広く存
在していて、普段口にしているさまざまな飲食物に含ま
れています。（飲食物に含まれるフッ素濃度は低いので、
むし歯予防効果が期待できるものではありません）
フッ化物洗口をすると、なんでむし歯予防になるの？
①溶かされた歯の表面を修復する「再石灰化」を促し
ます。
②むし歯を起こす酸に対して強い歯にします。
③細菌が作る酸の量を減らします。
④ハブラシの届かない奥歯の溝などにもフッ化物が行き
わたることで、口の中全体のむし歯予防になります。

ディア

ホームタウン

Dear Hometownのお知らせ
子育て支援センターで開催しているDear
Hometownは、震災のために岩沼市へ避難を
されている親子を対象としたサロンです。今回
も小さなお楽しみを用意していますので、ぜひ
遊びに来てください。申し込みは不要です。
日時／11月30日㈪ 10時～11時30分
場所／岩沼みなみプラザ・ボランティア室
対象／震災の影響で岩沼市に避難したことのあ
る方
（現在は岩沼市から引っ越している方や岩沼
市に在住している方など）

まだ間に合う
「岩沼 ある絵本発表会」作品募集
９月から手作り絵本の募集を行ってきた「岩
。読書の秋に本を作ってみ
沼 ある絵本発表会」
ようと思い立った方、夏休みの思い出に作った
絵本がお家にあるお子さんは、まだまだ間に合
います！クレヨン、色鉛筆、折り紙、フェルト
など画材は問いません。画用紙とホチキスだけ
でも、オリジナルの絵本は出来上がります。み
なさんの大切な１冊をどうぞお持ちください。
締切／11月13日㈮ 17時

西保 育 所 の フ ッ 化 物 洗
口 の 様 子。 ほ っ ぺ を ふ
く ら ま せ て ブ ク ブ ク。
みんなとても上手です。

今年度から、市立 4 保育所の 5 歳児を対象として
「フッ化物洗口」が始まりました。昼食後、音楽に合
わせて楽しくブクブクうがいをしています。

▲

みんなで守ろう !!
お口の健康

フッ化物洗口をしたら、ハミガキしなくてもよいの？
むし歯予防の基本はハミガキです。
「食べたら
磨く」を習慣にしましょう。
ハミガキとフッ化物洗口を両方行うことで、
むし歯予防の効果は高くなります。
小さい頃から自分の歯を大切にすることが、未来の自分
の歯を守ることにつながります

問／健康増進課（☎内線 347 ～ 349）

「子連れスポット耳寄り情報バス
ツアー」参加者募集
5月に開催した「子連れスポット耳より情報バスツ
アー」を、秋も開催します。岩沼市内を巡り、お子さん
と一緒に行きたくなるようなスポットや、子育て真っ最
中の方々に役立つ情報を紹介します。岩沼に来たばかり
のママはもちろん、ずっと岩沼に住んでいるけれど、お
子さんと行ける場所が分からないというママもぜひご参
加ください。ママ友を作りたいという方にもぴったりで
す。お子さんと一緒に岩沼を知りつくしましょう！
日時／11月20日㈮
バスツアー 9時45分～（バスツアーのみの参加も可）
ランチ交流会 12時～13時
場所／岩沼みなみプラザ（集合・解散）
対象者／岩沼での子育てに不慣れで、バスツアーに参
加したことのない方
定員／親子で28人（先着順）
持ち物／お子さんのおもちゃ・おやつ・飲み物、弁当
※弁当は注文ができます。申し込み時にお知らせください。
申込期間／11月2日㈪～16日㈪
（土・日・祝日は除く）

申込・問／子育て支援センター（☎ 36-8762）
医療費などの還付金詐欺に
ご注意ください

市職員を名乗り、
「医療費の還付金がある」と言って、通帳番号を聞いたり、ATMからお金を振り込ませ
たりする事例が多発しています。疑わしい電話があったときは、まず家族や警察にご相談ください。
広報いわぬま2015.11月号
問／健康増進課（☎内線343・344）、税務課（☎内線245・246）
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中学校新人大会結果
団体種目

1位

野球

玉

浦

サッカー

岩

沼

ソフトボール
バレーボール
バドミントン
バスケットボール
卓球
剣道

岩沼西
男子

岩沼西

女子

岩沼北

男子

岩

女子

岩沼西

男子

岩

女子

岩沼西

男子

岩沼西

女子

岩

女子

岩沼北
沼
沼

沼

9 月 26 日、「岩沼市中学校新人大会」が開催されました。
結果は以下の通り。

※団体・個人種目とも 1 位のみ掲載。（敬称略）
個人種目
1位
男子ダブルス
横山 諒弥・荒川 類(岩沼北)
ソフトテニス
女子ダブルス
竹内 絢音・長田 蒼生(岩沼西)
男子
前田 望夢(岩沼)
バドミントン
シングルス
女子
佐藤 未蘭(岩沼西)
男子
浅野 頼・池田 悠人(岩沼)
バドミントン
ダブルス
女子
鈴木 乃愛・髙橋 ひまり(岩沼北)
男子シングルス
佐藤 優真(岩沼)
卓球
女子シングルス
松本 琉奈(岩沼)
男子1年
井浦 和馬(岩沼西)
男子2年
近野 大地(岩沼北)
剣道
女子1年
鈴木 碧(岩沼)
女子2年
坂爪 千優(岩沼)
男子1年
鈴木 絢心(岩沼)
柔道
男子2年
相原 優希(岩沼)

県大会でも健闘！ ～宮城県中学校駅伝競走大会～
10 月 1 日、利府町の宮城県総合運動公園で「宮城県
中学校駅伝競走大会」が行われました。市の代表で出
場した岩沼西中学校男子チームと岩沼中学女子チーム
の選手らが出場し、男子チームは 34 校中第 5 位、女子
チームは 33 校中第 15 位という成績を残しました。
男子の部では 2 区の島津謙介さんが第 2 位、4 区の大
嶋祐也さんが第 4 位、女子の部では、2 区の佐々木舞美
さんが第 6 位、4 区では開口実柚さんが第 2 位となり、
区間賞を獲得しました。
なお、岩沼西中学校男子チームは 10 月 31 日開催の
東北大会に出場しました。

男子（6区間・18.20km） 女子(5区間・12.65km)
順

位

タイム

選手名
（走順）

第5位

第15位

1時間02分26秒

49分24秒

黒崎 遙斗

保科 真由

島津 謙介

佐々木 舞美

三條 響生

菅野 真穂

大嶋 祐也

開口 実柚

大久保 瑠人

伊藤 璃乃

佐藤 洸太

（敬称略）

い わ ぬ ま 食 育 通 信 Vol.31（奇数月掲載）
玉浦中学校では、毎日のランチルーム給食の中で、地産地消を通して積極的に生徒たちに食育を行っ
ています。6月は、地元の農産物を納めている生産者3名を招いて招待給食を実施し、9月の玉中祭では、
給食委員が発表と掲示の部に参加して食に関心を持つことの大切さをアピールしました。10月初めに
は、自校炊飯で玉浦地区の新米の美味しさを旬のさんまを使ったさんまのピリ辛蒲揚げと一緒に味わ
い秋の収穫に感謝しました。

●さんまのピリ辛蒲揚げ
< 材料 > 4 人分
さんま切り身
（しょうゆ・みりん･酒で下味）
・
・
・4枚分
片栗粉・揚げ油・・・適量
（ピリ辛のタレ）
砂糖……… 大さじ1杯半
しょうゆ… 大さじ1杯半
みりん…… 小さじ1杯半
にんにく… 2ｇ

しょうが… 2ｇ
豆板醤…… 適量
水………… 大さじ1杯半

< 作り方 >
①さんまは、ワタを取り、半分に切る。
②さんまを、開いて醤油・みりんで下味をつける。
③片栗粉をつけて、高温でカラリと揚げる。
④タレを揚げたさんまにかける。又は、タレに
くぐらす。
（ピリ辛のタレ）
鍋に調味料を加えて加熱して，少し煮詰める。

問／学校教育課
（☎内線563）
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▶宮城一斉滞納整理強化月間

宮城一斉滞納整理強化月間
市税の納め忘れはありませんか？ 11 月～ 12 月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です。
この期間は、宮城県と岩沼市が連携して、徴収対策を集中して実施します。皆さんに納付いただいてい
る市税は、保健衛生、教育、道路、上下水道、消防などさまざまな行政サービスのほか、東日本大震災か
らの復旧・復興事業に使われており、私たちの暮らしを支える大切な財源です。
そこで何の事情もなく市税を滞納したまま放置している方に対しては、税負担の公平性を保つため、法
令に基づき財産の差押など滞納処分を行うことになりますので、納期限までに必ず納めましょう。
差押とは？
法令に基づく滞納処分として、財産調査（預貯金調査、勤務先への給与調査、不動産や自動車などの所有状況
調査など）を行い、滞納者の意思にかかわらず強制的に財産の差押が執行されることです。
さらに納付の約束が守られない方で悪質な場合は、自宅を捜索し家財などの差押も執行されます。

問／税務課（☎内線242～248）

納税相談

市税の納付は「口座振替」が便利です

病気や失業などで納期内に納税が困難な場合
は、必ず税務課に相談してください。
※来庁する場合は、事前に連絡（予約）の上お
越しください。予約なく来庁された場合は、
お待ちいただくことになります。
問／税務課納税係（☎内線 253 ～ 255）

市内の指定金融機関で口座振替の手続きをい
ただくと、市税の納付期日にご指定の口座から
自動的に振替が行われますので、市税の納付に
は口座振替が便利です。
※市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健
康保険税については、コンビニエンスストア
でも納付できます。
問／税務課納税係（☎内線 253 ～ 255）

宮城県地方税滞納整理機構との連携

個人事業税の納付について

市では、納税意思がないと判断された場合や
滞納額が高額な場合など、徴収困難な案件を
「宮城県地方税滞納整理機構」に移管し、徹底
した財産調査・差押を行っています。

個人事業税（第2期分）の納付期限は11月
30日㈪です。8月に郵送した納税通知書で、納
期限までに忘れずに納付をお願いします。
問／宮城県仙台南県税事務所 納税第一班
（☎022-248-2963）

税 を 考 え る 週間

11月11日～17日

毎年 11 月 11 日～ 17 日は「税を考える週間」として、
全国各地で税に関する催しが開催されます。

納税書道展

ラジオ放送

内容／市内小学校の作品展示
期間／ 11 月 11 日㈬～ 17 日㈫
場所／市役所 2 階市民ホール
※岩沼市納税貯蓄組合連合会との共催です。

エフエムいわぬまの番組「 あるまちの市
役所情報」で税について分かりやすく放送し
ます。詳しくは 22 ページをご覧ください。
エフエムいわぬま 77.9MHz

問／税務課（☎内線242～248）
広報いわぬま2015.11月号
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▶11月は「ねんきん月間」

11 月は「 ね ん き ん 月 間 」 です
毎年 11 月は、年金を身近なものとして意義や役割を理解していただくための「ねんきん月間」と
なっています。
国民年金をはじめ公的年金は、現役世代が高齢者世代を支え、今の現役世代が将来高齢者になった
ときはそのときの現役世代が支える、支え合いの制度です。いずれは訪れる老後の生活に、公的年金
は終身保障で生涯にわたり安定した収入を確保してくれます。この機会に公的年金について考え、よ
り知識を深めましょう。
また、11 月 30 日（いいみらい）はご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し老後の生活設
計に思いを巡らせていただく「年金の日」となっています。
●

国民年金について
国民年金は、老齢基礎年金以外にも、障害基礎

年金や遺族基礎年金などがあります。保険料の納
め忘れがあると年金を受け取ることができないこ
ともありますので、納め忘れのないようにしまし
ょう。また、収入が少ない、離職などの理由から
保険料を納めることが難しい場合は保険料を免除
または猶予できる制度があります。免除・納付猶
予制度は所得審査がありますので、希望される方
は市民課国民年金係までご相談ください。
●「扶養親族等申告書」の提出をお忘れなく

老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得と
して所得税の課税対象とされています。年金にか
かる所得税の源泉徴収額は受給者の方から提出さ
れた「扶養親族等申告書」をもとに計算を行いま
す。所得税の課税対象となる年金受給者の方に対
し、11 月上旬頃に日本年金機構から「扶養親族
等申告書」が送付されますので 12 月 1 日㈫まで
に提出してください。
「扶養親族等申告書」が送付される方
65 歳未満……年金額が 108 万円以上
65 歳以上……年金額が 158 万円以上

● 納 めた国民年金保険料は全額が社会

保険料控除の対象です

年末調整・確定申告の手続きにおいて、社会保険料
控除の適用を受ける場合は保険料を納めたことを証明
する書類として、
「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」または領収証書を添付してください。
「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、平成
27 年 1 月 1 日～ 9 月 30 日までに国民年金保険料を
納めた方については 11 月上旬に、平成 27 年 10 月
1 日～ 12 月 31 日までに今年初めて国民年金保険料
を納めた方については、平成 28 年２月上旬に日本年
金機構から送付されます。過去の滞納や免除期間中の
保険料、後納保険料を平成 27 年 12 月 31 日までに
納めた方も控除を受けることができます。また、生計
を共にしているご家族の国民年金保険料を納めた場合
も、納付したご本人は社会保険料控除の適用を受ける
ことができますので、ご家族あてに送られた控除証明
書、もしくは領収証書を添付して申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ
いてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されてい
る番号にお問い合わせください。

各種控除を受けるためには、
「扶養親族等申告

書」を提出しなければなりません。提出がないと
きは、翌年度の年金から所得税が多く差し引かれ
てしまう場合がありますのでご注意ください。

問／国民年金の相談など 仙台南年金事務所国民年金課（☎ 022-246-5114）
受給に関すること
仙台南年金事務所お客様相談室（☎ 022-246-5115）
国民年金の手続など 市民課国民年金係（☎内線 225・226）
15
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味噌作り日程調整（抽選）会

りんごジュース作り教室
／ 12 月 6 日㈰ 9 時～ 12 時
日時／
場所／農村環境改善センター
対象者／市内居住者で教室に参加するのが初
めての方（成人）
定員／ 10 人
※定員を超えた場合は抽選により決定します。
参加費／ 700 円
申込方法／はがきに郵便番号・住所・氏名・
電話番号を記入のうえ申し込みください
締切／ 11 月 18 日㈬
申込・問／農村環境改善センター
（〒 989-2455 岩沼市北長谷字樋下 224-1
☎ 24-3893）

毎年、味噌作りを希望する団体が多く、日
程調整が必要なことから、平成 28 年度の味噌
作りの日程について抽選会を行います。申し
込みは不要ですので、味噌作りを計画してい
る団体は直接ご来場ください。なお、駐車ス
ペースが限られますので 1 グループ 1 台に乗
り合わせのうえ、ご来場ください。
日時／ 11 月 15 日㈰ 14 時 30 分～
場所／農村環境改善センター
多目的ホール
問／農村環境改善センター
（☎ 24-3893）

平日夜間初期救急外来を開設しています

岩沼医師会および亘理郡医師会の先生方の協力を得て行われています。
開設場所／総合南東北病院 1階（夜間のみ）里の杜1丁目2-5 ※原則、小児科・眼科・歯科などは診療対象
外です。
受付時間／平日19時～21時30分
※全ての診療科目に対応できるわけではな
診療医師／岩沼市医師会および亘理郡医師会などの当番医師
く、ほかの医療機関の受診をお願いするこ
とがあります。
診療科目／内科・外科など、当番医師の専門を中心とした
※受付専用電話番号（☎070-6635-9454）に受
診療科目
診可能かお問い合わせの上、受診してください。

「はじめてのシニア活動講座」を開催します
～あなたのチカラを地域に生かすためのお手伝い～
岩沼市市民活動サポートセンターでは、こ
れから地域で活動をしてみたいと考えている
市民を対象に、アイデアの整理や活動の基本
を学ぶ講座を開催します。

日時／ 12 月 4 日㈮ 14 時～ 15 時
場所／旧勤労青少年ホーム 2 階 第 2 会議室
講師／太田 貴氏（せんだい・みやぎNPOセンター・
岩沼市市民活動サポートセンター専門相談員）
参加費／無料
申込期限／ 11 月 27 日㈮
申込・問／岩沼市市民活動サポートセンター
（☎ 35-7205）

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

内

日

日本料理
生活雑貨ペイント
お菓子教室
フラワーアレンジ講座
バナナのシフォンケーキ
クリスマスリース
紅葉ご飯・萩饅頭・落花生豆 ポーセラーツ
腐・さつまいもの栗揚げ・薄（マグカップ・皿・タイル・小 カスタードのツイストパン
鉢に絵付け）
素麺
作った料理を松花堂弁当に 白磁食器に転写シール（花・ 直径18cm のシフォンケーキ 約30cmの大きなリースを作りま
容
入れて秋をイメージしたもの 動物・クリスマス柄）をのせ を１人１台ずつ仕上げます。 す。紫とピンクの松かさや羊毛ﾌｪﾙ
に仕立てます。また野菜など て 仕上 げ ま す。初心者 の 方 カスタードを練り込んだほん ﾄを使いカラフルに仕上げます。生
を使って料理に花を添える細 も楽しめます。作品のお渡 のりスイートなパン。
花ではありません。染色したドラ
工物を作ります。
しは焼成後になります。
イフラワーや造花も入ります。
時

11月14日㈯10：00～13：30

11月19日㈭ 9:30～12:30

11月29日㈰ 10:00～13:00

11月30日㈪ 13：30～15：00

場

所 ハナトピア岩沼 体験加工室 ハナトピア岩沼 研修室第2 ハナトピア岩沼 体験加工室 ハナトピア岩沼 研修室第2

募

集

15人
（最少催行：5人）

10人
（最少催行：1人）

12人
（最少催行：4人）

締

切

11月5日㈭

11月9日㈪

11月19日㈭

11月20日㈮

2,500円
（材料費含む）

500円～2,500円（材料費含む）

3,000円
（材料費含む）

3,300円（材料費含む）

及川 孝子さん

曵地 未紀さん

只木 満理さん

山本 明美さん

参加料
講

師

10人
（最少催行：1人）

ワイヤーが切れるハサミ・
持ち物 エプロン・三角巾・筆記用具
ハサミ・ピンセット
エプロン・タオル・筆記用具
ゴミをいれる袋・新聞紙
申込／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスにて下記まで。窓口で直接申し込みも可能です。
※電話での受け付けはいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。※申込者へは後日はがきで内容などをお知らせします。
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎ 23-4787
24-4887）
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▶インフォメーション

スマートフォン向け
防災アプリ無料配信開始！
市では、ICT（情報通信技術）を活用し、東日
本大震災の伝承と防災意識の啓発を図るため「岩
沼 市 震 災 伝 承・ 防 災 ア プ リ 」 を 制 作 し ま し た。
iOS、Android 搭載のスマートフォンおよびタブ
レットでご利用いただけます。
・防災行政無線のプッシュ通知機能
（市外でも情報を受け取ることができます）
・復興アーカイブ「いわぬま復興物語」
・いざというときに役立つレシピ集
※アプリは無料ですが、別途パケット通信料がか
かります。下記の QR コードに端末をかざすと
ダウンロードできます。

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた
全国一斉情報伝達訓練を行います

訓練放送日時
11 月 25 日㈬ 11 時ごろ

訓練ですので、お間違えのないよう
ご注意ください！

市では、現在防災無線の試験放送を毎月 2 回、
第 1・第 3 月曜日（休日の場合はその翌日）の 13
時ごろより行っていますが、11 月は定期試験放
送に追加して、国からの緊急情報受信・伝達訓練
に係る放送を行います。
※全国一斉訓練のため他地域でも同時に訓練が行わ
れます。なお、基本的には防災無線を用いて訓練
が行われますが、地域によってはさまざまな伝達
手段を用いて訓練が行われる場合があります。岩
沼市では防災無線のみを起動して放送を行います。
（放送内容は定期試験と異なります。）

Ｊアラートとは
（iOS）

（Android）

問／政策企画課 （☎内線 526）

地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人
工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
問／防災課（☎内線 542）

総合体育館11月行事予定
9 日㈪、30 日㈪

施設設備点検・修繕日

7 日㈯、14 日㈯

市民開放デー

3 日（火・祝）
（メイン）
岩沼市長杯総合スポーツ大会（バドミントン）
（サブ）岩沼市長杯総合スポーツ大会（卓球）
8 日㈰（メイン）
コスモスポーツクラブ小学生低学年ドッジボール大会
（サブ）岩沼市長杯総合スポーツ大会（空手道）

15 日㈰（メイン）
岩沼市長杯総合スポーツ大会（ソフトバレーボール）
21 日㈯、22 日㈰（メイン）
第 41 回宮城県中学校新人バレーボール大会
23 日（月・祝）
（メイン）
コスモスポーツクラブ小学生高学年ドッジボール大会

※詳しくは、当館発行の行事予定表、または岩沼市のホームページをご覧ください。
問／総合体育館 ☎ 24-4831

陸上競技場11月行事予定
4 日㈬（予備日 5 日㈭）
岩沼中学校第 2 回校内記録会

15 日㈰
第 11 回レッツいわぬまチキ・チキ・チキン女子サッカー祭り

6 日㈮（予備日 9 日㈪）
藤浪遊友会グラウンド・ゴルフ大会

22 日㈰（予備日 23 日（月・祝））
東桜町内会グラウンド・ゴルフ大会

8 日㈰
レッツいわぬまスポーツネットキッズサッカー交流試合

29 日㈰（雨天決行）
名取市スポーツ祭陸上競技記録会

※詳しくは、陸上競技場・総合体育館にお問い合わせください。
問／陸上競技場 ☎ 24-1242 総合体育館
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☎ 24-4831

街角
ウ オ ッチ ン グ

〜白寿をお祝いしました〜
9月28日に大村はつよさん
（栄町南）が、10月8日に伊
藤キクヱさん（朝日西）がめ
でたく誕生日を迎えられ市か
ら敬老祝金が贈られました。

伊藤 キクヱさん
（99歳）

イベントや
身近なできごとを
紹介します

大村 はつよさん
（99歳）

長寿の秘訣
大村はつよさん
「無理をしないこと」
伊藤キクヱさん
「周りが支えてくれたこと」

〜長寿をお祝いしました〜
10月18日に本郷つねさん
（大手町）がめでたく誕生日
を迎えられ、市から敬老祝金
が贈られました。
これからも元気でお過ごしく
ださい。

本郷 つねさん
（101歳）

取材

語り部ガイドデビュー
〜大阪府立市岡高等学校の生徒をガイド〜
9月27日、いわぬま震災語り部の会（仮称）が、修学旅
行の震災学習の一環として岩沼市に訪れた大阪府立市岡高
等学校の生徒40人に対して初めてのガイドを行いました。
一行は仙台空港からバスで出発し、千年希望の丘や仮設
住宅、玉浦西地区などを見学しました。
生徒たちは、いわぬま震災語り部の会（仮称）によるガ
イドをはじめ、玉浦西まちづくり住民協議会の方々による
被災体験談に真剣に耳を傾けていました。

▲語り部ガイドによる説明を聞き、千年希望の丘について理
解を深める大阪府立市岡高等学校の学生たち

豊穣の秋に感謝・御神馬披露

▶午 歳 御 縁 年 を 記
念して建立され
た御神馬像

〜竹駒神社秋季大祭を開催〜

▲

威勢の良い掛け声で
御輿を担いでいました

9月26日～27日、竹駒神社で「平成27年遷座記念祭・
秋季大祭」が行われました。
26日に遷座記念祭・芸能まつりが、27日には神輿の市
内巡行が行われ、実りの秋を祝いました。
また、それに先立ち、24日には竹駒神社の午歳御縁年（
平成26年）を記念して建立されたブロンズの御神馬像が
披露されました。この御神馬像は、初午大祭の御神幸祭神
輿渡御に随伴する御神馬をモデルに、文化功労者で彫刻界
を代表する橋本堅太郎さんが作成したものです。
広報いわぬま2015.11月号
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角
街

ウオッチング

長年のスポーツ振興活動を評価
〜東北地区スポーツ推進委員協議会から表彰〜
市スポーツ推進委員の折原美根子さんが、東北地区スポ
ーツ推進委員協議会（野中歌子会長）から功労者として表
彰されました。
表彰理由は、平成5年から現在までスポーツ推進委員と
して通算22年の長きにわたり地域スポーツの振興に寄与
されたこと。また、バレーボール少年団「岩沼ユニコン」
の監督、指導者として30年にわたって活動していること
もあわせて評価されたものです。

▲表彰状を手にする折原美根子さん

理科の世界に興味深々
〜理科大好きフェスティバル〜
10月17日、岩沼南小学校体育館で「第10回岩沼市児
童・生徒科学技術作品展表彰式」と「理科大好きフェステ
ィバル」が開催されました。
当日は、多くの親子連れが小・中学校や企業などが出展
する体験コーナーを回り、万華鏡を作ったり、宇宙飛行士
試験に挑んだりして理科の世界を堪能しました。また、岩
沼小学校のブースでは、市の名誉市民である只野文哉氏に
ちなみ電子顕微鏡でセミを観察するコーナーがあり、児童
からは「足のトゲトゲした毛が見えた」と歓声が上がって
いました。

▲電子顕微鏡を操作する児童たち。楽しみながら科学への興
味や関心を深めました

スポーツの秋を満喫
〜岩沼市身体障害者福祉協会会員親睦体育会〜
10月3日、体育センターで開催された「平成27年度岩沼
市身体障害者福祉協会会員親睦体育会」に会員23人が参加
し、一緒に汗を流しました。
プラスチック製の円盤を投げ円形の的を通過させるフラ
イングディスクや、紅白玉入れなどを通し、会員同士の友
好を深められる大会になりました。
▲紅白玉入れでは、籠を床に置くなどの工夫が施され、足が
不自由な方なども無理なく楽しむことができました

興味を持たれた方は下記までご連絡ください。
小笠原（☎23-2764）

ほうじょう

県知事・県警察本部長から褒状を伝達
〜交通死亡事故ゼロ500日間達成〜
9月14日をもって、市内での交通死亡事故ゼロが500日
間続いたことを祝して、県知事および県警察本部長から岩
沼市へ褒状が伝達されました。
県総合交通対策課の鈴木史明副参事は、「交通死亡事故
は年々減少傾向にあるものの、依然痛ましい事故が絶えま
せん。県でも今年死亡事故がないのは6署だけです。岩沼
市はじめ住民の皆様の「交通安全の思い」を受け止め、今
後も事故防止に努めます」と話しました。
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▲褒状を手にする菊地市長と熊谷副市長ほか関係者の皆さん

今月のグリーンピア情報

私たちは toto 助成を
受けています。

グリーンピア岩沼の運動教室について

★グリーンピア岩沼の運動教室は、お休みしても受講料を損しない参加券制です
★運動教室への参加１回につき１枚の参加券をプール棟受け付けに提出してください
★参加券は、プール棟受け付けにて１枚につき一般（65歳以上を含む）500円、高校生以下（未就学児童
を含む）700円で交付しています
★運動教室に参加する場合は、参加券のほか、施設使用料が必要です
★運動制限のある方は、運動教室に参加できません

森のプール「水泳教室」

目標や泳力に合わせて自由に選べる水泳教室を開催しています。無料の事前登録を済ませたら、都合に
合わせて好きな教室に参加できます。祝日や繁忙期を除き、年間を通して開催していますので、忙しい方
にもお勧めです。当日申し込み可、申し込み期限はありません。
〔成人対象〕
●初心者水泳教室
【水曜日コース：19時～20時】
【金曜日コース：11時～12時】
●成人水泳教室
【月曜日コース：14時～15時】
【木曜日コース：14時～15時】
【木曜夜コース：19時～20時】
【土曜日コース：10時30分～11時30分】
●クロール教室
【木曜日：10時30分～11時15分】
●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16時45分】

●平泳ぎ教室
【土曜日：15時～15時45分】
●バタフライ教室
【金曜日：16時～16時45分】

〔小学3年～中学3年生対象〕
◎小中学生上級水泳教室
【月曜日コース：18時～19時】
【水曜日コース：18時～19時】
【土曜日コース：17時～18時】

11月23日㈪は、祝日のた
〔小学3年～6年生対象〕
め水泳教室はお休みです。
◎小学生水泳教室
【月曜日コース：17時～18時】
【水曜日コース：17時～18時】
【木曜日コース：17時～18時】
【土曜日コース：16時～17時】

体育館「スモールボールで健幸教室」

体育館「ストレッチヨーガ教室」

小型のバランスボールを使用したストレッチと
筋力トレーニングの方法をご紹介します。

心をリラックスさせるストレッチや筋肉と神経
のバランスを整えるヨーガポーズをご紹介します。

日時／毎週水曜日 10時15分～11時30分
11月11日・18日・25日・12月2日・9日
（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ
石垣 寿大さん
対象者／成人の方
申込期間／11月1日㈰～12月9日㈬
申込方法／プール棟受け付けにて直接
（当日申し込み可）

日時／毎週火曜日 10時15分～11時30分
11月17日・24日・12月1日・8日・15日
（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ
山舘 実佳さん
対象者／成人の方
申込期間／11月1日㈰～12月15日㈫
申込方法／プール棟受け付けにて直接
（当日申し込み可）

里山散策日
●グリーンピア森の散策会
11月4日㈬ ピアサンの日（里山保護活動）
11月11日㈬・27日㈮ 定例散策
◆いずれも10時～12時 ◆食菜館ひまわり前集合

●森のサポーター
11月22日㈰ 散策路案内（市民対象）
◆10時～12時 ◆食菜館ひまわり前集合
◆参加料100円（保険料含む）

●ノルディックウオークいわぬま
11月9日㈪ ノルディックウオーキング体験会
◆10時～12時 ◆スポーツハウス棟（体育館）窓口前集合
※無料貸し出しポールあります。

申込・問／グリーンピア岩沼 ☎25-5122 （月～金：9時～17時）
広報いわぬま2015.11月号
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市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお寄せくだ
さい。
原稿は掲載希望月の前月1日までに内容と連絡先を明記して
〒989-2480 桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
（ 22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
【掲載できない主なもの】
①政治・宗教・営利を目的とするもの。②同一団体
（個人）
の掲載は、1カ月
以上の間隔をあけてください。
（連続しての掲載はできません）

第27回 キャンディースマイル手作りフェスタ開催
手作り作家11人と、ひまわりホームのさをり織りの製品
や野菜など、手作りにこだわった雑貨が皆さまをお待ちし
ています。体験コーナーも充実していますので、ぜひご来
場ください。
日時／11月14日㈯

10時30分～17時

15日㈰ 9時～16時30分
場所／モンタナリゾート2階 ローズの間
入場料／無料

平成27年度 宮農グリーン・ツーリズム参加者募集
日時／11月14日㈯

9時～16時

場所／宮城県農業高等学校
内容／農産物の収穫体験、蕎麦打ち体験、紙すき体験、
畜産ふれあい体験、各部門試食会
参加費／2,000円（小学生以下は500円）※当日徴収。
定員／40人（定員になり次第、受け付けを終了します）
申込期間／10月28日㈬～11月11日㈬
9時～16時（土曜・日曜・祝日を除く）
※申込方法はメールまたはファクスで氏名、電話番号、

問／佐藤（☎24-0794）

住所を記入して送付ください。
申込・問／宮城県農業高等学校

いわぬま自然塾展のお知らせ
今年は「岩沼の秋」というテーマで会員が撮影した写真
などを展示します。

022-384-2512

青少年健全育成チャリティフリーマーケット
参加者募集

日時／11月2日㈪～29日㈰ 10時～18時（29日は12時まで）
毎週水曜日は休みです

実施日時／11月7日㈯

10時～15時（雨天中止）

場所／猪股時計店(中央一丁目)

場所／ハナトピア岩沼園内

内容／市内の植物や昆虫の写真と標本展示

出店料／青少年健全育成チャリテイ資金として2,000円
（1区画2坪位予定）

最近の活動報告など

申込締切／11月5日㈭ （ハガキまたはファクスでお申し

※入場無料。

込みください）

問／及川(☎24-4090)

※業者・プロの方は出店できません。15歳以下の子どもさ

フィットネススポーツ教室参加者募集
運動不足解消や美ボディ作り、筋力トレーニングなど、
楽しく笑顔で身体を動かしてストレス発散をしながら活動
しませんか？
日時／毎週月曜・火曜・木曜・金曜日
（スタンド一光さん隣）
参加費／500円
申込・問／日本ストリートダンスlet's Fit
講師

大宮（ 080-1854-6905）

名取支援学校アートフルマーケット＆PTAバザー
日時／11月14日㈯

申込・問／岩沼ライオンズクラブ事務局
（☎22-5091

（名取市高舘吉田字東真坂6-11）
内容／アートフルマーケット（中学部・高等部の作業作品販売）、
PTAバザー（食料品・日用品・手作り品・協賛品など）
※児童生徒の作品展も行っています。
今井（☎022-384-6161）

広報いわぬま2015.11月号

080-5229-6602

火～木10時～13時

22-5134

大手町4-10）

①生け花さろん
玄関に自分で生けたお花を飾ってみませんか。生け花の
後には、軽体操やお抹茶会など月替わりで楽しんでいます。
日時／第2火曜日

13時30分～15時30分

場所／桑原集会所
参加費／1,100円（お花とお茶代）
申し込み方法／1週間前までに下記までご連絡ください
（お花の準備のため）

②陳氏伝統太極拳

9時40分～11時20分

会場／宮城県立名取支援学校 体育館、高等部多目的ホール

問／名取支援学校

んが出店される場合は、保護者同伴でお願します。

10時～15時
（予約制）

場所／相の原3丁目1-29
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稲村（☎022-384-2511

sugaigu@miyanou.myswan.ne.jp）

岩沼

年齢・性別問わず、初めての方大歓迎です。
日時／第1・第3火曜日

13時30分～15時30分

（11月3日㈫はお休みです）
場所／桑原集会所
参加費／無料

※動きやすい服装でお越しください。

申込・問／沼田（ 070-5475-5602）

人

11 月 の 相 談

問い合わせは、
へ
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）

権

ひとり親・寡婦家庭 ひとり親・寡婦家庭生活に関すること

内線643
さわやか市政推進課

行

政

内線643
さわやか市政推進課

人権に関すること
9日㈪ 13:00～16:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

国や県に対する苦情・要望
2日㈪ 9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

心 配 ご と

生活上でのいろいろな心配ごと

市 民 活 動

市民活動に関すること

内線643
さわやか市政推進課

☎35-7205
市民活動サポートセンター
内線643・644
さわやか市政推進課

消 費 生 活
内線323
商工観光課

税

内線243
税務課

務

5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

平日・土曜9:00～21:00（水曜は休館）
休日・祝日9:00～17:00（ただし旧勤労
青少年ホームの休館時はお休みします）
※専門相談員対応6日㈮ 13:30～16:30

消費生活に関すること
毎週月・水・金（祝日は除く）
9:00～15:00 ※2日㈪・9日㈪は、3階商工相談室
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

税金に関すること
7のつく日 9:00～15:00
休日は翌日 土曜日は翌々日
市役所2階市民ホール相談室（内線236）
※9日㈪、17日㈫、27日㈮に開催

在宅介護・介護予防 高齢者の介護・介護予防などに関すること
・
高齢者虐待防止 高齢者の虐待通報・権利擁護・介護者支援の相談

☎24-3016
西小学区：岩沼西地域包括支援センター
介護福祉課
（☎36-7266）、岩小学区：岩沼市社会
相 談・ 通 報 窓 口 は、福祉協議会地域包括支援センター（☎
日常生活圏域（小学 25-6834）、南小学区：南東北地域包括
校区）ごとにありま 支援センター（☎23-7543）
、玉小学区：
す
マリンホーム地域包括支援センター（☎
25-6656）

家 庭 児 童

内線395
子ども福祉課

児童虐待・DVなど

● 1日㈰ ㈱高橋工業

☎25-4088

● 3日㈫ ㈱小野配管

☎22-2860

● 7日㈯ ㈲南設備工業所 ☎22-4253

11月の主な番組

●21日㈯ ㈱嶺利設備工業所 ☎22-1451
☎22-0450

●28日㈯ ㈲小島設備工業所 ☎35-6447
●29日㈰ ㈲藤正施設
休日ごみ処理施設開所日

☎24-3209

障 害 者（児） 障害者（児）の生活など
指定相談支援事業所

平日9:00～17:00 電話予約
①ぱれっと
☎24－1712
☎36－8578
②県南ありのまま舎
③さんてらす（ひよこ会） ☎29－4587

生 活 困 窮 生活保護制度など社会保障制度に関すること
内線353・354
社会福祉課

子

育

平日 8:30～17:15
市役所3階社会福祉課

て

①☎24-1358
②☎36-8762

子育てに関すること
①岩沼保育園地域子育て支援センター
（ひよこプラザ）平日 9:00～17:00
②岩沼市子育て支援センター
（岩沼みなみプラザ）平日 9:00～17:00

ふれあい福祉相談 福祉・生活などに関すること
☎29-3970
市社会福祉協議会

平日 8:30～17:00
総合福祉センター（里の杜3丁目4-15）

巡回無料法律相談 貸借、契約、相続、離婚など法律に関わる相談
内線351・353
仙台弁護士会
（要電話予約）

青
教

少
・

24日㈫ 10:00～12:00、13:00～16:00
総合福祉センター（ あいプラザ）
ボランティア研修室

年 学校・家庭生活・異性問題や交友関係など
育

不登校・いじめなど

納期限／11月30日㈪

あるまちの市役所情報

●15日㈰ ㈲布田設備工業所 ☎22-3004

●23日㈪ ㈲森久設備

身体障害者（児）の生活などに関する相談
27日㈮ 10:00～15:00
総合福祉センター（ あいプラザ）相談室
岩沼市身体障害者福祉協会相談員：森
（ 080-1667-0480）

●後期高齢者医療保険料（第5期）

●14日㈯ ㈲及川水道工業所 ☎22-4507

☎22-4464

内線357
社会福祉課

●国民健康保険税（第7期） ●介護保険料（第7期）

● 8日㈰ 相原水道工業所 ☎22-0346

●22日㈰ ㈲管栄設備

身体・知的障害者（児） しょうがい ふくし そうだんかい

☎22-3333
平日 9:00～16:00
ヤングテレホン相談員（昼休みの1時間除く）
専用電話
青少年室・教育相談センター

平日 8:30～17:15
市役所3階子ども福祉課

※休日当番での給水装置の修繕などは、全て
有料です。
※業務時間は、8:00～17:00
時間外は玉崎浄水場
（☎22-3345）
までご連
絡ください。

☎022-363-5507
16日㈪ 10:00～15:00〔13日㈮まで要予約〕
仙台保健福祉事務所 岩沼支所相談室（中央3丁目1-18）
塩釜保健所（岩沼支所）

12時30分/18時30分

プレミアム付き商品券の使用
期限にご注意ください

2

月

4

水 11月は「ねんきん月間」です

6

金 雨水貯留タンク設置補助金制度

9

月

①11月9日は119番の日です
②秋季全国火災予防運動

10 火 納税貯蓄組合について

11月はありません

11 水 市民税について
12 木 固定資産税について
13 金 国民健康保険税について
16 月 県税について
17 火 国税について
27 金

岩沼市マスコットキャラクター
のデザインを募集します
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11月

○全ての診療科目に対応できるわけではな
いのでご注意ください。

14:00～17:00

（土曜日の午後、平日・休日の17:00以降に対応
できる医療機関は消防署（☎22-5171）で紹介）

診療時間
9:00～12:00

11/20 金
12/11 金

13:00～17:00

11/18

1歳8カ月児健康診査

12/9

2歳6カ月児歯科健康診査
3歳6カ月児健康診査
赤ちゃんホットライン
（電話相談）

11/12
12/10
11/26
12/24

5～8カ月に達するまで

10:30～11:00

H27.7月生

①13:00～13:20
②14:00～14:20

H27.8月生

水
木
木

H26.3月生
H26.4月生
H25.5月生

13:00～13:30

H25.6月生
H24.5月生
H24.6月生

月・水・金 乳幼児を持つ親
（休日を除く）☎22-2754
11/4

すくすく教室

12/9
11/5

水

9:00～16:00

H27.6月生

9:30～ 9:50

H27.7月生
乳幼児を持つ親
(計測は11:30で終了）

ちびっこ相談

H26.10月とH26.11月生の子と親（家族で
1歳からの離乳食完了期教室 11/27 金 も可）先着25組（11/2(月)から要電話予約） 9:15～ 9:30

ママの相談
ことばの相談

12/10

木

9:30～10:00

月・水・金 妊娠中の健康相談、母乳相談、
(休日を除く）乳房マッサージを希望される方
子どものことばの発音等が
心配な方

随時

成人保健相談

11/24 火

心の健康相談

イライラする、眠れない、認知症
など心の悩みのある方やその家族
11/24 火
場所／ あいプラザ
問／社会福祉課（☎内線３５８）

食事、運動など、生活習慣について 来所相談は電話
相談希望の方、減量や禁煙希望の方 予約制です

実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所（☎22-2188）
内

相談

容

ひきこもり・
思春期こころの相談
エイズ相談
性感染症相談

検査

日

曜

11/10

火

備

考

対象／思春期の方、家族、関係者
電話予約が必要です

電話にて匿名でできます
月〜金
（休日を除く） 電話、直接面接の相談です

11/17

火 電話予約が必要です

骨髄バンク登録

問／①②岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ ☎36-8762）
①岩沼保育園＊地域子育て支援センター（ひよこプラザ ☎24-1358）
行事（実施場所）
子育て支援

10：00～12：00
13：00～14：00

月

HIV/クラミジア/梅毒検査

肝炎ウイルス検査
（HBS抗原、HCV抗体）

登録

問／健康増進課（☎内線345）

犬猫情報

火

9:00～16:30

※対象人数により受付時間が変わります。詳しくは健診案内ハガキをご覧ください。

①親子ふれあい広場

（勤労者活動センター）

23

12/8

受付時間

●健康診査・予防接種では、受付10分前から番号札を置いてあります。
●健康相談は、随時電話でお受けします。（保健センター☎22-2754）

1日㈰
齋藤歯科医院（名取）☎022-383-3068
斉藤歯科医院（亘理）
☎34-8241
3日㈫（文化の日）
☎25-6444
心友歯科医院
8日㈰
優歯科医院（名取）☎022-383-7377
☎38-1887
にいの歯科
（山元）
15日㈰
めでしま歯科医院（名取）
☎022-384-1840
22日㈰
おおみや歯科（名取）☎022-382-2537
きくち歯科（亘理）
☎34-0644
23日㈪（勤労感謝の日）
上中デンタルクリニック ☎35-7557
29日㈰
清水歯科医院
（名取）
☎022-384-6338
☎24-2211
塚辺歯科医院

26日㈭
岩沼市役所

11/10

3カ月児健康診査

者

座

月のお知らせ

11

 子さんの急な発熱、急なけがですぐに受診
お
したほうが良いか、様子をみても大丈夫か迷っ
たときの相談
相談時間／毎日19:00～翌日8:00
電 話／プッシュ回線固定電話・携帯電話は♯
8000、プッシュ回線以外の固定電話、PHSな
どは☎022-212-9390

母子健康手帳

象

講

※宮城県こども夜間安心コール



対

月・水・金
妊婦
（休日を除く）

・

※事 前に電話で受診可能かどうかお問い合わせ
ください

月  日 曜

談

場所／総合南東北病院
受付時間／平日19:00～21:30
診察申込／ 070-6635-9454

事

相

○岩沼市医師会および亘理郡医師会の協
力により平日夜間のみ開設しています。

行

BCG接種

健康診査

ੂ

保 健

問／健康増進課（☎内線 347〜349）

予防
接種

1日㈰
森川こどもクリニック

☎25-2711
3日㈫（文化の日）
本郷医院
☎24-2100
8日㈰
岩沼泌尿器科クリニック ☎29-2945
15日㈰
中川医院
☎22-2016
22日㈰
小島病院
☎22-2533
23日㈪（勤労感謝の日）
森整形外科クリニック ☎22-1311
29日㈰
いたのこどもクリニック ☎29-4158

実施場所／保健センター
交付

診療時間
9:00～12:00

②まご孫サロン

（岩沼みなみプラザ集会室）

実施日時

対

象

11/26㈭ 乳幼児とその
10:00～11:00 家族

内

容

○あそび場の提供、絵本の
読み聞かせ、リズム・製
作あそびなど
○子育て相談

○おもちゃ作り
11/17㈫ 孫育てに興味の ○ふれあい遊び
10:00～11:30 ある方
○子育て支援者としての活
動紹介

※周辺環境に十分配慮し、生涯にわたり適正に飼育することは飼い主の責任です。※避妊手術を行うなど繁殖制限にご理解ください。

●犬猫引き取り日 保健所と事前相談の上、指定した日程で引取手続きを行います。問／塩釜保健所岩沼支所（☎22-2188）
●犬が死亡したり、譲渡した時は生活環境課へ届け出が必要です。問／生活環境課（☎内線335）

11月のお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

市民図書館からのお知らせ

今月の特集コーナーの紹介

今月の休館日は16日㈪です

市民図書館では、
毎月テーマを決めて、
関連する本を紹介しています。貸し出し
もできますので、ぜひご利用ください。
○一般書のテーマ
「読書の秋」
10月27日㈫～11月9日㈪は読書週間
です。
「本」
・
「作家」について紹介して
いる本を展示します。
○児童書のテーマ
「真っ赤なもみじ」
・
「どうぶつ」
秋にぜひ読んでほしいおすすめの本や、
かわいいどうぶつの絵本を展示しています。

けんみん1000円コンサートin岩沼

井上陽介カルテットJAZZ LIVE"GOOD TIME"

11/29㈰

14時30分開場
15時開演

♪入場料
♪出

今月のイベント

全席指定
一般前売1,000円（当日1,200円）
演 井上 陽介（ベース）、萩原 亮（ギター）、
秋田 慎治（ピアノ）、江藤 良人（ドラムス）
チケットは下記プレイガイドで販売中

○一般向け朗読会
日時／11月28日㈯ 11時～11時50分
○手づくりえほん展示会
展示期間／10月27日㈫～11月9日㈪

≪プレイガイド≫
【岩沼市】
市民会館、
岡文、
手芸の店まむ
【仙台市】
藤崎、
東京エレクトロンホール宮城
【その他】
ローソンチケット
（Lコード：24435）

11月の休館日／2日㈪、9日㈪、16日㈪、23日㈪、27日㈮、30日㈪
市民図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

「宝くじまちの音楽会」

岩崎宏美with宗次郎 ～心のふるさとを求めて～
平成28年

1/17㈰

リサイクル情報コーナー
家で眠っているモノ、捨てるにはもったい
ないモノ、生かしてみませんか？
※11月5日㈭ 8時30分より電話にて受け
付けします。
○譲ります 〔

ゆずり
あい

〕は希望価格

●オイルヒーター
（デロンギ・9年前購入・新品同様）
〔3,000円〕
●ふたば幼稚園制服・体操着・通園バック
（2年使用）
〔3,500円〕
●書道道具一式
（20年使用）
〔無料〕
●籐の衝立
（4枚折・10年前購入・新品同様）
〔無料〕

○譲ってください 〔

♪入場料
♪出

演

17時開場

17時30分開演

全席指定
一般前売2,000円（当日2,500円）
岩崎 宏美、宗次郎（オカリナ奏者）、
地元合唱団

チケットは11/10㈫から下記プレイガイドで販売

≪プレイガイド≫
【岩沼市】
市民会館、
岡文、
手芸の店まむ
【その他】
ローソンチケット
（Lコード：24127）

〕は希望価格

●岩沼北中学校女子制服（160cm）
〔応相談〕
●使い古しのタオル類（バスタオル、シーツ、タオルケットなど）
〔無
料〕
※工房あすなろ
（☎内線787、
水曜日を除く平日の9時～ 17時）
に直接ご連絡ください。
掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

弁護士 森山
博(仙台弁護士会所属)
弁護士 工藤 芳明(仙台弁護士会所属)
弁護士 薄井
淳(仙台弁護士会所属)

TEL

有料広告を掲載しています

法律相談、弁護士にしてみませんか？
小さな事でもお気軽にご相談下さい。

※電話連絡のうえお越しください

AM9：00～PM5:00(土日･祝日は休業) 岩沼市中央一丁目５-12(相馬屋さん隣)

裁判所から
のお知らせ

平成27年11月の広報テーマは「裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します！」
です。詳しくは、最高裁ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）をご覧ください。
問／仙台地方裁判所事務局広報係
（☎022-222-6115）

広報いわぬま2015.11月号
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国・県などから
平成27年分年末調整説明会
日時／11月24日㈫ 13時30分
開始（受付／13 時～）
場所／市民会館 中ホール
対象者／市内の給与支払者
問／ 仙台南税務署 法人課税第一
部門（☎022-306-8001内線252）

宮城県最低賃金の改正
宮城県内の事業場で働く全ての
労働者（臨時、パート、アルバイ
トなどを含む）に適用される宮城
県最低賃金は、下記のとおり改正
されました。
時間額／ 726 円
効力発効日／平成27年10月3日
問／宮城労働局 労働基準部 賃金室
（☎ 022-299-8841）

出張ハローワークin名取
月のお知らせ

11

日時／11月26日㈭ 13時30分～
16時（受付／13 時～）
場所 ／ 名 取 市 文 化 会 館3階 小
ホール
内容／企業説明会、企業による個
別相談会、ハローワークによる
職業相談・職業訓練相談
定員／150人（先着順）
対象／岩沼市・名取市に就職を希
望している方
参加企業／岩沼市・名取市の企業
約15社
その他／事前の参加申し込みが必要
問／ハローワーク仙台 事業所援
助第一部門（☎022-792-1723
〒983-0852仙台市宮城野区榴
岡4-2-3 仙台MTビル）

名取高校校舎改築工事
平成29年4月の供用開始に向け
て新校舎建設に10月下旬から着
工します。新校舎は、現在グラウ
ンドがある場所に建てられ、3階
建てのガラスを多用した近代的な
外観と、生徒昇降口や図書館を吹
き抜けにするなど、光あふれる明
るい校舎となります。
生まれ変わる「新生！名取高校」
に、特段のご理解とご協力をお願
いします。

問／名取高校 校舎改築委員会
（☎22-3151）

自賠責の期限切れに
ご注意ください

万一の自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、自動車
損害賠償保険法に基づき、原動機
付自転車を含むすべての自動車に

加入が義務付けられており、自賠
責保険・共済無しで運行することは
法令違反ですのでご注意ください。
問／東北運輸局 宮城運輸支局
（☎022-235-2517）

仙南視聴覚教材センターの
愛称募集
募集締切／11月10日㈫必着
募集内容／愛称（ふりがな）とそ
の説明（理由・意味など）
応募資格／どなたでも応募可能
応募方法／【持参】視聴覚教材セ
ンター、えずこホール各窓口設
置の応募箱へ 【ファクス・郵
送・メール】視 聴 覚 教 材セン
ター宛にお送りください
応募・問／仙南地域広域行政事務
組合教育委員会 視聴覚教材セ
ンター 愛称募集係（☎022452-3433
0224-52-2660
〒989-1264大河原町字新青川
1-1
kyouiku@az9.or.jp）
※詳しくはホームページ（http://
www.az9.or.jp/index.php） を
ご覧ください。

平成27年度自衛官候補生（男子）
・陸上自衛隊高等工科学校
生徒募集（推薦・一般）
種目

受付期間

自衛官候補生

～11月30㈪まで

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
（推薦）

11月1日㈰
～12月4日㈮

試験日
12月5日㈯または6日㈰の指
定する1日
平成28年1月9日㈯～11日㈪
の指定する1日

１次：平成28年1月23日㈯
陸上自衛隊
11月1日㈰
２次：平成28年2月 4日㈭
高等工科学校生徒
～平成28年1月8日㈮
～7日㈰の指定する1日
（一般）
募集種目ごとに年齢条件などがありますので、下記までお問い合わせく
ださい。
問／自衛隊宮城地方協力本部 名取地域事務所（☎022-383-8752
〒981-1224名取市増田4-3-15
natori-miyagi@rct.gsdf.mod.go.jp）

有料広告を掲載しています
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検察審査会は検察官が事件を裁判にかけなかったこと（不起訴処分）の善しあしを、選挙権を有する国民

の中から選ばれた11 人の検察審査員が、審査するところです。審査の申し立てに費用はかかりません。随
広報いわぬま2015.11月号
検察審査会とは
時、相談を受け付けていますので仙台検察審査会事務局（ ☎022-222-4750）にお問い合わせください。

11月のお知らせ
9月のお知らせ 問い合わせは、岩沼市役所
問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・
（☎22-1111・ 24-0897）
24-0897）
へ
へ
対象／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
参加費／無料
持ち物／飲み物、汗拭きタオル
申込・問／岩沼西地域包括支援
センター(☎36-7266）

くらし
大きな地震への備えを
①木造住宅耐震診断助成
建築から一定期間経過した木造
住宅について、耐震診断士を派遣
し、診断を行います。
対象 ／ 昭 和56年5月31日 以 前 着
工の木造一戸建て住宅
受付戸数／13戸（建築時期と床面
積が分かる資料を持参のこと）
自己負担額／8,300円（調査時の
支払いとなりますが、延べ面積
が200㎡を超える場合は別途料
金が加算されます）
②木造住宅耐震改修工事助成
市が助成する耐震診断後に耐震
改修設計および耐震改修工事を行
う場合に、その費用の一部を助成
します。
対象／市が助成する木造住宅耐震
診断により耐震性が基準を満た
さないと判断された住宅
受付戸数／5戸
限度額／450,000円（補助率：工
事費用の2分の1）
③スクールゾーン内危険ブロック
塀等改善補助
歩行者が多数通行する公道に面
した、倒壊の危険度が高いブロッ
ク塀（高さ1m以上）について、
塀の解体および解体後にフェン
ス、生垣などを設置する場合に費
用の一部を助成します。

※隣地との境界にあるブロック塀な
どの私有財産は対象になりません。
補助金額／除却：道路からの見付
面積1㎡当たり4,000円（限度
額20万円）
設置：設置延長に4,000円を乗
じた額（限度額10万円）
受付戸数／8戸
④家具転倒防止等作業代行
大規模地震に備え、家具を自分
で固定することが困難な世帯を対
象に固定作業等を代行します。
対象／満65歳以上の方や、障害者
の方のみで構成されている世帯
代行内容／家具5点まで、ガラス
飛散防止フィルムの貼り付けは
建具10枚まで
自己負担／家具固定金具、ガラス
飛散防止フィルム代
受付戸数／5戸
申込／復興・都市整備課（市役所
4階）に備え付けの申込用紙に
記入の上、提出してください。
（印鑑を持参）
問／復興・都市整備課 建築住宅係
（市役所4階☎内線428・429）

普通救命講習会
普通救命講習会に参加して、い
ざという時に、AEDを使う勇気
と正しい知識と技術を身に付けて
みませんか。再講習の方も同時に
募集します。
日時／11月15日㈰ 9時～12時
場所／岩沼市消防署3階 会議室
※実技も行いますので動きやすい
服装でお越しください。5人以上
の団体やご家族などの開催も随時
受付します。
申込・問／消防署警防課
救急救助係（☎22-5171）

プレミアム付き商品券の
使用期限にご注意ください

「岩沼市プレミアム付き商品券」
は11月30日㈪が使用期限です。
期限を過ぎた商
品券は全て無効と
なります。
問／岩沼市商工会
（☎22-2526）

平成28年岩沼市成人式
市内に居住されている該当者の
方には、12月に案内状をお送り
します。市外にお住まいの方で、
岩沼市の成人式に参加を希望され
る方はご連絡ください。
日時 ／ 平 成28年1月10日 ㈰
13時30分開式（受付／12時30分～）
場所／市民会館 大ホール
該 当者／平成7年4月2日～平成
8年4月1日に生まれた方
問／生涯学習課
（市役所5階☎内線572・573）

勤労者活動センター
無料開放デー
（要予約）

当センターでは、市民の皆さま
に広く施設を知っていただくた
め、勤労感謝の日に合わせて多目
的ホール（卓球・バドミントンな
ど）
、音楽室（カラオケ・ピアノ
など）を無料で開放します。
日時／11月23日㈪ 9時～21時
場所／勤労者活動センター
対象者／市民および岩沼市所在の
企業にお勤めの方
申込期間／11月6日㈮～19日㈭
申込・問／勤労者活動センター
（☎25-1318 平日9時～17時）

有料広告を掲載しています

寝具洗濯乾燥
消毒サービス

対象／おおむね65歳以上で寝具の衛生管理が困難な1人暮らしや寝たきりの方
受付期間／11月2日㈪～16日㈪ 対象となる寝具／掛け布団・敷き布団・毛布
各1点 申込・問／介護福祉課（総合福祉センター内☎24-3016）

広報いわぬま2015.11月号
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11月
保健・福祉
国民健康保険加入者の
特定健康診査の追加実施

6月・7月に実施した特定健康
診査を受けなかった40歳～74歳
の岩沼市国民健康保険被保険者の
方を対象に行います。なお、対象
者で、人間ドックや職場健診を受
けた方は、健診結果の写しを市へ
提出していただきますようお願い
します。
健診日時／
9時～11時
11月6日㈮
13時～15時
9時～11時
11月7日㈯
場所／保健センター
持ち物／受診券、被保険者証(保
険証)
問／健康増進課
（市役所3階☎内線345・346）

子宮がん検診無料クーポン券
対象者の方はお早めに受診を

月のお知らせ
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がんの早期発見とがんに対す
る知識の普及と啓発を図るため、
「がん検診推進事業」を全国的に
実施しており、対象となっている
方には子宮がん検診無料クーポン
券をお送りしています。受診期間
は11月30日㈪までとなっていま
すので、まだ受診されていない方
はお早めに受診をお願いします。
詳細については、無料クーポン
券をご参照ください。
問／健康増進課(☎内線345・346）

骨粗しょう症検診
骨粗しょう症は、加齢とともに
体内のカルシウムが減少し、骨が
スカスカになる病気です。検診は

足のかかと付近に超音波をあてて
骨密度を測定する簡単な検査で
す。ご自身の骨密度を把握し生活
習慣を見直してください。
検診を申し込まれた方に受診票
を発送します。これから検診を申
し込まれる方は、下記までご連絡
ください。
対象者／30歳、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳、75歳
の女性（平成28年4月1日時点）
健診日時／
9時～11時
11月13日㈮
13時～15時
9時～11時
11月14日㈯
問／健康増進課(☎内線345・346）

1歳からの離乳食完了期教室
日時／11月27日㈮ 9時30分～
11時30分
（受付／9時15分～）
場所／保健センター
内容／歯科衛生士と管理栄養士の
お話（託児あり。離乳食完了期
食の試食も用意しています）
対象／平成26年10月と11月生
まれの子と親（家族でも可）
定員／25組（先着順）
※11月2日㈪より電話申込受付。
参加費／無料
申込・問／健康増進課
（☎内線345・346）

「玉浦カフェ」を開催

生活習慣病予防料理教室
簡単に作れておいしい、健康バ
ランス食を体験できる人気の教室
です。
これから料理づくりを始めたい
方、男性やご夫婦、小さいお子
さん連れでの参加も大歓迎です。
（託児もありますので、申し込み
時にご相談ください）
日時／11月25日㈬
9時30分～13時
場所／保健センター
テーマ／
「カロリーダウン大作戦」
内容／調理実習、講話、軽運動など
定員／30人（先着順）
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記
用具、米0.5合
締切日／11月18日㈬
※参加費を添えて健康増進課または
保健センターに申し込みください。
問／健康増進課（☎内線345）

日時／11月17日㈫
10時～11時30分
場所／赤井江マリンホーム 1階
地域交流室
内容／お笑い健幸講座、お茶飲み会
講師／漫才コンビ・まつトミ氏
定員／30人（要申込）
参加費／200円（お茶代）
対象 ／玉浦小学校区の65歳以上
の方
※当日のボランティアも募集中。
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター（☎25-6656）

家族介護教室
日時／11月28日㈯ 10時～12時
場所／勤労者活動センター
講師／籾江道子モダンバレエ研究
所健康リズム体操講師・
河北カルチャーセンター講師
早川 桂古氏
内容／ボールを使った腰痛予防

有料広告を掲載しています
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JAXA角田宇宙センター
開設50周年記念式典

日時／12月12日㈯

13時30分～16時30分

ὍႻᴾᴾՠᴾࡃ

☎0223-22-5000

場所／かくだ田園ホール
（角田市市民センター）

広報いわぬま2015.11月号内容／日本人宇宙飛行士の記念講演など 申込方法／JAXAホームページより申し込みください

申込受付期間／11月4日㈬から受付開始
（先着順） 問／角田宇宙センター
（☎0224-68-3111）

ハナトピア岩沼「秋の収穫祭」
11
月
号
2015

日時／11月7日（土） 地元農産物産直＆花苗販売
10時〜15時
千人鍋無料配布
12時30分～
場所／ハナトピア岩沼

November

1,000食分

出展コーナー

アトラクション

フラワーアレンジ展
押し花絵展
トールペイント展
コーヒー・紅茶の販売
防犯コーナー
フリーマーケット
飲食物コーナー
寒河江市特産品販売

駒澤大学高等学校チアリーディング
ディアーズ岩沼チアリーディング
安来節《岩沼ノッツォクラブ》
太極拳演武《岩沼太極拳 朋友》
ミニライブ《猪股秋彦 岩沼在住》
カントリーダンス《ハートオブザカントリー》
ミニSL試乗会

主催／ハナトピア岩沼イベント実行委員会

問／ハナトピア岩沼 ☎23-4787

12/6㊐

第24回いわぬまエアポートマラソン交通規制と市民バス運行の変更
9 時 30 分～正午まで交通規制にご協力を！
4

市民会館

総合体育館

今年も、
『みんなの走りが復興の力に！』
をスローガンに
「第
24回いわぬまエアポートマラソン」
が開催されます。
当日は、参加者の走路安全のため、交通規制を行います。
会場となる陸上競技場周辺などのコース沿道にお住まいの方、
通行予定の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

コース周辺の市民バス迂回について
①下記の時刻の市民バスは、
通行止め規制のため、
「陸上競技場前」
のバス停
に停車しません。
「市役所前」
または、
「市民会館前」
で乗降してください。
◆通行止めの規制のため
「陸上競技場前」
に停車しない路線と出発時間
〇西部線
（駅西口発）
11：05
〇大師線
（大師発）
10：24
〇大師線
（市民会館前発）
11：01 〇空港線
（仙台空港発）
11：55
〇南長谷線
（駅西口発）
10：22 〇南長谷線
（市民会館前発）
10：41、11：51
〇納屋線
（新浜発）
10：40
〇納屋線
（市民会館前発）
11：02

市役所

6

②納屋線
（新浜10：05発）
市民会館行および
（市民会館前11：00発）
新浜行の
「早股中」
「早股上」
「押分」
「里の杜」
の区間については通行しません。
読みやすさに配慮した
「ユニバーサルデザイン
フォント」を一 部 使 用
しています。

至白石

③東部線左回り
（市民会館前9：50発）
ならびに右回り
（市民会館前9：05発）
および
（グリーンピア岩沼10：45発）
の
「早股中」
「早股上」
「押分」
「里の杜」
の区間についても通行しません

問／エアポートマラソン実行委員会事務局
（総合体育館）☎ 24-4831

※事前に路線変更に関係する案内をバス停へ提示しますので、
ご確認ください。

人口と世帯

（27年9月末現在）

住民基本台帳人口

〈火災〉

印刷●今野印刷株式会社

この広報紙は、環境にやさしい再生紙と
植物油インキを使用しています。

男 21,863人 (-14）

女 22,393人 (+27） 計 44,256人(+13）
転

入

出

生

184人

32人

火災と救急

転

出

死

亡

世帯数 17,133世帯（-4）

178人

25人

（ ）前月比

（27年9月中）

市内の交通事故件数

150件

2件 〈救急〉

建

物 2件

交通事故

16件

車

両 0件

急

病

77件

林

野 0件

一般負傷

15件

転

院

34件

そ の 他

7件

火

1件

そ の 他 0件

陸上競技場

災

9月中

（27年9月末現在）

1月からの
前年累計比
累計

19件

149件

10件

亡

0人

0人

-5人

負 傷 者

22 人

185人

11人

人身事故
死

（岩沼警察署調べ）

