9月のお知らせ
3月のお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

代行運搬受付センターの
受付電話番号が変わります

野ねずみ一斉駆除

4月1日から、粗大ごみの戸別
収集の申し込みを受け付ける代行
運搬受付センターの電話番号が変
わりますので、ご注意ください。
【代行運搬受付センター】
現電話番号：022-383-3620
（平成27年3月31日まで）
新電話番号：0223-23-1799
（平成27年4月1日から）
問／生活環境課
（市役所3階☎内線333）

農作物への被害を防ぐため、白
い小袋に入った薬剤により市内農
用地での一斉駆除を行います。お
子さんやペットが誤って薬剤を口
に入れるなどしないようにご注意
ください。
実施日／3月1日㈰
（雨天時は、3月8日㈰に順延）
区域／市内の農用地・農道
問／農政課
（市役所3階☎内線315）

国・県などから
河川愛護モニター募集
活動期間／平成27年7月1日～平
成28年6月30日（1年間）
活動内容／阿武隈川沿いをモニタ
リングし、
情報・要望を報告する
応募資格／20歳以上の方2名程度
報酬／あり（月額4,580円程度）
応募期間／4月10日㈮～5月8日㈮
詳しくはお問い合わせください。
問／仙台河川国道事務所 岩沼出
張所（☎22-2801）

一般家庭ごみの直接搬入および事業系ごみの搬入に係るごみ処理手数料改定について
4月1日から、岩沼清掃センター、名取クリーンセンター、亘理清掃センターへの自己搬入や粗大ごみの戸別
収集のごみ処理手数料が変わります。各センターへ搬入、または代行運搬受付センターへ戸別収集を依頼する
場合は、下記料金表をご参考ください。
問／生活環境課
（☎内線333）
区分
直接搬入（タイヤ除く）
家庭系

事業系

現ごみ処理手数料
50㎏につき 250 円
ホイルなし 200 円
タイヤ 1 本につき（直径 700㎜未満）
ホイル付き 300 円
タイヤ 1 本につき（直径 700㎜以上、ホイルなし 300 円
1,000㎜以下）
ホイル付き 450 円
訪問収集（代行運搬）
50㎏につき 500 円
直接搬入
50㎏につき 300 円
許可業者搬入
15㎏につき 100 円

改定ごみ処理手数料
50㎏につき 500 円
ホイルなし 350 円
ホイル付き 450 円
ホイルなし 450 円
ホイル付き 550 円
50㎏につき1,000 円
50㎏につき 500 円
10㎏につき 100 円

※ごみ処理手数料の改定に
当たっては、平成26年12
月24日開催の第2回亘理名
取 共立 衛 生 処 理組 合議 会
定例会において、
「一般廃
棄物の処理及び清掃に関す
る条例」の一部を改定する
条例が可決されたことによ
り、 平 成27年4月1日 か ら
手数料が変更されます。

軽自動車（原付等）の廃車手続きはお済みですか？
軽自動車税は、その年の4月1日現在で所有(登録)している人に課税されます。そのため、平成27年4月2日以降
に廃車手続きをしても、平成27年度の軽自動車税は納めていただくようになります。すでに他人に譲ったり、廃車
して軽自動車（原付等）を所有していない場合は、4月1日までに必ず名義変更または廃車の手続きを行ってくだ
さい。また、住所が変更になった場合も手続きを行ってください。 問／税務課 市民税係（☎内線243・244）
車両の種類

場所

・原動機付自転車（125㏄以下）
・小型特殊自動車（農耕作業用等）

◎岩沼市役所 総務部 税務課（市役所 2 階）
（☎ 0223-22-1111 内線 243・244）
または、現在お住まいの市町村軽自動車税担当課

必要なもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・印鑑（名義変更の場合は新・
旧所有者の両方が必要）

・軽二輪
（126㏄～ 250㏄）
◎軽自動車検査協会（仙台市宮城野区中野四丁目１
・三輪
（660㏄以下）
左記にお問い合わせください
番地の 38 ☎ 050-3816-1830）
・軽自動車（四輪以上で 660㏄以下）
◎東北運輸局 宮城運輸支局（仙台市宮城野区扇町
・小型二輪（251㏄以上）
左記にお問い合わせください
3-3-15 ☎ 050-5540-2011）

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

※電話連絡のうえお越しください

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。

もっと上質へ。もっと低燃費へ。㻌
欧州で認められた、ハイパフォーマンスタイヤ。㻌
東洋ゴム工業株式会社仙台工場
〒宮城県岩沼市吹上
6'.(#:
JVVRYYYVQ[QTWDDGTEQLR

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)

軽自動車の名義変更手続き
や車検はお早めに！

毎年 3 月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。手続
広報いわぬま2015.3月号
きは早めに済ませるよう、ご協力をお願いします。 問／軽自動車検査協会宮城主管事務所
（☎050-3816-1830）
窓口の受付時間8時45分～11時45分、
13時～16時
（土日・祝日を除く）
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３月
保健・福祉
無料クーポン券対象の未検者
の乳がん検診の実施について

乳がん検診を下記の日程で実施
します。対象の方には受診票を送
付していますので、この機会にぜ
ひ受診しましょう。
日にち／ 3 月 15 日㈰・16 日㈪
場所／保健センター
対象者／今年度乳がん検診無料ク
ーポン券対象者で検診を受診し
ていない方
※詳しくは受診票をご覧ください。
問／健康増進課 予防衛生係
（市役所 3 階☎内線 346）

1歳からの離乳食完了期教室

月のお知らせ
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離乳食完了期は、母乳やミルク
から卒業し、食べ物中心の栄養に
かわる大切な時期です。食べ物を
よく噛んで食べる能力を育てる時
期でもあります。そこで、この教
室ではお子さんが上手に離乳食を
卒業し、幼児食に移行できるよう
にアドバイスを行います。ぜひお
子さんと一緒に参加し、健康な食
生活のために役立ててみませんか。
日時／3月20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2月と3月生まれ
の子と親（家族でも可）
定員 ／25組 先着順（3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）

もうお使いですか？
「敬老商品券」

平 成26年9月14日の 敬 老 の つ
どいで贈呈しました「敬老商品券」
の 有 効 期 限 は 平 成27年3月15日
㈰までとなっています。
3月16日㈪以降は使用できませ
んので、
お早めにご使用ください。
問／介護福祉課 高齢者生きがい
係（総合福祉センター あいプ
ラザ内☎24-3016）

くらし
普通救命講習会
普通救命講習会に参加して、家
族や知人の大切な命を守ために正
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／3月15日㈰ 9時～12時
場所／消防署 3階 会議室
※申し込みは受講日前日まで。
※当日は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
開催も随時受付をします。
申込・問／消防署 救急救助係
（☎22-5171）

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、
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を
一時的に必要なときに活用してい
ただけるよう､ 無料で貸し出しを
行います。
ご希望の方は、消防署まで申し
込みください。
※借用する１週間前までに申し込
みが必要です。
※普通救命講習会修了者・医師・
看護師などが参加していること。
申込・問／消防署 救急救助係
（☎22-5171）

心肺停止時の
胸骨圧迫リズム配信の開始

119番通報を受信する通信指令
室に、心肺停止状態の方に対する
処置、胸骨圧迫のリズムを知らせ
るシステムを導入しました。
心肺停止状態での救急車要請時
に、119番通報を受けた職員が、
胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工
呼吸などのやり方を伝え、電話を
掛けている方や近くにいる方に応
急処置を行っていただきます。
今回、119番通報した電話に、
胸骨圧迫（心臓マッサージ）のリ
ズムを知らせる音声を流します。
119番通報した電話をスピーカー
モードにし、リズムに合わせて胸
骨圧迫を実施するようにしてくだ
さい。
詳しくはお問い合わせください。
問／消防署 救急救助係
（☎22-5171）

有料広告を掲載しています
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自動車の登録・検査の
手続きはお早めに！

広報いわぬま2015.3月号

毎年、3 月は自動車の登録・検査の申請のため、窓口が大変混雑します。手続きなどを
お考えの方は、早期の申請をお願いします。 問／東北運輸局 宮城運輸支局 登録関
係（☎ 050-5540-2011）
・検査関係（☎ 022-235-2513（
「2」をプッシュ））

