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12 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

ひとり親・寡婦相談（ひとり親・寡婦家庭生活に関すること）

日時 19日㈪ 10時～15時

場所 塩釜保健所岩沼支所相談室（中央3丁目1-18）

備考 16日㈮15時30分まで下記問い合わせ先へ要予約

問 仙台保健福祉事務所塩釜保健所
（☎022-363-5507）

身体・知的障害者（児）しょうがいふくしそうだんかい
（身体障害者（児）の生活などに関する相談）

日時 16日㈮ 10時～15時

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）相談室

備考 担当：岩沼市身体障害者相談員　森
（☎080-1667-0480）

問 社会福祉課（☎内線358）

障害者（児）（障害者（児）の虐待・権利擁護に関する相談）

日時 平日 9時～17時

場所・電話
【相談窓口】宮城福祉オンブズネット「エール」
岩沼市相談専用(☎・ 022-796-8228）

【虐待通報】社会福祉課（☎内線352）
問 社会福祉課（☎内線352）

障害者（児）（障害を理由とする差別に関する相談　
①市によるもの、②民間事業者によるもの。）

日時 平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 ①さわやか市政推進課（☎内線643）
②社会福祉課（☎内線352）

生活困窮（生活保護制度など社会保障制度に関すること）

日時 平日 8時30分～17時15分 

場所・電話・問 社会福祉課（☎内線353・354） 

子育て（子育てに関すること） 

日時 ①平日 9時～17時、②平日9時～16時30分

場所・電話・問
①地域子育て支援センターひよこプラザ（岩沼保育園）

（☎24-1358） 
②岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ）

（☎36-8762）

ふれあい福祉相談（福祉・生活などに関すること） 

日時 毎週金曜日 8時30分～17時

場所・電話 総合福祉センター（ あいプラザ）ふれあい福祉相談室
（里の杜3丁目4-15・☎29-3970） 

問 市社会福祉協議会（☎29-3970）

巡回無料法律相談 （賃借・契約・相続・離婚など法律に関わる相談）

日時 27日㈫ 13時～16時 

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）ボランティア研修室

備考 下記問い合わせ先へ要電話予約 

問 法テラス山元（☎050-3383-0213）

青少年（学校・家庭生活・異性問題や交友関係など）・教育（不登校いじめなど）

日時 平日 9時～16時（昼休みの1時間除く） 

場所・電話
総合福祉センター（ あいプラザ）内　青少年室・教
育相談センター（ヤングテレホン相談員専用電話
☎22-3333） 

問 生涯学習課（☎内線572・573） 

人権（人権に関すること）
日時 12日㈪ 9時～16時　※特設人権相談所開設

場所 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

問 さわやか市政推進課（☎内線643）

行政（国や県に対する苦情・要望）

日時 5日㈪ 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

問 さわやか市政推進課（☎内線643）

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）

日時 1日㈭・8日㈭・15㈭・22㈭ 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

問 さわやか市政推進課（☎内線643）

市民活動（市民活動に関すること）

日時
平日・土曜 9時～21時（水曜は休館）
休日・祝日 9時～17時

（ただし旧勤労青少年ホームの休館時はお休みします）
場所・電話 市民活動サポートセンター（☎35-7205）

備考 専門相談員対応2日㈮ 13時30分～16時30分

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

消費生活（消費生活に関すること）

日時 毎週月・水・金（祝日は除く） 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

備考 5日㈪・12日㈪は3階商工相談室で開催

問 商工観光課（☎内線323）

税務相談（税金に関すること）

日時 7のつく日 9時～15時
休日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）

備考 7日㈬・19日㈪・27日㈫に開催

問 税務課（☎内線243）

高齢者の介護予防・介護などに関すること
認知症に関すること
高齢者の虐待通報・権利擁護・介護者支援の相談

日時 平日 8時30分～17時

場所・電話

【西小学区】岩沼西地域包括センター（☎36-7266）
【岩小学区】岩沼市社会福祉協議会
　　　　　  地域包括支援センター（☎25-6834）

【南小学区】南東北地域包括支援センター （☎23-7543）
【玉小学区】マリンホーム地域包括支援センター

（☎25-6656）
備考 相談・通報窓口は、日常生活圏域（小学校区）ごとにあります

問 介護福祉課（☎24-3016）

家庭児童（児童虐待・DVなど）

日時 平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 子ども福祉課（☎内線395）
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施設または業務名 休業期間 備考

本庁

12月29日㈭～1月3日㈫

出生・死亡・婚姻などは、休み中も市役所
東側入口の警備室で受け付けします。

総合福祉センター（ あいプラザ）、南部地区総合福祉
プラザ（岩沼みなみプラザ）、子育て支援センター、農
村環境改善センター
市内認可保育所（園）、児童館・児童センター
陸上競技場、市民体育センター、総合体育館、多目的グラ
ンド、学校開放（体育館、校庭）、市民図書館、勤労者活
動センター、旧勤労青少年ホーム（市民活動サポートセン
ター含む）、市民会館 、各公民館、ハナトピア岩沼

12月28日㈬～1月4日㈬

グリーンピア岩沼 19ページをご覧ください

朝日山公園野球場 12月26日㈪～ 冬季期間は3月31日㈮まで休園となりま
す。

朝日山・市民テニスコート 12月26日㈪～1月9日㈪
火葬場 1月1日㈰～1月3日㈫

し尿のくみ取り 12月29日㈭～1月3日㈫ 申込先／（協）名亘清掃事業公社
（☎22-6030）

市民バス 12月31日㈯～1月2日㈪ 1月3日㈫から通常どおり運行します。
岩沼駅西自転車駐輪場 12月29日㈭～1月3日㈫
休日急患当番医
休日水道当番 20ページをご覧ください 年始分は1月号に掲載します。

分別区分

地区

燃えるごみ

ペットボトル 紙パック
金属製品類
ガラスくず類

せともの類
複合素材製品類
有害・危険ごみ

缶類・びん類 段ボール
紙製容器包装類 新聞・雑誌類
プラ容器包装類 布類

A 梶橋・相の原・中央 12月29日㈭ 12月30日㈮ 12月21日㈬ 12月6日㈫ 12月20日㈫
B 館下・二木・大手町・稲荷町・本町 12月29日㈭ 12月30日㈮ 12月28日㈬ 12月13日㈫ 12月27日㈫
C 桜・末広・藤浪 12月29日㈭ 12月27日㈫ 12月16日㈮ 12月7日㈬ 12月21日㈬
D 桑原・桑原西・大昭和・西六角 12月28日㈬ 12月27日㈫ 12月23日㈮ 12月1日㈭ 12月15日㈭
E 吹上・吹上西・阿武隈 12月28日㈬ 12月26日㈪ 12月20日㈫ 12月2日㈮ 12月16日㈮

F
志賀・長岡・小川・三色吉・
東谷地・敷島・山桜・大和・荒井・
たけくま・北長谷・南長谷

12月30日㈮ 12月28日㈬ 12月19日㈪ 12月8日㈭ 12月22日㈭

G 栄町・朝日 12月30日㈮ 12月28日㈬ 12月15日㈭ 12月5日㈪ 12月19日㈪
H 土ケ崎・竹の里・松ケ丘・平等 12月30日㈮ 12月26日㈪ 12月22日㈭ 12月14日㈬ 12月28日㈬

I 押分・空港南・下野郷・玉浦西・
恵み野 12月28日㈬ 12月29日㈭ 12月26日㈪ 12月9日㈮ 12月23日㈮

J 早股・寺島・里の杜 12月28日㈬ 12月29日㈭ 12月27日㈫ 12月12日㈪ 12月26日㈪
【お願い】ごみ集積所は、地域ごと利用者同士で協力して清掃などの維持管理を行っています。集積所にごみを出す場合には、集積
所周辺にお住まいの方などの迷惑にならないよう、ごみの出し方と分け方のルールを守り、清潔に、気持ちよく使いましょう。

●本庁・各施設などの「休業期間」

　年末の最終収集日は、下表のとおりです。また、年始は1月4日㈬から通常の収集を開始します。年末・年始は特にごみ
が多くなります。ごみカレンダーを確認の上、計画的にお出しください。

●ごみの収集

　年末の直接搬入の受付は、12月30日㈮11時30分までとなっています。名取クリーンセンターおよび岩沼清掃センター
では、全てのごみの受け入れをできませんので、ご注意ください。

●粗大ごみなどの受け入れ（搬入）

直接搬入先 休業期間 受付
下野郷字新藤曽根1-1
岩沼東部環境センター（ぽぽか）
☎23-1178

12月31日㈯～1月3日㈫
受付時間（月～土曜日（祝日含む））
9時～11時30分、13時～16時
※年末の直接搬入の受付は、12月30日㈮11時30分まで。

年末・年始の業務案内
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