
広報おおさき2011-8

今月のお知らせ

広報おおさき2011-8　

■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 8 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

商工振興課

名称　ロックタウン古川店ロック

タウン鹿島台店

縦覧期日　11 月 15 日まで（土・日

曜日、祝日を除く平日８時 30 分～

17時 15 分）

縦覧場所　商工振興課（市役所東庁

舎 2階）鹿島台総合支所

閲覧内容　代表者氏名および住

所、変更年月日

問　商工振興課商工振興係　23-7091

　　鹿島台総合支所産業建設課

　　　　　　　　　　　　56-5520

　大崎地域広域行政事務組合
　栄養士・技術職員募集

大崎地域広域行政事務組合

受験資格　昭和 56 年 4 月 2 日以降

に生まれ、栄養士の資格を取得してい

る人または平成 24 年 3 月までに取得

する見込みの人昭和 61 年から平成

6年 4月 1日までに生まれ、電気の専

門課程を卒業または平成 24 年 3 月ま

でに卒業する見込みの人

要項・申込書　大崎地域広域行政事務

組合総務課で配布。郵送を希望する場

合は、封筒の表に「職員採用試験案内

請求」と朱書きし、角型 2 号の返信

用封筒（住所、氏名、郵便番号を記入

し 140 円切手を貼付）を同封。

受付期間　7 月 1 日～ 8 月 12 日

※ 8月 12日午後 5時必着

申込　申込書に必要事項を記入し、大

崎地域広域行政事務組合総務課人事厚

生係（〒 989-6171　古川北町三丁目

2-20）へ持参または郵送

試験　第 1次：9月 18日

　　　第 2次：10月上旬

問　大崎地域広域行政事務組合総務課

　　人事厚生係　 23-2325

　　下水道排水設備工事
　　責任技術者試験

下水道課

日時　10 月 26 日　13 時 30 分～

16時

場所　宮城県仙台合同庁舎（仙台市）

対象　大崎市に技術者として登録を予

定している人

受験料　5,000 円

申込　8月22日～9月9日まで、

申込書へ必要事項を記入し、下水道課

（三本木総合支所 2階）へ申し込み

※申込書は、8 月 1 日から下水道課

　で配布しています。

◆下水道排水設備工事責任技術者試験

　受験講習

日時　10月 4日　13時～ 16時

場所　宮城県教育会館（仙台市）

対象　試験受験者で希望する人

講習料　6,000 円（テキスト代別途）

申込　試験申込時に受け付け

問　下水道課排水設備係　 52-5831

健康と福祉のつどい参加団体募集

健康推進課

　10 月に開催され

る健康と福祉のつど

いで、自分たちの健

康づくり活動を発表

してみませんか。

日時　10月 22日・23日

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

対象　体を動かすことを内容とした団

体で、15分程度の発表ができること

定員　4団体

申込　8月 19日まで電話で申し込み

問　健康推進課保健・地域医療担当

　　　　　　　　　　　　 23-5311

「復興へ頑張ろう！みやぎまるごと
フェスティバル2011」出展者募集

観光交流課

　県産品や技能者の作品の展示・販

売・実演などを行い、震災に負けずに

地域の魅力を発信する「復興へ頑張ろ

う！みやぎまるごとフェスティバル

2011」の出展者を募集します。

日時　10月 15 日～ 16日

　　　10時～ 16時

場所　宮城県庁 1 階、県庁前駐車場、

勾当台公園

募集出店数　3店舗

販売スペース　1店舗につきテント半分

参加費　出展料 5 万円は市が負担。

電気などを使用する場合の設置料、使

用料は、別途有料。

申込　8 月 15 日まで電話で申し込み

※申し込み多数の場合は抽選

問　観光交流課観光係　 23-7097

　国民年金保険料の納付は
　口座振替で確実に

市民課

　国民年金保険料の納め忘れがあると、

将来受け取る老齢基礎年金が減額され

たり、障害基礎年金や遺族基礎年金が

受けられなくなる場合があります。

　そこで、国民年金保険料の納付には、

便利で安心、確実な口座振替の利用を

お勧めします。口座振替にすると、納

付のために窓口に行く手間がはぶけ、

納め忘れの心配もありません。

　さらに、口座振替には割引のある「早

割」「一年前納」「半年前納」の振替方

法があります。

口座振替の申込　納付書または年金手

帳、通帳、通帳届出印を持参し、振替

を希望する金融機関、郵便局または年

金事務所で、振替開始希望月の前々月

までに手続きしてください。

※早割などの詳しい内容については、

　お問い合わせください。

問　古川年金事務所　 23-1203

　　市民課年金係　　 23-6079

平成23年度敬老事業のお知らせ

高齢介護課

　平成 23 年度の敬老事業は、震災の

影響で会場が確保できないことから、

地域によって実施方法が異なります。

※詳しくは、お問い合わせください。

問　高齢介護課高齢福祉係　23-6085

　　または各総合支所保健福祉課

樹木・垣根の適切な管理

建設課

　宅地から道路へ大きくはみ出してい

る樹木の枝や、歩道・車道へはみ出た

垣根は、歩行者や車の通行の妨げとな

ります。

　歩行者や車を運転する人が接触しな

いように、所有者が責任を持って管理

してください。

問　建設課維持管理係　 23-8015

　魚介類による腸炎ビブリオ
　食中毒に注意しましょう

健康推進課

　魚介類が原因となる腸炎ビブリオ食

中毒は、ほとんどが夏場に発生していま

す。腸炎ビブリオによる食中毒を防止す

るため、次のことに注意しましょう。

◆冷蔵庫を活用しましょう

　生ものは冷蔵庫内のなるべく温度の

低い場所で保存し、魚介類を保存する

ときは、約 0 度前後に保たれている

チルド室を活用しましょう。

◆まな板と包丁は洗浄・消毒しましょう

　魚介類を調理したら、まな板や包丁

などの調理器具は洗剤を使って洗浄

し、熱湯などで消毒をしましょう。

◆密閉性のある保存容器を活用しま

　しょう

　生の魚や切り身などに腸炎ビブリオ

がついている場合は、他の食品に触れ

ると汚染する危険性がありますので、

冷蔵庫で保存するときは必ずラップな

どをかけるか、密閉性のある容器を活

用しましょう。

問　健康推進課保健・地域医療担当

 23-5311

　　または各総合支所保健福祉課

緑の募金にご協力を

農林振興課

　東日本大震災により中止となってい

た全国一斉緑化運動強調月間を実施し

ます。

　緑豊かな地球で暮らす私たちの環境

を守るため、緑の募金にご協力お願い

します。

期間　8月 1日～ 9月 30日

問　大崎市緑化推進委員会（農林振興

　　課林政係内）　 23-7090

1分間の黙とうを捧げましょう

政策課

　終戦から 66

年目の夏を迎

えます。

　戦争や原爆

で亡くなった

人たちを追悼

し、平和とは何かについて考えてみま

しょう。

◆ 8月 6日　8時 15分　広島原爆の日

◆ 8月 9日　11時 2分　長崎原爆の日

◆ 8月 15日　12時　終戦記念日

問　政策課政策企画担当　 23-2129

中小企業退職金共済制度

商工振興課

　中小企業退職金共済制度は、中小企

業のための国の退職金制度です。

　短時間労働者のための特例掛金月額

も用意されていて、掛金助成や税法上

の優遇も受けられます。社外積立なの

で、管理も簡単です。

※詳しくは、お問い合わせください。

問　中小企業退職金共済事業本部

　　　　　　　　　03-3436-0151
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今月の納税
　納期限　平成 23年 8月 31 日
■市県民税・・・・・・・・第 2期
■国民健康保険税・・・・・第 2期
■介護保険料・・・・・・・第 2期
■後期高齢者医療保険料・・第 2期

納税は口座振替が便利です。取扱金融
機関の窓口で簡単に手続きができます。

　　納税課収納担当　 23-5148問

地域 実施方法

古川（古川地区、

荒雄地区を除く）

敬老会は実施せず、

記念品のみ配布

古川地区、荒雄地区 従来どおり実施

岩出山
敬老会は実施せず、

記念品のみ配布

松山

各行政区ごとに実施

または記念品配布

三本木

田尻

鹿島台

鳴子温泉 調整中

区分 職種 採用予定人員

中級職 栄養士 1人

初級職 技術職（電気） 1人

国民健康保険の手続きについてお答えします。

◆ Q　自家用車で買い物に出かけたり、仕事へ向かう途中に事故に遭ってケガをした場合、国民健康保険の保険証を使

　　　うことはできますか。また、健康診断でも同様に保険証を使うことはできますか。

◆ A　交通事故などの第三者から傷害を受けて病院にかかる場合、過失の有無に関わらず、市役所へ「第三者行為によ

　　　る被害届」を提出して承諾を得ることで、国民健康保険の保険証で治療を受けることができます。すぐに届出が

　　　できない場合は、電話などで届け出ておき、後日、必要な書類を提出することになります。

　　　仕事中や通勤途中の事故の場合、労働者災害補償保険（労災保険）などの給付を受けることができるときは、国

　　　民健康保険の保険証を使うことはできません。労災保険の申請をしていただくことになりますので、職場や労働

　　　基準監督署へお問い合わせ下さい。

　　　健康診断や人間ドック、美容整形手術などの病気とみなされないものは、国民健康保険の保険証を使うことはで

　　　きません。故意の犯罪行為や事故、けんか、酒に酔った状態での事故などについても同様です。

問　保険給付課　 23-6051

国民健康保険の手続き　Q＆A


