
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 4月号 広報おおさき　2019年 4月号

有備館  春のコンサート

　旧有備館で、春のひとときを楽しみ

ませんか。

コンサート

時間　4月28日　14時～15時

場所　旧有備館および庭園内

出演　オカリナ奏者 有延千尋 氏

お茶会

時間　4月28日　10時～14時

場所　旧有備館および庭園 茶亭

席主　古川黎明高等学校茶華道部

定員　先着150人

料金　一席200円

 文化財課保護担当  72-5036

初心者のための いきいき
ウォーキング春

　中央公民館からバスで移動し、展望

の良い野山の自然を楽しみながら5㎞

～8 ㎞を歩きます。

期日（全3回） 場所

5月10日
みちのく杜の湖畔公園

（川崎町）

5月24日 県民の森（利府町）

6月 7日
未定（後日参加者に連絡
します）

時間　8時30分～16時

対象　市内在住で18歳以上の人

定員　28人（申し込み多数の場合、初

めて参加する人を優先して抽選）

料金　1,000円

申込　4 月 8 日 ～ 12日に電話で

申し込み

 中央公民館事業担当  22-3001

スコーレコーラスアカデミー
Ⅳ（合唱教室）

　小学生とその家族のための合唱教室

を開講します。歌をみんな（家族）で学

ぶ楽しさを体感してください。初心者

の参加も歓迎します。

期間　4月～12月（月2回開催予定）

開校式日時　4 月21日　10時30分

～12時

※2回目以降の日程は、各小学校に配布

する募集チラシで確認してください。

場所　岩出山文化会館（スコーレハウス）

障がい者が利用する軽自動車
などへの減免制度があります

　障がいのある人は、軽自動車税や自

動車税の減免を受けられる場合があり

ます。対象になる車両は一人一台です。

※前年度に減免を受けた人には、申請

書を郵送します。

軽自動車の減免申請

申請期間　5月15日～24日

持ち物　車検証、各手帳（身体障害者手

帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳のいずれか）、運転者の

運転免許証、認印、納税義務者の個人番

号のわかるもの、申請者の本人確認書

類（運転免許証など）

提出先　税務課市民税担当、各総合支

所市民福祉課税務担当

普通自動車の減免申請　

　詳しくは県北部県税事務所（91-

0705）へお問い合わせください。

 税務課市民税担当  23-2148

災害援護資金貸付金の償還方
法が変わります

　災害援護資金の償還方法は、これま

で年賦と半年賦のみでしたが、法改正

に伴い、4月1日から月賦償還が可能

となりました。

　月賦償還を希望する場合は、申請が

必要となりますので、詳しくはお問い

合わせください。

 社会福祉課地域福祉係  23-6012

軽度の生活援助を行います

　利用を希望する場合は、事前にお問

い合わせください。

対象　世帯員全員が65歳以上で、軽

度な生活の援助を必要とする人（介

護保険の要介護・要支援の認定者お

よび事業対象者はのみ）

内容　衣類の洗濯、住居の掃除・整理

整頓、生活必需品や食材の買い物、関係

機関との連絡　雪かき、草むしり、朗

読、代筆、軽微な補修

利用者負担金　生活保護世帯：無料、住

民税非課税世帯：1時間100円、住民税

課税世帯：1時間200円

利用限度　1カ月あたり12時間まで

持ち物　介護保険証、印鑑、本人確認

書類（運転免許証など）、個人番号のわ

かるものなど

 高齢介護課高齢福祉係  23-6085

　 各総合支所市民福祉課地域福祉担当

手当額が変わります

　平成31年4月以降の手当額が改定さ

れました。平成30年全国消費者物価指

数の実績値が対前年比1.0パーセント

上昇したため、各手当額は引き上げと

なります。

児童扶養手当・特別児童扶養手当

手当 3月分まで 4月分から

児童扶養手当
（全部）

42,500円 42,910円

児童扶養手当
（一部）

42,490円
～10,030円

42,900円
～10,120円

特別児童扶養
手当（1 級）

51,700円 52,200円

特別児童扶養
手当（2 級）

34,430円 34,770円

 子育て支援課子ども給付係 23-6045

特別障害者手当・障害児福祉手当

手当 3月分まで 4月分から

特別障害者手当 26,940円 27,200円

障害児福祉手当 14,650円 14,790円

福祉手当（経過
措置分）

14,650円 14,790円

 社会福祉課障がい福祉係 23-2167

 各問い合わせ先

介護用品の購入を支援します

　在宅の高齢者を介護している家族の

負担軽減のため、紙おむつなどが購入

できる助成券を交付します。詳しくは

お問い合わせください。

対象用品　紙おむつ、尿取りパット、

使い捨て手袋、ドライシャンプー、

清拭剤

助成額　住民税非課税の世帯（単身世

帯を除く）：1カ月当たり2,500円、それ

以外の世帯：1カ月当たり1,500円

対象　要支援か要介護の認定を受け、

常時失禁状態にある60歳以上の在宅

高齢者を介護する家族など

※高齢者が介護保険施設に入所してい

　る場合は対象になりません。

持ち物　介護保険証、印鑑、本人または

申請者の本人確認書類（運転免許証な

ど）、個人番号がわかるものなど

 高齢介護課高齢福祉係  23-6085

　 各総合支所市民福祉課地域福祉担当

都市ボランティアを募集します

　 平 成32年7月 に、東 京2020オ リ ン

ピック競技大会のサッカー競技が宮城

スタジアムで開催されます。

　県では、サッカー競技観戦のため、国

内外から訪れる人に大会案内や観光案

内などを行う「都市ボランティア」を募

集します。

　東京2020大会に関わる多くの人た

ちと一丸となって、大会を盛り上げて

いきませんか。

募集期間　4月8日～5月31日

募集定員　1,300 人程度

内容　案内・誘導、インフォメーショ

ン、本部支援、通訳ボランティアなど

活動期間　平成32年7月18日～8月

4日（予定）

活動場所　仙台空港、仙台駅、競技会場

の最寄駅、ボランティア本部など

※応募条件や方法など、詳しくはお問

い合わせいただくか宮城県都市ボ

ランティア募集特設サイト（http://

www.olypara2020miyagi.com/）を

確認してください。

 県震災復興・企画部オリンピック・パ

ラリンピック大会推進課

　022-765-0080

有備館  春のお茶会

日時　4月27日、4月29日～ 5月

5日　10時～14時（5月1日を除

く）

場所　旧有備館および庭園 茶亭

定員　先着80人

料金　一席300円

 文化財課保護担当  72-5036

対象　市内の小学生とその家族

定員　先着50人程度

申込　4月19日までに、各小学校に

配布した募集用紙に必要事項を記入し、

岩出山文化会館に持参、電話、ファクス、

Ｅメール（i-bunkakaikan@city.osaki .

miyagi.jp）のいずれかで申し込み

 岩出山文化会館

 72-0357  72-2223

パレットおおさきの催し

第49回彗星会議i n大崎 招待講演

　長年にわたり数々の天体を発見・観

測してきた世界的天体観測者が、世に

も不思議でおもしろい「彗星」の魅力を

熱く語ります。

日時　6月15日　14時～16時（13時

開場）

場所　大崎生涯学習センター（パレッ

トおおさき）

講師　小石川正弘 氏（元仙台市天文台

職員）

演目　私が出会った彗星たち～夜を楽

しく～

定員　先着336人

申込　4月2日から、電話または大

崎生涯学習センター窓口で申し込み

 大崎生涯学習センター（パレットお

　 おさき）  91-8611

募集

福祉

催し

農林業系汚染廃棄物の試験焼却に関するお知らせ

　平成30年10月から実施している農林業系汚染廃棄物の試験焼却は、第5

クールを2月3日から3月3日までの間、西部玉造クリーンセンターと東部

クリーンセンターで実施しました。空間線量および各種の放射性セシウム濃

度の測定結果は、いずれも基準値内でした。

　中央クリーンセンターでの第5クールと、3つの焼却施設での第6クール

の実施は時期を変更しています。試験焼却の再開については、あらためて広

報おおさきなどでお知らせします。

第5クールの各種測定結果（混焼期間：2月3日～2月8日）

 排ガスの測定結果

項目 西部玉造 中央 東部

1号炉 不検出（2月6日） 実施時期変更 不検出（2月7日）

2 号炉 不検出（2月6日） 実施時期変更 ー

 焼却灰などの測定結果（単位：ベクレル/Kg）

項目 西部玉造 中央 東部

飛灰 50 ～ 225 実施時期変更 52 ～ 200

焼却灰 16 ～ 31 実施時期変更 不検出～ 24

 焼却内容の実績（単位：ベクレル /Kg）

項目
西部玉造

（660kg搬入）
中央

（実施時期変更）
東部

（660kg搬入）

搬入区分 2,000超～ 4,000以下

搬入濃度 2,033.32 ～ 3,414.83 実施時期変更 2,047.83 ～ 2,674.10

 大日向クリーンパークの放射性セシウム濃度の測定結果

放流水、地下水（井戸上部）、地下水（井戸下部）
不検出

（採取日：2月6日）

 環境保全課放射能対策推進室 23-6074

※基準値：3カ月平均値（第3クール～第5クール）が次式を満足すること。

 セシウム134の濃度（Bq /）
＋

セシウム137 の濃度（Bq /）  
≦ 1

 　　　　60（Bq /）　　　　　　　　90（Bq /）

※基準値：1,193以下

※基準値：3カ月平均値（第3クール～第5クール）が次式を満足すること。

 
セシウム134の濃度（Bq /m3）

＋
セシウム137 の濃度（Bq /m3） 

≦ 1
 　　　　20（Bq /m3）　　　　　　　　30（Bq /m3）

 


