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3 市営住宅などの入居者を募
集します

　申込者が多数の場合は、抽選を行い
ます。詳しくは、申し込みのしおりや定
期募集住宅一覧などを確認するか、問
い合わせください。
受付期間　3月1日㈫～12日㈯　
申込　建築住宅課や各総合支所地域振
興課で配布する申込用紙に記入し、宮
城県住宅供給公社に郵送で申し込み
※次回は、6月に募集します。
■市営住宅

住宅名 家賃月額（円）間取り 戸数
古川西館 10700～20900 3K 1
古川駅南 12700～24900 3K 1
古川諏訪 13000～25700 1DK 1
古川西荒井

（A 棟） 23200～45500 3DK 1

古川七日町 25900～50900 3LDK 1
古川駅前大通 20900～41100 2DK 1
松山駅前 18300～36900 3LDK 2
三本木南谷地 10700～20900 3K 2
三本木混内山 17800～34900 3DK 1
鹿島台福芦 10400～20400 3K 1
鹿島台姥ケ沢 16900～33200 2DK 1
岩出山下野目 17400～34200 2LDK 1
鳴子玉ノ木 17600～34600 3LDK 1
鳴子温泉 15300～30000 1DK 1
田尻横須賀 18600～36600 3LDK 1

■定住促進住宅
住宅名 家賃月額（円）間取り 戸数

松山 20000 2DK 1

問 県住宅供給公社入居管理課
 ☎022-224-0014

2 みやぎ飲食店コロナ対策認
証制度 新規認証店舗

　広報おおさき9月号からお知らせし
ている認証店舗に、新たに認証された
飲食店は次のとおりです。
新規追加の市内認証店（2月15日現在）

地域 店舗名

古川

中華菜房 路
ろう

パスパティ

ゆるり

味かく屋

パブ 安
あんだんてい

弾亭

鹿島台 美酒旬菜 喜
き

よし

問 世界農業遺産推進課企画調整担当  
☎23-2281

2 令和4年度春季古川地域市
民統一清掃の中止について

　例年、4月に開催している古川地域
の春季市民統一清掃は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止のため中
止します。
問 環境保全課環境保全担当

  ☎23-6074

2 金融機関からの資金調達を
サポートします

　信用保証協会は、中小企業・小規模事
業者が、金融機関から事業に必要な資
金を借りる際に、保証人となって資金
を借りやすくなるようにサポートする
公的機関です。
　さまざまな資金ニーズに応える保証
制度があるほか、創業・経営支援・事業
承継などの取り組みを行っています。
　信用保証協会の窓口または金融機関
の窓口へ気軽に相談してください。
問 宮城県信用保証協会大崎支店 

 ☎22-0722

2 就職活動をサポートします
　みやぎシゴトサポーターは、求職者
指導の専門家（キャリアコンサルタン
ト）による就職相談や、応募書類作成、
面接練習の支援、就職に役立つ各種セ
ミナーを開催しています。
日時　月曜～金曜日、第1・3土曜日　
9時30分～17時30分
場所　みやぎシゴトサポーター大崎

（古川駅前大通1-3-8 エンドービル3
階）　
申込　事前に電話で予約
問 みやぎシゴトサポーター大崎

☎0120-651-657

2 自転車損害賠償保険への加
入が義務付けられています

　県において、自転車安全利用条例が
施行されたことに伴い、自転車利用者
は自転車損害賠償保険などへの加入が
義務化されました。
　すでに自転車損害賠償保険などに相
当する補償（自動車保険や火災保険の
特約など）が付いた保険に加入してい
る場合は、新たに自転車保険への加入
は不要な場合があります。
　今一度、自身の加入保険について確
認しましょう。
問 防災安全課交通防犯担当  

☎23-5144

2 女性のための女性司法書士
による無料法律相談会

　県内に在住または通勤している女性
を対象に、相続・遺言・借金・成年後見・
離婚手続き・ハラスメントなどについ
て、女性司法書士が無料で面接、電話に
よる相談を行います。
　悩み事を抱え込まず、相談してみま
せんか。
■面接相談（要予約）
　電話（☎022-263-6755）で予約し
てください。
日時　3月7日㈪～11日㈮　13時～
16時　12日㈯　10時～16時
場所　宮城県司法書士会総合相談セン
ター（仙台市青葉区春日町8-1）
■電話相談
　相談専用電話番号（☎022-221-
6870）に電話してください。
日時　3月12日㈯　10時～16時
問 宮城県司法書士会

  ☎022-263-6755

▶県ウェブサイト
QRコード

2「 ヘ ル プ カ ー ド 」「 ヘ ル プ
マーク」を配布しています

　「ヘルプカード」は、「手助けが必要な
人」と「手助けをする人」をつなぐカー
ドです。
　障がい者がカードにあらかじめ必要
な支援内容を記入し、手助けが必要な
ときに、周囲に提示して使用します。
　また、内部障がいや難病など、外見か
らは分かりにくい困難を抱える人に、
援助や支援を促す「ヘルプマーク」（ス
トラップ型）も配布しています。
　「ヘルプカード」「ヘルプマーク」が必
要な人は、問い合わせください。
配布場所　社会福祉課障がい福祉担当

（市役所西庁舎1階）、各総合支所市民
福祉課地域福祉担当
問 社会福祉課障がい福祉担当

☎23-2167

2 灯油の取り扱いに注意しま
しょう

　肌寒い季節が続き、灯油を取り扱う
機会が続いています。
　灯油の流出を発見した場合は、速や
かに消防署または環境保全課に連絡し
てください。
灯油を取り扱う際の注意事項　❶ポリ
タンクなどへの給油作業中は、その場
を離れず、バルブはしっかり閉める❷
ホームタンクや配管が破損していない
か、小まめに点検する❸雪かき作業で
ホームタンクや配管が破損しないよう
注意する
※灯油の回収や処理にかかった費用

は、自己負担になります。
問 環境保全課生活環境担当 

☎23-6074

2 労働相談窓口
　県では、賃金や勤務労働時間などの
労働条件、退職や解雇など労働に関す
るさまざまな問題に対応する労働相談
窓口を設置しています。
日時　月曜～金曜日　8時30分～17
時15分（祝日、年末年始を除く）
問 県労働相談窓口専用ダイヤル

  ☎022-214-1450

2 就職に関する相談窓口
　就職や仕事に関わる悩みを相談しま
せんか。
日時　月曜～金曜日　10時～18時
場所　みやぎ北若者サポートステー
ション（古川駅東3-1-21-201）
対象　15～49歳までの無職の人、ま
たはその家族
申込　事前に電話で予約
問 みやぎ北若者サポートステーショ
　 ン  ☎21-7022

2 B型肝炎訴訟 無料電話相談会
　B型肝炎被害対策東北弁護団が、B型
肝炎訴訟について、弁護士による無料
電話相談会を行います。
　予約は不要です。電話相談会の日
に電話（☎022-224-5135または☎
022-224-5136）してください。
※通話料はかかります。
日時　3月26日㈯　10時～18時
対象　B型肝炎患者またはその家族（患
者が亡くなっている場合は、その相続
人）
問 B型肝炎被害対策東北弁護団事務局

（小野寺友宏法律事務所内）
  ☎0120-760-152

新型コロナウイルス検査
8：45～12：00　14：30～17：00 8：45～13：00

妊婦健診　   産婦健診
産後ケア（宿泊・日帰り）
産科手術
わんやファミリー教室
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