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納税相談窓口を開設します納税相談窓口を開設します

暮らしの情報暮らしの情報

■ 問い合わせ先／
　tel：22-6600
・市税務課 収納係　　　内線 249・251
・市保険課 国保収納係　内線 373・374

８月20日（土）・21日（日）・22日（月）８月20日（土）・21日（日）・22日（月）

　市では、平日、仕事の都合などで市税・国民健康保険税を納めることのできない方や、事情が
あり、納期どおりの納付が困難な方を対象に、休日と夜間に納税相談窓口を開設します。

■対象税目／①市・県民税　②法人市民税　③固定資産税・都市計画税　④軽自動車税　⑤国民健康保険税

■休日開設日時／８月 20 日（土）・21 日（日） 　午前９時から午後４時まで

■夜間開設日時／８月 22 日（月）午後５時 15 分から８時まで

■場所／下図のとおり（・上記対象税目の①～④　市税務課窓口　　・上記対象税目の⑤　市保険課窓口）
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はこちらへ

市民課市民課

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　平成 28 年度の個人事業税納税通知書は、 8 月中旬に発送しますので、納期限までに忘れずに納めて
ください。金融機関やコンビニエンスストアのほか、口座振替やパソコン、ＡＴＭからも納付できます。
　詳しくは、県税務課のホームページをご覧いただくか、県税事務所までお問い合わせください。

■納期限／・第１期：８月 31 日（水）　・第２期：11 月 30 日（水）

■ 問い合わせ先／
　県気仙沼県税事務所 納税班 tel：24-2531個人事業税は納期内に納めましょう個人事業税は納期内に納めましょう個人事業税は納期内に納めましょう個人事業税は納期内に納めましょう

■ 申し込み・問い合わせ先／
・市民課 国民年金係　　　　tel：22-6600 内線 365
・唐桑総合支所 市民生活課　tel：32-3130 内線 242
・本吉総合支所 市民生活課　tel：42-2600 内線 325

国民年金保険料の追納ができます国民年金保険料の追納ができます国民年金保険料の追納ができます国民年金保険料の追納ができます
国民年金保険料の免除期間がある方へ

　国民年金保険料の免除や、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受給す
るために必要な受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額は、受けた免除の種類により減額
されるため、保険料を全額納めた場合と比べて少なくなります。
　そのため、将来受け取る老齢基礎年金の増額を希望される場合、免除を受けた期間の10年以内に
保険料を遡って納める「追納制度」を利用することができます。
　追納は、10 年以内の古い月分から納付することになりますが、３年度目以降からは、当時の保険料
額に経過期間に応じて決められた加算額が上乗せされますので、早めの納付をおすすめします。
　なお、一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が期限までに
納付されていなければ、追納はできませんのでご注意ください。
　ご希望の方は、年金手帳、印鑑をご持参のうえ、お近くの窓口へお申し
込み下さい。

さかのぼ
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　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　短期課程学生を募集します

募集募集 　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　在職者訓練受講者生を募集します

■科名／溶接科（６ヵ月訓練）
■内容／ガス溶接および電気
溶接作業の基本習得。溶接
技能者評価試験 A-2F、SN-2F

　の取得を目指します
■対象／求職中の方で、ハロー
ワークに求職登録されている方
■定員／５人
■訓練期間／ 9月29日（木）から
平成29年３月10日（金）まで
■申込期間／８月４日（木）から
29 日（月）まで
■選考日／９月２日（金）　面接選考
■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み先／お住まいの地
域のハローワーク
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

催される「気仙沼みなとまつ
り」会場周辺に出店される方
で、火気器具（発電機含む）
を使用する場合は、消防署へ
の届け出や消火器の設置が義
務づけられています。該当す
る方は、事前に下記にお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　・気仙沼消防署予防係　　
　　tel:22-6688
　・みなとまつり委員会事務局
　　tel:22-4600

　県下水道公社では、次のと
おり下水道排水設備工事責任
技術者試験と受験講習を行い
ます。

【試験】
■日時／ 10 月 25 日（火）
　午後１時 30 分から４時まで
■場所／県教育会館（仙台市内）
■対象／市町村に責任技術者
として登録を予定している方

■申込期間／８月３日（水）から
９月８日（木）まで

■申込先／登録を予定している市
町村の下水道担当課

【受験講習】
■日時／ 10 月５日（水）
　午後１時から４時まで　　
■場所／県教育会館（仙台市内）
■対象／受験者のうち受講を
希望する方

■申込期間／試験申込の際に
受講申込を受け付けます。

■申し込み・問い合わせ先／
　市下水道課 業務係
　tel：23-1010　

　中東北（岩手県南・宮城県
北）エリアの就職希望者を対
象にガイダンスを開催します。

■科名／日商簿記３級入門講座
■内容／仕訳・帳簿記入・決
算処理の習得

■対象／在職中または求職中の方
■定員／ 10 人
■訓練期間／９月 25 日（日）、
10 月２日（日）の 2日間

■申込期間／８月１日（月）から
23 日（火）まで

■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

　
　８月６日（土）、７日（日）に開

■日時／８月12日（金）
　午後１時30分から３時30分まで
■場所／なのはなプラザ２階
にぎわい創造センター（一関市大町）
■対象／来年3月卒業予定の学生、
一般求職者、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職希望者
■内容／企業との個別面談・面接など
■問い合わせ先／
　一関市商工労働部労働政策課
tel:0191-21-8461

■日時／９月24日（土）
　(第１回）午前10時から
　(第２回）午後１時30分から
■場所／東京エレクトロンホール宮城

　陸上自衛隊東北方面総監部広報室
　 tel：022-231-1111 内線 2373

■日時／８月19日（金）
　午後６時30分から(開場：午後5時）
■場所／気仙沼市民会館
■内容／音楽の「コン」サート
と気仙沼を語る「シン」ポジ
ウムを一体化したイベントで
市民参加による合唱・映像朗
読などのステージを行います。
■入場料／無料
■問い合わせ先／
　実行委員会事務局（島田呉服店内）
　tel：22-0286

（仙台市青葉区）
■入場料／無料
■申込方法／往復はがきの往
信面うらに①郵便番号・住所  
②氏名・年齢  ③電話番号 
④観覧希望講演時間 ⑤人数
（お二人まで） ⑥車いすでの
ご来場の有無をご記入のう
え、下記にお申し込みください。
※入場は抽選となります。結
果は、返信はがきでお知ら
せします（返信はがきにご
自身の住所、氏名を記入し
てください）。
※詳しくはホームページ（「東北
方面隊」で検索）をご覧ください。
■応募締切日／ 8 月 19 日（金）必着
■申し込み・問い合わせ先／

気仙沼市デイキャンプの参加者を募集します気仙沼市デイキャンプの参加者を募集します

暮らしの情報暮らしの情報

　ボーイスカウト活動を行っている明治大学ローバースカウト
部が、　震災復興協定を結ぶ気仙沼市で、「自然＆キャンプを楽
しむ！」をコンセプトに日帰りキャンプの参加者を募集します。
　たくさんのご応募をお待ちしています。

■日時／ 9 月 10 日（土）午前 9時から午後４時まで
■場所／御崎野営場（唐桑町崎浜４）
■対象／市内の小学１年生～６年生および保護者
■募集人数／ 40 人（保護者は 20 人）※定員を超えた場合は抽選
■内容／竹工作（お箸・器・水鉄砲）、うどん作り、流しうどん
　　　　アイスクリーム作りなど
■参加費／無料 ※保険料も明治大学ローバースカウト部が負担します。
■申し込み方法／住所、氏名、学校名、学年、性別、連絡先（電
　話番号、メールアドレス）、既往症（アレルギー、食事制限など）、
　写真利用（可・不可）、兄弟で参加される方は兄弟の名前、保
　護者が参加する場合は保護者氏名をご記入のうえ、下記記載
　の明治大学 ローバースカウト部の メールアドレス、または
　市震災復興・企画課のＦＡＸにお申し込みください。
　Ｅメール：meiji.rover.kesennuma@gmail.com  FAX：24-8605
■申し込み期限／８月 30 日（火）
■問い合わせ先／市震災復興・企画課  政策・調整係   tel：22-6600 内線 315

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

気仙沼みなとまつり会場周辺での
火気取扱いは届け出が必要です

~明治大学震災復興支援活動~~明治大学震災復興支援活動~

　県下水道排水設備工事責任
　技術者試験を実施します

中東北就職ガイダンス in 一関
を開催します
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暮らしの情報暮らしの情報

コンポジウム気仙沼 2016を
開催します

家庭ごみの特別収集を行います家庭ごみの特別収集を行います家庭ごみの特別収集を行います家庭ごみの特別収集を行います

お墓はきれいにしましょうお墓はきれいにしましょうお墓はきれいにしましょうお墓はきれいにしましょう
　お盆の季節になりました。お墓
参りの後は、墓地の環境をきれい
に保つように心がけましょう。
○火の始末を忘れずに
　火のついた線香やロウソクを
　放置すると、火災の恐れがあ
　ります。
○供物は持ち帰りましょう
　供物の腐敗による墓石の劣化
　や虫や動物が集まることがあ
　ります。
○ごみも持ち帰りましょう
　ごみや刈った草の周囲に散乱
　することがあります。
■問い合わせ先／
　市環境課 tel：22-3417

　一般家庭の「燃やせないごみ」の収集について、祝日の８
月11日（山の日）が収集日にあたっている地区は、次のとお
り収集日を振り替えて特別収集を実施しますので、午前８時
30分まで最寄りの集積所にごみを出してください。
「ビン・缶類」については月２回収集していることから特別収集は行いません。

特  別  収  集  日 対　象　地　区

８月17日（水）
※11日（木・祝）の振り替え

赤田、上沢１～３、下沢、千岩田、青葉が丘、川原
（大島地区）長崎、廻舘、外浜、大初平

金属・硬質プラスチック類
陶磁器・ガラス類

対　象　品　目

陸上自衛隊東北方面隊音楽
フェスティバルを開催します

「盆舟」の安置所を設置します「盆舟」の安置所を設置します「盆舟」の安置所を設置します「盆舟」の安置所を設置します
　市では、下記のとおり「盆舟」の安置所を設置
しますので、海や川に流さないようお願いします。

■問い合わせ先／・市廃棄物対策課 tel：23-1017
　　　　　　　　 ・唐桑総合支所 市民生活課   tel：32-4522 ・本吉総合支所 市民生活課   tel：42-2974

■ご注意ください／
　①８月 16 日（火）の午前９時まで、安置所に納めてください。
　②火災の原因となりますので、線香の火は必ず消してください。
　③供物は必ずお持ち帰りください。

■安置所設置日／８月 16 日（火）

大島、唐桑、本吉地区については、地区ごとの燃やせるごみの収集日に回
収しますので、必ず市指定の袋に入れ、最寄りの集積所に納めてください。

８/16
（火）

安置所設置場所地　区
気仙沼
鹿折
松岩
新月
階上・面瀬

観音寺、補陀寺、少林寺、青龍寺、法玄寺
興福寺、浄念寺
松岩寺
宝鏡寺
地福寺、海蔵寺、満福寺

　８月15日（月）、16日（火）は開場時
間を１時間早め、午前８時から受付を
開始します。午前 10 時から午後２時
までは、たいへん混み合いますので、
時間に余裕をもってお越しください。

クリーン・ヒル・センターの開場時間について

■日時／８月12日（金）
　午後１時30分から３時30分まで
■場所／なのはなプラザ２階
にぎわい創造センター（一関市大町）
■対象／来年3月卒業予定の学生、
一般求職者、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職希望者
■内容／企業との個別面談・面接など
■問い合わせ先／
　一関市商工労働部労働政策課
tel:0191-21-8461

■日時／９月24日（土）
　(第１回）午前10時から
　(第２回）午後１時30分から
■場所／東京エレクトロンホール宮城
（仙台市青葉区）

音楽フェスティバル係
　 tel：022-231-1111 内線 2373

■日時／８月19日（金）
　午後６時30分から(開場：午後5時）
■場所／気仙沼市民会館
■内容／音楽の「コン」サート
と気仙沼を語るシン「ポジウ
ム」を一体化したイベントで
市民参加による合唱・映像朗
読などのステージを行います。
■入場料／無料
■問い合わせ先／
　実行委員会事務局（島田呉服店内）
　tel：22-0286

■入場料／無料
■申込方法／往復はがきの往
信面うらに①郵便番号・住所  
②氏名・年齢  ③電話番号 
④観覧希望講演時間 ⑤人数
（お二人まで） ⑥車いすでの
ご来場の有無をご記入のう
え、下記にお申し込みください。
※入場は抽選となります。結
果は、返信はがきでお知ら
せします（返信はがきにご
自身の住所、氏名を記入し
てください）。
※詳しくはホームページ（「東北
方面隊」で検索）をご覧ください。
■応募締切日／ 8 月 19 日（金）必着
■申し込み・問い合わせ先／
　〒983-8580（住所記載不要）
　陸上自衛隊東北方面総監部広報室
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　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　短期課程学生を募集します

募集募集 　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　在職者訓練受講者生を募集します

■科名／溶接科（６ヵ月訓練）
■内容／ガス溶接および電気
溶接作業の基本習得。溶接
技能者評価試験 A-2F、SN-2F

　の取得を目指します
■対象／求職中の方で、ハロー
ワークに求職登録されている方
■定員／５人
■訓練期間／ 9月29日（木）から
平成29年３月10日（金）まで
■申込期間／８月４日（木）から
29 日（月）まで
■選考日／９月２日（金）　面接選考
■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み先／お住まいの地
域のハローワーク
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

催される「気仙沼みなとまつ
り」会場周辺に出店される方
で、火気器具（発電機含む）
を使用する場合は、消防署へ
の届け出や消火器の設置が義
務づけられています。該当す
る方は、事前に下記にお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　・気仙沼消防署予防係　　
　　tel:22-6688
　・みなとまつり委員会事務局
　　tel:22-4600

　県下水道公社では、次のと
おり下水道排水設備工事責任
技術者試験と受験講習を行い
ます。

【試験】
■日時／ 10 月 25 日（火）
　午後１時 30 分から４時まで
■場所／県教育会館（仙台市内）
■対象／市町村に責任技術者
として登録を予定している方

■申込期間／８月３日（水）から
９月８日（木）まで

■申込先／登録を予定している市
町村の下水道担当課

【受験講習】
■日時／ 10 月５日（水）
　午後１時から４時まで　　
■場所／県教育会館（仙台市内）
■対象／受験者のうち受講を
希望する方

■申込期間／試験申込の際に
受講申込を受け付けます。

■申し込み・問い合わせ先／
　市下水道課 業務係
　tel：23-1010　

　中東北（岩手県南・宮城県
北）エリアの就職希望者を対
象にガイダンスを開催します。

■科名／日商簿記３級入門講座
■内容／仕訳・帳簿記入・決
算処理の習得

■対象／在職中または求職中の方
■定員／ 10 人
■訓練期間／９月 25 日（日）、
10 月２日（日）の 2日間

■申込期間／８月１日（月）から
23 日（火）まで

■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

　
　８月６日（土）、７日（日）に開

■日時／８月12日（金）
　午後１時30分から３時30分まで
■場所／なのはなプラザ２階
にぎわい創造センター（一関市大町）
■対象／来年3月卒業予定の学生、
一般求職者、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職希望者
■内容／企業との個別面談・面接など
■問い合わせ先／
　一関市商工労働部労働政策課
tel:0191-21-8461

■日時／９月24日（土）
　(第１回）午前10時から
　(第２回）午後１時30分から
■場所／東京エレクトロンホール宮城

　陸上自衛隊東北方面総監部広報室
　 tel：022-231-1111 内線 2373

■日時／８月19日（金）
　午後６時30分から(開場：午後5時）
■場所／気仙沼市民会館
■内容／音楽の「コン」サート
と気仙沼を語る「シン」ポジ
ウムを一体化したイベントで
市民参加による合唱・映像朗
読などのステージを行います。
■入場料／無料
■問い合わせ先／
　実行委員会事務局（島田呉服店内）
　tel：22-0286

（仙台市青葉区）
■入場料／無料
■申込方法／往復はがきの往
信面うらに①郵便番号・住所  
②氏名・年齢  ③電話番号 
④観覧希望講演時間 ⑤人数
（お二人まで） ⑥車いすでの
ご来場の有無をご記入のう
え、下記にお申し込みください。
※入場は抽選となります。結
果は、返信はがきでお知ら
せします（返信はがきにご
自身の住所、氏名を記入し
てください）。
※詳しくはホームページ（「東北
方面隊」で検索）をご覧ください。
■応募締切日／ 8 月 19 日（金）必着
■申し込み・問い合わせ先／

気仙沼市デイキャンプの参加者を募集します気仙沼市デイキャンプの参加者を募集します

暮らしの情報暮らしの情報

　ボーイスカウト活動を行っている明治大学ローバースカウト
部が、　震災復興協定を結ぶ気仙沼市で、「自然＆キャンプを楽
しむ！」をコンセプトに日帰りキャンプの参加者を募集します。
　たくさんのご応募をお待ちしています。

■日時／ 9 月 10 日（土）午前 9時から午後４時まで
■場所／御崎野営場（唐桑町崎浜４）
■対象／市内の小学１年生～６年生および保護者
■募集人数／ 40 人（保護者は 20 人）※定員を超えた場合は抽選
■内容／竹工作（お箸・器・水鉄砲）、うどん作り、流しうどん
　　　　アイスクリーム作りなど
■参加費／無料 ※保険料も明治大学ローバースカウト部が負担します。
■申し込み方法／住所、氏名、学校名、学年、性別、連絡先（電
　話番号、メールアドレス）、既往症（アレルギー、食事制限など）、
　写真利用（可・不可）、兄弟で参加される方は兄弟の名前、保
　護者が参加する場合は保護者氏名をご記入のうえ、下記記載
　の明治大学 ローバースカウト部の メールアドレス、または
　市震災復興・企画課のＦＡＸにお申し込みください。
　Ｅメール：meiji.rover.kesennuma@gmail.com  FAX：24-8605
■申し込み期限／８月 30 日（火）
■問い合わせ先／市震災復興・企画課  政策・調整係   tel：22-6600 内線 315

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

気仙沼みなとまつり会場周辺での
火気取扱いは届け出が必要です

~明治大学震災復興支援活動~~明治大学震災復興支援活動~

　県下水道排水設備工事責任
　技術者試験を実施します

中東北就職ガイダンス in 一関
を開催します


