要支援・要介護者が
障害者控除を受ける場合は認定書が必要です

●問い合わせ先／
市高齢介護課 介護認定給付係
☎ 22-6600 内線 407・479

65 歳以上の方で要支援２以上の介護認定を受けている方は、障害の状況に
より、所得税や市・県民税の障害者控除を受けられる場合があります。控除
を受ける場合は、市が交付する障害者控除対象認定書が必要です。対象にな
ると思われる方は、お早めに申請してください。
なお、認定書には有効期限があり、昨年までの認定書は使用できませんの
でご注意ください。
●申請方法・期限／市高齢介護課備え付けの申請書に
必要事項を記入し、12月28日（木）までに、持参する
か、郵送してください。
●申請書提出先／
・市高齢介護課
・唐桑、本吉総合支所 保健福祉課
・階上、大島出張所
【郵送の場合】〒988-8501( 住所記載不要）
市高齢介護課 介護認定給付係 宛

■認定書が不要な方／
次の手帳を所持している方はすでに
特別障害者としての控除対象者となっ
ていますので認定書は不要です。税申
告の際に手帳を提示してください。

・身体障害者手帳１級または２級
・療育手帳Ａ
・精神障害者保健福祉手帳１級など

国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります
国民年金保険料は、その年の１月１日から12月31日までに納めた額が所得税および市・県民税の社
会保険料控除の対象となります。
今年１月から10月２日までの間に保険料を納めた方には11月上旬に、
10月３日から12月までの間に初めて保険料を納めた方には２月上旬に
「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構本部から送
付されますので、年末調整や確定申告の際に添付してください。
国民年金保険料を２年分前納した方は、納めた年に全額を控除するか、各
社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書
年分の保険料に相当する額で分けて申告するかを選択することができます。
●老齢年金受給者には「源泉徴収票」が送付されます
老齢年金受給者の方には、１年間の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が２月上旬までに送付
されます。確定申告の際に添付書類として必要となりますので、大切に保管して下さい。なお、障害
年金や遺族年金については、課税の対象にならないので、源泉徴収票は送付されません。
●紛失などで再発行をご希望の場合は、年金事務所へお問い合わせ下さい。

●問い合わせ先／石巻年金事務所 ☎ 0225-22-5115

休日・夜間納税相談窓口を開設します
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ができない方や、事
情があり納期どおりの納付が困難な方を対象に、下記のとおり土・日曜日の休日と平日の夜
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／12月16日（土）・17日（日） 午前９時から午後４時まで
●夜間開設日時／12月18日（月） 午後５時15分から午後８時まで
●場所／①~④市税：税務課、⑤国民健康保険税：保険課
●問い合わせ先／☎ 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、375】
広報
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農地を農業以外に使用する場合は申請が必要です
農地を農業以外に利用することは法律で制限されています。農地に住宅などを建設したり、農
地を駐車場などに利用するときは、農業振興地域からの農用地区域除外（農振除外）や農地転用
の手続きが必要です。

農振除外の手続き
市が定める農用地区域で、農地を農業以外のことに利用するには、農振除外の手続きが必要です。
申請受付期間については、今年度から２か月に１回の締切となっています。
●受付締切日／・平成30年１月10日（水） ・３月12日（月）
●問い合わせ先／市農林課 農政係 ☎ 22-3439

農地転用の手続き
農地の形状を変更して住宅、工場、商業施設、道路
などにすること、農地の形状を変更しない場合でも、
資材置き場、駐車場のように耕作以外に使用すること
を「農地転用」といいます。
農地転用する場合は、農業委員会を経由して県知事
の許可が必要になります。許可申請は、市農業委員会
が受付窓口になっていますので、詳しくはお問い合わ
せください。

田・畑
宅地など

■
「農地利用意向調査」にご協力ください
農業委員会では、さきに実施した農地利用状況調査の結果、遊休農地・低利用農地と判定
した農地の所有者を対象に農地利用意向調査を実施しています。
対象となる方には調査書を送付していますので、ご協力をお願いします。
●回答方法／回答用紙に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で郵送してください。
●回答期日／12月28日（木）まで
●問い合わせ先／市農業委員会事務局

☎ 22-6600 内線 381

事業者の方へ
入札参加業者の登録を受け付けます
市が行う入札などに参加する際に必要となる入札参加業者登録を受け付けます。
●登録種目／○建設工事（中間登録・工種追加）○測量・建設コンサルタントなど（中間登録・工種追加）
○物品調達（本登録）
○役務提供（本登録）
●受付期間／平成30年１月15日（月）から26日（金）まで
持参の場合は、午前９時から午後４時まで（土日除く）
●申請方法・申請書類／
市ホームページに掲載の申請要領にしたがい、申請書類を市財政課に郵送または持参し
てください。申請書類は市ホームページからダウンロードできます。
※市ホームページ：
【トップページ＞企業・入札情報＞入札・契約情報】からダウンロードしてください。

●申請・問い合わせ先／〒988-8501（住所記載不要）市財政課 管理契約係
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☎ 22-3407

申込期間

市営住宅 の入居者を募集します

12 月１日 金 12 日 火

●申込方法／
専用の申込用紙に記入し、郵送で申し込みください（12月12日（火）消印有効）。
申込用紙・案内書は次の場所で配付します。
○市建築・公営住宅課 市営・仮設住宅係 ○唐桑総合支所 建設課 ○本吉総合支所 建設課
○宮城県住宅供給公社 気仙沼出張所（第２庁舎２階） ○宮城県住宅供給公社 東部管理事務所
●募集住宅・入居資格／
住宅名
面瀬住宅①
面瀬住宅②
鹿折住宅①
鹿折住宅②
三日町住宅①
三日町住宅②

所在地

建設

岩月宝ヶ沢 274-1

昭和47年度

東中才 442-6

昭和50年度

三日町３丁目 1-1

平成17年度

募集戸数
１戸（１階）

住戸タイプ
２Ｋ

その他
単身可

１戸（１階）

２Ｋ

単身可

１戸（２階）

３Ｋ

単身不可

１戸（２階）

３Ｋ

単身不可

１戸（５階） ２ＤＫ
（一般世帯向） 単身不可
１戸（５階） ２Ｋ
（高齢者世帯向） 単身可

※いずれも駐車場はありません。

【入居資格】次のいずれにも該当する方
・市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方
・持家のない方
・市税の滞納のない方
・暴力団員でない方
・所得が基準額以下の方
・同居する親族がいる方（単身不可の住宅のみ）
●申し込み・問い合わせ先／
宮城県住宅供給公社 東部管理事務所 〒986-0815 石巻市中里７丁目１番３号
☎ 0225-21-5657

12月４日（月）から10日（日）までは「 人 権 週 間 」
人権は、私たちの大切な権利です。市では、次の
人権擁護委員の方々が人権についての相談に応じて
います。秘密は固く守られますので、お気軽にご相
談ください。

【気仙沼地域】

【唐桑地域】

おお わ だ じん こ

ば ば

やすひこ

かしわぎ

たみ こ

よし だ

けいきち

ほりごめ

あき よ

はたけやま

むらかみ

やすたか

すがわら

とも こ

ちば

しょういち

・大和田仁子さん（赤岩平貝）・馬場 康彦さん( 唐桑町馬場)
・柏木 民子さん（河原田） ・吉田 惠吉さん（唐桑町堂角）
・堀籠 昭代さん（長磯原ノ沢）・畠山あつ子さん (唐桑町小長根)
・村上 晏孝さん（長崎）
・菅原 友子さん(西中才)
・千葉 章一さん（角地）
さ とう

・佐藤 よし子さん（松川）

特設人権相談所を開設します
○12月６日 (水)
午前10時〜午後３時
市ワン・テン庁舎２階 和室
○12月11日 (月)
午前９時30分〜11時30分
本吉保健福祉センター
「いこい」

○12月14日 (木)
午前10時〜正午
まる たに
きよ と
唐桑総合支所２階
会議室
・丸谷 清人さん（本吉町蕨野）

【本吉地域】
おおつき

まさとし

・大槻 正利さん（本吉町津谷）

●問い合わせ先／
・佐藤清一郎さん（本吉町野々下） ・気仙沼人権擁護委員協議会
☎ 22-6692
おお え
ゆう こ
☎ 22-3411
・大江 祐子さん（本吉町午王野沢） ・市民相談室
さ とう せいいちろう
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ごみの分別にご協力ください ~ ごみの分別 Ｑ&Ａ~
ペットボトルの出し方

新聞紙などの出し方

・ＰＥＴボトル表示マーク
があるものは、ペッ
トボトルのみをまとめ、ラベルを取らずに出してく
ださい。

・新聞紙・チラシ、雑誌、段ボールは種類ごとに十字
に縛ってください。
・紙以外のもの（ビニール、プラスチック、金具など）
を混入しないでください。

・キャップは外して燃やせるごみに出してください。
分別 Ｑ & Ａ

分別 Ｑ & Ａ

つぶしてしまったペットボトルはリサ
イクルできますか。

調理などで汚れてしまった新聞紙など
はリサイクルできますか。

つぶしてしまってもリサイクル可能です
が、
なるべくつぶさずに出してください。

リサイクルできませんので
『燃やせるご
み』
に出してください。

汚れているペットボトルはリサイクル
できますか。

新聞紙・チラシで、生ごみやオムツなど
を個別に包む場合は『燃やせるごみ』で
収集できますか。

リサイクルできます。
なかに異物が
ある場合は取り除き、
水ですすい
でください。

『燃やせるごみ』
で収集し
ます。

工作などで刻んだり、
切ったりしたペット
ボトルはリサイクルできますか。

新聞紙などをごみ袋に敷いた場合は収
集されますか。

分別作業の事故防止のため、
リサイクル
はしませんので、
『燃やせるごみ』
に出して
ください。

水分を吸わせるために、
新聞紙などを指定
袋の底に敷いた場合は収集しますが、
ごみ
袋全体を覆われると、
分別状況が確認で
きませんので、
違反ごみ扱いとなります。

■問い合せ先／市廃棄物対策課 指導係

☎ 23-1017

12月３日は粗大ごみの日曜日受入日です
クリーン・ヒル・センターでは、粗大ごみの今年度１回目の日曜日受入を行います。
■ごみの種類／粗大ごみ（可燃・不燃）
粗大ごみの例
○家具・寝具類：机、タンス、ベッ
ド、布団、 ジュータンなど
○電化製品：ファンヒータ、電子
レンジ、電気マッサージ機など
○趣味用品：オルガン、スキー板、
サーフィンボードなど
○その他：自転車、脚立など
■問い合せ先／市廃棄物対策課 ごみ処理係
13
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■受入日時／ 12 月３日（日）
午前９時から正午まで
■対象者／市民の方
（事業所、許可業者を除く）
■料金／ 50 キログラムあたり 324 円（税込）
■その他／
・畳など受入数量を制限しているものもあり
ますので、事前にお問い合わせください。
・粗大ごみの回収に応じる一般廃棄物処理業
許可業者があります。（有料）
・次回の受入は、来年 3 月 4 日（日）です。
☎ 22-9680

