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市役所からお知らせ

1 問　子ども政策課幼保支援係

令和５年度保育所等入所申請書類の配布

●対　象 ：就労などで保育が必要な世帯の未就学児の保護者で、市内の保育所など（表１）に令和５年４月１日
から６月１日までの間に入所を希望する人
●配　布 ： 10 月 14 日㊎から
●配布方法 ：市HPからダウンロード。子ども政策課でも配布
　　　　　　＊感染症拡大防止のため、ダウンロードに協力してください。配布開始当初は窓口が混み合います
　　　　　　ので、時間に余裕を持って来庁してください。
●注意事項　
・現時点で令和４年度中の入所を待っている場合、改めて令和５年度の入所申請が必要です。
・認定こども園の幼稚園部分および事業所内保育事業所の従業員枠の利用を希望する場合、直接施設へ申請して
ください。
・家族の状況により申請に必要な書類が異なります。

施設名 住所 利用定員

認可
保育所

志引保育所 東田中二丁目30-8 90

八幡保育所 八幡二丁目3-13 90

桜木保育所
桜木二丁目4-2
市営桜木住宅2号棟206

60

多賀城泉保育園 伝上山三丁目10-25 80

大代保育園 大代一丁目4-3 80

浮島保育所 浮島二丁目10-1 100

あかね保育所 新田字下207 100

下馬みどり保育園 下馬一丁目10-4 60

多賀城はるかぜ保育園 高橋四丁目1-6 90

つめ草保育園 南宮字町73-3 60

アルシュ多賀城保育園
中央二丁目8-1
多賀城駅北ビルB棟2階

60

くりの木保育園 東田中一丁目23-15 50

認定
こども園

認定こども園多賀城 
東幼稚園・あずま保育園

浮島一丁目13-5 80＊1

多賀城バンビの丘こども園 新田字北1-3 60＊1

認定こども園ドリームチルドレン 高崎一丁目6-19 66＊1

笠神認定こども園 笠神五丁目10-33 75＊1

山王こども園 山王字山王三区58 80＊1

せいがん幼稚園 新田字下216 9＊1

鶴ヶ谷保育園 
（R5年度から認定こども園へ移行予定）

鶴ヶ谷一丁目11-2 82＊2

小規模
保育

事業所

明月託児所 明月一丁目7-10 12

メーデルキッズ保育園
東田中二丁目40-32
多賀城ロジュマンG棟204号室

12

おおぞら保育園 高崎一丁目21-1 12

もりのなかま保育園 
多賀城高橋園

高橋四丁目19-8 12

保育園れいんぼーなーさりー 
多賀城高橋館

高橋三丁目4-24 12

きらり保育園多賀城 新田字後8-2 12

保育園ドリームリトルチルドレン
八幡三丁目11-3
ニューわだやビル1階

12

事業所内
保育事業所

まめまめ保育園 桜木二丁目2-22 15＊3

＊1 保育部分　＊2 保育部分（予定） ＊3 従業員枠含む

●対象施設 （表１） ●申請手続きの流れ （表２）
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5 2022.10

令和４年度多賀城市総合防災訓練

問　危機管理課防災減災係2
　災害時における防災活動の迅速かつ的確な実施と防災意識の高揚を目的として、令和４年度総合防災訓練を実
施します。今年度は、平成23年の東日本大震災から11年が経過し、５月に宮城県津波浸水想定が新たに公表され
たことなどを踏まえ、地震・津波について「みんなが考え、みんなで力をあわせて命を守る。」ことを重点として訓
練をします。

3
問　施設整備課給排水係

雨水貯留タンクなどの設置費用の
一部を助成しています

●対　　　象 ：雨水貯留タンクまたは雨水浸透ますを設置する市民や法人事業者など
●対象地区 ：市内全域（雨水浸透ますは、浸透適地に該当する地区）
●受付期限 ：令和５年１月13日㊎（令和５年２月28日㊋まで工事完了）
●助成対象となる雨水貯留タンク

・雨水を貯留するために作られ、一般的に販売されているもの
・貯留量の総量が120㍑以上のもの
・建物の雨どいから接続でき、耐久性のあるもの
●助成対象となる雨水浸透ます

・建物の雨どいなどから直接接続し、本市が指定する設置改良が可能であるもの
・浸透能力が500㍑以上で、市で定める規格以上のもの
●必要書類 ：①設置場所の位置図　②構造図　③設置費用を証明する書類　④市県民税を滞納していないことを証明
する書類（令和３年度分）　⑤助成金交付申請書
●助成金額 ：設置費用の３分の2に相当する額で、限度額は４万円（消費税および配送費を含む）
・雨水貯留タンク：本体および付属材料の合計額
・雨水浸透ます：本体および設置費用の合計額
＊設置後５年間は撤去できません。やむを得ない理由があると認められるときは、期間を短縮できます。
＊設置後の申請はできません。

●日　　　時 ： 11 月５日㊏９時～ 12時
●場　　　所 ：市役所ほか、市内全域
●参 加 者 ：市民、防災関係機関、自主防災組織など
●訓練内容 ：前段訓練と後段訓練に区分して実施
　◆前段訓練（９時～ 10時 30分）
　　想定は東日本大震災規模の地震に宮城県津波浸水想定を加味
　❖自助：身を守る（シェイクアウト）、避難行動（目標・所要時間、非常持出品など）の確認など
　❖共助：初期消火、救助、要配慮者などの避難支援、避難所などの開設・運営支援・援助など
　❖公助：各部署が連携した迅速な機能発揮、新通信機材などの検証など　
　◆後段訓練（10時 30分～ 12時）
　❖人命救助などに関する防災機関連携訓練（さんみらい多賀城イベントプラザ（STEP）を予定）
　❖自治会・町内会、学校などの各地区での計画訓練
●その他

・当日は９時から防災無線、サイレン、緊急速報メールなどの訓練実施がありますので、実際の災害と間違わな
いようにお願いします。
・災害の発生や新型コロナウイルス関連などの状況で、訓練を縮小または中止する場合があります。

＊市役所 (☎ 368-1141)への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。
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＊市役所 (☎ 368-1141)への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。
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市役所からお知らせ

多賀城はじめてスマホ会

（対面式スマートフォン講習会）
問　企画課ＩＣＴ推進室

4
　各公民館とシルバーワークプラザにて、座学形式で初心者向けにスマートフォンの使い方を学べる
講習会を実施しています。これはデジタルを苦手と感じる人を対象に、スマートフォンに慣れ親しん
でもらえるよう、本市とソフトバンク（株）が連携して無料で開催するものです。
＊講習会で使用するスマートフォンは本市で用意します。
＊事前予約が必要です。

●講座内容

Ａ：基礎編（電源の入れ方、画面の見方、アプリの使用、カメラの操作など）
Ｂ：SNS編（LINEなどのSNS・コミュニケーションアプリの登録や操作）
Ｃ：マイナンバー編（カードの申請・マイナポイントの申込方法など）
●実施日時、場所

●定　　　員：各回10人（先着順）
●費　　　用：無料
●申込方法 ：各開催日の１週間前までに、開催場所の窓口で配布している申込書を
提出またはQRコードから電子申請
＊回によっては受付を終了している場合があります。

■中央公民館

時　間 10 月７日㊎ 10 月 14 日㊎ 10 月 21 日㊎

10 時 30 分～12 時 A A A

13 時 30 分～15時 C B B

■山王地区公民館

時　間 10 月 13 日㊍ 10 月 27 日㊍

10 時 30 分～12 時 A A

13 時 30 分～15時 C B

■大代地区公民館

時　間 10 月４日㊋ 10 月１8 日㊋ 10 月 25 日㊋

10 時 30 分～12 時 A A A

13 時 30 分～15時 B B C

■シルバーワークプラザ

時　間 10 月 11 日㊋ 10 月 28 日㊎ 11 月４日㊎ 11 月 11 日㊎

10 時 30 分～12 時 A B

13 時 30 分～15時 A C
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7 2022.10

令和４年度地域支え合い講座
集活 ‼ ～１人じゃないからできること 日常の中にある大きなお宝～

令和４年度明るい選挙推進ポスター

夏休み作品コンクール入選作品

5

6

　地域の身近な人々で助け合ったりするつな
がり「地域のお宝」を探して、近所で集まり、
活き活きと暮らすコツを共有しましょう。

市内小学校の児童から42点の応募がありました。
８月31日㊌の審査会で入賞した作品を紹介します（クラス、敬称略）。

●日　　　時 ：下表のとおり
●対　　　象 ：どなたでも
●費　　　用 ：無料
●内　　　容 ：身近なつながりを持つことの大
切さを、さまざまな事例と一緒に学ぶ　
●申込方法 ： 氏名、住所、電話番号、受講す
る講座を電話、FAX、メール（kaigo@city.
tagajo.miyagi.jp）、または直接

問　介護 ・ 障害福祉課介護支援係

問　選挙管理委員会事務局選挙係

地区 場所 日程 時間 申込期限

東部 大代地区公民館 10 月 19 日㊌

10 時〜 12 時 

（受付は 20 分前から）

10 月 12 日㊌

中央 中央公民館 10 月 25 日㊋ 10 月 18 日㊋

西部 山王地区公民館 10 月 26 日㊌ 10 月 19 日㊌

■小学生の部

特選　　石橋 琥太朗（城南小学校６年）

入選　　成澤 　直生（城南小学校６年）

　　　　針生 　楓永（山王小学校６年）

　　　　髙橋 　  凜　（山王小学校４年）

✿小学生の部特選作品✿

＊市役所 ( ☎ 368-1141) への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。
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市役所からお知らせ

医療機関受診時のポイント

問　国保年金課国保庶務係
7
　本市の国民健康保険加入者の医療費が年々増加しています。１人当たりの医療費が増加すると、保
険税の負担にも大きく影響します。日ごろから健康管理に努めましょう。

■かかりつけ医を持つ
　自分や家族の普段の健康状態や過去の病歴などを把握している医療機関があると、気軽に相談した
り、病気を未然に発見できる場合があります。かかりつけ医に相談する習慣を身につけましょう。
■重複受診をやめる
  同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が増えるだけでなく、重複検査や投薬で体に悪影
響を与える場合があります。現在の治療に不安がある場合は、担当医と話し合いましょう。
■柔道整復の施術を受ける時には
　負傷原因を正しく伝えましょう。急性の外傷性の負傷でない場合や、業務上や通勤途上の負傷で労
働災害に該当する場合、健康保険の適用にはなりません。
●健康保険対象：急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷（肉離れなど）・骨折・脱臼の応急処置（応急
処置以外は医師の同意が必要）
●健康保険対象外：疲労性や慢性の肩こり・筋肉疲労、病院・診療所ですでに治療中のけが、病気（神
経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなど）からくる痛み・こり、脳疾患後遺症などの慢性病症状の改
善の見られない長期の治療、医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置を除く）、仕事中や通勤途
上に起きた負傷（労災保険の適用対象）、交通事故による負傷（自賠責保険などの適用対象） 
■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう
　新薬(先発医薬品)と同じ効果効能のある特許期間の過ぎた処方薬で、新薬と同様の安全基準のた
め信頼のできる安価な薬です。
■セルフメディケーション
　自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。
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9 2022.10

年金生活者支援給付金の請求手続き

問　日本年金機構　給付金専用ダイヤル ☎0570-05-4092
8
　この給付金は、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下などの要件に該当する年金受給者へ
の生活支援の目的で、年金に上乗せして給付されるものです。受け取るためには請求書の提出が必要です。

●すでに支援給付金の給付を受けている人

　支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。支給要件を満たさなくなった人には日本
年金機構から不該当通知書が送付されます。
●令和４年４月１日時点で老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、支給要件に初めて該当する人

　対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます（9月初旬郵送開始）。同封の請求書に必要事
項を記入し、日本年金機構へ提出(郵送)してください。
　原則、請求した月の翌月分からの支給となりますが、請求書が令和５年１月４日までに日本年金機構へ到着し
支給決定された場合、令和４年10月分からさかのぼって給付金が支給されます。
●令和４年４月２日以降に初めて老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給する人で、支給要件に該当する人

　年金請求書と合わせて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
●老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している人で、年の途中から支給要件に該当した人

　所得の修正申告や世帯構成の変更により年の途中で支給要件に該当した人は、その事由と該当年月日が確認で
きる資料および本人確認書類を持参し、日本年金機構へ届け出が必要です。
●支給要件と給付額

 
 
 
 
＊詳しくは基礎年金番号（年金手帳・年金証書など）が確認できるものを用意し、「給付金専用ダイヤル」へ問い
合わせてください。

＊市役所 ( ☎ 368-1141) への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。

給付金の種類
支給要件 

＊以下の要件すべてを満たしている人
給付額

給付対象外となる
事由に該当する人

老齢（補足的老齢）
年金生活者支援給

付金

①65歳以上で老齢基礎年金を受けている
②同一世帯の全員が住民税非課税
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
881,200円以下

老齢年金生活者支援給付金の額は、
5,020 円 （月額） を基準に、 保険
料納付済期間、 保険料免除期間、
所得などに応じて算出

①日本国内に住所
がないとき

②年金が全額支給
停止のとき

③刑事施設等に拘
禁されているとき

＊①または③の場
合は、 日本年金機
構へ届け出が必要

障害年金生活者
支援給付金

①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が
　「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下

〇障害等級１級 ： 6,275 円 （月額） 
〇障害等級２級 ： 5,020 円 （月額）

遺族年金生活者
支援給付金

①遺族基礎年金を受けている 
②前年の所得額が
　「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下

〇 5,020 円 （月額）
ただし、 2 人以上の子が遺族基礎
年金を受給している場合は、 5,020
円を子の数で割った金額がそれぞ
れに支給
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102022.10

市役所からお知らせ

10月は「食品ロス削減月間」

問　環境施設課資源環境係9
　「食品ロス」とは、まだ食べることができるのに、期限切れや食べ残しなどの理由により、捨てられ
てしまう食品のことです。
　日本では、国民一人あたり１日約 113㌘、年間約 41㌕の食品ロスが発生していると言われています。
　食品ロスを減らすためには、一人一人が「もったいない」という意識をもち、行動を少しずつ変える
ことが重要です。日常生活で出来る範囲から実践しましょう。

■日本における食品ロス発生量と発生原因

区分 発生量 /年 発生原因

事業系食品ロス 約 275 万㌧
・客が食べ残した料理

・客に提供できなかった仕込み済みの食材

家庭系食品ロス 約 247 万㌧

・料理の作り過ぎや好き嫌いなどによる食べ残し

・期限切れなどによる直接廃棄

・調理の際に食べられる部分まで捨てている過剰除去

＊日本の食品ロス約 522万㌧は国連WFPによる世界全体の食糧援助量（約 420万㌧）の約 1.24 倍です。

■家庭でできる食品ロス削減
①「冷蔵庫チェック」を心がける
　買い物に出かける前に、冷蔵庫の中をチェックし、食材の在庫を確認しましょう。
②「買い過ぎ」に注意する
　「安いから」という理由で買う前に、食べきれるかを確認しましょう。
③食材を無駄にしない
　野菜の根・茎・ヘタには栄養が凝縮されています。こうした部位を活用し料理を始めてみましょう。
④期限表示を知る
　・賞味期限…美味しく食べることができる期限（期限を過ぎてもすぐに食べきれなくなるわけでは
　　　　　　　ありません。）
　・消費期限…安全に食べることができる期限（期限を過ぎたものは食べないほうが安全です。）
⑤食材に合わせて保存場所を選ぶ
　食材が痛む原因は、温度や湿度、酸素や酵素などさまざまです。食材に合った方法で保存することで、
長く美味しさを保てます。

食品ロス削減国民運動

ロゴマーク

「ろすのん」
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11 2022.10

滞納整理を進めています10
　税は、まちづくりの根幹を支える大切な財源です。本市では、市税などを納付した人との公平を保
つため、滞納整理を推進していきます。

Ｑ． 納期限までに納付しないとどうなりますか？

Ａ．納期限までに税金の納付が確認ができない場合、下表のとおり滞納処分を行います。
　令和３年度、本市では不動産のほか、預貯金、給与などの債権を計179件差し押さえました。令和
４年度も、支払い能力があり、税金を滞納している人への債権差押を推進しています。

Ｑ.失業により、税金を納めることができません。納付しなくてもいいですか？

Ａ．災害や病気、リストラなどによる失業、事業の廃止などやむを得ない理由で一時的に税金を納期
内に納めることが困難な人は、収入などの財産収支状況がわかる資料を準備してもらい、生活状況
などを聴き取ったうえで、一定の条件に該当すれば徴収の猶予などを行うことができます。

Ｑ.勝手に財産を差押えられました。どういうことですか。

Ａ．法律では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納していないとき
は、財産を差し押さえなければならないとされています。財産を差し押さえるにあたり、本人の同意
を得る必要はありません。
　不動産などを差し押さえた後も滞納が続く場合、公売などの処分をして、滞納市税に充てること
になります。

■11月、12月は市県民税などの「宮城一斉滞納整理強化月間」です。
　県と県内市町村は11月と12月を「宮城一斉滞納整理強化月間」として、滞納者に対する徴収対策
（文書催告や、勤務先・取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金・給与・不動産などの差
し押さえ、自動車のタイヤロック）を強化します。
　税金の期限内納付を遵守するよう心がけましょう。
　市税の納期内納付が困難な人は、速やかに相談してください。

問　収納課滞納整理係

納期限

　税金を納付する期限です。 

　（期限内に納付がなければ延滞金がかかる場合があります。） 

　＊根拠法令 ： 地方税法第 320 条など

　　 ⬇

督促状

　督促状発送から 10 日を経過した時に税金を完納していない場合、 差し押えの

　対象となります。 

　＊根拠法令 ： 地方税法第 329 条など

　　 ⬇

財産調査
　滞納者の所有している財産を調査します。 

　＊根拠法令 ： 国税徴収法第 141 条

　　 ⬇

滞納処分
　預貯金、 給与などの財産を差し押さえ、 未納の税金に充てられます。 

　＊根拠法令 ： 地方税法第 331 条

＊市役所 (☎ 368-1141)への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。
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市役所からお知らせ

マイナンバーカード関連情報11 問　市民課市民係

■マイナンバーカード専用休日窓口開設
　平日の受け取りが難しい人や、これからカードを作りたい人のために休日窓口を開設します。カード
の申請に必要な写真の無料撮影なども行いますので、利用してください。
＊休日窓口は、マイナンバーカード関連事務のみの手続きとなります。
●開設日時：10月２日㊐、30日㊐、11月13日㊐、12月11日㊐、令和５年１月15日㊐、２月12日㊐　
９時～12時
●マイナンバーカード受け取りに必要なもの

①交付通知書（はがき）・同封の書類または再通知書
＊同封の書類を事前に記入して持参すると交付時間が短縮できます。
②本人確認書類（❶または❷）
　❶顔写真付き官公署発行の証明書の場合は１点：運転免許証、パスポートなど
　❷顔写真のない官公署発行の証明書の場合は２点：健康保険証、医療費受給者証など
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12 新型コロナウイルス感染症関連情報

オミクロン株に対応した２価ワクチンの

接種

　SNSで割増商品券の地元取扱店を応援するキャン
ペーンの第２回目を10月1日㊏から実施します。
●参加方法 ： 下記テーマの内容で割増商品券の地元
　　　　　　取扱店で食事・買い物をし、写真にハッ
　　　　　　シュタグ「#多賀城いいもん」をつけて
　　　　　　対象のSNSに投稿。
　　　　　　＊抽選で本市の特産品や多賀城創建
　　　　　　1300年記念商品をプレゼントします。
●対象SNS ： Facebook・Instagram・twitter
●対象期間 （全３回）

　２カ月ごとに期間を設け実施します。
  ［２回目］ 対象期間 ： 10 月１日㊏～ 11 月 30日㊌
●テ ー マ ： 多賀城のナイスな手土産
●記 念 品 ： 多賀城の味詰め合わせセット

＊対象店舗などの詳細は
QRコードから確認してく
ださい。
問　産業振興課商工係

　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険の第1号保険料の減免を受けられる場合があります。

●減免要件

①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負っ
た場合
②主たる生計維持者の収入が前年に比べ、一定程度
減少すると見込まれる場合
●減免対象
　４月1日～令和5 年3月31日までに納期限（特別徴
収の場合は特別徴収対象年金の支払日）が設定されて
いる保険税（料）
＊詳しくは、7月に送付した納税（入）通知書に同封の
チラシで確認するか、問い合わせてください。
問　【国民健康保険、後期高齢者医療保険】
　　　国保年金課国保年金係

　　 【介護保険】介護 ・ 障害福祉課介護保険係

　９月６日、国より「オミクロン株対応ワクチン」追加接
種の実施が示されました。
●「オミクロン株２価ワクチン（BA.１）」

　初めに４回目接種対象者で、４回目接種を完了して
いない人へ順次接種を開始。
●「オミクロン株２価ワクチン（BA４/５）」

　　初回（１、２回目）接種を完了した12歳以上の全ての
人を対象に10月中旬以降実施予定。４回目接種対象者
で、４回目接種完了した人は、現時点では、５カ月経過
後に順次接種予定。
【小児（５～11歳）コロナワクチン追加（３回目）接種】

　３回目の小児（５～11歳）のコロナワクチン接種ができ
るようになりました。初回（１、２回目）接種完了した人へ、
接種券を９月下旬から順次接種券を送付し、接種を開始
しています。接種券が届いた人は、同封のチラシなどを
確認し、子どもと一緒に接種を検討してください。
＊９月15日時点の情報です。国の対応などで変更となる
場合は市HPなどでお知らせします。

 　感染が疑われる人、療養中の人、濃厚
 接触者になった人向けの情報は、宮城県
 HPで確認できます。

問　健康長寿課新型コロナウイルスワクチン接種対策室

SNSでお店を応援・多賀城いいもん

ゲットキャンペーン

■保険税（料）の減免

＊市役所 ( ☎ 368-1141) への問い合わせ時は、交換手へ用件を伝えていただくと、担当部署へおつなぎします。

■傷病手当金の適用期間延長

●適用期間 ： 12月31日㊏まで
　詳しくは市HPを確認するか、国保年金課へ問い合
わせてください。
問　国保年金課国保庶務係
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