
　年末年始はごみの収集日が以
下のとおり不規則になります。
　ごみカレンダーを確認のうえ、
ごみの排出を行ってください。
～年末年始収集日の注意点～
※ 12月31日（木）と令和３年１

月１日（金）はごみの収集を行
いません。

※ 東北本線東側・田中地区は、
１月１日（金）のごみ収集がな
いため、１月は１週ずれての
収集になりますのでご注意く
ださい。

問生活環境課　☎22-1314

年末年始はごみの収集日が
不規則になります

　国民年金保険料の免除または
納付猶予の承認を受けた期間が
ある方は、保険料を全額納付し
たときに比べ、将来受け取る老
齢基礎年金の年金額が少なくな
ります。
　将来受け取る年金額が少なく
なる分を補うためには、10年
以内であれば、これらの期間の
保険料をさかのぼって納める

（追納する）ことができます。

～国民年金保険料の免除・納付猶予を受けた方へ～
保険料の追納をおすすめします！

※ 免除などの承認を受けた翌年
度から数えて３年度目以降に
追納する場合は、当時の保険
料に一定額が加算されます。

　 詳しい内容についてはお問い
合わせください。

問大河原年金事務所
　☎ 0224-51-3111
　日本年金機構ホームページ
　http://www.nenkin.go.jp
　健康推進課　☎ 22-1362

「しろいし安心メール」
登録方法

「shiro-i@mpx.wagmap.jp」あて
に空メールを送信して、案内に
従ってご登録ください。
　二次元バーコ
ード対応携帯電
話をお持ちの方
は、 右 の バ ー コ
ードをご利用く
ださい。

　新型コロナウイルス感染症の
拡大を防止するため、今定例会
の傍聴は人数を制限して実施し
ます。詳細は市議会ホームペー
ジをご覧ください。
　なお、ライブ中継をインター
ネットで配信しています。ぜひ
ご自宅のパソコンやスマートフ
ォンなどでご覧ください。
※ 議場で行われる本会議（議案質

疑・予算審査・一般質問など）
の詳しい日程などは市議会ホ
ームページでお知らせします。

●日時　12月４日（金）
　　　　10:00開会予定
●場所　市役所５階議場
問議会事務局　☎22-1351

市議会12月定例会を
開催します

市内の交通事故　10月１日～31日　※（　）は1月からの累計

■発生件数　 62件（581件） ■死亡者数　 1人（  1人）
■負傷者数　 2人（ 34人） ■物損件数 　59件（551件）
■飲酒運転摘発者数　0人（ 2人）

■人口　33,185人（前月比）－14人
　　　　男16,287人 女16,898人
■出生件数　10件 ■死亡件数　40件
■世帯数　14,259世帯 ※住民基本台帳から、10月31日現在

　建設工事、測量設計、物品販
売・役務提供の競争入札参加業
者の受け付けを行います。申し
込み要領や申請書類は、市ホー
ムページからダウンロードして
ご利用ください。
●期間　 12月15日（火）～令和

３年２月１日（月）
　　　　9:00～11:30
　　　　13:00～16:00
※ 土・日・祝日・年末年始を除

く（郵送可）
●提出場所　市役所３階財政課
●有効期間　令和３年４月１日
～令和５年３月31日の２年間
問財政課　☎22-1332

https://www.city.shiroishi.
miyagi.jp/life/2/13/73/

令和３・４年度競争入札
参加申し込みの受付

　納めた国民健康保険税や介護
保険料、後期高齢者医療保険料
は、確定申告の際、「社会保険
料控除」の対象となります。
　確定申告の控除対象となる保
険料（税）額は、令和２年１月１
日から12月31日までに納めた
金額です。
●納付書や口座振替（普通徴収）の方
　領収証書は、確定申告の時ま
で大切に保管してください。口座
振替の方には、12月下旬に「市税
口座振替納付済通知書」を送付
します。
　領収証書の紛失などで、年間
の納付額が分からない方は、申
告用の確認書を税務課の窓口で
発行します。
※確認書は年間の納付額を記載

するため、原則翌年１月中旬
以降に発行します。

●年金天引き（特別徴収）の方
　１月下旬以降に、年金保険者

から送付される公的年金の源泉
徴収票を確認ください。社会保
険料控除は天引き対象の年金を
受給している本人のみへ適用と
なります。
■国民健康保険税と後期高齢

者医療保険料の年金天引き
中止申請について

　国民健康保険税と後期高齢者
医療保険料の納付方法は、申請
により年金天引き（特別徴収）か
ら口座振替に変更することがで
きます。
　口座振替に変更することで、
口座名義人（世帯主や配偶者な
ど）に社会保険料控除を適用す
ることができます。詳しくはお
問い合わせください。
※申請の時期により年金天引き

の中止月が変わります。
※介護保険料は、年金からの天引

きを中止することはできません。
問税務課　☎22-1313

確定申告における国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除

　本市と姉妹都市の北海道登別
市・神奈川県海老名市と３市で
製作している「トライアングル
カレンダー」が、今年も完成し
ました。このカレンダーの大き
な特徴は、各市の特産品が毎月
抽選で20人に当たります。３・

2021「トライアングルカレンダー」
好評発売中！

６・９・12月には豪華なスペ
シャルプレゼントのチャンスも
あります！
　応募方法は、カレンダーに付
いているはがきを送るだけ。一
度はがきを送ると当選のチャン
スが毎月訪れます！　皆さん、
ぜひお買い求めください。
●価格　１部1,000円
●販売場所　①企画情報課（市
役所２階）、②村田家製菓（駅
前通り）
※ 12月11日（金）～13日（日）は、

ホワイトクリスマスマーケッ
ト会場（P27）でも販売。

問 白石市中心市街地の賑わいづ
くり研究会（企画情報課内）

　☎22-1324

　小中学校に在学している、ま
たは４月から小学校に入学する
お子さんの保護者で、経済的な
事情から就学に支障を来す方の
ために「就学援助制度」があり
ます。
　申請が認定されると、学用品
費や、学校給食費などの費用が
援助されます。希望する方は、
在学中の小中学校・入学予定の
小中学校で手続きを行ってくだ
さい。
　現在認定を受けている方も、
引き続き希望する場合は申請が
必要です。
問学校管理課　☎22-1342

ご存じですか？
就学援助制度

毎月第３日曜日は
「家庭の日」です

今月は12月20日　今年もあっ
という間でしたね。１年間を家
族みんなで振り返ってみよう

紙上から
お礼申し上げます

　生活基盤の整備や福祉事業な
どのため、次の方々からご寄付
をいただきました。（敬称略）
ソニーセミコンダクタマニュフ
ァクチャリング株式会社　白石
蔵王テクノロジーセンター、白
石市建設職組合青年部 部長 佐
藤佳克

▲寄付受納式の様子、山田市長と佐藤白
石市建設職組合青年部長（左）

　毎年10月11日から20日の期
間実施される「全国地域安全運
動」の一環として開催された、

「令和２年防犯ポスター」の入
選者を紹介します（敬称略）。
●小学生の部　優秀賞
・越河小学校６年　大
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●小学生の部　佳作
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問白石警察署生活安全課
　☎25-2138

令和２年防犯ポスター
入選者紹介
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※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。

お知らせ特急便


