
42023.1

市役所からお知らせ

1 令和５年度会計年度任用職員募集

◆共通事項

●雇用期間 ： ４月１日〜令和６年３月 31 日（勤務の状況などで延長する場合有）
●雇用条件 ： 週 30 時間で所属長が指定する日。月給制。通勤手当、期末手当、年次有給休暇、共済組合および
　　　　　　厚生年金加入
●受付期間 ： １月 5 日㊍〜 20 日㊎
●申込方法 ： 各職種ごとの担当課に必要書類を持参または郵送（1 月 20 日㊎必着）
●必要書類 ： ①履歴書（市 HP からダウンロード可、写真貼付）
　　　　　　②資格を証明する書類の写し
　　　　　　③希望届出書および自己紹介票（事務補佐員のみ。市 HPからダウンロードまたは総務課人事係で配布）
●選　　　考 ： 面接（日程は別途通知）および書類選考
●そ　の　他 ： ２種類以上の職種への重複申し込み不可

◆個別事項

職種
募集
人数

勤務概要・資格要件など 
（❶業務内容　❷資格要件　❸勤務場所　❹勤務時間　❺給料）

担当課

市民課
事務補佐員

１人

❶窓口での証明書発行や住所異動などの受付対応、マイナンバーカード交付など受付
対応およびデータ処理、郵送申請による証明書発行事務など 
❷パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸市民課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間（８時30分〜15時30分または10時15分〜17時15分。各
２〜３日ずつ）、月10時間程度の時間外勤務、年５日程度の休日勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

秘書室
事務補佐員

１人

❶来客対応・接遇・スケジュール管理などの秘書業務補助、書類整理・資料作成・データ
処理などの事務 
❷パソコン（ワード、エクセル）操作ができ、接遇知識を有する人 
❸秘書室 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間、月10時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

収納課
事務補佐員

１人

❶口座還付情報のデータ入力や滞納整理業務に係る書類作成、窓口対応、公金収納窓口
対応など 
❷普通自動車運転免許、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸収納課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間、月１〜２時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

介護・障害福祉課
事務補佐員

1人

❶障害者手帳や障害福祉サービスの申請書受理などの窓口業務 
❷パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸介護・障害福祉課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

子ども政策課
事務補佐員

1人

❶子ども政策課庶務事務（文書処理、書類作成、電話対応など） 
❷パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸子ども政策課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

国保年金課
事務補佐員

2人

❶国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、各種医療費助成に係る届出書などの窓口
受付、受付データの処理などの業務 
❷パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸国保年金課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間、月５時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係
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職種
募集
人数

勤務概要・資格要件など 
（❶業務内容　❷資格要件　❸勤務場所　❹勤務時間　❺給料）

担当課

施設整備課
事務補佐員

１人

❶給水関係の窓口業務、その他事務の補助など 
❷普通自動車運転免許、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸施設整備課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間、月１〜２時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

山王地区公民館
事務補佐員

１人

❶公民館利用受付業務、パソコンでの書類作成、主催事業の補助、館内外の安全・維持管
理業務および環境整備などの業務 
❷普通自動車運転免許、パソコン（ワード・エクセル）操作ができる人 
❸山王地区公民館 
❹週4日、交代制：12時45分〜21時30分（週３回）、8時30分〜16時15分（週１回）、㊏㊐
㊗の勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

介護・障害福祉課
介護認定調査員

１人

❶要介護認定調査（訪問調査、調査書類記入、データ入力など） 
❷介護支援専門員または看護師資格、普通自動車免許、パソコン入力ができる人 
❸介護・障害福祉課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給142,305円から

介護・障害福祉課
介護保険係

公立保育所
保育士

若干名

❶保育業務 
❷保育士資格 
❸公立保育所（志引、八幡、桜木）のいずれか 
❹週５日（㊊〜㊏）、１日６時間（７時〜19時15分の間）、シフト制、月10時間程度の時
間外勤務有 
❺月給142,305円から

子ども政策課 
子ども政策係

公立保育所
用務員

1人

❶清掃、除草などの保育所内環境整備業務 
❷資格要件なし 
❸八幡保育所 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給127,827円から

子ども政策課 
子ども政策係

文化財課
史跡管理員

２人

❶特別史跡多賀城跡附寺跡および文化財施設の維持管理業務（見回り監視、修繕、除草、
清掃（園路排水溝、樹木剪

せん

定
てい

）など） 
❷普通自動車運転免許 
❸多賀城跡管理事務所および市内各所 
❹週４日（㊐〜㊏）、１日７時間30分、月７時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

文化財課
文化財係

埋蔵文化財調査センター
発掘調査員

若干名

❶市内遺跡の発掘調査および出土品の整理、報告書の作成などの業務 
❷大学で考古学または歴史学専攻、またはそれと同程度の専門知識があると認められ
る人、普通自動車運転免許（取得見込可）、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸埋蔵文化財調査センター、市内発掘現場 
❹週４日（㊋〜㊎）、１日７時間30分、月10時間程度の時間外勤務有 
❺月給142,305円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

埋蔵文化財調査センター
展示解説員

2人

❶収蔵展示室の解説および受付、展示資料の管理などの業務 
❷大学で歴史学または考古学を専攻、またはそれと同程度の専門知識があると認められ
る人、普通自動車運転免許（取得見込可）、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸埋蔵文化財調査センター 
❹週４日（㊋〜㊐）、１日７時間30分、月10時間程度の時間外勤務有 
❺月給131,659円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

埋蔵文化財調査センター
遺物整理員

５人

❶出土遺物に関する整理業務および収蔵資料保存活用業務 
❷なし 
❸埋蔵文化財調査センター 
❹週４日（㊋〜㊎）、１日７時間30分 
❺月給127,827円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

＊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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職種
募集
人数

勤務概要・資格要件など 
（❶業務内容　❷資格要件　❸勤務場所　❹勤務時間　❺給料）

担当課

施設整備課
事務補佐員

１人

❶給水関係の窓口業務、その他事務の補助など 
❷普通自動車運転免許、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸施設整備課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間、月１〜２時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

山王地区公民館
事務補佐員

１人

❶公民館利用受付業務、パソコンでの書類作成、主催事業の補助、館内外の安全・維持管
理業務および環境整備などの業務 
❷普通自動車運転免許、パソコン（ワード・エクセル）操作ができる人 
❸山王地区公民館 
❹週4日、交代制：12時45分〜21時30分（週３回）、8時30分〜16時15分（週１回）、㊏㊐
㊗の勤務有 
❺月給127,827円から

総務課
人事係

介護・障害福祉課
介護認定調査員

１人

❶要介護認定調査（訪問調査、調査書類記入、データ入力など） 
❷介護支援専門員または看護師資格、普通自動車免許、パソコン入力ができる人 
❸介護・障害福祉課 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給142,305円から

介護・障害福祉課
介護保険係

公立保育所
保育士

若干名

❶保育業務 
❷保育士資格 
❸公立保育所（志引、八幡、桜木）のいずれか 
❹週５日（㊊〜㊏）、１日６時間（７時〜19時15分の間）、シフト制、月10時間程度の時
間外勤務有 
❺月給142,305円から

子ども政策課 
子ども政策係

公立保育所
用務員

1人

❶清掃、除草などの保育所内環境整備業務 
❷資格要件なし 
❸八幡保育所 
❹週５日（㊊〜㊎）、１日６時間 
❺月給127,827円から

子ども政策課 
子ども政策係

文化財課
史跡管理員

２人

❶特別史跡多賀城跡附寺跡および文化財施設の維持管理業務（見回り監視、修繕、除草、
清掃（園路排水溝、樹木剪

せん

定
てい

）など） 
❷普通自動車運転免許 
❸多賀城跡管理事務所および市内各所 
❹週４日（㊐〜㊏）、１日７時間30分、月７時間程度の時間外勤務有 
❺月給127,827円から

文化財課
文化財係

埋蔵文化財調査センター
発掘調査員

若干名

❶市内遺跡の発掘調査および出土品の整理、報告書の作成などの業務 
❷大学で考古学または歴史学専攻、またはそれと同程度の専門知識があると認められ
る人、普通自動車運転免許（取得見込可）、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸埋蔵文化財調査センター、市内発掘現場 
❹週４日（㊋〜㊎）、１日７時間30分、月10時間程度の時間外勤務有 
❺月給142,305円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

埋蔵文化財調査センター
展示解説員

2人

❶収蔵展示室の解説および受付、展示資料の管理などの業務 
❷大学で歴史学または考古学を専攻、またはそれと同程度の専門知識があると認められ
る人、普通自動車運転免許（取得見込可）、パソコン（ワード、エクセル）操作ができる人 
❸埋蔵文化財調査センター 
❹週４日（㊋〜㊐）、１日７時間30分、月10時間程度の時間外勤務有 
❺月給131,659円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

埋蔵文化財調査センター
遺物整理員

５人

❶出土遺物に関する整理業務および収蔵資料保存活用業務 
❷なし 
❸埋蔵文化財調査センター 
❹週４日（㊋〜㊎）、１日７時間30分 
❺月給127,827円から

埋蔵文化財調査
センター 

☎368-0134

＊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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令和５年成人式～二
は

十
た

歳
ち

を祝う会～

20歳になったら国民年金に加入します

問　生涯学習課社会教育係

問　日本年金機構　ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165

　市内各中学校の卒業生で組織した実行委員会のもと、心に響く式典を行います。
　市民会館小ホールにて午前・午後の２部制で開催します。　
●日　　　程 ：１月８日㊐
●場　　　所 ：市民会館小ホール（文化センター内）
●対　　　象 ：平成14年４月２日〜平成15年４月１日生まれ（これまで同様20歳を対象）
●午前の部 ：第二中学校、高崎中学校の卒業者など
　　　　　　（受付開始10時20分、開式11時）
●午後の部 ：多賀城中学校、東豊中学校の卒業者と市外からの転入者など
　　　　　　（受付開始13時20分、開式14時）
＊私立中学校の卒業者は、小学校卒業時の市内居住地の通学区域中学校を対象とした部に参加してください。
＊式典が変更・中止となる場合は、市HPや市公式SNSでお知らせします。
＊式典に参加する人は、12月中旬に案内状と一緒に送付した入場券に連絡先を記入の上、
持参してください。
＊市外に住所のある人や入場券の紛失などで手元に入場券がない人は、市HPからダウン
ロードして印刷し、連絡先を記入の上、持参してください。

　公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、障害を負ったときなどに、働いている世代みんなでその暮ら
しを支えようという考えで作られた制度です。
　日本国内に住む 20歳以上 60歳未満の全ての人に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
20歳になった人には日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書などにより、国民年金に加
入したことをお知らせします。
　第１号被保険者の令和４年度保険料は月額 16,590 円（令和５年度は 16,520 円）です。保険料は、納
付書や口座振替、クレジットカードを利用して納めることができ、まとめて納めること（前納）で割引に
なります。納付が困難なときは、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
　また、学生には「学生納付特例」という保険料の納付が猶予される制度があります。納付が困難な人は、
未納のままにせず、免除猶予を申請してください。
●国民年金の種類

・第１号被保険者 ： 学生、フリーター、自営業者、農業従事者などとその配偶者

・第２号被保険者 ： 会社員、公務員などの厚生年金保険、共済組合の加入者

・第３号被保険者 ： 第２号被保険者に扶養されている妻または夫
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令和５年 「はたちの献血」 キャンペーン実施中

みやマリ！　20代の登録料

半額キャンペーン実施中

多賀城の若者　

みらい創造事業

参加者募集

問　社会福祉課地域福祉係

問　みやぎ結婚支援センター　☎797-3083

問　企画課企画調整係

　毎年１月から２月末までの２カ月間、献血者が減少しがちな冬季に安全な血液製剤を安定的に確保する
ため、「はたち」の若者を中心に、広く献血に関する理解と協力を呼びかける「はたち」の献血キャンペー
ンを実施しています。
　冬期間は献血者が減少し、県内で必要な血液が不足します。20歳という人生の節目に、あなたの生き
る力を誰かの生きる力に変える献血について、一緒に考えてみませんか。
　ケガや病気を抱える患者に血液を安定的に供給するには、たくさんの協力が必要です。20歳の人に限
らず、幅広い世代の協力をお願いします。

　みやぎ結婚支援センター「みやマリ！」では、AI マッチングシステムを活用し、パートナー探しを支
援しています。幅広い年代の会員による出会いの機会を拡大するため、20代限定で、通常より半額の5,500
円で登録できるキャンペーンを実施中です。
●内　　　容 ：会員登録制のパートナー紹介です。お相手検索やお見合いの申し込み、交際の返事を自身の
スマートフォンやPCなどからいつでも可能です。価値観診断テストに基づき、相性が良いと思われる相手
をAIが紹介します。センター相談員が会員の活動状況にあわせて婚活をサポートします。
●対　　　象 ： 20歳～ 49歳の県内に在住、在勤または近い将来宮城県に移住を考えている人
●登　録　料：通常11,000円（税込）＊2年間有効、月会費・成婚料無し、20代は２月28日まで5,500円（税込）
●登録方法 ：「みやマリ！」HPから

　「多賀城の若者　みらい創造事業」の一環として、10〜 20代を対象とした、
市長と語らうワークショップを開催します。
●日　　　程 ：２月４日㊏午前
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●参加方法 ：会場参加またはメタバースを利用したオンライン参加
＊イベントの詳細や申込方法については、1月中に市HPや公式SNSで
お知らせします。

＊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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4

6

5
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市役所からお知らせ

民生委員・児童委員、主任児童委員

問　社会福祉課地域福祉係7
　民生委員・児童委員、主任児童委員は令和４年 12 月１日に下表のとおり改選されました。
　生活、健康、子ども、福祉、ひきこもりに関することなど、なんでも相談できます。話を聞き、
必要に応じて支援先につなぎます。相談内容や個人の秘密は守られます。　
　相談したい人は、問い合わせ先に連絡してください。
　欠員のある地区で民生委員・児童委員、主任児童委員を引き受けたい人は、町内会長または社会
福祉課へ連絡してください。

民　生　委　員 ・ 児　童　委　員

担当地区 氏名および欠員数 担当地区 氏名および欠員数 担当地区 氏名および欠員数
新田一区 欠員２人

東田中南
中村　桂子 大代東 安藤　かつ子

新田二区 木村　正彦 田中　ひろみ 大代中 渡邉　桂子
欠員１人 欠員１人 大代西 星　千鶴子

新田三区
阿部　弘美 新田中 手続き中

大代南 岩本　ひろみ
辻　順子

旭ケ岡
畑中　和子 澁谷　稔

相澤　藤雄 佐藤　裕智子 大代北 米澤　彰

高橋東一区 金谷　まゆみ 欠員１人 桜木東 櫻井　たつえ
山田　恭子

留ケ谷

樽井　敬子 桜木中 茂庭　廣美

高橋東二区 熊谷　元美 菅野　チヤ子 欠員２人
加藤　祐子 菅野　忠雄

桜木南 佐藤　秀次
高橋南 堀田　由美子 武田　英敏 欠員１人

高橋北 齊藤　まゆみ 宍戸　順子

桜木北

伊藤　幸義
欠員１人 渡邉　和男 宮城　ヤヨ江

山  王
赤間　恵美子 伝上山 佐川　茂子 木村　俊二
吉田　里美 隅  田 石川　喜嗣 欠員１人
後藤　麗子

向  山
小林　郁子

八幡上一
西　孝一

南  宮 手続き中 菅野　千賀子 廣瀬　正子
欠員 1 人 東能ケ田 江釣子　眞理子

八幡上二 松山　功
市  川 欠員１人 西能ケ田 塚野　一子 三浦　百合子

浮  島

杉山　紀子
鶴ケ谷

佐藤　幸平 八幡下一 瀧口　裕子
加藤　ひろ子 榎本　東秀美

八幡下二 岡田　ひさ子
小幡　公子 欠員１人 鈴木　省子
武藤　満子 丸山（鶴ケ谷住宅） 欠員１人

八幡沖 阿部　礼子

城  南 森本　照雄 黒石崎・丸山 菅原　和子 冨田　ふみ子
宮城　治 下馬東 桐ヶ窪　郁子

高  崎

大山　禎子 下馬西 高橋　邦子
阿部　京子

下馬南 木伏　佳子 主 任 児 童 委 員

渡邊　惠美子 中村　匠子 担当地区 氏名および欠員数
立川　靖子 下馬北 小松　紀子

西 部 佐藤　素子
山口　ひろみ

笠神東 河原木　睦子 曽我　啓一

東田中 伊藤　ふき子 遠藤　道子
中 部 佐藤　修子

鈴木　充子
笠神西 尾田　チヱ子 欠員１人

志  引 小池　信子 大友　悦子
東 部 小楠　典恵

佐藤　あや子 本郷　貴良
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移動型スマートフォン講習会

各種証明書がコンビニで取得できます

問　企画課ICT推進室

問　市民課市民係

9

8

　市内各所でスマホの使い方を専用車両内からオンラインで学べる移動型スマホセミナーを実施しま
す。スマホの基本的な使い方の講習やスマホでお困りのことを相談できる少人数制の相談会です。
●講　座　内　容

Ａ：個別相談編（スマホでお困りのことを自由に相談できます）
Ｂ：基礎編（基本操作、マップアプリやカメラの使い方など）
●実施日時 ・場所

●時 間 ・ 内 容 ：全日程共通
①11時〜11時 45分・Ａ、②13時〜14時・B、③14時 30 分〜15時 30 分・B、④16時〜16時 45分・Ａ
●定　　　　　　　員：各回３人（要事前予約）
●費　　　　　　　用：無料
●申　込　方　法：開催日の前日までに予約専用窓口へ電話（☎ 0800-111-9442　受付時間：10時～ 18時）

　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニで各種証明書を
取得できます。
●利　　用　　時　　間：6時 30分～ 23時（システム休止日を除く）
●交付時に必要なもの

・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号（利用者用電子証明書）
＊15歳以上の人が対象
●取得可能な証明書

証 明 書 手数料（１通） 請 求 者

住民票の写し
200 円

本市に住所がある本人および同一世帯の人
印鑑登録証明書 本市に印鑑登録をしている人
市県民税課税（所得）証明書・ 
非課税証明書

賦課期日の１月１日に本市に住所があり、現在も住所のある人 
本人の最新３年分のみ取得できます

戸籍証明書（謄本・抄本） 450 円
住所地を問わず本市に本籍がある本人および同一戸籍の人 
＊市外に住所がある人は、初回のみ事前に利用登録申請が必要
となり、登録には１週間ほどかかる場合があります。

1 月 月 火 水 木 金

日にち 2日 3日 4日 5日 6 日

場所 笠神会館

日にち 9日 10 日 11 日 12 日 13 日

場所 市営宮内住宅 ＪＡ仙台南宮支店 浮島会館 笠神会館

日にち 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日

場所 大代東集会所 市営宮内住宅 ＪＡ仙台南宮支店 浮島会館 笠神会館

日にち 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日

場所 大代東集会所 市営宮内住宅 ＪＡ仙台南宮支店 浮島会館 ＪＡ仙台南宮支店

日にち 30 日 31 日

場所 大代東集会所 ＪＡ仙台南宮支店

＊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

問　環境施設課資源環境係10

11

刃物・カッター類の

ごみ分別

　プラスチック製容器包装の収集袋の中に刃物やカッター
などの危険物が混入される事案が発生しています。
　リサイクル施設での選別作業員の怪我や機械設備の故障
を引き起こす原因となります。刃物やカッターなどをごみ
として出す時は、必ず紙類などで覆い、「キケン」と明記
して、燃やせないごみとして集積所に出してください。 実際に混入された刃物類

多賀城みらい塾事業

問　産業振興課商工係

■ビジネスプランコンテスト
　本市の地域振興に貢献する新たな魅力を創出することを目的に、地域活性化につながるビジネスアイデアおよび
ビジネスプランを１月10日㊋まで募集しています。

■コンテスト最終審査会
●日　　　程 ：２月26日㊐
●場　　　所 ：東北歴史博物館
＊観覧無料（感染症の状況により観覧中止となる場合有）
＊詳しくはＱＲコードから

■起業創業スクール
　市内での創業希望者と創業５年未満の人を対象としたスクールです。「起業/創業の継続力」をテーマに、起業/
創業に必要な「資金調達や宣伝広報の基本的な知識」と「事業を継続するためのノウハウ」を学びます。

●日　　　時 ：１月22日㊐13時〜15時
●場　　　所 ：市民活動サポートセンター
●費　　　用 ：無料
●講　　　師 ：NPO法人海族DMC　理事長　太見洋介氏
＊詳細・申込はＱＲコードから

多賀城NOW2023_1月号_fin_02.indd   10 2022/12/20   8:53

11 2023.1

新型コロナウイルス感染症関連情報

■保険税（料）の減免
　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
　令和４年４月１日〜令和５年３月31日の間に納
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、令和４年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

　SNSを用いて割増商品券の地元取扱店を応援する
キャンペーンの第３回目を実施しています。
●参加方法

　下記テーマに沿った内容で割増商品券の地元取
扱店で食事・買い物をしたら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
●期　　　間 ：１月31日㊋まで
●テ ー マ ：多賀城の写真映えする逸品
●賞　　　品 ：多賀城のちょっといい朝ごはんセット

＊対象店舗などの詳細はQRコードから確認してくだ
さい。
＊ハッシュタグで投稿された記事は本市、市観光協会
で使用する場合があります。
＊当選者には後日、市観光協会から各SNSツールで
ダイレクトメールを送付しますので、受信できる設定に
してください。数日間返信が
ない場合は無効となります。
問　産業振興課商工係

SNSでお店を応援・多賀城いいもん

ゲットキャンペーンを実施します！

12
■傷病手当金の適用期間の延長
　国民健康保険および後期高齢者医療における新型
コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対す
る傷病手当金の支給について、適用期間は令和４年
12月 31 日まででしたが、令和５年３月 31日まで
延長になりました。
　詳しくは、市HPを確認するか、問い合わせてく
ださい。
問　国保年金課国保庶務係

新型コロナワクチン接種実績

（12月12日時点）

＊5回目接種者はオミクロン株対応ワクチンのみの接種に
なります。
問　新型コロナウイルスワクチン接種対策室

対象者
 （令和 4 年
　4月1日時点）

1 回目 2 回目 3 回目

65 歳以上 16,488 人 16,039 人
（97.3%）

15,979 人
（96.9%）

15,166 人
（92.0%）

12 歳以上
64 歳以下 39,476 人 34,345 人

（87.0%）
34,180 人
（86.6%）

26,660 人
（67.5%）

合計 55,964 人 50,384 人
（90.0%）

50,159 人
（89.6%）

41,826 人
（74.7%）

5 歳以上
11 歳以下 3,963 人 1,266 人

（31.9%）
1,217 人

（30.7%）
207 人

（5.2%)

４回目
対象者 ４回目 ５回目

対象者 ５回目

60 歳以上 18,213 人 16,274 人
（89.4%） 16,274 人 8,659 人

（53.2%）
12 歳以上
59 歳以下 23,635 人 8,201 人

（34.7%） 8,201 人 312 人
（3.8%）

＊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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新型コロナウイルス感染症関連情報

■保険税（料）の減免
　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
　令和４年４月１日〜令和５年３月31日の間に納
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、令和４年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

　SNSを用いて割増商品券の地元取扱店を応援する
キャンペーンの第３回目を実施しています。
●参加方法

　下記テーマに沿った内容で割増商品券の地元取
扱店で食事・買い物をしたら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
●期　　　間 ：１月31日㊋まで
●テ ー マ ：多賀城の写真映えする逸品
●賞　　　品 ：多賀城のちょっといい朝ごはんセット

＊対象店舗などの詳細はQRコードから確認してくだ
さい。
＊ハッシュタグで投稿された記事は本市、市観光協会
で使用する場合があります。
＊当選者には後日、市観光協会から各SNSツールで
ダイレクトメールを送付しますので、受信できる設定に
してください。数日間返信が
ない場合は無効となります。
問　産業振興課商工係

SNSでお店を応援・多賀城いいもん

ゲットキャンペーンを実施します！

12
■傷病手当金の適用期間の延長
　国民健康保険および後期高齢者医療における新型
コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対す
る傷病手当金の支給について、適用期間は令和４年
12月 31 日まででしたが、令和５年３月 31日まで
延長になりました。
　詳しくは、市HPを確認するか、問い合わせてく
ださい。
問　国保年金課国保庶務係

新型コロナワクチン接種実績

（12月12日時点）

＊5回目接種者はオミクロン株対応ワクチンのみの接種に
なります。
問　新型コロナウイルスワクチン接種対策室

対象者
 （令和 4 年
　4月1日時点）
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65 歳以上 16,488 人 16,039 人
（97.3%）

15,979 人
（96.9%）

15,166 人
（92.0%）

12 歳以上
64 歳以下 39,476 人 34,345 人

（87.0%）
34,180 人
（86.6%）

26,660 人
（67.5%）

合計 55,964 人 50,384 人
（90.0%）

50,159 人
（89.6%）

41,826 人
（74.7%）

5 歳以上
11 歳以下 3,963 人 1,266 人

（31.9%）
1,217 人

（30.7%）
207 人

（5.2%)

４回目
対象者 ４回目 ５回目
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60 歳以上 18,213 人 16,274 人
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（53.2%）
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