環境を知り、守る

くらし

●地域清掃やボランティア清掃
ごみ袋の提供や清掃用具(火ばさみ ）の貸し
出しを行っています。集めたごみの処理方法に
ついては事前にご相談ください。
廃棄物管理課

☎ 214-8250

●生活保護

214-8277

●せんだい環境学習館 たまきさんサロン
環境について様々な角度から学べる講座の開
催や図書（ 約2000冊の蔵書 ）などの貸し出し
のほか、セミナースペース（ 定員42名、予約制）
やサロンスペースを無料でご利用いただけま
す。
10:00〜20:30（ 土・日曜、祝日は17:00まで ）

休 月曜（ 月曜が祝日の場合はその翌日 ）
、祝日の

中国残留邦人等（ 特定配偶者を含む ）に対し
て、老齢基礎年金を満額受給してもなお生活の
安定が十分に図れない場合に生活支援給付等を
支給します。

●生活に困窮したときの相談・支援
生活や仕事さがしでお悩みの方の相談に応
じ、スタッフが課題を整理し、1人ひとりにあっ
た方法で問題解決へ支援を行います。

393-5038

生活自立・仕事相談センターわんすてっぷ

●環境施設を見る会
バスに乗って、清掃工場やリサイクル施設な
どを無料で見学できます。町内会・子ども会な
どの団体でお申し込みください。詳しくは、お問
い合わせください。また、1〜2カ月に1回程度、
一般公募の企画等を実施し、市政だよりで参加
者を募集しています。
ごみ減量推進課

214-8840

●3R講師派遣事業
ごみ減量・リサイクルに関する研修メニュー
をとりそろえ、講師を無料で派遣しています。
10名以上の団体等でお申込みください。
（ 会場
はご準備ください。講座により、材料費実費負担
があります。
）
アメニティ・せんだい推進協議会事務局
（ ごみ減量推進課内 ）
☎ 214-8230

●中国残留邦人等に対する支援給付

各区役所保護課（青葉区においては保護第一課）

たまきさんサロン

☎ 214-8230

病気で働けなくなったなど、生活に困ったと
きは、遠慮なくご相談ください。一定の基準・
条件に従って生活を援助します。

くらし

翌日、
年末年始
所 青葉区荒巻字青葉468-1
HP http://www.tamaki3.jp
☎ 214-1233

生活に困ったとき

☎ 395-8865

395-6268

●社会福祉協議会の貸付制度
制度の概要

生活福祉資金
の貸付

低所得世帯、障害者または高齢者
が属する世帯に対し、生活の安定
と経済的自立を図ることを目的
に、各種資金の貸付と必要な相談
支援を行います。

社会福祉資金
の貸付

病気や災害などにより緊急に資
金が必要となった低所得世帯へ
の貸付制度です。

入学準備金の
貸付

小・中・高校の入学に関する費
用にお困りの低所得世帯への貸
付制度です。

お住まいの区の社会福祉協議会事務所

下記参照

●仙台市社会福祉協議会各区事務所
所在地

214-8840

電話番号
FAX番号

仙台市社会
福祉協議会

青葉区五橋2-12-2
福祉プラザ6階

青葉区事務所

青葉区二日町4-3
265-5260
市役所二日町分庁舎1階 265-5262

区役所・総合支所・証明発行センターの所在地・電話番号は

223-2010
262-1948

94ページ
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電話番号
FAX番号

所在地

青葉区宮城 青葉区下愛子字観音堂27-1
支部事務所 宮城社会福祉センター内

392-7868
392-7736

宮城野区
事務所

256-3650
256-3679

宮城野区原町3-5-20
メゾン坂下1階

若林区保春院前丁3-4
282-7971
若林区事務所 若林区中央市民センター
282-7998
別棟2階

さい。調査のうえ営業者を指導し、その結果を
お知らせします。
各区役所衛生課

●運転免許に関するご案内
宮城県運転免許センター ☎ 373-3601
原付講習予約受付 ☎ 375-2929

太白区事務所

太白区長町南3-1-30
248-8188
南部発達相談支援センター内 248-1330

●パスポートの申請（ 宮城県パスポートセンター）

泉区事務所

泉区七北田字道48-12 372-1581
泉社会福祉センター内 372-8969

休 土・日曜、祝日、年末年始
所 青葉区本町三丁目8-1（ 宮城県庁1階 ）

8:30〜16:45

パスポート申請テレホンサービス（ 自動案内・終日受付）
新規及び切替申請 ☎ 213-9611

くらしの情報

記載事項変更申請 ☎ 213-9613

くらし

宮城県パスポートセンター ☎ 211-2278

●家事のお手伝いに
シルバー人材センターでは、家事のお手伝い、庭
木の手入れ、簡単な大工仕事など、専門の職人に頼
むほどでない仕事の注文に有料で応じています。
シルバー人材センター本部 ☎ 214-6262
北部支部 ☎ 375-1370

●宅地用空き地の雑草で困ったとき
近所の宅地用空き地に雑草が繁茂し困ったと
きはご連絡ください。必要に応じて調査のうえ
土地所有者に連絡します。
各区役所衛生課、各総合支所保健福祉課

●改葬（ 市内に埋葬されている焼骨を
他の墓地に移すこと ）するとき
「 改葬許可証 」の交付を受けてください。
保健管理課 ☎214-8204
214-8157
各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課

●中国残留邦人等に対する地域生活支援
中国残留邦人等が地域の一員として自立した
生活を送ることを支援するため、日本語習得の
支援や通訳の派遣などを行います。
社会課 ☎ 214-8158

214-8194

●市民交通傷害保険
市内にお住まいの方や通勤・通学している方
ならどなたでも加入できます。保険期間は1年
間、保険金は1口につき最高100万円、掛金は
1口900円です（1人2口まで加入可 ）。
各区役所区民生活課、宮城総合支所まちづくり
推進課、秋保総合支所総務課

●消費生活講座・くらしのセミナー
消費生活を考える講座を開催します。また、
ご依頼に応じて地域への講師派遣を行います。
市消費生活センター
☎ 268-7040

268-8309

●不良食品を買ってしまったら
現物を最寄りの区役所衛生課に届け出てくだ
52

区役所・総合支所・証明発行センターの所在地・電話番号は

ペット
●動物管理センター（ アニパル仙台 ）
犬を飼うとき 狂犬病予防法により、犬の登録
と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられてい
ます。引っ越しのときや、犬を譲渡・譲り受け
したときはご連絡ください。また、交付された
「 鑑札 」
「 注射済票 」は首輪等に付けることが法
律で義務付けられています。
特定動物（ 危険な動物 ）を飼うとき サル、ク
マ、
タカなどの飼育、
販売等をするときは、
マイク
ロチップ等の個体識別措置と許可が必要です。
犬・猫が迷子になったり保護したとき 飼い犬・
猫がいなくなったり、迷い犬・猫を保護したり
したときはすぐにご連絡ください。保護した犬・
猫の情報については、ホームページに掲載して
います。
94ページ

月〜金曜（ 祝日を除く ）8:30〜17:00

所 宮城野区扇町六丁目3-3
HP http://www.city.sendai.jp/shizen/dobutsu/pet/

☎ 258-1626

258-1815

●ペットが亡くなったとき
亡くなったペットを火葬（ 有料 ）
するときは、
ペット斎場へお電話ください。一頭火葬炉の利
用は事前予約制です。また、飼い主不明の動物
の死体を見つけたときもご連絡ください。な
お、道路、河川、公園等にある死体については
それぞれの管理者（ 各区道路課、公園課など ）
までお電話ください。

住宅政策課

☎ 214-8330

268-2963

緑化
●生垣づくり助成

市街化区域内で、道路沿いの敷地に生け垣を
作る場合に費用の一部を助成します（ 東日本大
震災に伴う特例措置あり ）。着工3週間前まで
に申請してください。
各区役所建設部街並み形成課

ペット斎場 ☎ 373-7469

ペットの遺骨は 岡墓園内の愛玩動物納骨堂
（ 有料：1体につき3,000円 ）に納めることが
できます。
所 青葉区郷六字岡42-1
岡墓園管理事務所 ☎ 226-2143

●花と緑の相談

園芸全般にわたる相談や各種園芸講座を開催
しています。
HP http://www.sendai-park.or.jp/web/office/index.html
七北田公園都市緑化ホール

375-9912
☎ 375-9911
グリーンハウス勾当台
☎ 264-3924

公的住宅への入居
●市営住宅への入居申し込み
（1）市内に住所か勤務先がある（2）収入が一
定の基準内である（ 3）一定資格の単身者以外
は現に同居し、または同居しようとする親族が
いる（ 4）住宅に困っている などの条件が必
要です。定期募集は3月・6月・9月・12月、
母子・父子世帯対象及び子育て世帯対象も別途
予定しています。
仙台市建設公社総合案内センター
☎ 222-4881

市が認定した高齢者向けの優良な民間賃貸住
宅です。所得に応じて家賃が減額される場合が
あります。入居資格は年齢が60歳以上など一
定の要件が必要となります。

くらし

開館時間 9:00〜16:15、
電話受付時間 8:30〜17:00
休 日曜、
祝休日、
12月31日〜1月3日
所 泉区松森字阿比古7-1

●高齢者向け優良賃貸住宅への入居

264-3934

農業
●レクリエーション農園･栽培指導型農園
市内には、市民向けの貸し農園があります。
中には、農家の方から直接栽培指導を受けられ
る栽培指導型農園もあります。利用期間は4月
から1年以内（ 一部3月開園 ）です。
HP http://www.city.sendai.jp/shizen/nogyo/nosaku/1153.html
農政企画課

☎ 214-8266

797-9321

●県営住宅、都市機構賃貸住宅、公社賃貸住宅への入居
宮城県住宅供給公社
所 仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル
HP http://www.miyagi-jk.or.jp/

214-8338

●農業サポーター事業（ せんだい農楽校 ）
講義や実習により農業を学びます（ 年1回募
集 ）。修了後は農業サポーターとして登録し、
農作業等のお手伝い（ 有償 ）をします。

入居管理課募集班 ☎ 224-0014

施設により入館時間が制限される場合があります。

開館時間・受付時間 休 休館日・休所日

所 所在地

HP ホームページアドレス
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登録の手続き
「 せんだい農楽校 」を修了した農業サポータ
ー、及び農作業の臨時的手伝いを必要とする農
業者（ 本市に住所を有している者に限る ）は、
サポーター事業登録票に記入のうえ、仙台ター
ミナルビル（ 株 ）荒井事業所に提出します。登
録及び内容の更新は、随時受付を行います。
農業振興課

☎ 214-7327
214-8338
仙台ターミナルビル（ 株 ）荒井事業所
（ 仙台市農業園芸センター運営事業者 ）
☎ 762-9667

762-9668

斎場・霊園

ガス・水道・下水道
ガス
●ガスの種類について
仙台市内には、ガス局で供給している「 都市ガス
（13A）」とLPガス販売業者が供給している「LPガス（プ
ロパンガス）」があります（ただし、ガス局が特定の団地
等に集中方式でLPガスを供給している所もあります）。
ガス器具はガスの種類にあったものをご使用ください。
なお、お問い合わせについては、供給元のガス会社にお問
い合わせください。仙台市ガス局の連絡先等は次の通りです。

●都市ガスについてのお問い合わせ
施設名

所在地

電話番号

ガス・水道・下水道

都市ガスに関するご質問や料金についてのお
問い合わせは「 ガス局お客さまセンター」にご
連絡ください。

岡斎場

青葉区郷六字
岡10

226-2141

北山霊園

青葉区北山
2-10-1

234-6767

平日 8:30〜19:00/土曜 8:30〜17:00
（ 祝日・12月29日～1月3日は除く ）

岡墓園

青葉区郷六字
岡42-1

226-2143

ガス局お客さまセンター

いずみ墓園

泉区朴沢字
九ノ森1-1

379-7252

☎256-2111

☎ 0800-800-8977（ フリーアクセス）
ガス局代表
299-0937（ 総務課）

※フ リ ー ア ク セ ス（ 着 信 者 払 い ）は、携 帯・
PHSからもお問い合わせいただけますが、一
部IP電話からつながらない場合があります。
その場合はガス局代表へご連絡ください。
ガス料金のお支払い
ガス料金の毎月のお支払い方法は、口座振替、ク
レジットカード払い、納入通知書
（ 請求書 ）
による
お支払いがあります。お支払いには、便利な口座振
替を是非ご利用ください。口座振替、クレジットカ
ード払いをご利用の場合は、あらかじめ申し込み
が必要です。納入通知書（請求書）では、金融機関、
コンビニエンスストアでお支払いができます。

●引っ越しなどの届け出
引っ越しなどに伴い都市ガスの使用を開始・中止
する際には5日前までにご連絡ください。なお、ガ
ス局ホームページからもお申し込みいただけます。
ガス局引越専用電話

☎ 0800-800-8978（ フリーアクセス）

●ガスくさいと感じたら
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火気厳禁です。窓や戸を大きく開け、ガス栓・メ

