□電話番号案内

http://www.city.sendai.jp/m/

httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/

日㈬午後１時半～

アニパル仙台のお知らせ
「飼い猫」と「飼い主のいない猫」
の適正飼育を推進します

「人と動物がともに健康に生きていけるまち」の実現
のため、飼い主だけでなく、地域としての取り組みも
進めていきます。
■飼い猫のルールとマナー
●屋外での排せつやけが、病気を防ぐためにも、猫は室
内で飼ってください
●行き場のない命を増やさないため、また病気の予防、
猫の精神的な安定などのためにも、不妊・去勢手術を実
施しましょう
●首輪や迷子札に連絡先を記入する、マイクロチップの
装着を行う等、所有者を明示しましょう
●飼い猫がいなくなった場合は、すぐに捜すと同時に、
アニパル仙台と警察にご連絡ください
■飼い主のいない猫との共生を目指しましょう
地域で餌場や排せつに関してのルールを決め、不妊・
去勢手術を実施して、町に住む猫を「地域猫」として世
話をしましょう。仙台市獣医師会では、飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術費用の助成を行っています。詳しく
はお問い合わせください。
問アニパル仙台☎258･1626
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市役所本庁舎４階財産管理課で
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仙台市の人口：３月１日現在（対前月比）男:528,469人 女:556,158人 計1,084,627人（－338） 504,241世帯（－213）
仙台市政だより

４月３日 ㈪ か ら 市 街 灯 の 修
繕に関するコールセンター
を開設します

までご連絡ください。これまで

配布する実施要領（市ホームペ
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日㈮午後２時半～ ◦入札日

所でも受け付けます。詳しくは、

希望者には郵送も可）でご確認
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市ホームページをご覧いただく
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市街灯の不点灯等を見つけた

か、お問い合わせください。

ください 申・問財産管理課☎
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〔先着〕
先着順〔抽選〕
申し込み多数のときは抽選

・８３８１
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申 申し込み 問 問い合わせ 申・問 申し込み・問い合わせ

問道路保全課☎

市有地をお売りします

学用品費・給食費等の一部
を援助します

●接種期間 ４月１日～平成30年３月31日 ●接種場
所 予防接種登録医療機関（予約が必要となる場合があ
ります） ●原発避難者特例法の対象となる13市町村か
ら避難している方も対象です
問区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課

先着順売却物件

●自己負担５千円
●市民税非課税世帯、生活保護
世帯の方は無料。市民税非課税
世帯の方は、接種時点で最新の
介護保険料決定通知書（保険料
所得段階が１～４の方）か、確認
通知書（区役所家庭健康課、総
合支所保健福祉課で配布する申
請書で事前に申請が必要）を予
防接種登録医療機関に提示する
ことで、自己負担が無料となり
ます。生活保護世帯の方は、生
活保護支給票を予防接種登録医
療機関に提示することで、自己
負担が無料となります

市立小・中学校および仙台青

市内に住民票があり、過去に23
価肺炎球菌のワクチンを接種し
たことがない方で、定期接種（①
②のいずれか）または、市が実
施する任意接種（③）に該当す
る方
①平成29年度中に65歳・70歳・
75歳・80歳・85歳・90歳・95
歳・100歳となる方
②60歳から64歳で心臓・腎臓・
呼吸器の機能に障害またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害がある方（身体障害
者手帳１級相当程度）
③定期接種対象者以外で接種日
に70歳以上の方

一般競争入札で契約の相手方

費用

陵 中 等 教 育 学 校（前 期 課 程 の

み）に通学している児童生徒の

保護者で、経済的な理由により

年間総収入額等が次表

就学にお困りの方を援助します。

◦対象

対象

が決まらなかった土地を、先着

順で売却します。

売却
価格

日

16,530
千円

用途
地域

日㈪～

低層住居
専用地域

面積

以下の世帯、児童扶養手当を受

499.35
㎡

所在地

給している世帯、生活保護が停

30

高齢者肺炎球菌予防接種の対象となる方に、予防接種
費用の一部を助成します。

‖

□お知らせの見方

□仙台市広報課Facebookページ

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
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お知らせ

http://www.city.sendai.jp/

□仙台市携帯電話用ホームページ

10 第一種
14

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

□仙台市ホームページ

太白区中田町
字境 番１

４月

434.0
万円

㈮の午前９時～午後５時（郵送

293.2
万円

◦受付日時

390.0
万円

止・廃止された世帯など

258.0
万円

の場合は簡易書留で。消印日を

334.2
万円

２人 ３人 ４人 ５人
世帯 世帯 世帯 世帯

215.8
万円

所在地

給与所得者
（総収入額）
270.2
万円

受 付 日 と し て 取 り 扱 い ま す）

自営業者等
（総所得額）
171.0
万円

◦同日に複数の申し込みがあっ

た場合は、後日くじにより決定

します

一般競争入札物件

最低売
却価格

申通学している市立小・中学校

または仙台青陵中等教育学校へ

問学事課☎ ・８８６１

214

9，530
千円

用途
地域

日

17

面積

第一種
住居地域

所在地

宮城野区岩切
字 三 所 南１番
７

◦申し込み受付日時 ４月

４月のお知らせ

157.37
㎡

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

‖

●催しは、
４月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁・来場の際は公共交通機関をご利用ください
●未掲載のファクス番号は、広報課FAX211・1921、
☎214・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）
と課名のみ
で届きます
○申し込む内容
□申込時の必要事項
（講座名等）
○〒住所
右記の項目を（往復はがきには
○氏名
（フリガナ）
返信先も）記入してください。
○電話・
特に記載のないものは、はがき
ファクス番号
１通につき１人、締切日消印有効。
○その他必要事項

‖

□注意事項

