
お知らせ版
平成25年5月15日

広報しばた・お知らせ版・第723号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央2丁目3-45（☎54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

葛募集対象／おおむね50歳までの方　　　葛募集人数／1人　
葛勤務時間／月～金曜日 8：30～17：15のうち7時間45分勤務
葛職務内容／一般事務補助（主に統計事務の支援）
葛雇用期間／平成25年6月1日から最長で平成26年3月31日まで
葛勤務先／柴田町役場　　　葛賃金／時給750円
葛雇用保険・社会保険／あり　　　
葛申込方法／履歴書に必要事項を記入し、まちづくり政策課へ提出してください。
葛申込期間／5月15日（水）～24日（金）　8：30～17：15（土、日曜日を除く）
葛選考方法／面接を行います。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　たばこは肺がんや ＣＯＰＤ （慢性閉塞
シーオーピーディー

性肺疾患）をはじめ多くの病気の危険因
子であることは広く知られていますが、
受動喫煙（たばこを吸わない人がたばこ
の煙を吸わされること）も健康被害を起
こします。禁煙週間にあたり、自分の健
康のために、家族や周囲の人のために、
「禁煙」「分煙」について考えてみましょう。

■問  健康推進課　緯 55-2160

葛募集対象／保育士の資格を有するおおむね50歳までの方
葛勤務時間／月～土曜日7：30～18：15のうち7時間45分勤務
葛職務内容／乳幼児保育　　葛賃金／時給930円　　葛募集人数／1人
葛雇用保険・社会保険／あり　　葛勤務先／船岡保育所
葛雇用期間／平成25年6月1日～平成26年3月31日
葛申込方法／履歴書に必要事項を記入し、資格証の写しを添えて子ども家庭課へ提出
してください。
葛申込期間／5月15日（水）～23日（木）　8：30～17：15（土、日曜日を除く）
葛選考方法／面接を行います。

■申 ■問  子ども家庭課　緯55-2115

　入場無料です。ぜひご参加ください。
葛日時／6月1日（土）12：30～16：00
葛場所／エル・パーク仙台セミナーホー
ル（141ビル5階） 
葛内容／○基調講演「タバコを吸うと何
が起きるのか」　○シンポジウム「タバ
コで起こる意外な病気」　○体験コー
ナー：肺年齢測定、肌年齢測定、呼気
中CO濃度測定　○無料配布：禁煙
グッズ、パンフレット
葛主催／特定非営利活動法人禁煙みやぎ

■問  金上病院内　緯63-1032

葛日時／7月13日までの土曜日　13：00～17：00 （6月8日は除く）
葛場所／東北大学川内南キャンパス
葛内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般。
【予約受付】※事前予約制です。　葛受付時間／平日10：30～14：30
※刑事事件、弁護士依頼済のもの、訴訟（調停）係属中のものを除く。

■予 ■問  東北大学無料法律相談所　緯022-795-6243

　火災、災害から町民の生命と財産を守
るため、団員が日ごろから訓練している
消防技術をご覧ください。
葛日時／5月26日（日）8：50～12：00
葛場所／柴田町総合運動場
※雨天時は船岡小学校体育館
葛内容／通常点検、機械器具点検、分列
行進、実地放水ほか
葛サイレン吹鳴／7：00

■問  総務課　緯55-2111

　柴田町は、節電対策として、職員がネクタイを外すなど軽装で勤務します。皆さま
のご理解をお願いします。

■問  総務課　緯55-2111

臨時保育士を募集します
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臨時行政事務補助員を募集します
（震災等緊急雇用対応事業）

柴田町消防団消防演習

　第19回世界禁煙デー・
　宮城フォーラムのご案内
みんなの知らない“タバコの害”
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　一人暮らしや高齢者を狙った、悪質な
住宅リフォーム工事の契約に関するトラ
ブルが増えています。「無料点検」と称し
て突然訪問し、「このままだと大変なこ
とになる」と不安をあおり、「今ならお安
くしておきます」と言って契約を促しま
す。ひとつの工事にとどまらず、耐震工
事、シロアリ駆除、屋根工事など次々に
契約を強要する場合もあります。
～被害にあわないために～
①「無料点検」「今だけ安い」という口実
に惑わされないこと。
②家族や知人や専門家に相談すること。
③複数業者から見積を取り比較すること。

■問  町民環境課　緯55-2123

「悪質な住宅リフォーム勧誘にご注意」

　児童手当を受給している方は、6月1
日現在の状況を届け出る必要があります。
　届け出が必要な方に「現況届」を送付
しますので、必要事項を記入し、添付書
類（保険証の写しなど）とともに返信用
封筒で郵送してください。（郵送料は各
自負担となります。）提出されない場合、
6月分からの手当（10月支給分）が受け
られなくなります。
葛提出期限／6月28日（金）まで
葛提出先／子ども家庭課または槻木事務所

■問  子ども家庭課　緯55-2115

　ごみの有料化がスタートし、分別収集による減量化を進めていますが、その他プラ
スチックへの刃物や金属類の混入が目立っています。分別作業事故を防止するため、
資源ごみはきちんと分別しましょう。また、「ごみ出しカレンダー」の収集日を守って、
朝8時までに出しましょう。新しい指定ごみ袋以外で集積所に出された場合は回収さ
れません。

■問  町民環境課　緯55-2113

　町では、安全・安心な住みよいまちづくりを推進するため防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します。
　防犯活動や交通安全活動を通じて地域に貢献したい方、興味のある方は下記までお問い合わせください。

　
葛対象／町内に住所を有する年齢20歳以上65歳未満の方　　葛報酬／職務報酬31,600円（年額）　出動報酬 2,000円（日額）
葛申込期間／5月16日（木）～6月17日（月）　　葛受付時間／8：30～17：00（土、日曜日を除く）
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います。　※提出書類にかかる費用は自費負担になります。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

葛第一次試験日／9月8日（日）
葛申込期間／
○インターネットでの申し込み（原則）
　6月24日（月）～7月3日（水）
○郵送・持参での申込み
　6月24日（月）～6月28日（金）
葛申込書の配布／最寄りの税務署、仙台
国税局人事第二課または人事院東北事
務局で行います。

■問  人事院東北事務局　緯022-221-2022
　 仙台国税局人事第二課試験研修係
　　緯022-263-1111（内線3236）

　現在の年金額は、過去の物価下落時に
年金額を据え置いたことにより、本来の
水準よりも高い水準（特例水準）となっ
ています。この特例水準について、平成
25年10月より年金額を1％引き下げて解
消していきます。12月に減額となった
年金の「年金額改定通知書」と「年金振
込通知書」が送付されます。

 9月までの国民年金（基礎年金）の額
○老齢基礎年金（満額のとき） 786,500円
○障害基礎年金　１級　　　 983,100円
　　　　　　　　２級　　　 786,500円
○遺族基礎年金　　　　　　 786,500円

■問  日本年金機構大河原年金事務所
　緯51-3113

防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します

平成25年度の年金額について

平成25年度
税務職員採用試験
（高校卒業程度）のお知らせ

分　　　　　別ごみ袋の種類
もやせるごみ・もやせないごみ黄色（黒字）

ビン・缶類、ペットボトル、容器包装プラスチック、その他プラスチック無色（赤字）

活　　動　　内　　容提出書類募集人数身　分区　分

毅防犯教室および防犯診断
毅防犯パトロール・各種行事などにおける警戒
毅地域の個人および団体が行う防犯活動に対する助言および指導

履歴書（写真貼付）6人非常勤職員防犯実動隊

毅通勤・通学路および主要交差点における街頭指導（朝7時から）
毅各種行事における交通整理・指導・交通安全教育
　（児童、高齢者に対する交通安全教室を開催しています）

履歴書（写真貼付）
運転記録証明書

4人非常勤職員交通指導隊

児童手当  現況届について
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　東日本大震災後、視覚障害者グループ
が中心となって立ち上げた「名もない花
たちの会」が、復興支援のための演奏会
を開催します。皆さんのご来場とご支援
をお願いいたします。
葛日時／5月26日（日）14：00～
　　　　※開場 13：30
葛場所／槻木生涯学習センター　ホール
葛主催／名もない花たちの会
葛出演者／ドリーム・リンガーズ（ハンド
ベル）、遠藤悦男（歌唱）、雲走範子（物
語語り部）、佐藤美佐子（ピアノ弾き語
り）、ソル・デ・ミシオネス（中南米のハ
　ープ・アルパによる夫婦デュオ）ほか
葛司会進行／阿部まり・盲導犬イール
葛入場料／無料　＊チャリティー募金にご
協力をお願いします。

■問  東北薬科大学内（山下）
　　
　 仙南福祉塾てんてんの会
　　（佐藤）
　　（志子田）

葛日時／毎週木曜日（6月～3月）
　　　　18：45～21：00
葛場所／船迫公民館　葛募集人数／10人
葛受講料／1,000円（月額）
葛内容／社交ダンス初心者講習会

■申 ■問  船岡社交ダンス愛好会（及川）

葛日時／6月2日（日）　9：30開演
葛場所／槻木生涯学習センター
葛入場料／無料
葛出演／斎藤兆水、兆水会師範、地元民
謡会々主、各舞踊団体 ほか

葛主催／民謡兆水会謡水教室（髙橋）

■問  

葛日時／火曜日（月3回）10：30～11：30
　※5月の開催日は21日、28日
葛場所／船岡生涯学習センター
葛参加費／3,000円（年間）　500円（毎回）
葛講師／大沼美夏氏（ヨガインストラクター）

■申 ■問  菊地　

　趣味で油絵を始めませんか。初めての
方でも講師が指導します。
葛日時／毎月第1・3木曜日　13：30～16：00
葛場所／しばたの郷土館
葛会費／5,000円（半年）

■申 ■問  鹿野　

　「はなみちゃん」大募集！　
　ゆる.ぷらのスペースを、皆さんの作った「はなみちゃん」でいっぱいにして
ください！　「はなみちゃん」を題材にした手作りの作品を大募集します！
葛展示期間／7月23日（火）～8月4日（日）　　葛募集期間／7月15日（月）まで
葛募集作品／「花のまち柴田イメージキャラクターはなみちゃん」を題材にした
ぬいぐるみやアクセサリー、刺しゅうや描写など。（ゆる.ぷらに展示可能で
あれば大きさや素材は問いません。）
　　ただし「はなみちゃん」のイメージを崩さない作品をお願いします。

　ギャラリー展示案内　

○保科水彩画教室 水彩画展
　主に近郊の自然風景を透明水彩絵の具で描いているグループです。昼の部会
会員による作品を約20点展示します。
葛展示期間／5月26日（日）15：00まで
○お花の貼絵展
春から夏にかけて咲く花の貼絵を中心に、公文書写教室の仲間の作品を展示します。
葛展示期間／5月28日（火）～6月9日（日）　最終日は15：00まで

　体験会のご案内　

○「あじさいの花の貼絵」
ミニ色紙に和紙で可愛らしいあじさいの花を作ります。
葛日時／6月1日（土）10：30～11：30　　葛募集人数／12人（小学生以上対象）
葛参加費／100円　　葛持ち物／はさみ、鉛筆、消しゴム、おしぼり
葛指導者／陶久尚子氏　　葛申込期限／5月25日（土）

■開館時間／10：00～18：00　　■5月の休館日／20日、27日
■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）
　緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

■問  柴田町図書館　緯86-3820　思86-3821 
　Ｅメールlibrary@town.shibata.miyagi.jp

柴田町図書館誕生祭を開催
葛日時／5月26日（日） 10：00～16：00　　葛場所／柴田町図書館
葛内容／一日お話し会、図書館古本市、親子工作教室（ブックカバー体験・しお
り作り）、おもちゃ病院、かえっこバザール ほか

5月・6月のお話し会　
葛日時／5月18日（土）、6月1日（土）11：00～12：00
※事前の申し込みは必要ありません。
葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥｢集会室1｣）
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」ほか

■開館時間／平日10：00～19：00　 土・日・祝日10：00～17：00
■5月の休館日／20日（月）、27日（月）、31日（金）

東船岡ヨガサークル会員募集 柴田絵画愛好会会員募集

チャリティーコンサート

『名もない花たちの演奏会』

船岡社交ダンス愛好会会員募集

第28回民謡の集い
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　各行政区の健康推進員が、申し込まれた方に受診通知書を配布します。実施医療機
関で個別健診となります。期間を過ぎると受診できなくなりますので、必ず期間内に
受診してください。受診通知書が5月28日（火）まで届かない場合はご連絡ください。
申し込まれなかった方で、受診を希望する方は6月25日（火）まで申し込みください。
葛健診期間／6月1日（土）～29日（土）
葛実施医療機関／

　アルコールの問題は本人のこころやか
らだの健康を損なう恐れがあります。ま
た、ご家族にもさまざまな影響を及ぼしか
ねません。本人とご家族のために、情報や
知識を得られる場として、精神保健相談員
による個別相談を実施します。（要予約）
葛日時／6月27日（木）13：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている方および引
きこもりの状態にある方と家族、関係者の
方に対し、精神科医師や精神保健相談員に
よる相談・カウンセリングを実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
葛日時／6月6日（木）・13日（木）
　　　　13：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
 　母子・障害班　緯53-3132

　献血は身近にできるボランティアです。
皆さんのご協力をお願いします。
葛日時／5月18日（土）10：00～12：00、
　13：00～16：30　
葛場所／ザ・ビック柴田店
葛内容／400ml、200ml献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願いすることがあります。

■問  健康推進課　緯55-2160

　子宮がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。期間内に指定医療機関で受
診してください。5月29日（水）までに受診票が届かない場合はご連絡ください。また、
申し込まれなかった方で受診をご希望の方は、7月26日（金）までにお申し込みくださ
い。
葛検診期間／6月3日（月）～7月31日（水）
※検診期間後半は大変混み合います。6月中の受診をお勧めします。

　
葛自己負担料／

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

アアアアアアアアアアアアルルルルルルルルルルルルココココココココココココーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相アルコール専門相談談談談談談談談談談談談談

　骨粗しょう症検診を実施します。対象
年齢の方に受診票を配布しますので、こ
の機会にぜひ受診してください。
　5月31日（金）までに受診票が届かな
かった場合はご連絡ください。

　
葛受付時間／第1部　14：00～14：30
　　　　　　第2部　14：30～15：00
葛対象／40歳および50歳の女性
※年齢は平成26年3月31日現在

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

思思思思思思思思思思思思春春春春春春春春春春春春期期期期期期期期期期期期・・・・・・・・・・・・引引引引引引引引引引引引ききききききききききききここここここここここここももももももももももももりりりりりりりりりりりり専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相思春期・引きこもり専門相談談談談談談談談談談談談談

実施会場実施日

保健センター
6月26日㈬
6月27日㈭

槻木生涯学習センター6月28日㈮

葛対象／19歳～39歳の方　※年齢は、平成26年3月31日現在です。
葛自己負担料／柴田町国民健康保険加入者　800円、左記以外の方　1,700円
葛持ち物／受診通知書、自己負担料、尿容器、前年度健診結果通知書（お持ちの方）
◎結果通知は、受診してから約3週間後に郵送しますので、大切に保管してください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

電話番号医療機関名電話番号医療機関名
55-1555仙南クリニック（要予約）56-1451乾医院（予約不要）
57-1231高沢外科・胃腸科（要予約）55-1702太田内科（予約不要）
56-1012玉渕医院（予約不要）

56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院
（予約不要） 54-1034船岡今野病院（予約不要）

55-4103宮上クリニック（予約不要）
54-3755佐藤内科クリニック

（予約不要） 54-2316村川医院（要予約）
57-2310しばた協同クリニック（要予約）

検診日時予約医療機関名
8：30～11：30、13：30～17：30月・火・木・金

不要毛利産婦人科医院
緯55-3509 8：30～11：30水・土

10：00～12：00、14：00～17：00月～金不要大沼胃腸科外科婦人科医院
緯56-1441

8：30～12：00、14：00～17：30
※ただし、火曜日の午後は15：00～月・火・水・金

不要宮上クリニック
緯55-4103

8：30～12：00木・土
14：00～15：00（予約制）
※時間に遅れた場合キャンセル扱いにな
　りますのでご注意ください。

月・火・木・金

要みやぎ県南中核病院
緯51-5500

 予約受付について
葛日時／5月28日（火）～7月30日（火）
　14：30～16：30（土・日・祝日を除く）
　※変更・お問合せは12：00～17：00
葛予約方法／電話または外来受付4番窓口で受け付け。

左記以外の方町国保加入者75歳以上の方検診内容（検診単価）
2,100円1,000円1,000円頸部がん検診（7,014円）
2,100円1,000円1,000円体部がん検診（7,014円）
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　家庭生活において実際に役立つ「技」
を身につけます。
葛日時／第3水曜日（6月・7月・9月・
11月）　9：30～12：00
葛場所／槻木生涯学習センター
葛内容／網戸張り・ひも結び・料理・障
子貼り　
葛対象／町民　
葛募集人数／15人（先着順）
葛申込期限／5月31日（金）
葛参加費／材料費(1回当り500円程度）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　放課後、家でひとり遊びをしている子
どもに、安全で楽しい活動場所を提供し、
年齢の異なる子どもたちと遊びながら、
社会性、協調性を育てていきます。
葛日時／6月7日（金）15：30～17：00
※毎週金曜日（5月～2月）計30回
葛場所／船迫生涯学習センター　
葛対象／児童クラブに登録していない船
迫小学校区の小学生
葛参加料／1,000円（保険料など）
葛募集人数／20人
葛協力／仙台大学レクリエーション部

■申 ■問  船迫生涯学習センター   緯57-2011

　もう一度英語に触れたい方、参加しません
か。英語の発想法や文化的背景を学びます。
葛日時／第3土曜日予定（6月～2月）
　　　　13：30～15：30(全9回)
葛場所／船迫生涯学習センター
葛対象／町民　  葛募集人数／20人程度
葛参加費／無料　　葛持ち物／筆記用具
葛講師／小澤俊郎氏　
葛申込期限／5月31日（金）
■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011

　人と交流する楽しさを知る、仕事をス
ムーズに進めるためのコミュニケーショ
ン術を学ぶセミナーです。
葛日時／5月19日（日）10：00～12：00
葛場所／大河原合同庁舎2階201号
葛講師／有限会社キャリアコム
　　　　代表取締役　黒田敬子氏
葛対象／県内のひとり親家庭および寡婦
葛参加費／無料
葛受付時間／9：00～16：00
■申 ■問  財団法人宮城県母子福祉連合会
　（宮城県母子福祉センター内)
　緯022-295-0013

　ファミリー・サポート・センターの協
力会員と利用会員を募集します。利用し
たい方、関心のある方はぜひご参加下さ
い。託児もありますのでご利用下さい。
葛日時／5月30日（木）10：00～11：00
葛場所／船迫児童館
葛募集人数／各30人（先着順）＊参加無料
葛申込期限／5月27日（月）
■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・セ
ンター（船迫児童館内）　緯87-7871

　イクメン（育MEN）とは、子育てを楽しみ自分も成長する男性のことです。子ど
もと創作活動を通してふれあい、家族で最高の笑顔を作ってみませんか。

　

葛対象／父親と子（3歳以上未就学児）※小学生の兄弟の参加も可
葛申込期限／5月31日（金）　※どちらか1回のみの参加も可。※託児あり（要予約）
葛場所／船岡生涯学習センター
葛講師／ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　　葛各募集人数／15組（先着順）
葛参加費／親子で500円（保険代含む）

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　平成25年度より「子宮頸がん予防ワクチン接種」「ヒブワクチン接種」「小児用肺炎
球菌ワクチン接種」が予防接種法に基づく接種となりました。接種の際には、新しい
「平成25年度予診票」が必要です。接種対象の方で、平成25年度の予診票をお持ちで
ない方は、お早めに予診票の手続きをお願いいたします。

■問  健康推進課　緯55-2160

持　ち　物対　　　象種　　　類

①母子健康手帳　②町からの通知・
希望調書（初めて接種される方）　③
平成24年度予診票（手元にある方）

中学1年生～高校1年
生相当の女子子宮頸がん予防ワクチン

①母子健康手帳
②事前に配布された予診票2か月～4歳11か月児

ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

移動なかよし広場  ～みんなでなかよく遊びましょう♪～
葛日時／6月4日（火）9：45～11：30　　　　葛場所／槻木体育館
葛テーマ／「体をいっぱい動かして遊ぼう」葛内容／体操など
葛対象／就学前までのお子さんと保護者　　葛持ち物／下足を入れるビニール袋
※申し込みは不要です。

平成25年度家庭教育支援事業　　　

「ピカイチ・イクメン講座　パパとワ～クわく！」

英語「再入門」講座 ファミリー・サポート・センター
協力会員・利用会員募集説明会

第2回パパ工房　～一緒に作って遊ぼう～第1回パパごはん　～一緒に作って食べよう～
6月22日㈯　9：30～12：006月8日㈯　9：30～13：00日　時

ふしぎな万華鏡、折り染めうちわ作り手打ちうどん、デザート作り内　容
はさみ、筆記用具、おしぼり、飲み物、上靴エプロン、三角布巾、おしぼり、上靴持ち物

子ども広場

とうちゃん・かあちゃんの技磨き

ひとり親家庭

就職・転職等支援出前セミナー
「実践・コミュニケーション学」



●6 お知らせ版 第723号

　平成24年度の「ふるさと柴田応援寄附金」として、8件225,000円のご寄附をいた
だきました。

※公表について、ご了承いただいた方々のみ掲載しております。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

ⅰ．住民税
　町や県が所得に対して課税する税金は「町民税」と「県民税」で、この2つを合わせて「住民税」といいます。賦課期日は、1
月1日現在の住所地です。
　住民税は「均等割」と「所得割」に区分され、均等割は、税金を負担する能力のある個人が均等の額によって負担するものであ
り、所得割は、前年の所得の額に応じて負担するものです。町民税と県民税についての賦課徴収（申告書の受付、税額の計算、納
税通知書の送付、税の収納など）の事務は町が併せて行います。町民の皆さんに負担していただく県民税は、税率の違いを除けば、
課税や納税の仕組みが町民税と同じですので、町が2つの税の事務手続きをまとめて行っています。なお、平成23年4月から県民
税には均等割の超過課税「みやぎ環境税」（年額1,200円）が実施されています。
　住民税には、この個人の住民税のほかに「法人住民税」もあります。

【住民税を納める方（納税義務者）】基準日：平成25年1月1日

　① 均等割（年額）

住民税が課税されない方
○均等割・所得割が非課税
（ア） 生活保護法により生活扶助を受けている方
（イ） 障害者、未成年者又は寡婦（夫）で前年中の合計所得金額が125万円以下の方

○均等割が非課税
　前年中の所得金額が33万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養親
族がいる場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額）以下の方

○所得割が非課税
　前年中の所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養親
族がいる場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額）以下の方

　手軽な簡単おつまみ、季節の料理や郷
土料理を作ってみませんか。
葛日時／5月25日（土） 9：30～12：00
※毎月第4土曜日実施予定
葛場所／船迫生涯学習センター　調理室
葛参加費／月　額1,500円程度
　　　　　年会費1,000円

■申 ■問  男の厨房愛好会
　（佐藤） 

男の厨房愛好会会員募集

寄附の使い道寄附金額寄　附　者
まちづくりに関する事業5,000円森本　　浩 様（兵庫県西宮市）
桜のまちづくりに関する事業50,000円菅野　正行 様（白石市）
教育に関する事業30,000円齋藤　　渉 様（栃木県宇都宮市）
桜のまちづくりに関する事業20,000円櫻井　英雄 様（柴田町）
教育に関する事業60,000円星井　理賢 様（仙台市）
東日本大震災復興に関する事業20,000円中木　康博 様（神奈川県横浜市）

町内に住所はないが、事務所
または家屋敷のある方　　　町内に住所がある方

　　　　　　納税義務者
納める税　　　　　　　

○○① 均等割
－○② 所得割

県民税町民税
2,200円

（みやぎ環境税を含む）3,000円

計算方法 （所得金額－所得控除額）×税率－税額控除＝所得割額
　　　　　　　　課税所得金額
　　　　　住民税の税率 … 10％（町民税6％、県民税4％）　

※住民税は前年中の所得を基準として計算されるので、今年度の
　住民税は、平成24年分の所得金額が基準になります。

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚
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ⅱ．国民健康保険税
　国民健康保険税は、国民健康保険事業における保険給付や各種検診事業等の財源として使用される目的税です。
　国民健康保険税総額は、その年に予測される医療費などに対して、被保険者の負担する一部負担金、国庫補助金などを見込んで
算出します。

国民健康保険税の課税額
　医療保険分と後期高齢支援金分および介護保険分(40歳以上65歳未満の被保険者)の合算額となります。
　加入されている方に対して、以下の4項目に基づいて課税されます。

○国民健康保険税は、年度内（4月1日～翌年3月31日）の被保険者の
期間に応じて月割計算となります。
○国民健康保険税は、資格を取得した月から世帯主名で課税されます。
（届出をしたときからではありません。）

国民健康保険税の軽減措置
○加入者の総所得額に応じて、均等割額・平等割額について軽減制度が適用になる場合があります。
　なお、所得金額が確定しないと適用になりませんので、毎年忘れずに確定申告をしてください。
○倒産や解雇などで職を失った非自発的失業（離職）者の方について軽減制度（申請に基づき、非自発的失業（離職）者の前年の
給与所得金額を30/100として国民健康保険税を算定）が適用されます。（申請が必要です）

※非自発的失業（離職）者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者で離職日において65歳未満である方が対象となります。
※軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までとなります。
　（例）　離職日　Ｈ24.3.31の場合　⇒　軽減期間　Ｈ24.4　～　Ｈ26.3まで
　　　　離職日　Ｈ25.4.20の場合　⇒　軽減期間　Ｈ25.4　～　Ｈ27.3まで
　
国民健康保険税の納期
普通徴収：納付書や口座振替により納入していただきます。
特別徴収：年金からの天引きとなります。

※ 納期は納税通知書により、4月から翌年1月までの年10回に分けて納税します。

　
※ 納期は納税通知書により、4月から翌年2月までの年6回に分けて年金から天引きされます。
※ 特別徴収対象者が税額変更等により特別徴収が停止された場合、普通徴収で納付することになります。
※ 特別徴収されている方が希望すれば、普通徴収（口座振替限定）に納付方法を変更することができます。

平等割額
一世帯にいくらと計算

＋
均等割額

世帯の加入者数に応じ
て計算　　　　　　　

＋
資産割額

世帯の固定資産に応じ
て計算　　　　　　　

＋
所得割額

世帯の前年中の所得に
応じて計算　　　　　

51万円（医療保険分）

課税限度額 14万円（後期高齢支援金分）

12万円（介護保険分）

第10期第9期第8期第7期第6期第5期第4期第3期第2期第1期

普
通
徴
収

翌年1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4月に届く納税通知書
（暫定納付書）

前年度の税額の3/10

第6期第5期第4期第3期第2期第1期

特
別
徴
収

翌年の2月12月10月8月6月4月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4月、6月、8月の税額は
前年度第6期（2月）と同
額となります　　　　　  
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ⅲ．固定資産税・都市計画税
　固定資産税の対象となる資産の価格については、総務大臣が定めた全国一律の公平な基準で評価し決定します。また、都市計画
区域内の土地（宅地など）・家屋を所有している方には、都市計画事業の推進のための費用に充てる目的税として、都市計画税を負
担していただいています。

　
固定資産税はどのように決めるの？
○土　　地…宅地価格は、標準となる宅地の鑑定評価価格を求め、その7割程度を目標に評価します。その他の地目は、売買実例
　　　　　　価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
○家　　屋…評価の対象となった家屋と同じものを、もう一度新築した場合、費用がいくらかかるかを算出した額（再建築費）を
　　　　　　基に価格を求めます。
○償却資産…事業を営むために所有している機械等の取得価格を基礎とし、取得後の経過年数による減価を考慮して価格を決定し
　　　　　　ます。

納税通知書に課税資産明細書を添付
　固定資産の土地・家屋の所有者に対して、納税通知書に課税資産の明細書を添付しています。

路線価を公開
　納税者に理解を深めていただくため、町内のすべての路線価格を税務課で公開しています。
※（財）資産評価システム研究センターのホームページ｢全国地図マップ｣（http://www.chikamap.jp）でも公開されています。

固定資産縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧
葛期間／5月31日（金）まで　8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く）　　葛場所／税務課
葛必要なもの／納税通知書（前年度でも可）、運転免許証、印鑑、委任状（本人以外の場合）

東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例について
　東日本大震災による災害により、家屋がり災証明の判定で半壊以上の程度のもの、もしくは同程度の損害を受けた方で、滅失又
は損壊した家屋の敷地の用に供していた住宅の用地、または被災代替の住宅の用地・家屋・償却資産を取得した場合等について固
定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられる制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
○被災住宅用地の特例………滅失・損壊した住宅（被災住宅）の用に供されていた土地（被災住宅用地）を、賦課期日（1月1日）

において住宅用地として使用することができないと町長が認める場合に限り、被災後10年度分につい
て、被災住宅用地を住宅用地とみなします。

○被災代替住宅用地の特例…被災住宅用地の所有者等が、被災住宅用地に代わる土地（被災代替用地）を平成33年3月31日まで
の間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、
住宅用地とみなされます。

○被災代替家屋の特例………滅失・損壊した家屋（被災家屋）の所有者等が、被災家屋に代わる家屋（被災代替家屋）を平成33年
3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床
面積相当分について、4年度分2分の1、その後2年度分3分の1が減額されます。

○被災代替償却資産の特例…滅失・損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの
間に、取得しまたは改良した場合には、課税標準を4年度分2分の1とします。

葛申請期限／平成26年1月31日まで（平成26年1月1日までに取得された方）

都市計画税固 定 資 産 税区　分
毎年1月1日賦 課 期 日

都市計画区域内の宅地等、家屋固定資産（土地、家屋、償却資産）課 税 客 体
当該土地または家屋の所有者固定資産の所有者納 税 義 務 者
原則として宅地等、家屋の価格
※住宅用地には軽減措置があります。原則として固定資産の価格　※住宅用地には軽減措置があります。課 税 標 準 額

課税標準額×0.3％課税標準額×1.4％　※新築住宅に対する軽減額があります。税額の計算方法

固定資産税の免税点と連動町内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の額の場合は課税されません。
○土地30万円未満　○家屋20万円未満　○償却資産150万円未満免 税 点

納税通知書により、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納税
※各月の末日が納期限となりますが、土・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。納 税 方 法
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　東日本大震災では、特に昭和56年5月以前の耐震基準で建てられた木造住宅に大き
な被害が生じました。震災に関連する余震や宮城県沖を震源とする大規模地震へ引き
続き警戒が必要です。今後に備え、町では木造住宅の耐震強度について、正しく認識
していただくため、戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を行います。
葛内容／県などが認定した木造住宅耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断と改修計画
を行います。
葛対象／昭和56年5月31日以前に着工した木造戸建て住宅　
葛募集件数／30件（先着順）
葛費用／住宅の延床面積により8,000円以上の自己負担が掛かります。
葛受付開始日／5月15日（水）～

■問  都市建設課　緯55-2121

　緑豊かな初夏の里山ハイキングモデルコースを歩き、柴田町を再発見し自然を満喫しませんか。

　　
※集合時間 8：15　　出発時間 8：30

葛参加費／無料（傷害保険などは個人対応）　　葛持ち物／飲み物、昼食、軽食、雨具　　葛募集人数／各20人（先着順）
葛申込期限／5月25日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　地場産たけのこを使ったご飯を先着150
名に振る舞います。ぜひお越しください。
葛日時／5月18日（土）9：00～14：00
葛場所／みやぎ仙南農業協同組合本店
葛取扱商品／新鮮野菜、お弁当、お惣菜、
お菓子、おもち、漬物、花

　営業日 火・木・土曜日　9：00～13：00

■問  産直会ふうど　

　太陽の村にある望遠鏡で、土星と春の
星座を観望します。
葛日時／5月28日（火）19：00～20：00
　（天候不良時は中止）
葛場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
葛参加費／無料　　葛持ち物／懐中電灯
※時間内自由参加。

■問  柴田町星を見る会（豊川）

　毎年6月1日は「人権擁護委員の日」
です。離婚・家庭のいざこざ、いじめや
体罰、近隣とのトラブルなどの問題につ
いて、人権擁護委員が相談に応じます。
葛日時／6月1日（土）10：00～15：00
葛場所／大河原中央公民館

■問  大河原人権擁護委員協議会（仙台法務
局大河原支局内）　緯52-6053

　介護者同士、お茶を飲みながら気楽に
おしゃべりしませんか。事前の申し込み
は不要です。お気軽にご参加ください。
葛日時／6月5日（水）13：30～15：00
葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

　6月の生活保護相談日は下記のとおり
です。当日は、県仙南保健福祉事務所の
担当者が相談に応じます。相談のある方
は福祉課へお立ち寄りください。
葛日時／6月7日（金）、21日（金）
　　　　10：00～15：00
葛場所／役場1階　相談コーナー
葛内容／生活保護に関する相談

■問  福祉課　緯55-5010

トンボ玉体験会
葛日時／6月1日（土）、15日（土）
　9：30～11：00
葛場所／しばたの郷土館　体験学習室
葛内容／トンボ玉を3個作り、うち1
個をキーホルダーに仕上げます。
葛参加費／400円
葛対象／小学校4年生以上
葛協力／柴田町トンボ玉愛好会

葛日時／6月1日（土）10：00～12：00
葛場所／しばたの郷土館　和室
葛内容／裏千家塚本宗喜社中が担当
します。緑鮮やかな中庭から和室
へお入りください。
葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会

葛日時／6月7日（金）～9日（日）
　9：00～16：00（最終日は15時まで）
葛場所／しばたの郷土館2階多目的ホール
葛主催／柴田盆遊会  平井  

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

第11回粋な文化展
（盆栽、山野草、水石）展示会

土星と春の星座を見よう産直会 ふうど「たけのこまつり」

木造住宅耐震診断助成事業について

初夏の里山を歩こう 参加者募集

生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護のののののののののの相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口開開開開開開開開開開生活保護の相談窓口開設設設設設設設設設設設「「「「「「「「「「人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁護護護護護護護護護護委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員のののののののののの日日日日日日日日日日「人権擁護委員の日」」」」」」」」」」」
特特特特特特特特特特設設設設設設設設設設相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談特設相談所所所所所所所所所所所

所要時間　※休憩含む集合場所コース開催日

約5時間
富上農村公園（むつみ学園隣）

深　山6月 8日㈯第1回
猪倉山6月12日㈬第2回

柴田町農村環境改善センター
愛宕山6月15日㈯第3回

鐙摺山（あぶずりやま）6月20日㈭第4回
約6時間柴田町｢太陽の村｣韮上山、羽山6月26日㈬第5回
約3時間しばたの郷土館舘　山6月29日㈯第6回
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主な行事日学　校
プール開き5船岡小学校

☎55-1064 宿泊合宿（蔵王少
年自然の家）7～8

避難訓練14
開校記念日1槻木小学校

☎56-1029 ＰＴＡ奉仕作業9
授業参観・懇談会
ＰＴＡレク大会29

家庭訪問
自由参観週間4～7柴田小学校

☎56-1430
弁当の日18
家庭訪問10～17船迫小学校

☎55-5394 ＰＴＡレク大会16
演劇教室27
避難訓練
引渡し訓練7西住小学校

☎53-3227
体力テスト13
授業参観
ＰＴＡレク大会29

避難訓練14東船岡小学校
☎55-1811 授業参観

ＰＴＡレク大会29

学校公開17～21船岡中学校
☎55-1162 期末考査27～28

避難訓練28
避難訓練5槻木中学校

☎56-1331 期末考査26～27
職業人の話を聞
く会(3年生)28

期末考査26～27
船迫中学校
☎54-1225

郡中総体1～2中学校共通
振替休業日3
振替休業日7
郡陸上競技大会14
郡水泳競技大会24

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：5月7日（火）】
測定値測定値
0.08船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.08船迫生涯学習センター0.07槻木生涯学習センター
0.08西住公民館0.09農村環境改善センター

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：5月8日（水）】
測定値測定値測定値
0.08西住小学校0.12船迫小学校0.10船岡小学校
0.07柴田小学校0.10槻木小学校0.05東船岡小学校
0.10槻木中学校0.12船迫中学校0.09船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.08第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.08熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：5月2日（木）】
測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.12槻木保育所0.08船岡保育所
0.06西住児童館0.13三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.11むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：5月7日（火）】
測定値測定値測定値
0.06剣崎公園0.13白幡児童遊園0.08並松公園
0.08船岡城址公園0.08舘前緑地0.08下名生児童遊園

※毎週1回測定
【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　公園／広場
　　　　　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：4月26日（金）】
放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所
不検出

（検出下限値0.3）
不検出

（検出下限値0.3）
　仙南・仙塩広域水道　　　
　南部山浄水場（白石市）

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は宮城県企業局

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。

■問  町民環境課（定点測定値）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、都市建設課（公園）　☎55-2121
　 上下水道課（水道水）　☎55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果
厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目

100不検出4月28日たけのこ

※検査は宮城県農林水産部

　町と柴田町子ども読書活動推進会議では、家庭読書の目標を毎日15分、読み聞かせ
の目標を週3回で1回15分以上としています。また、毎月23日を「ノーテレビ・ノー
ゲームデー」と定めました。家庭での読書、読み聞かせや家
族とのコミュニケーションを深めたりと、忙しい中にも時間
を作って過ごしてみましょう。心の豊かさが大切です。
　食後の一家団らんのひとときに、ご家族そろって本を読ん
でみませんか。

■問  生涯学習課（事務局）　緯55-2135

葛内容／①Word2007応用
　　　　②Excel2007応用
葛対象／在職中の方、求職中の方
葛定員／各10人（応募多数の場合抽選）
葛訓練期間／6月22日（土）、23日（日）
葛申込期限／5月22日（水）
葛費用／教科書代2,100円

■申 ■問  白石高等技術専門校　緯35-1511

『ノーテレビ・ノーゲームデー』に読書の時間を作ろう
～ 柴田町子ども読書推進会議から ～

在職者向け訓練受講者募集
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