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ごみ・し尿の収集と震災ごみ
○ごみ収集
　４月１日から「ごみ出しカレンダー」のとおり収集します。４月から分別の種
類、収集曜日が変わっていますので、「ごみ出しカレンダー」や「ごみ分別辞典」
で確認し、正しく分別し、決められた曜日の午前８時まで、指定袋に入れて収集
所に出してください。
○し尿
　し尿・合併浄化槽汚泥の処理も可能となりました。許可業者に依頼ください。
○震災ごみ
　地震被災により発生した廃瓦、ブロック、木材（家具類など）の自主持ち込み
の受け付けを行います。
※受け付けできるものは、地震によって破損したものだけとなります。家具類に
　ついている鏡、ガラス、金属などは取り外してから搬入してください。
▶受付日時／４月１日（金）～９日（土）９：00～ 12：00
▶受付場所／柴田町総合運動場駐車場（柴田球場）
▶受付品目／廃瓦、ブロック、木材（家具類など）のみとなります。ガラスやせ
　　　　　　とものなどは、燃やせないごみの収集日に出してください。
　　町民環境課　☎ 55-2113

○ほかの行政区の方は、午後からの受け付けになります。
○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、税務署が再開してから税務署
　で申告をしてください。
○農業所得のある方で、「戸別所得補償モデル対策」により交付金を受給された
　方は、農林水産省（東北農政局）から郵送された「戸別所得補償モデル対策に
　おける交付決定通知書」、または振込額がわかる預金通帳をお持ちください。
○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。
○事業所得などのある方は、１年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署が再開してから税務署で申
　告をしてください。町では消費税の申告を受け付けしておりません。
○医療費控除を受ける場合、あらかじめ１年間の医療費・生命保険給付額などの
　集計をお願いします。
　　税務課　☎ 55-2116

　東北地方太平洋沖地震で被災され、ほかの
市町村から柴田町内に避難されている方で、
震災前に利用していた障害福祉サービス、介
護保険サービスなどについて、各種の対応が
講じられていますので、下記までお問い合わ
せください。
問　福祉課
　　障害福祉サービス　☎ 55-5010

　　介護保険サービス　☎ 55-2159

　土地課税等縦覧帳簿および家屋課税等縦覧
帳簿の縦覧を下記のとおり実施します。併せ
て、固定資産課税台帳（土地・家屋・償却資
産）の閲覧も行います。
　縦覧帳簿の縦覧は、自分所有以外の物件で
も、地番を指定すれば縦覧することができま
す。ただし、縦覧帳簿のコピーはお渡しでき
ません（書き写すことはできます）。
　固定資産課税台帳は、平成 23年１月１日
現在で所有する固定資産（土地・家屋・償却
資産）の価格などが登録されたもので、固定
資産税・都市計画税が課税される基本となる
ものです。縦覧および閲覧できる方は、納税
者本人または納税者から委任（委任状持参の
こと）された方です。
▶期間／４月１日（金）～５月 31 日（火）
　　　　※土・日曜日、祝日を除く
▶時間／８：30～ 17：15
▶場所／税務課
▶持ち物／印鑑、納税通知書、運転免許証　
　　　　　など
　　税務課　☎ 55-2116

問

「所得申告相談」の再開

震災により被災し、
町外から避難している
要援護障害者や

要介護者の皆さんへ

固定資産縦覧帳簿の縦覧
および

固定資産課税台帳の閲覧

　今回の東北地方太平洋沖地震で延長していた、町の「所得申告相談」を再開
します。

相談日 受付時間 対象行政区 相談会場
４／６（水）

９：00～ 11：00
13：00 ～ 15：00

１区
 保健センター４階
 軽運動場

　　７（木） ２区
　　８（金） ４区

問 問



事業内容
変更前 変更後

月日 対象者 担当医師 月日 対象者 担当医師
2歳児歯科健康診査 3/15（火） 平成20年11月生まれ 内田先生 4/12（火） 平成20年11月生まれ 内田先生

3歳 6か月児健康診査 3/16（水）平成19年9月生まれ
齋藤先生
佐藤 ( 秀 ) 先生

4/13（水） 平成19年9月生まれ
板野先生
佐藤 ( 秀 ) 先生

乳幼児相談 3/25（金）乳児、幼児 中止

1歳 6か月児健康診査 4/8（金） 平成21年9月生まれ
本多 ( 愛 ) 先生
菊池先生

4/8（金） 平成21年9月生まれ
本多 ( 愛 ) 先生
菊池先生

1歳お誕生相談 4/15（金）平成22年4月生まれ 5/24（火） 平成22年4月・5月生まれ
2歳児歯科健康診査 4/19（火）平成20年12月生まれ 吉田先生 4/19（火） 平成20年12月生まれ 吉田先生

3歳 6か月児健康診査 4/20（水）平成19年10月生まれ
板野先生
玉野井先生

4/20（水） 平成19年10月生まれ
板野先生
玉野井先生

乳幼児相談 4/22（金）乳児、幼児 中止
4か月児健康診査 4/28（木）平成22年11月生まれ 伊藤先生 4/28（木） 平成22年11月生まれ 伊藤先生

健康を守る行事（実施場所／保健センター）　
○３月・４月母子保健事業

○３月・４月予防接種事業

事業内容
変更前 変更後

月日 対象者 担当医師 月日 対象者 担当医師

ＢＣＧ予防接種
3/22（火） 3か月児から5か月児 乾先生

4/14（木） 3か月児から5か月児
乾先生
村川先生4/14（木） 3か月児から5か月児 乾先生

○４月・５月成人保健事業

事業内容
変更前 変更後

月日 対象者 担当医師 月日 対象者 担当医師

胃がん検診
4/18（月）
～ 5/9（月）

40歳以上
日程が決まり次第、
お知らせします。

40歳以上

休日急患当番医（診察時間／９：00～ 17：00）
月日 内科 外科 歯科 薬局

4月 3日
日下内科医院
大河原　52-1058

庄司クリニック
大河原　51-3741

乾歯科医院
槻木　56-2766

村上薬局
大河原　52-4275

さとう調剤薬局
大河原　51-4431

10 日
太田内科
船岡　55-1702

さくらの杜診療所
大河原　51-4625

いのうえ歯科医院
大河原　53-8020

船岡調剤薬局
船岡　58-1189

ペガサス薬局
大河原　87-6097

17 日
安藤医院
大河原　52-1123

みやぎ県南中核病院
大河原　51-5500

内田歯科医院
船岡　57-1818

ホシ薬局
大河原　52-1127

カメイ調剤薬局大河原店

大河原　51-3121

24 日
佐藤内科クリニック
船岡　54-3755

乾医院
槻木　56-1451

えんどう歯科医院
大河原　53-2555

調剤薬局船岡店
船岡　55-2776

柴田薬局
槻木　56-3715

29 日
平井内科
大河原　52-2777

船岡今野病院
船岡　54-1034

大友歯科医院
船岡　57-2120

甲子調剤薬局
大河原　51-5085

すずらん薬局
船岡　57-1322

5 月 1日
さくら小児科
大河原　51-5355

みやぎ県南中核病院
大河原　51-5500

大沼歯科医院
村田　83-4395

仙台調剤大河原店
大河原　51-4040

仙台調剤大河原西店
大河原　51-4011

3 日
しばた協同クリニック
船岡　57-2310

さくらの杜診療所
大河原　51-4625

もり歯科クリニック
大河原　52-1563

つばさ薬局船岡店
船岡　58-1065

ペガサス薬局
大河原　87-6097

4 日
中核病院村田診療所
村田　83-2445

高沢外科・胃腸科
船岡　57-1231

村上歯科医院
大河原　53-3563

アイン薬局村田店
村田　82-1682

関谷薬局
大河原　52-2133

5 日
村川医院
船岡　54-2316

庄司クリニック
大河原　51-3741

スエヒロデンタルクリニック

大河原　53-4390
もみの木薬局
船岡　54-3837

さとう調剤薬局
大河原　51-4431

8 日
村田内科クリニック
村田　83-6061

宮上クリニック
船岡　55-4103

小田部歯科医院
大河原　53-2134

やすらぎ調剤薬局
村田　83-6890

川田薬局
船岡　59-2777

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…
宮城県こども夜間安心コール

相談時間
毎日 19：00～ 23：00

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎♯ 8000
プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳなどからは　☎ 022-212-9390

問　　健康推進課　☎ 55-2160

第６７２号 お知らせ版 ②



○西住児童館、三名生児童館、柴田児童館は、４月 11日（月）から再開します。
○放課後児童クラブは、船岡、東船岡、船迫を３月 29日（火）に再開しました。
　西住、槻木は施設の安全確認後に再開します。再開までは、船岡、東船岡、船
　迫をご利用ください。
○むつみ学園は、４月７日（木）から再開します。
※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

○第一幼稚園の始業式は４月８日（金）午前 10時から、入園式は４月 11日（月）
　午前 10時から行います（登園は午前９時 40分まで）。
○小学校の始業式は４月 14日（木）通常登校、入学式は４月 15日（金）午　 
　後１時 30分から行います。詳しくは、後日、各学校からお知らせします。
○中学校の始業式は４月 14日（木）通常登校、入学式は４月 14日（木）午　
　後１時 30分から行います。詳しくは、後日、各学校からお知らせします。
○小学校・中学校については、給食センターが稼働できないため、当分の間は弁
　当持参となります。
　　教育総務課　☎ 55-2134

　電気、水道のインフラがほぼ復旧しましたが、西船迫地区の集中ガス（仙南ガ
ス）の復旧に時間が必要なことなどから、ガス風呂住宅者、町内居住で地震によ
りお風呂が破損した方、ほかの市町村で被災し柴田町内の親戚などに避難してい
る方などを対象に、太陽の村のお風呂を開放します。
▶開始時期／４月１日（金）から　※利用状況により、期間を決定します。　
▶時間／ 10：00～ 20：00
▶料金／高校生以上：一人 300 円、小中学生：一人 200 円、小学生未満：無料
○一人の入浴時間は 30分程度になります。１回に入れる人数は 15人前後にな
　ります。シャンプー、せっけん、タオルは持参してください。
○待合室や入浴後の控え室として、総合交流ターミナルの第１研修室を開放します。
○高齢者などのために、太陽の村のワゴン車で送迎します。
※船迫生涯学習センターから 10：00、11：00、14：00、15：00、16：00 に
　出発します。利用人数により、変更する場合があります。
　　柴田町太陽の村　☎ 56-3970、農政課　☎ 55-2122

　東北地方太平洋沖地震で被災された世帯を対象として、生活福祉資金（緊急小
口資金）特例貸付を実施いたします。
○対象は、災害救助法適用地域（宮城県全域）に住所を有し、当座の生活費を必
　要とする世帯です。
○世帯単位での貸し付けです。同世帯の方が別々に借り入れすることはできません。
○貸付限度額は、原則 10万円以内（条件によっては 20万以内）です。
○貸付後の返済準備期間は、貸付日から１年以内です。
○返済期限は、返済準備期間経過後２年以内です。
　　柴田町社会福祉協議会　☎ 58-1771

　３月分の上下水道料金については、東北地
方太平洋沖地震のため、納入通知書の発送と
口座振替が実施できず、中断しています。詳
細については、お知らせ版（４月１５日号）
の配布に併せて皆さまにお知らせします。
問　上下水道課　☎ 55-2119

　　上下水道料金（３月分）
　　の取り扱い

　後期高齢者医療保険料の９期分（３月分）
の口座振替について、振替日を３月31日（木）
から５月２日（月）に変更します。
　　健康推進課　☎ 55-2114

　平成 23 年４月 10 日（日）に執行を予定
していた宮城県議会議員一般選挙は、東北地
方太平洋沖地震の影響により、延期となりま
す。詳しい日程については、決まり次第、お
知らせします。
　　柴田町選挙管理委員会　☎ 55-2111

幼児保育型児童館・放課後児童クラブ
・むつみ学園の再開

問 西住児童館（西住放課後児童クラブ）☎ 52-3703、三名生児童館（東船岡放

課後児童クラブ）☎ 55-1470、柴田児童館（槻木放課後児童クラブ）☎ 56-

3389、船岡放課後児童クラブ☎ 59-3330、船迫放課後児童クラブ☎ 58-2637、

むつみ学園☎ 58-6230

第一幼稚園・小学校・中学校の始業式と入学式

震災に伴う「太陽の村」のお風呂を開放

生活福祉資金（緊急小口資金）特例貸付

問

問

問

　後期高齢者医療保険料
(３月分）の取り扱い

　宮城県議会議員一般選挙
　を延期します

生活相談

柴田町地域福祉センター内（相談室２）
10：00～15：00

相談区分 担当相談員 相談日

生　活

関根　朝成 ４月 15日 ( 火 )
佐藤由美子 ４月 12日 ( 火 )
近江　宣男 ４月 19日 ( 火 )
飯渕　紀子 ４月 26日 ( 火 )

問　柴田町社会福祉協議会　ふれあい福祉
センター（船岡字中島 68）　☎ 58-1771

人権・行政相談

役場町民相談室（１階）10：00～15：00
相談区分 担当相談委員 相談日

人　権

大友　勝彦 ４月 16日 ( 水 )
木島　基子 ４月 13日 ( 水 )
桂川　クメ ４月 20日 ( 水 )
佐久間捷哉 ４月 27日 ( 水 )

行　政 星　マサ子 ４月 27日 ( 水 )
問　町民環境課　☎ 55-2113

消費生活相談

町民環境課９：00～16：00（祝日除く）
相談区分 担当相談員 相談日
消費生活 日下　信子 毎週(火 )(水 )(金 )
問　町民環境課　☎ 55-2113

問

問
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　これまで、仙台市営地下鉄富沢駅まで運行していた柴田町災害緊急輸送バスは、Ｊ
Ｒ仙台駅から岩沼駅間の運行再開に伴い、４月２日（土）からＪＲ岩沼駅（西口）へ
の運行に変更します。
　※帰りの便は指定ではありません。
　※満席の場合など、ご利用になれない場合がありますので、ご了承願います。
　※お釣りの無いよう、準備をお願いします。
■船岡駅発着
　▶利用料金／片道３００円　　　　　　▶乗車場所／ＪＲ船岡駅（正面）

■槻木駅発着
　▶利用料金／片道２００円　　　　　　▶乗車場所／ＪＲ槻木駅（正面）

　災害に伴う家屋の損壊などの被害で、
地震保険の請求などをするために町の
「り災証明書」が必要になる方は、はじ
めに「り災証明願」を提出していただく
ようになりますので、役場または槻木事
務所へお越しください。
　り災証明書を発行するには、「損壊状
況の写真（１カ所につき、左・右方向と
全体で３枚）」と「明細の書かれた見積
書の写し」または「明細の書かれた領収
書の写し」が必要になりますので、保管
をお願いします。
問　総務課　☎ 55-2111

　宮城県の流域下水道施設や町の下水道
設備が復旧していないため、トイレがつ
まりやすい状況です。トイレ内にごみ袋
を用意し、その中にトイレットペーパー
を捨ててください。トイレットペーパー
は流さないようにご協力ください。
問　上下水道課　☎ 55-2118

　町内で、空き巣やバイクの盗難、車両
からのガソリンの抜き取りなどの犯罪が
発生しています。
　短時間の外出でも二重ロックなどの施
錠をしてください。

○国からの通知により、保険証の紛失な
　どにより医療機関に提示できない場合
　には、氏名・生年月日・住所・連絡先 
　などを申し出ることにより受診できま
　す。
○震災の被害を受けた被保険者の方が、
　住家の全半壊、死亡、重篤な傷病、主
　たる生計維持者が行方不明、業務の廃
　止・休止、失職、原発事故による避難
　など一定の要件に該当すると、５月受
　診分まで、窓口で支払う一部負担金が
　猶予・免除となりますので、病院・薬
　局・訪問看護ステーションにお申し出
　ください。
問　県保健福祉部　国保医療課　　　
　　　　　　　　☎ 022-211-2565

　　健康推進課　☎ 55-2114

　震災に関連した便乗商法や保証金詐欺
などの悪質商法の被害が発生していま
す。
　少しでも不審に思う場合は、すぐに契
約をせずに、下記へご相談ください。
■震災に関連する悪質商法 110 番
　（消費者庁・国民生活センター）
　☎ 0120-214-888
▶開設日時／毎日 10：00～ 16：00
▶対象地域／宮城県、岩手県、福島県
問 　まちづくり政策課　☎ 54-2111

　東北地方太平洋沖地震により、今回の
お知らせ版（４月１日号）は役場庁舎内
で印刷し発行しました。製本や閉じ穴な
どについて、行き届かないところもあり
ますが、ご了承ください。
　また、広報しばた４月号は発行を中止
し、災害関係情報に限定した「広報しば
た臨時号」を４月８日に全戸配布する予
定です。
　なお、お知らせ版（４月１５日号）、
広報しばた５月号については、通常通り
発行します。
問　まちづくり政策課　☎ 54-2111

医療機関での
受診・窓口負担

犯罪を未然に防ぐ

悪質商法にご注意ください

広報紙の発行り災証明書を発行します

柴田町災害緊急輸送バス
４月２日（土）、到着駅が地下鉄富沢駅からＪＲ岩沼駅に変わります

　　まちづくり政策課　☎ 54-2111問

船岡駅発 岩沼駅着
97:00 97:25
97:30 97:55
98:00 98:25
99:00 99:25
10:00 10:25
12:00 12:25
14:00 14:25
16:00 16:25
18:00 18:25
19:00 19:25

岩沼駅発 船岡駅着
97:30 97:55
98:00 98:25
98:30 98:55
99:30 99:55
10:30 10:55
12:30 12:55
14:30 14:55
16:30 16:55
18:30 18:55
19:30 19:55

槻木駅発 岩沼駅着
97:00 97:15
97:30 97:45
98:00 98:15
99:00 99:15
10:00 10:15
12:00 12:15
14:00 14:15
16:00 16:15
18:00 18:15
19:00 19:15

岩沼駅発 槻木駅着
97:30 97:45
98:00 98:15
98:30 98:45
99:30 99:45
10:30 10:45
12:30 12:45
14:30 14:45
16:30 16:45
18:30 18:45
19:30 19:45

トイレットペーパーを
流さないでください
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