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お知らせ版
平成23年8月1日

広報しばた・お知らせ版・第680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/

�職種および業務内容／

　

�募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。　
　①東日本大震災により離職した失業者および求職者（新卒者を含む）　　②柴田町に住所を有する方　　③65歳未満の方

　④過去に町の緊急雇用対策で6カ月を超える期間雇用された方を除く

�雇用期間／9月 1日～平成24年 2月 28日
�勤務条件／○勤務時間など　月曜日～金曜日　8:30～ 17:15（1日 7時間 45分勤務）月20日程度
　　　　　　　　　　　　　　　　※職種により勤務時間が異なる場合あり

　　　　　　○賃金　日額5,813円（時給 750円）　　○社会保険および雇用保険　勤務条件により加入します。

�申込期間／8月 2日（火）～9日（火）　　
�受付時間／8:30～ 17:15（土・日曜日を除く）
�申込方法／○受付窓口　総務課秘書職員班（役場2階）
　　　　　　○提出書類　市販の履歴書（写真添付）。離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票など

　　　　　　　の写し。新卒者は、卒業証書の写しまたは卒業証明書。※上記書類は返却しませんのでご了承ください。

�選考方法／書類審査のほか面接を行います。詳しくは、申し込みの際にお知らせします。
�その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。※診断書は自費負担になります。

■申 ■問  総務課　� 55-2111

　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。

　

�募集対象／柴田町に住所を有する年齢20歳以上 65歳未満で地域住民に信望があり、人格高潔、身体強健で、防犯活動・交通
　安全活動について指導力および実行力を有する方

�報酬／職務報酬31,600円（年額）、出動報酬2,000円（日額）
�申込期間／8月 2日（火）～31日（水）　　　
�受付時間／8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）
�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　� 54-2111

柴田町臨時職員を募集します（震災雇用対策）

防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します

応  募  資  格職　務　内　容募集人数職　　種

パソコン操作（ワード・エクセル）

ができる方
一般的事務等補助に従事12人一般事務等補助

施設修繕・草刈・せん定・施設修繕・へい獣処理など7人施設環境整備労務

活　　動　　内　　容提出書類募集人数身　分

○防犯思想の啓蒙、防犯診断（児童に対する防犯教室を開催しています）

○防犯パトロール　　○各種行事などにおける警戒

○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）3人非常勤職員
防犯　

実動隊

○通勤・通学路および主要交差点における街頭指導（7:00 ～）

○各種行事などにおける交通整理・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
6人非常勤職員

交通　

指導隊
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　地産地消の推進を目的として活動している、「柴田町地産地消推進協議会」加盟の町内4直売所で、町の特産品である菊を販売

する「盆の菊まつり」を開催します。直売所ごとにお楽しみイベントや、新鮮な地場野菜などの販売も行いますのでぜひお越しく

ださい。なお、当日販売は数に限りがありますのでご了承願います。

�日時・場所など／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※直売所ごとに開催日及が異なりますのでご注意ください。

　

■問  地産地消推進協議会事務局（ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部）　� 56-1212

　東日本大震災により、営業を中止し避
難所として提供してきましたが、8月10
日（水）より営業を再開します。
《再開イベント》
○第1段　東日本大震災復興祈願
　　　　 　ワンコインまつり
　�期間／ 8月 10日（水）～ 14日（日）
　�内容／ぜいたく味噌ラーメンや手打

ちそばなど 500円で 1日限定 200
人に提供。

○第2段　主なメニュー100円引き
　�期間／ 8月 16日（火）～ 21日（日）
　�内容／ぜいたく味噌ラーメンなど100
　　円引きで 1日限定 200人に提供。
○第3段　残暑見舞～ビアまつり～
　�日時／ 8月 26日（金）、27日（土）
　　　　　17:00 ～
　�内容／柴田町の夜景を見ながら、野

外での生ビールと町内で生産された
新鮮野菜などをご堪能ください。
1日限定 30人（5人以上送迎あり）。

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970

　竹炭を使ってオリジナルの風鈴を作っ

てみませんか。

�日時／8月18日（木） 13：30～16：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／町内小学生（低学年は保護者同伴）

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 500円

�申込期限／ 8月 12日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　「敬老の日」に、日ごろの感謝を込めて、

おじいさん、おばあさんに手作りお菓子

とメッセージカードを贈りませんか。

�日時／ 9月 10日（土）9：30～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�募集人数／小学生の親子 6組（先着順）
�参加費／ 1組 1,000 円
�持ち物／エプロン、三角巾
�申込期限／ 8月 20日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　8月 13日（土）、スロープカーの運行

を午後 10時まで延長します。山頂から

柴田町の夜景と大河原町の夜景（花火）

をお楽しみください。山頂では、ビール、

ジュースなどの飲み物のほか、おつまみ、

お菓子などを販売します。
※雨天の場合、14日（日）に延期

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970

　170インチの大画面と迫力ある音響で、映画館のような雰囲気をみんなで楽しもう。

�日時／ 8月 19日（金）　午前の部10：00～　午後の部 13：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�上映作品／午前の部：「めぐみのおこづかいを考えよう」、アニメ「プリキュアオー
　ルスターズＤＸ3未来にとどけ！世界をつなぐ☆虹色の花」　午後の部：「まさとの

　おこづかいを考えよう」、アニメ「忍たま乱太郎忍者学園全員出動！の段」

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同伴）　　　�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　　夏休み子ども工作教室

竹炭で風鈴を作ろう
ふうりん

　敬老の日のための

キッズクッキング教室

■問  健康推進課　� 55-2160

のどが渇いたと感じる前に水分補給をしましょう。こまめな水分補給

外出時は帽子や日傘を使いましょう。
室内ではエアコンや扇風機を上手に使いましょう。暑さを避ける

高齢者や乳幼児は、成人よりリスクが高く周囲の配慮が必要です。特に注意が必要

お問い合わせ先イベント内容など場　　所日　　時直売所名

� 56-3929
3日間1,000円以上お買い上げで
蔵王産新鮮卵をプレゼント

成田字杉ノ内 20-1
8 月 11日（木）～ 13日（土）
9：00～ 17：00

お羽山さん

12日（金）、1,000 円以上お買い
上げで新鮮野菜プレゼント

葉坂字桟敷場 4-1
8 月 10日（水）～ 15日（月）
8：00～ 16：00

みてがいん

� 080-1830-1658
1,000 円以上お買い上げでお楽
しみ抽選会。※菊のご予約承ります。

西船迫 1丁目 10-3
（ＪＡみやぎ仙南本店構内）

8月 11日（木）
9：00～ 14：00

産直会ふうど

� 87-7101
10 日（水）、1,000 円以上お買い
上げでお楽しみ抽選会。

船岡字舘山 95-1
（柴田町観光物産交流館内）

8月 10日（水）～ 12日（金）
9：30～ 18：00

 結友 
ゆいとも
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　今年度は、通常の3歳・4歳児に加えて、小学3年生・小学 4年生の方も、日本脳

炎予防接種の積極的な勧奨の対象となりました。

　小学3年生・小学4年生のお子さんへは、ご自宅に予診票を送付します。予診票が、
8月 5日（金）までに届かなかった方は、お問い合わせください。

�日本脳炎予防接種の受け方／

　

※○は接種済、×は未接種です。必ず母子健康手帳を確認し、不足回数分を接種ください。

�注意事項／平成15年4月2日生～平成18年4月1日生の方に対しては、平成24
　年度以降、小学3年生の時期に接種のご案内を行います。

■問  健康推進課　� 55-2160

○ぴいかぶうのへや
　「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びなど

をゆったりと楽しんでみませんか。時間

内は出入り自由です。

�日時／ 8月 4日（木）、11日（木）、
　25日（木）15：30～ 17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／8月11日（木）13：30～15：30
�参加費／ 100円

○子どもゆめ基金助成金助成活動
「絵本いっぱい」～林明子作品のまき～

　絵本の好きな大人と子ども、みんな

寄っておいで！ 

�日時／8月18日（木）15：30～17：00
�参加費／無料

○児童文化を学ぼう会
　～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・
　折り紙などを学び合い、子どもたちに
　届けよう～

�日時／8月24日（水）19：00～20：30
※毎月第 4水曜日開催

�参加費／ 300円

�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」
　（庄司さん宅：船岡中央 2丁目）

■問  おはなしの会ぴいかぶう
　（庄司）
　（小塩）

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替をご利用いた

だくと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省ける上、

納め忘れもなくとても便利です。また、口座振替には当月分保険料を当月末に引き落

としすることで、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6

カ月前納・1年前納もあり大変お得です。ご希望の方は、納付書または年金手帳、通

帳、金融機関届出印をお持ちの上、金融機関または年金事務所へお申し出ください。

■問  大河原年金事務所　� 51-3113

　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋

根のある公園”です（予約は要りません）。

気軽にお出掛けください。

�日時／ 8月 2日（火）、23日（火）、
　30日（火）10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所
　　　　（ヨークベニマル柴田店隣）

�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
　ん　� 080-4178-9374

国民年金保険料は口座振替がお得です！

接種スケジュール
必要
摂取
回数

母子健康手帳の予防接種記録欄の記載状況

1期
追加

1期初回
接種状況

2回目1回目

6日～28日までの間隔で
2回接種、さらに1年後に
1回接種

3回×××
1期の予防接種を
全く受けていない

6日以上の間隔をおいて
2回接種

2回××○
1期初回のうち
1回接種を受けた場合

1回接種1回×○○
1期初回のうち
2回接種を受けた場合

　地元に根ざした町内の飲食店(10店

舗ほど )が工夫を凝らし創作Ｂ級グル

メでグランプリを争います。グランプ

リはあなたの投票で決定します。

�価格／ 500円～ 1,000 円程度
　※ 1食につき投票券 1枚添付。

�投票時間／ 11：00～ 15：00

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　震災にも負けずに、地元を盛り上げ

ようと今年も開催します。野外ライブ

や屋台のほか、東日本大震災復興支援

チャリティー募金を行います。ご協力

お願いします。

■問  太陽・自然・人 in しばた
　実行委員会（舟山）　

○当日シャトルバスを運行（ＪＲ船岡駅⇔柴田町太陽の村）
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第 2回しばたまち平和の祭典 実行委員募集

�日時／ 8月 21日（日）10：00～ 17：00
�場所／しばたまち交流ひろば「ゆる .ぷら」（イオンタウン柴田ショッピングセンター内 )

■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／8月18日（木）13：00～16：00
�場所／町民相談室（役場 1階）
�内容／相続、遺言、成年後見制度など
　民事上の権利義務、家庭内の法律問題
※事前予約制です。予約は、開催日の前日ま
　で電話で受け付けています。
※行政書士には守秘義務があり、あなたの秘
　密は守られます。

宮城県行政書士会

　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■予 ■問  福島行政事務所
　� 0224-63-5779

　ちょっと昔のエアコンなどなかった

暑い夏を再現。うちわ、扇風機、冷蔵庫、

蚊帳などの道具を使用して、暑い夏を

乗り切っていたかを展示紹介します。

�期間／ 9月 25日（日）まで

�開館時間／9：00～ 16：30

�日時／ 8月 6日（土）、20日（土）

　9：30～ 11：00

�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。

�参加費／400円　

�対象／小学4年生以上

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　 ギ ャ ラ リ ー 展 示　

●ちょっと昔の柴田町写真展
　ちょっと昔の写真を観て、懐かしいあの頃にタイムスリップしてみませんか？

�期間／ 8月 7日（日）まで

●震災復興チャリティー和紙人形展（大槻幸子氏：元船岡小学校教諭）
　和紙で作られた立体的な人形達をたくさん展示します。日本の伝統「美しい

和紙」の良さを、ぜひご覧ください。

�期間／ 8月 9日（火）～ 21日（日）

●船岡中学校写真美術部展「Peace＆Hope ～平和と希望～」
　今回の震災で被害を受けた方々を含め、多くの人々の素敵な笑顔が戻ること

を祈って、写真や絵画を約30点展示します。ぜひご覧ください。

�期間／ 8月 23日（火）～ 28日（日）

■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田ショッピングセンター内 )　
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

�開館時間／10：00～ 18：00　　
� 8月の休館日／毎週月曜日

開館時間・休館日

　昨年6月、柴田町非核平和都市宣言を記念して「平和の祭典」を開催しました。今
年も皆さんの智恵と力を合わせて開催します。つきましては、このイベントを一緒に
作っていただく実行委員を募集します。皆さんの参加をお待ちしています。
○第1回実行委員会開催予定日
�日時／ 9月 4日（日）14：00～ 15：30　　　�場所／槻木生涯学習センター

■問  しばたまち平和の祭典事務局（児玉）　

　7月 1日付けで総務大臣より行政相談

委員に手代木文夫さん（住所：船岡新栄 2

丁目）が委嘱されました。行政相談委員

は、国・特殊法人等の仕事についての意

見や苦情・要望を受け付け、皆さんと役

所などの間に立って解決・改善の手助け

を行います。相談は、無料で秘密は守り

ますので、お気軽にご相談ください。

�定例相談日／毎月第 4水曜日
　　　　　　　10:00 ～ 15:00

�相談場所／町民相談室（役場 1階）

■問  町民環境課　� 55-2113

　蔵王を登山しながら可憐な高山植物を観賞します。縦走に不可欠な登山バスの運行
と登山の道案内で“安全安心な初心者歓迎”の蔵王フラワートレッキングです。

�参加費／①・③2,500円（縦走支援送迎バス代として）、②無料
　○詳しくは、「蔵王フラワートレッキング」をインターネットで検索してください。

■申 ■問   蔵王植物観察会・蔵王フラワートレッキング（太田）

涼夏・花の百名山　蔵王連峰をフラワートレッキングしませんか

見どころル　ー　ト開催日

ミヤマアキノキリンソウ熊野・仙人沢縦走8月 7 日（日）①

蔵王の湧水お釜一周探訪9月 4 日（日）②

ミヤマアキノキリンソウ刈田峠・芝草平・烏帽子千年杉縦走9月 18日（日）③

夏の思い出展

8月のトンボ玉体験会
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友人同士、ご家族など、どなたでもご
利用できます。お気軽にご利用くださ
い（卓球・バドミントンに限ります）。

槻木体育館
8 月 7 日（日） 9:00～16:00

8 月21 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
8 月14 日（日） 9:00～16:00

　※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 
日時／8月17日（水） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／8月18日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

9
月
分

　※学校体育施設については、東日本大震災
　　の影響により開放できない施設がありま
　　す。詳しくはお問い合わせください。

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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　日担当相談員相談区分

8月 2 日（火）関根　朝成

生　　活
8月 9 日（火）佐藤由美子

8月23日（火）近江　宣男

8月30日（火）飯渕　紀子

■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
町民相談室（役場1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

8月 3 日（水）渡邊みち子

人　　権

8月10日（水）木島　基子

8月17日（水）大友　勝彦

8月24日（水）佐久間捷哉

8月31日（水）桂川　クメ

8月24日（水）手代木文夫行　　政

消費生活相談
町 民 環 境 課

9:00 ～ 16:00（祝・休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分

毎週（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

　次の検診および健康診査の受診票を、各行政区の健康推進員が配布します。届いた
受診票は受診当日まで紛失しないようご注意ください。8月 14日（日）までに受診票
が届かなかった場合はご連絡ください。申し込まれていない方で受診をご希望の方は、
9月 27日（火）までお申し込みください。当日会場での受診票発行はできません。

※年齢は、平成24年 3月 31現在

～結果通知は個別に郵送します～
　受診された場合の結果通知は、受診者全員に受診してから約1カ月半後に郵送しま
す。大事な結果通知ですので、紛失しないように大切に保管してください。
　なお、結核・肺がん検診で、かくたん検査を受けた方は、細胞診があるため、レン
トゲン検査のみの方よりも結果通知を送付するまでに時間を要する場合があります。

～結核・肺がん検診の精密検査は必ず受けてください～
　町の検診を受けた結果、精密検査が必要と認められた方は、必ず精密検査を受けて
ください。ほかの医療機関などで受ける場合は、医師にお渡しいただく書類を送付し
ますので、受診する前に必ずご連絡ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
�対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受けられます）
　○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の方は結核検診も兼ねて受けられます）
※職場や医療機関で受けた方、または、受ける予定の方、治療中の方などは対象外となります。また、
　結核検診は感染の拡大を防ぐため、お申し込みの有無が確認できない方に対しても、受診票を配布
　する場合があります。

�検診内容／胸部レントゲン間接撮影
�自己負担料／① 65歳以上の方 無料　② 40歳～ 64歳の柴田町国民健康保険加入
　者 200 円　③上記以外の方 400 円

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
�対象／ 50歳以上で多量に喫煙されている方、または、40歳以上で最近 6カ月以
　内に血の混ざっているたんのあった方
�検診内容／容器にたん（のどの粘膜）を 3日間続けて採り、がん細胞の有無を検査
　します。容器は健康推進課、保健センター、槻木事務所のいずれかにご提出くださ
　い。※結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）受診時に受け付けます。事前のお申し込みは不要です。
�自己負担料／① 75歳以上の方、柴田町国民健康保険加入者　400円
　　　　　　　②上記以外の方　800円

【肝炎ウイルス検診】
�対象／① 40歳の方（対象者全員に受診票を送付しますが、職場などで受けたこと
　がある方、または、受ける方は対象外となります）　② 41歳以上で、過去に肝炎
　ウイルス検診を受けたことがなく、受診を希望される方（電話でのお申し込みが必
　要です）
�検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：HBs 抗原検査、Ｃ型：HCv抗体検査）
�自己負担料／ 700円

【基本健康診査】
�対象／ 40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方
　①生活保護受給者　②健康保険証の資格取得年月日が平成23年4月2日以降の方
※職場などで健診を受けた方、または、受ける予定の方、特定健康診査、または、後期高齢者健康診
　査対象者は対象外となります。

�健診内容／①基本的な健診の項目：診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検査（脂質、
　肝機能、ヘモグロビンA1c、尿、腎機能）
　②詳細な健診の項目（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。前年度の健診結
　果通知書をお持ちの方は、当日お持ちください。

�自己負担料／ 1,700 円
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　平成20年度から、40歳から 74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームに

着目した特定健診を実施しています。受診券は、平成23年 4月 1日から継続して柴

田町国民健康保険に加入している65歳から74歳（年齢は平成24年3月31日現在）、

平成23年10月1日以降に75歳の誕生日を迎えるすべての方に配布します。対象者

には、8月上旬までに受診券を配布します。受診券に必要事項を記入し、国民健康保

険証をお持ちの上、指定された日に受診してください。

　なお、町国民健康保険加入者で40歳から 64歳までの方は、集団の健診ではなく、

町内の医療機関で受診していただく個別の健診となります。対象者には、直接受診券

を送付いたします。※職場などで健診を受けた方、受ける予定の方は除きます。

�自己負担料／1,400円

�健診内容／

　①基本的な健診：問診、診察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、採血検査（脂質、

　　肝機能、ヘモグロビンA1c）、尿検査

　②詳細な健診（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。前年度健診
　結果通知書をお持ちの方は当日持参してください。

被用者保険（協会けんぽ・共済組合・健康保険組合など）の被扶養者（40歳から74

歳）で、受診券が発行されている方

　受診券と健康保険証を持参し、指定の日に受診ください。
※自己負担料は被用者保険により違います。また、被用者保険によって、受診できない場合もあ
　りますので、保険証を発行している医療保険者にお問い合わせください。

　

　対象者には、8月上旬までに受診券を配布いたします。受診券に必要事項を記入し、

後期高齢者医療被保険者証を持参の上、指定された日に受診してください。
※自己負担はありません。

�対象者／75歳以上（一定の障害がある方は65歳以上）の方、平成23年 9月 30

　日までに 75歳の誕生日を迎える方（年齢は平成24年 3月 31日現在）

�健診内容／

　①基本的な健診：問診、診察、計測（身長、体重、血圧）、採血検査（脂質、肝機能、

　　ヘモグロビンA1c）、尿検査

　②詳細な健診（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。前年度健診
　結果通知書をお持ちの方は当日持参してください。

■問  健康推進課　� 55-2114

　

65歳以上の方へ　～生活機能評価が変わります～
　生活機能評価とは、心身の機能だけでなく、日常生活を送る機能全体が低下してい

ないか確認するもので、介護予防事業の該当者を把握するために行います。昨年度ま

で集団健診（特定健診・後期高齢者健診）会場で実施していた「生活機能評価」が、

今年度から下記のように変わります。

�対象者／65歳以上の方（要支援要介護認定を受けている方を除く）

　　　　　中学校区単位で順次実施　※平成23年度は船岡中学校区で実施

�実施方法／①対象者へ「基本チェックリスト」を郵送（健診会場では実施しません）

　②「基本チェックリスト」を返信いただく　③生活機能の低下が見られるか判定　

　④生活機能の低下が見られた方へ介護予防事業参加をお勧めする

■問  福祉課　� 55-2159

　今年度の健診結果はいかがでしたか。

「こんな結果が届いたけど、どうしたら

いいの」そんな方はお申し込みの上、ぜ

ひご参加ください。町の栄養士・保健師

が個別で相談に応じます。

�開催日／ 8月 18日（木）

�相談時間／一人あたり 45分程度

　①9：30～　②10：30～　③13：00～

　④14：00～　⑤15：00～

お申し込みの際、希望時間をお伝えくだ

さい。混んでいる場合は、希望に添えな

いこともあります。ご了承ください。

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／平成 23年度特定健康診査を受

　けた 40歳から 64歳の方（社会保険

　被扶養の方も含む）

�持ち物／①特定健康診査結果通知表

　②筆記用具　③眼鏡（必要な方）

�申込期限／ 8月 11日（木）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　白血病などで骨髄移植を希望する患

者さんに対し、より多くの提供者が見

つかるよう骨髄バンクドナー登録にご

協力ください。（要予約）

�日時／8月9日（火）・23日（火）
　　　　9：00～ 10：00

�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
�対象／�18歳～54歳で、体重が男性
　45�以上、女性40�以上の健康な方

　�骨髄提供の内容を理解している方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検

査（採血）を匿名で受けることができま

す。（要予約）

�日時／8月9日（火）・23日（火）
　　　　10：00～12：00

�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
※電話での相談は随時行っています。

エイズ・クラミジアの相談
抗体検査を行っています

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　疾病対策班　� 53-3121
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 お願いとお知らせ
①会場の駐車場は大変混雑します。混雑を避けるため、近所の方やお知り合いの方と
　乗り合いなどで来られるようご協力をお願いします。
②受付開始直後は大変混み合いますのでご了承ください。混雑状況によっては座って
　お待ちいただくことができない場合があります。時間をずらしていただくとスムー
　ズに受診できます。なるべく時間帯をずらして来られるようご協力をお願いします。
③指定日時が都合の悪い場合は、都合の良い日時に受診してください。受診票に指定
　日時がある場合でも日時の訂正は不要です。役場への連絡も不要です。

■問  健康推進課（町国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査担当） � 55-2114
（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当） �55-2160

場所（所在地）対  象  行  政  区受付時間月　日

農村環境改善
センター（入間田）

23、24、269：00～ 11：008／ 19
（金） 21、22、25、2713：00～ 14：00

船岡生涯学習
センター
（中名生）

11Ａ9：00～ 11：008／ 23
（火） 12Ｂ13：00～ 14：00

12 Ａ9：00～ 11：008／ 24
（水） 11Ｂ、11Ｄ13：00～ 14：00

槻木生涯学習
センター
（槻木下町）

289：00～ 11：008／ 25
（木） 1413：00～ 14：00

16（下町 1丁目・2丁目）9：00～ 11：008／ 26
（金） 16（上記以外）13：00～ 14：00

平日受診
できない方

17Ｂ（松ヶ越 2丁目）9：00～ 11：008／ 27
（土） 17Ｂ（上記以外）13：00～ 14：00

13（白幡 2丁目、3丁目、4丁目）9：00～ 11：00
8／ 30
（火） 13（上記以外）、1513：00～ 14：00

日中受診できない方17：30～ 18：30
17 Ａ（槻木西 1丁目、2丁目）9：00～ 11：008／ 31

（水） 17Ａ（上記以外）13：00～ 14：00
18 Ｂ、199：00～ 11：009／ 1

（木） 18Ａ、2013：00～ 14：00

船迫生涯学習
センター
（西船迫）

29Ｂ（北船岡 1丁目、西船迫 2丁目、本船迫）9：00～ 11：009／ 6
（火） 29Ｄ13：00～ 14：00

29 Ｂ（北船岡 3丁目）9：00～ 11：009／ 7
（水） 29Ａ13：00～ 14：00

29 Ｃ（西船迫 3丁目、本船迫）9：00～ 11：009／ 8
（木） 29Ｃ（上記以外）13：00～ 14：00

29 Ｂ（北船岡 2丁目）9：00～ 11：009／ 9
（金） 1013：00～ 14：00

保健センター
（役場）

19：00～ 11：009／ 22
（木） 313：00～ 14：00

5、9Ｂ9：00～ 11：009／ 24
（土） 813：00～ 14：00

平日受診
できない方

30（清住町）9：00～ 11：009／ 26
（月） 30（上記以外）13：00～ 14：00

29：00～ 11：009／ 27
（火） 7Ｂ13：00～ 14：00

6Ｂ9：00～ 11：00
9／ 28
（水） 6Ａ13：00～ 14：00

日中受診できない方17：30～ 18：30
7Ａ9：00～ 11：009／ 29

（木） 9Ａ13：00～ 14：00
49：00～ 11：009／ 30

（金） 11Ｃ13：00～ 14：00
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○介護保険料額について
　介護保険では、制度を健全に運営するために3年ごとに事業計画を策定しており、

第1号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料については、その事業計画に基づき

基準額が決められています。平成23年度の介護保険料は、下表のとおりです（昨年

度と変更はありません）。皆さまそれぞれの所得段階や保険料額は郵送にて個別に通

知いたしますので、ご確認ください。

【平成23年度介護保険料額】

　東日本大震災により、介護保険被保険

者、またはその世帯で生計を主としてい

る方の住宅の半壊や家財などの財産に損

害を受けた場合などは、介護サービス利

用料などの支払いについて、申し立てに

より減免を受けることができます。詳し

くは、お問い合わせください。

■問  福祉課　� 55-2159

　夏は、高温多湿で体力の消耗が激しい

ことに加え、お盆の帰省や家族旅行など

長距離運転による過労運転を原因とする

交通事故が増加します。交通事故を防ぐ

ため、運転計画にはゆとりをもち、常に

安全運転を心掛けましょう。また、高齢

者が関係する交通事故が増えています。

交通安全について、もう一度ご家庭で確

認をお願いします。　

《運動の重点》
1. ゆとりをもった安全運行の推進

2. 暴走族の根絶

3. 全ての座席のシートベルト等の正し

　い着用の徹底

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　シルバーの活動を通

じて、暮らしを生き生

き元気に輝かせてみま

せんか？シルバーでは、

能力・経験などに応じた高齢者にふさわ

しい仕事を引受・提供しています。

○会員の主な活動例

就業：除草、剪定、障子・襖・網戸張り

　　　替え、家事援助、清掃、簡易的な

　　　大工・塗装作業など

その他：ボランティア、シルバーフェス

　　　　タ、地域班活動、手芸・手工芸

　　　　製作、刃物研ぎなど

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

介護サービス利用料の減免

（社）柴田町シルバー人材センター
町内在住
60歳以上の方

※上表の介護保険料額は、平成21年度から平成23年度まで 3年間適用されます。

○介護保険料の納付方法について

 年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きで納付します（特別徴収）
　4月、6月は、前年度2月分と同じ保険料額を納付します。8月、10月、12月、

翌年 2月は、前年の所得をもとに決定した保険料年額から、4月、6月納付分を差し

引いた額を納付します。
※特別徴収対象の方には、7月下旬に「介護保険料額決定通知書」（はがき）を送付します。

 年金が年額18万円未満の方は、町から送付される納付書で納付します（普通徴収）
　4月、6月は、前年度の所得段階区分を用いて算定した保険料額を納付します (暫

定賦課 )。8月、10月、12月、翌年 2月は、前年の所得をもとに決定した保険料年

額から、暫定賦課分を差し引いた額を納付します（本算定賦課）。
※普通徴収対象の方には、8月中旬に「介護保険料納付通知書」（封書）を送付します。
※本来、年金からの天引きになる人でも、一時的に納付書で納める場合があります。
�年度の途中で65歳になったとき
�年度の途中でほかの市区町村から転入したとき
�年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
�年度の途中で年金の受給がはじまったとき
�年金の現況届の提出が遅れたとき、まだ提出していないとき
�前年度特別徴収の人で、年度途中に保険料が完納となり、前年度2月分の年金から保険料が
　天引きされなかったとき
※災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めないでいると、滞納の期間に応じ
　て、保険給付が制限されます。
※今回の東日本大震災において、住宅などに半壊以上の損害を受けた方などは、介護保険料の減
　免が受けられる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

■問  福祉課　� 55-2159

保険料年額対　　　象　　　者所得段階

20,400 円
（基準額× 0.5）

生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で、
老齢福祉年金を受給している方

第 1段階

20,400 円
（基準額× 0.5）

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以下の方

第 2段階

30,600 円
（基準額× 0.75）

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円を超える
方

第 3段階

34,680 円
（基準額× 0.85）

世帯内に市町村民税が課税されている方がいる場合で、
本人が市町村民税非課税で、かつ前年の合計所得金額
と課税年金収入額の合計額が 80万円以下の方

特例　　
第 4段階

40,800 円
（基準額）

世帯内に市町村民税が課税されている方がいる場合で、
本人が市町村民税非課税で、かつ前年の合計所得金額
と課税年金収入額の合計額が 80万円を超える方

第 4段階

51,000 円
（基準額× 1.25）

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200
万円未満の方

第 5段階

61,200 円
（基準額× 1.5）

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200
万円以上の方

第 6段階
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　町では、宮城県より貸与された環境放射線測定器で空間放射線量の測定を行っています。測定場所および測定結果などは下記の

通りです。詳しいデータは町ホームページに掲載しています。

　測定結果は、文部科学省が屋外活動の制限基準値としている毎時3.8 マイクロシーベルト（μ Sv/h）を下回っています。

定点測定地の測定結果【測定日：7月 19日（火）】　

　

※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火曜日に測定。

町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：7月 21日（木）、22日（金）】　

※毎月2回測定のほか、必要に応じて随時測定。私立幼稚園は随時測定。

児童福祉施設の測定結果【測定日：7月 21日（木）】　

※毎月1回測定のほか、必要に応じて随時測定。

公園の測定結果【測定日：7月 19日（火）】

※毎月2回測定。

【測定場所】定点測定地：施設周辺（駐車場など屋外）、学校施設：校庭または園庭、　公園：広場

【測定位置】定点測定地・中学校：地表から100cm、

　　　　　　小学校・幼稚園・児童福祉施設：地表から50cm、公園：地表

水道水の放射能測定結果【測定日：7月 19日（火）】　　

※検査は放射性ヨウ素、セシウムともに宮城県企業局

■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

測定値測定値測定値

0.12槻木生涯学習センター0.18船岡生涯学習センター0.15柴田町役場

0.17西住公民館0.16農村環境改善センター0.14船迫生涯学習センター

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.30西住小学校0.24船迫小学校0.16船岡小学校

0.27柴田小学校0.19槻木小学校0.27東船岡小学校

0.18槻木中学校0.25船迫中学校0.24船岡中学校

0.23たんぽぽ幼稚園0.29浄心幼稚園0.29第一幼稚園

0.21熊野幼稚園

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.25西船迫保育所0.22槻木保育所0.29船岡保育所

0.27西住児童館0.24三名生児童館0.21柴田児童館

0.19むつみ学園0.26船迫児童館

単位：μSv/h

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

測定値測定値測定値

0.30剣崎公園0.25白幡児童遊園0.29並松公園

0.28舘前緑地0.28下名生児童遊園

単位：μSv/h
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※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。

※上記事業の対象者で風邪気味の方のご来場はご遠慮ください。　※成人健康相談のある方はご連絡ください。

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8/3（水）

13：30～ 15：30鈴木先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 22年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

5（金）

12：45～ 13：15宮上先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）9（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付10（水）

  9：15～   9：45平成 22年 8月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

11（木）

  9：00～ 13：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）

15（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付17（水）

12：45～ 13：15吉田先生平成 21年 4月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は調
　査票もお持ちください。

23（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

24（水）
12：45～ 13：15板野先生、玉野井先生平成 20年 2月生まれの方3歳 6か月児健康診査

※歯ブラシとタオルをお持ちください。

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 3月生まれの方4か月児健康診査25（木）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付31（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 4月生まれの方4か月児健康診査9/1（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 22年 2月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

2（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
7（水）

13：30～ 15：30鈴木先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）

  9：15～   9：45平成 22年 9月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

9（金）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

玉野井歯科医院
　船　岡　� 57-1711

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

平井内科
　大河原　� 52-27778/7

川田薬局
　船　岡　� 59-2777

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

スエヒロデンタルクリニック
　大河原　� 53-4390

宮上クリニック
　船　岡　� 55-4103

さくら小児科
　大河原　� 51-535514

かみまち薬局
　槻　木　� 58-7380

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

村上歯科医院
　大河原　� 53-3563

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　� 56-1441

村田内科クリニック
　村　田　� 83-606121

ひばり調剤薬局
　大河原　� 52-8686

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

もり歯科クリニック
　大河原　� 52-1563

大河原整形外科クリニック
　大河原　� 51-1502

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-244528

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

ひがし薬局大河原
　大河原　� 51-3055

さくら歯科
　大河原　� 52-3900

高沢外科・胃腸科
　船　岡　� 57-1231

甘糟医院
　大河原　� 53-14609/4

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

槻木中央薬局
　槻　木　� 56-3169

山家歯科クリニック
　川　崎　� 84-2266

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

玉渕医院
　槻　木　� 56-101211

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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…
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

相談時間　
　19：00～ 23：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール
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