
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成22年6月15日

広報しばた・お知らせ版・第654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）
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　議会では、議会の活動を町民の皆さんに報告するとともに、議会や町政に対する意見・要望などを直接お聞きするために、下記

の日程で「議会懇談会」を開催します。当日は、次の内容で行います。多数のご参加をお待ちしております。

　（1）平成 21年議会懇談会での要望事項などの報告　 　（2）平成 21年度議会活動報告

　（3）懇談 1　テーマ「防災～地震に備えて～」　  　　　（4）懇談 2　町政・議会全般について

�開催日時・会場など／

○立候補予定者説明会
　�日時／ 6月 22日（火）10：00
　�場所／役場保健センター4階　会議室

○立候補届出書類等予備審査
　�日時／ 6月 29日（火）9：00～ 12：00
　�場所／役場2階　第 2会議室

議会懇談会を開催します

担　当　議　員対象行政区会　　　場開催時間

佐久間光洋、　橋たい子、広沢真

舟山彰、佐藤輝雄、我妻弘国

1、2、3、4、5、6Ａ、6Ｂ

7Ａ、7Ｂ、8、9Ａ、9Ｂ
保健センター（4階）

7月 18日（日）
14：00～ 16：00

平間奈緒美、佐々木守、有賀光子

森淑子、大坂三男、白内恵美子

13、14、15、16、17Ａ

17Ｂ、18Ａ、18Ｂ、19、20
槻木生涯学習センター

佐々木裕子、安部俊三、水戸義裕

星吉郎、加藤克明、大沼惇義

10、28、29Ａ、29Ｂ

29Ｃ、29Ｄ
船迫生涯学習センター

佐久間光洋、　橋たい子、広沢真

舟山彰、佐藤輝雄、我妻弘国
21、22、23、24、25、26、27農村環境改善センター

7月 18日（日）
19：00～ 21：00

平間奈緒美、佐々木守、有賀光子

森淑子、大坂三男、白内恵美子
30西住公民館

佐々木裕子、安部俊三、水戸義裕

星吉郎、加藤克明、大沼惇義

11Ａ、11Ｂ、11Ｃ、12Ａ

12Ｂ
船岡生涯学習センター

※表に指定された会場以外でも参加できます。

 臨時託児所開設のお知らせ　各懇談会場に無料の臨時託児所を開設します。利用を希望される方は7月15日（木）までに議会事務
　　　　　　　　　　　　 　局へお申し込みください。（事前に申し込みのない方はご利用できません）

■申 ■問  議会事務局　� 55-2136

■問  選挙管理委員会
　� 55-2111



お知らせ版●2 第 654号

　クレジットカードで商品を購入させて、それを業者が買い取ることで消費者に現金

が渡るという、買い取り屋によるクレジットカード現金化の相談が増えています。一

時的に現金を手に入れても、それよりも高額なクレジットの支払いに追われるため、

支払い困難に陥るケースが多発しています。

　これは、クレジットカード契約違反行為にあたり、消費者が退会処分になると一括

で利用金額を支払わなければならなくなる事もあります。

　また、知りながら利用すると詐欺罪を問われる場合もあります。借金の整理をしよ

うとしてクレジットカードの現金化を利用することは多重債務につながるので絶対利

用しないでください。契約内容が不審だと感じたら契約しないことが重要です。

■問  町民環境課（消費生活相談）　� 55-2113

　アルコールに関連するさまざまな問
題を抱えて悩んでいる本人、家族、関
係者の方および嗜癖問題を抱えている
方やＡＣ（機能不全家族）の方を対象
に精神保健相談員による相談を実施し
ます。（要予約）
�日時／7月2日（金）13：00～15：00
�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本人、家
族、関係者の方を対象に精神科医・精
神保健相談員による相談を実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
�日時／7月9日（金）、30日（金）
�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　� 53-3132

　青年期健康診査は町内実施医療機関での個別健診です。健診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。なお、受診の際は受診通知書

と自己負担料、尿容器、前年度健診結果通知書（お持ちの方）を医療機関に提出して

ください。追加申込は6月24日（木）まで受け付けます。詳細は6月1日号のお知ら
せ版をご覧ください。

�健診期間／6月 30日（水）まで
�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は平成23年 3月 31日現在
�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

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　介護保険の施設に入所または短期入所
生活介護（ショートスティ）を利用され
ている方の居住費（滞在費）および食費
は自己負担になっています。しかし、町
民税非課税世帯の方は、それらの費用が
減額になる「介護保険負担限度額認定」
制度があります。介護保険の認定を受け、
まだ申請手続きをされていない町民税非
課税世帯の方は申請してください。

■問  福祉課　� 55-2159

　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。事前申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 7月 7日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

　基本健康診査を8月下旬～9月に集団

健診で実施します。受診を希望される方

は、7月 9日（金）までにお申し込みくだ
さい。なお、詳細については、8月 1日

号のお知らせ版に掲載予定です。

�健診内容／①基本的な健診の項目：診
　察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、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）
※今年度から実施する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。

�対象／ 40歳以上で、生活保護受給者
　または健康保険証の資格取得年月日が

　4月 2日以降の方　※年齢は平成 23年
　3月31日現在。職場などで健診を受けた方
　または受ける方および特定健康診査または
　後期高齢者健康診査対象者の方を除く。

�自己負担料／40歳～64歳  1,700円
　　　　　　　 65歳以上　    1,400円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　子宮がん検診が 7月 31日（土）まで実

施されます。受診票が届いている方はお

早めに受診してください。

　健康保険証が変わったことにより自己

負担料が変更になる場合は、あらかじめ

健康推進課にて手続きをお願いします。

�対象／町内に住所を有する 20歳以上
　の女性　※年齢は平成23年3月31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

「クレジットカードの現金化」をめぐる
トラブルに注意

介護保険負担限度額認定申請
～減額の手続きはお済みですか？～

�日時／6月22日（火）9：45～11：00
　�場所／船岡体育館
�日時／7月6日（火）9：45～11：00
　�場所／農村環境改善センター
�対象学区／全小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があります。事前の申
　し込みは不要です。

■問  子育て支援センターるんるん
　� 54-4040

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～



お知らせ版 ●3第 654号

参加者募集

太陽の村男の料理教室
手ぬきうどん作り

募 集

硬式テニス教室開催

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集しています。税務職員は、

国の財政を支える重要な仕事を担い、国税局や税務署において、調査・検査や指導な

どを行う税務のスペシャリストです。

�受験資格／平成元年4月 2日～平成 5年 4月 1日生まれの方
�受験申込受付期間／平成22年 6月 22日（火）～ 29日（火）
�受験申込書の請求／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
�受験申込書の配布／5月 10日（月）から
�受験申込書の提出先（郵送）／人事院東北事務局（〒989-0014 仙台市青葉区本町3-2-23）
�試験日および試験種目／第1次試験（教養・適性・作文試験）9月 5日（日）
　第2次試験（人物試験・身体検査）10月 14日（木）～ 21日（木）の指定する日

■問  人事院東北事務局  � 022-221-2022、仙台国税局人事第二課  � 022-263-1111

　太陽の村の料理教室は、技を磨くのに

最適です。家族や自分のためにチャレン

ジしてはいかがでしょうか。初心者の方

も大歓迎です。

�日時／ 6月 26日（土）9：30～ 12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／ 10人
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用の容器
�申込期限／ 6月 25日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　花と緑の愛好家の皆さんの特色ある庭園をご覧いただけます。「花と緑との触れ合い」のひとときをお過ごしください。

�日時／ 6月 19日（土）10：00～ 16：00
�庭名前・場所など／

　柴田町テニス協会が設立され、体育協

会に加盟しました。初心者、中級者の方

を対象に教室を開催します。講師は日本

テニス協会公認の指導員が担当します。

�日時／6月20日（日）～7月25日（日）
　毎週日曜日（計 5回）13：30～ 15：30

�場所／入間田テニスコート
�募集人数／ 18歳以上の町民 15人
�参加費／ 1,500 円
�申込期限／ 6月 19日（土）

■申 ■問  柴田町体育協会（スポーツ振興室内）
　� 55-2030

　「企業（人事担当者）と高等学校教諭と

の懇談会」を下記により開催します。

　百年に一度といわれる不況の影響によ

り、高校生を取り巻く就職環境は一段と

厳しさを増しておりますが、このような

ときこそ、企業が企業活動を続けるため

に必要とされる優秀な新卒者を採用でき

るまたとないチャンスです。事業主の皆

さまにおかれましては、御社のＰＲをは

じめ、どのような人材を求めているのか

など、求人票では表しきれない詳細事項

について情報交換を行っていただくとと

もに、新卒者の採用経験を通じてのご意

見や学校側へのご要望など、直接進路指

導担当教諭と意見交換ができる機会であ

りますので、ぜひご参加ください。

�日時／ 7月 8日（木）13：30～ 16：00
※事前申し込みが必要です。6月18日（金）ま

　でにご連絡ください。

�場所／桜フローラ（� 52-7888）

�内容／企業ごとのブースを設けての個

　別の情報交換会

■問  ハローワーク大河原（求人・専門援助
　部門）　� 53-1042

募 集

平成 22年度国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験
（高校卒業程度）のお知らせ

オープンガーデンのご案内　～「花のまち柴田」美しい庭巡り～

「オープンガーデン」とは、個人の庭を一般公開することです。マナーを守って鑑賞しましょう。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

彩の匠の庭
（平間ツタ 様宅）

四季の花とファンタジーの庭
（鈴木瞳 様宅）

里山とバラの庭
（平間利八郎 様宅）

庭名前

船岡西 1丁目
（柴田郵便局より西へ 300ｍ）

大字上名生字前川
（東船岡小学校付近）

大字入間田字間中
（ゆずが丘付近）

場　所

地　図



お知らせ版●4 第 654号

　利府町在住の横山由宇人くん（5歳）は、昨年11月に特発性拡張型心筋症を発症

し、現在東北大学病院に入院しています。特発性拡張型心筋症は心臓の筋肉が薄くな

り、心臓が拡張してポンプ機能が低下し、全身への血液循環が悪化する進行性の病気

で、もっとも重篤な心臓の病気です。由宇人くんの命を救う方法は心臓移植しかなく、

急がれることからアメリカ（コロンビア大学病院）での渡航移植が決まりました。し

かし、日本の医療保険制度は適用されず、移植手術費、渡航費、滞在治療費など約1

億 3,500万円もの莫大な費用が必要になります。由宇人くんのお母さんは柴田町出

身です。来年4月には小学1年生として入学式を迎えられるよう、由宇人くんの小さ

な命を救うため、皆さまの温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。詳しくは、

ゆうとくんを救う会ホームページをご覧ください。http://www.yuto-save.jp

■問  ゆうとくんを救う会賛同者代表（丹野）　

�日時／ 6月 18日（金）～ 20日（日）
　9：00～ 17：00（20日は 15：00まで）

�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※新規会員募集中です。

■問  柴田町野草愛好会（庄子）  

　町では、住民自治によるまちづくり基本条例に基づくまちづくりの状況などについ
て調査審議していただく、住民自治によるまちづくり基本条例審議会の「公募委員」
を募集しています。
�応募資格／次の要件すべてに該当する方
○町内に住民登録をしている方または町内へ通勤通学している18歳以上の方（平
　成22年 7月 1日現在 ) 
○平日の日中に開催する年3回程度の会議に出席できる方 
○町が設置した2つ以上の審議会などの委員でない方（平成22年 7月 1日現在）
○柴田町議会議員および柴田町職員でない方 
�募集人員／5人以内
�任期／委嘱の日（平成22年 7月予定）から平成26年 3月 31日まで
�報酬など／報酬：1日 6,700円　出席費用弁償：1日 500円
�応募方法／所定の応募用紙に必要事項を記入し、まちづくり政策課まで持参するか
　郵送で提出してください。
※なお、応募用紙はまちづくり政策課、槻木事務所、しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」に設
　置しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。

�選考方法／応募書類により審査します。
�募集期間／6月 15日（火）～ 7月 7日（水）

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111　〒 989-1692柴田町船岡中央2-3-45

�日時／ 7月 19日（月）13：30開演
�場所／仙南信用金庫3階しんきんホー
　ル（白石市）　※入場無料
�曲目／カルメン、メリアの草原に立ち
　て、ＹＥＬＬなど

■問  白石高等学校マンドリン部（阿部）
　� 0224-25-3154

　毎年 6月 23日から 29日までの 1

週間は「男女共同参画週間」です。男

性と女性が、職場で、学校で、地域で、

家庭で、それぞれの個性と能力を発揮

できる環境づくりを促進しましょう。

今年のキャッチフレーズは ｢話そう、

働こう、育てよう。いっしょに。」です。

　「数社からの借入があり、今後の返済

をどうしようか」「収入の予定が狂ってし

まって、返済ができない」「返済のために、

また新たな借入をしなければならない」

このような悩みを抱えている方は、一人

で悩まずに、ご相談ください。借金の問

題は必ず解決できます。弁護士、消費生

活相談員などが無料で相談に応じます。

�日時／ 7月 2日（金）9：30～ 15：30
�場所／県大河原合同庁舎
�募集人数／ 8人（事前予約制）
�予約受付期間／6月21日（月）～25日
　（金）9：00～ 16：00

�予約受付電話／ 52-5700　

■問  大河原地方振興事務所県民サービセ
　ンター　� 52-5700

募 集

住民自治によるまちづくり基本条例審議会委員を募集します

白石高等学校マンドリン部

第 1回定期演奏会
山野草展
ウチョウランほか

入場無料

　町では、男性・女性があらゆる分野

に参画し、自分の持つ個性や能カを発

揮できる男女共同参画社会を実現する

ため、「第 2次しばた女性施策推進基

本計画」を策定し、さまざまな取り組

みを進めております。

　本年度は、「第 3次しばた女性施策

推進基本計画」の策定年度となること

から、計画策定にあたり、時代に則し

た見直しを行い、より一層取り組みを

強化していくため、町民の皆さんのお

考えをお聞きします。町内に在住する

20歳以上の方 1,000 人を無作為で抽

出させていただき実施するものです。

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力

いただきますようお願い申し上げます。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

しばた女性施策推進基本計
画づくりに関する町民アン
ケートの実施について

�主な募金箱設置場所／柴田町役場、槻木事務所、４区集会所、しばた協同クリニ
　ック、イトーチェーン、ひらい菓子店、はたはた、太田内科、吉田歯科、キタ
　ザワ、オアシス、白石ハウビングベーカリー、ユピテル美容室、おおの電器、
　大沼胃腸科外科婦人科、玉渕歯科、北海屋



お知らせ版 ●5第 654号

募 集

“ゆるりん”地産地消セミナー
～米粉を使ってクイックパンを作ろう！～

　総務省では、経済的な理由などで地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行す

ることが難しい世帯に対し支援を行っています。

�支援の対象者／生活保護などの公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者のい
　る世帯、社会福祉事業施設入所者の方でＮＨＫの放送受信料の全額免除を受けてい

　る世帯の方が対象です。
※既に地上デジタル放送を視聴されている世帯の方は、支援の対象外です（平成21年 4月以降
　に工事が行われた場合には、支援の対象となる場合があります）。

�支援の内容／現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」の無
　償給付を行います。アンテナ改修などが必要な場合には、その支援も行います。

�申込書配付先／福祉課および槻木事務所の窓口に設置しています。
�申込受付期限／7月 2日（金）まで（消印有効）
�ご注意いただきたい点／
　○支援の申し込みにはＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが必

　　要です。

　○支援は現物給付ですので、ご自身で購入されたチューナー、アンテナ改修などの

　　費用を清算することはできません。

■問  総務省地デジチューナー支援実施センター　� 0570-033840、福祉課　� 55-5010

　仙台法務局および宮城県人権擁護委員

連合会では、6月 28日（月）から 7月 4

日（日）までの 7日間、全国一斉「子ども

の人権 110番」強化週間を実施します。

いじめ、体罰、家庭内における虐待など、

子どもをめぐるさまざまな人権問題につ

いて、人権擁護委員および法務局職員が

電話相談に応じます。相談は無料、秘密

厳守。（予約不要）

�相談日程／
　6月28日（月）～7月2日（金）
　　　　　　　　　　　     8：30～19：00

　7月3日（土）～4日（日）10：00～17：00
�相談電話番号／ 0120-007-110（フリ
　ーダイヤル）

■問  仙台法務局大河原支局  � 52-6053

会員募集

（社）柴田町シルバー
人材センター　　　

募 集

ベガルタ仙台

ジュニアサッカースクール生募集

　老齢基礎年金の年金額は、満額で65歳から年額792,100円です。厚生年金に加入

するサラリーマンなどの場合、報酬に応じて年金額に上乗せがありますが、自営業者

など国民年金の第1号被保険者は通常上乗せはありません。

　自営業者などの方が老後の年金を増やす仕組みの一つとして、保険料を割り増しに

して納める「付加年金」があります。

　国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料（月額15,100 円）に

付加保険料（月額400円）をプラスして納付すると、納付月数に応じて老齢基礎年金

に付加年金が上乗せされます。

　付加年金は「200円×納付月数」で計算されます。保険料400円に対して年額200

円上乗せですので、2年以上年金を受給すると支払った額以上に受け取れる有利な仕

組みになっています。

　お申し込みは、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口です。付加保険料の納付は

お申し込みのあった月分からになります。
※保険料額、年金額は平成22年度のものです。
※付加年金には物価スライド（増額・減額）はありません。
※国民年金基金に加入中の方、免除を受けている方は付加保険料を納付できません。
※付加保険料は納付期限（翌月末）を過ぎると納付できません。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

　発酵させずに作る「クイックパン」と簡単チーズケーキ作りをします。

�日時／ 7月 3日（土）10：00～ 12：30　　　�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／20人　※先着順　　　�参加費／1,000円（託児無料）
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具　※託児については、未就学児に限ります。
�申込期限／6月 25日（金）

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

�対象／年長～小学 6年生の男女（初心
　者、ほかの団体に所属していても参加

　できます）

詳しくはお問い合わせください。

■申 ■問   ベガルタ仙台ジュニアサッカース
　クール事務局　� 022-377-1101
　（平日10：00～ 13：30）

地上デジタル放送を見るための　　
簡易なチューナー給付支援について

国民年金の付加保険料で老齢基礎年金を割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増しししししししししししししししししししししししししししししししし割り増しに

町内在住の60歳以上の方
　就業や互助会活動を通じ、活力あるま

ちづくりの実現や、暮らしをいきいき元

気に輝かせてみませんか？シルバーでは、

能力・経験に応じた高齢者にふさわしい

仕事を引き受け、提供しています。

【主な就業・互助会活動例】
�就業／除草、屋内外作業、家事援助、
　大工、剪定、清掃、障子・ふすま・網

　戸張り替えなど

�互助会／ダンス、民謡、手工芸製作、
　軽体操、卓球、カラオケなど

詳しくはお問い合わせください。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400
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主な行事日学　校

授業参観2船岡小学校
� 55-1064

遠足（2年生）6

教育面談21～23

授業参観3槻木小学校
� 56-1029

振替休業日5

お楽しみ集会7

歌の集い9

水泳教室21～22

学習相談21～23

芸術鑑賞教室12柴田小学校
� 56-1430

ＰＴＡバレーボー
ル大会

17

授業参観1船迫小学校
� 55-5394

避難訓練7

お楽しみ集会14

かっぱ教室21～23

授業参観3西住小学校
� 53-3227

振替休業日5

七夕集会6

学習教室21～27

授業参観3東船岡小学校
� 55-1811

振替休業日5

開校記念日11

授業参観15船岡中学校
� 55-1162

家庭訪問（1・2年）
三者面談（3年）

21～30

授業参観7槻木中学校
� 56-1331

携帯安全教室15

防犯訓練・防犯教室6船迫中学校
� 54-1225

授業参観8

職業講話（1年）
職場体験（2年）

13～14

家庭訪問（1・2年）
三者面談（3年）

26～30

終業式20小中学校共通

県中総体21～25中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

春の星座と金星・土星
を見つけよう

　太陽の村にある望遠鏡で、春の星座と

金星・土星を観察します。ぜひご家族で

お越しください。

�日時／6月22日（火）19：30～20：30
�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止し
　ます）

■問  柴田町星を見る会（福祉課内：加藤）
　� 55-5010

　上川名地区では、集会所脇の川の上流

にホタルが乱舞します。ご家族連れで鑑

賞に来てください。例年の見ごろである

6月 18日（金）から 20日（日）の 3日間、

午後6時から 9時まで、上川名集会所を

開放しますので、休憩やトイレにご利用

ください。駐車場は上川名地区のお寺で

ある能化寺をご利用ください。気温に

よっては見ごろが遅れることもあります。

■問  平間　

�日時／ 7月 7日（水）9：00～ 16：00
�場所／仙南広域視聴覚教材センター
　（大河原町）

�対象／仙南地域在住者（高校生以上）
　または仙南地域勤務者

�募集人数／ 12人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 6月 28日（月）
詳細については、仙南広域視聴覚教材セ

ンターホームページ（www.az9.or.jp）

をご覧ください。

■申 ■問  
　仙南広域視聴覚教材センター
　　　　　　　　　　　　� 52-3433
　槻木生涯学習センター　� 56-1997
　生涯学習課　� 55-2135

　この議員研修会は議員だけでなく、町

民参加により一緒に勉強したいと考えて

います。参加は無料です。

�日時／6月26日（土）13：30～16：20
�場所／保健センター 4階
�内容／①「宮城県沖地震の再来に備え
　て」（みやぎ出前講座）　講師：宮城県

　危機対策課危機対策企画専門監　小松

　宏行 氏

　②「災害に強い地域づくり」　講師：柴

　田町総務課危機管理監　佐藤富男 氏

�主催／柴田町議会

■問  議会事務局　� 55-2136

　国土調査は、現地で地目・土地の境界

調査・測量などを行い、現地と公図、登

記簿が合うようにする調査です。本年度

は、成田地区が対象になります。予備調

査として、職員などが現地立ち入り調査

を行いますので、ご了承ください。

　なお、詳細については、下記のとおり

説明会を実施しますので、ご出席をお願

いします。

�日時／ 6月 23日（水）13：30～
�場所／農村環境改善センター
�対象／成田字待江・和田谷地・待江下
　　　　　　　新待江・江崎・坂崎

　　　　　　　倉坂の一部
※調査地区が若干変更になる場合があります。

■問  都市建設課　� 55-2120

　町では現在、新しいまちづくりを進め

るための指針となる第5次柴田町総合計

画（平成 23年度～平成 32年度の 10年

間の計画）を策定しています。総合計画

の策定に当たっては、町民の公募委員を

含めた審議会において、町長からの諮問

を受け、検討した上で答申することにな

ります。その第1回審議会を下記のとお

り開催します。傍聴を希望する方は、会

議の当日、開催場所において傍聴を申し

込んでください。

�日時／ 6月 28日（月）19：00～
�場所／役場委員会室（4階）
�内容／○審議会委員の任命　○柴田町
　総合計画の基本構想（素案）の審議など

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

16 ミリ映写機
操作技術講習会

国土調査（地籍調査）に
ご協力を !

どなたでも参加できます

「公開議員研修会」
テーマ：防災～地震に備えて～

柴田町総合計画審議会
傍聴のお知らせ

ホタルを見に　
行きませんか？
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