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　就労などにより、昼間保護者が留守の家庭の児童を対象に、次の各放課後児童クラ

ブで遊びを主とした健全育成活動を行います。

○槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内） ○船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）

○船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内） ○西住放課後児童クラブ（西住公民館内）

○東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学習センター内）

�対象／町内の各小学校に在籍する1～3年生で、昼間保護者が留守となる家庭の児童
�募集人数／各放課後児童クラブ60人（西住放課後児童クラブは30人）
�保育料／月額3,000円（一人当たり）
�申込方法／各放課後児童クラブに用意している申請書に必要な書類（勤務証明など）
　を添えて、登録を希望する放課後児童クラブに直接お申し込みください（西住放課

　後児童クラブは、西住児童館が窓口です）。

�申込期間／1月 17日（月）～ 31日（月）
�受付時間／月～金曜日14：00～ 18：00（西住放課後児童クラブは8：30～ 17：15）
　　　　　　土曜日8：30～ 12：00

■申 ■問  槻木放課後児童クラブ  � 58-7108、船岡放課後児童クラブ  � 59-3330
　船迫放課後児童クラブ  � 58-2637、西住放課後児童クラブ  � 52-3703（西住児童館）
　東船岡放課後児童クラブ  � 55-1470（三名生児童館）

　柴田町育英会では、経済的な理由によ

り就学困難な学生・生徒のうち、向学心

に燃える優秀な方に対して奨学金の貸与

を行っています。

　

※入学金などの一時金はありません。

�資格／○町内に1年以上住所を有して
いる方の子弟で、高等学校（視覚支援

学校、聴覚支援学校、特別支援学校の

高等部を含む）、高等専門学校または

大学（修業年限 2年以上の専門学校を

含む）への進学予定者および在学者

　○学術優秀、品行方正、身体強健で学費

　の支払いが困難であると認められる方

�貸付期間／進学しようとする学校、ま
たは在学する学校の修業年限の終期ま

で。償還については、学校などを卒業

してから 1年間猶予の後 10年以内に

お返しください。

�募集人数／若干名（平成 23年 5月中
　旬開催の選考委員会にて決定）

�申込期間／2月1日（火）～3月16日（水）

　より多くの希望者に育英資金を貸与で

きるよう、事業目的に賛同し、一口6,000

円以上を寄付してくださる会員を募集し

ています。皆さまのご協力をお願いしま

す。
※家計の急変（収入減少）で奨学金を必要と
　する場合、高校生は「高等学校等育英奨学資
　金貸付」、大学生は「日本学生支援機構」に
　おいて対応しています。在学している学校
　の奨学金担当へご相談ください。

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　児童センターに求められる役割や機能

について講演会を開催します。

�日時／ 2月 17日（木）13：30～
※託児あり

�場所／船迫生涯学習センター
�講師／平山乾悦氏（ＮＰＯみやぎ・せ
　んだい子どもの丘理事長）

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　柴田町図書館では、ボランティア活動

に興味や関心のある方を対象に読み聞か

せの講座を行います。子どもたちに本の

楽しさや面白さ、素晴らしさを届けたい

方お待ちしています。参加は無料です。

第1回　2月11日（金）10：00～12：00
「ボランティアの役割と絵本の選び方�」

第2回　2月16日（水）10：00～11：30
　「絵本の選び方�」

第3回　2月23日（水）10：00～11：30
　「紙芝居の選び方と演じ方」

�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館）
�講師／ときわひろみ氏（紙芝居作家）
�対象／町民
�募集人数／ 15人程度
�申込方法／電話でお申し込みください。
�申込期限／ 1月 30日（日）

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

受講者募集

柴田町図書館ボランティア
養成講座（読み聞かせ）

平成 23年度

放課後児童クラブ登録児童募集

「子どもの健全育成と　　
　　　　　児童センター」
講演会開催のお知らせ

募 集

平成23年度柴田町育英会
奨学生募集

育英会会員募集募
集

貸付月額奨学生の種類

24,000 円大学奨学生（私立）

20,000 円
大学奨学生
（公立・短大・専門学校）

10,000 円高校奨学生
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○次の方は税務署で申告をしてください。
①土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方
　土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、税務署で所得申告と併せて申

告をしてください。

②消費税の申告がある方
　平成20年分で事業収入があり、売上が1,000万円を超える方は消費税の申告

も必要となります。必要書類を持参の上、税務署で所得申告と併せて申告をして

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。

○農業所得のある方
　「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、所得申告相談時に

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」または振込額が分かる預金通帳をお持ちください。

○全く収入がなかった方は？
　同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
※誰の扶養にもなっていない方や、別居している方の扶養になっている方は、簡易申告書（1
　月中旬に配布する「平成23年度 町民税・県民税所得申告相談のご案内」の裏面にありま
　す）を提出してください。

○公的年金のほかに収入がない方は？
　下記に該当する方は、申告の必要はありません。

※詳しくは、1月中旬に各世帯に配布する「平成23年度 町民税・県民税所得申
　告相談のご案内」をご覧ください。

　

　

　平成22年分の所得税の確定申告の相談および申告書の受け付けは、平成23年

2月 16日（水）から 3月 15日（火）までとなっています。

　確定申告書は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）の「確定申告書

等作成コーナー」で簡単に作成できます。所得税や消費税の申告書のほか、収支

内訳書や青色決算書も作成できます。自分の空いた時間にパソコンで24時間い

つでも申告書を作成できるためとても便利です。

　また、申告書の提出は、国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用すれば、

インターネットを使用しパソコンからそのまま申告書を送信できます。

■問  税務課　� 55-2116　電子メール：tax ＠ town.shibata.miyagi.jp、大河原税務署　� 52-2202

年金収入金額年　　　　　　齢

153万円以下65歳以上（昭和 21年 1月 1日以前生まれ）

103万円以下65歳未満（昭和 21年 1月 2日以後生まれ）

町民税・県民税
所得申告相談日程表

相談会場対象行政区相談日

農村環境改善
センター

23区・25区2/2（水）

21区・22区・
27区

3（木）

24区・26区4（金）

槻木生涯学習
センター
3階研修室

17Ｂ区7（月）

17Ａ区8（火）

18Ａ区・
18Ｂ区

9（水）

14区・20区10（木）

15区・19区14（月）

13区15（火）

16区16（水）

28区17（木）

保健センター
4階軽運動場

5区・8区18（金）

30区21（月）

6Ａ区・6Ｂ区22（火）

29Ｂ区23（水）

10区24（木）

29Ｄ区25（金）

29Ａ区28（月）

29Ｃ区3/1（火）

12Ａ区（中名生）
12Ｂ区

2（水）

12Ａ区（下名生）3（木）

11Ａ区4（金）

11Ｂ区7（月）

11Ｃ区8（火）

9Ａ区・9Ｂ区9（水）

7Ａ区・7Ｂ区10（木）

3区11（金）

1区・2区14（月）

4区15（火）
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�日時／○ 1月 24日（月）10：00～、13：30～　○ 1月 25日（火）10：00～
※いずれかご都合の良い日時にお越しください。説明会は、1時間程度の予定です。

�場所／仙南地域職業訓練センター（柴田町大字船岡字照内1-9）
�対象／給与所得者で、平成22年中に住宅ローンを利用して自宅を新築、購入、増
　改築などをし、居住の用に供した方

�持参する書類など／①土地・家屋の登記事項証明書（原本）　②請負契約書または売
　買契約書の写し　③住民票の写し（原本）　④源泉徴収票（原本）　⑤住宅取得資金

　にかかる借入金の年末残高証明書（原本）　⑥増改築などの場合、建築確認済証の写

　し　⑦認定長期優良住宅の場合、認定通知書　⑧預貯金通帳（本人名義）　⑨印鑑

　（通帳の届出印）　⑩筆記用具

　所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）がある場合には、

その分が住民税から控除できます。

■平成11年から 18年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額が所得
　税から控除しきれない方が対象になります。
�平成23年度の個人住民税の住宅ローン控除は、平成22年度と同様、町に「町民

　税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなくても税額控除ができま

　す（平成20年度と 21年度については、申告書を提出することで、個人住民税が

　税額控除されました）。なお、退職所得や山林所得を有する方、所得税において平均

　課税の適用を受けている方は、申告書を提出することで控除される税額が多くなる

　可能性があります。その場合は、3月 15日まで町に申告書を提出する必要があり

　ます。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン控
　除が適用され、さらに住民税の住宅ローン控除が受けられるようになります。
�控除額は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

　と、所得税の課税総所得金額などの額に5％を乗じて得た額（最高97,500 円）の

　いずれか少ない額になります。

■平成19年から 20年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けられますが、住民税の住宅ローン控除の対象になり

　ません（所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申告で、控除期間を10

　年または 15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています）。

■平成21年から 25年末まで居住された方
�初めて所得税の住宅ローン控除を受けられる方は、居住された年の翌年の所得税の

　確定申告期間内に、必ず申告を行っていただきます。また、2回目以降の方は、給与

　所得の年末調整または所得税の確定申告を行っていただきます。

�所得税の確定申告または給与所得の年末調整を行うことで、所得税の住宅ローン控
　除が適用され、さらに所得税の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない
　方が、住民税の住宅ローン控除を受けられるようになります。
�控除額は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

　と、所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額（最高97,500 円）の

　いずれか少ない額になります。

　「クレジットカードで商品を購入させ、
それを業者が買い取ることで消費者が現
金を得る」「キャッシュバック付き商品を
クレジットカードで購入させ、購入商品と
ともに現金を渡す」といった「クレジット
カードのショッピング枠の現金化」につい
ての相談が、最近増えているようです。
「クレジットカードのショッピング枠の
現金化」は、債務が増えて支払い困難に
陥ったり、クレジットカードが利用停止に
なったり「入金されない」「キャンセルで
きない」などのトラブルが発生する場合が
ある危険な取引です。適法であるかのよ
うに一部業者が宣伝していますが、法律上
問題があることに変わりありません。現
金化を目的としたカードの利用はやめま
しょう。また、既に多額の借金でお悩みの
方のための無料相談もあります。一人で
悩まず、まずは相談してください。

　
■問  町民環境課消費生活相談  � 55-2113

ストップ！クレジットカード現金化

　宮城県では、宮城の豊かな環境を守り

次世代に引き継いでいくため、平成 23

年 4月から 5年間、個人および法人の県

民税均等割の超過課税（「みやぎ環境税」）

を実施します（個人県民税均等割：年

1,200 円、法人県民税均等割：標準税率

の 10％がそれぞれ個人、法人の県民税

均等割に上乗せされます）。詳しくは、

宮城県ホームページをご覧いただくか、

担当課へお問い合わせください。

県ホームページ
　http://www.pref.miyagi.jp/

■問  県税務課（税の仕組みについて）
　　� 022-211-2323
　県環境政策課（税の使いみちについて）
　　� 022-211-2661

電話番号相談窓口

0570-064-370消費者ホットライン

0570-016-811
金融庁・金融サービス利用
者相談室

0570-078-374法テラス・コールセンター

022-217-4014
日本クレジットカウンセ
リング協会・仙台センター

55-2113町民環境課消費生活相談

■問  税務課　� 55-2116、大河原税務署　� 52-2202
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　町では、皆さんの健康管理の一環として、毎年がん検診などを実施しています。1月中旬以降に各地区の健康推進員がご自宅

に「がん検診等の申込書（平成23年度実施分）」を配布します。がん検診などの受診をご希望される方は、申込書を 1月 31日
（月）までご提出ください。平成22年11月以降に転入された方などに申込書が配布されない場合がありますので、1月24日（月）
までに申込書が届かない場合はご連絡ください。申込書は世帯ごとにまとめての様式になっています。
�申込方法／申込書中、受診を希望する検診項目に「 ○ 」を、受診を希望しない検診項目

マル

に「 × 」を記入し、申込書（役場提出用）
バツ

　をご提出ください。※年齢などの要件により対象外となる項目は「外」と表記されています。お申し込みはできません。

�提出方法／①各行政区の健康推進員へ提出　②健康推進課または槻木事務所へ直接提出　③郵送 ※切手不要の返信用封筒同封

　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／2月4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／2月24日（木）13：00～15：00
�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

おむつ費用の医療費控除
◎　ねたきり状態にある方で、おむつの使用が必要

と医師に認められた方は、当該医師が証明する「お

むつ使用証明書」と「おむつ代の領収証」を確定申

告書に添付することで、医療費控除の対象になる場

合があります。

◎　介護保険の要介護認定を受けている方で、この

控除を受けるのが2年目以降の確定申告では、医師

が証明する「おむつ使用証明書」の代わりに要介護

認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」

または「主治医意見書」の写しを使用することがで

きます。

　必要な方は、長寿介護班に確認の手続きをしてく

ださい。ただし、主治医意見書にて以下の2点が確

認できた場合に限ります（確認できない場合は、医師

が証明する「おむつ使用証明書」が必要になります）。

　①　ねたきり状態にあること

　②　尿失禁の発生の可能性があること

要介護認定者の障害者控除
◎　精神や身体に障害のある65歳

以上の方は、身体障害者手帳や精神

障害者保健福祉手帳などの交付を受

けていない場合でも「身体障害者に

準ずる高齢者」「知的障害者に準ずる

高齢者」「ねたきり等高齢者」と認め

られた場合には、町長が発行する「障

害者控除対象者認定書」により、税法

上の障害者控除が受けられます。

　介護保険の要介護認定を受けてい

る方で、認定書を必要とする方は、長

寿介護班に申請してください。

　なお、認定の判断は、申請書を受

理後に介護保険認定調査票により行

います。基準に該当しない場合は認

定書の交付ができません。

■問  福祉課　� 55-2159

確定申告用各種控除証明

検診時期など（予定）自己負担料（予定）対　　象検　診　内　容検　診　名

4～ 5月集団検診1,500 円40歳以上の方胃部レントゲン撮影（バリウム）胃がん検診

右記参照
医療機関

300円40歳以上の方便潜血反応検査（2日分）大腸がん検診
400 円50～ 79歳の男性前立腺特異抗原検査（採血）前立腺がん検診

6 ～ 7月
医療機関

2,100 円
20歳以上の女性

内診、細胞診頸部
子宮がん検診

2,100 円細胞診  ※条件該当者のみ体部

8～ 9月
集団検診

無　料　65歳以上の方  ※肺がん検診も兼ねて
受けられます。

胸部レントゲン間接撮影結核検診

400 円40歳以上の方  ※65歳以上は結核検診
も兼ねて受けられます（無料）。

胸部レントゲン間接撮影

肺がん検診
800 円

50歳以上の多量喫煙者または 40
歳以上で受診日から 6カ月以内に
血たんのあった方

かくたん細胞診検査  ※検診当日申込受付

平成 24年 1月
集団検診

1,700 円30～ 39歳の女性超音波検査

乳がん検診 2,400 円40～ 64歳の奇数年齢の女性マンモグラフィ（2方向）

1,400 円65歳以上の奇数年齢の女性マンモグラフィ（1方向）

6月医療機関1,700 円19～ 39歳の方
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）
※医師が必要と認めた方について貧血、心電図、眼底検査を実施

青年期健康診査

6 月集団検診500円40歳・50歳の女性骨密度測定骨粗しょう症検診
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　行政区を下記の7グループに分けて実施しま

す。追加申込の受付期限は5月下旬の予定です。

　平成 23年度に勤務

できる方で、臨時保育

士・臨時児童厚生員と

して登録してくださる

方を募集しています。

登録をご希望の方はお申し込みください。

�募集内容／臨時保育士（保育業務に従
　事）臨時児童厚生員（学童保育に従事）

�応募資格／おおむね 50歳までの方で、
　保育士または幼稚園教諭の資格を有す

　る方

�任用／随時任用
�賃金／ 900円（時間給）
�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、
　資格証の写しを添付の上お申し込みく

　ださい。

�募集期限／ 1月 31日（月）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　12月 15日号お知らせ版に掲載した民生委員・児童委員名簿の中に誤りがありまし

た。訂正してお詫び申し上げます。下線部分が追加、訂正したところです。

■問  福祉課　� 55-5010

担　　当　　地　　域委員名行政区

中央 3丁目、東 3丁目 2～ 13（4を除く）佐藤とみ子

6Ａ 東町の口、七作、神山前、新栄 4丁目 14、

新栄 5丁目 1～ 3、東神山前
小島　愛子

東 2丁目 4～ 9,16、東 3丁目 1,4関　　和枝7 Ａ

舘山、山岸、新山岸、杉崎、清住町 14～ 19,23,24,

25-1 ～ 25-10,28,29,31 ～ 33,36 ～ 45
村上　禎子

30

八入、大住町、清住町 20,22,25-13,26,34,35安藤　正治

上町 1丁目、下町 1丁目 1～ 4,6 ～ 8、2丁目 1～ 6、

3丁目 1～ 6,8 ～ 10、東1丁目 1
村上　淑子16

西 1丁目 2～ 14、西 2丁目 18～ 51、

西 3丁目 1～ 11,16 ～ 27 、乳子墓、花不見沢
管野　禧一17Ａ

登録者募集

臨時保育士・児童厚生員訂 正 と お 詫 び

　超音波検査は乳腺が発達している30歳代に適している検査で、しこりの中身が
良性か悪性かを画像から判断できます。また、マンモグラフィは手で触れることが

できないがんの発見も可能です。このことから、平成23年度より医師による視触診を廃止することになりました。それに伴い、
マンモグラフィ（2方向）の対象年齢を広げて実施します。

受診票配布時期検診時期（1カ月間）対　象　行　政　区グループ

4月末5月7Ｂ、8、11Ｃ、12Ａ、14、23、26、271

5 月末6月3，12Ｂ、17Ｂ、22、29Ｄ2

6月末7月6Ａ、6Ｂ、18Ａ、28、29Ａ3

7月末8月7Ａ、11Ｂ、11Ｄ、13、20、25、29Ｂ4

8月末9月5、9Ａ、15、18Ｂ、21、305

9 月末10月2、9Ｂ、16、19、24、29Ｃ6

10月末11月1、4、10、11Ａ、17Ａ7

①対象年齢は、平成24年 3月 31日現在です。

②自己負担料および検診時期などは予定のため、変更になる場合があります。

③職場・医療機関・学校などで受診した方または受診予定の方および治療中の方は対象外となります。医療機関に通院中の方または

　医療機関で経過観察されている方は、必ず主治医にご相談の上、お申し込みください。
④結核検診対象の65歳以上の方は、1年に 1回結核検診（胸部レントゲン撮影）を受けてください。ただし、1年以内に職場・医療

　機関などで受けた方または受ける予定の方は、町の結核検診を受ける必要はありません。あらかじめ申込書に「 × 」を記入して提
バツ

　出してください。提出されない場合は、受診票を配布させていただく場合がありますのでご了承願います。

⑤ 申込書（ご自宅控え用）に申し込んだ項目を控えて、すべての検診が終わるまで大切に保管してください。

⑥受診票は、それぞれのがん検診などが始まる前に配布します。配布時期や検診日程、追加申込の受け付けなどについては、随時お知

　らせ版に掲載します。追加申込の受付期限を過ぎると受診できなくなりますので、十分ご注意ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

平成 22年度（平成 23年 1月実施分）まで平成 23年度（平成 24年 1月実施分）から項　　　目

30～ 69歳の年代において実施すべての年代において廃止医師の視触診

40～ 49歳の奇数年齢の女性が対象40～ 64歳の奇数年齢の女性が対象マンモグラフィ（2方向）

50歳以上の奇数年齢の女性が対象65歳以上の奇数年齢の女性が対象マンモグラフィ（1方向）
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　電子証明書は、インターネットを通じて国や地方の行政機関に対して、電子申請・

届け出などの行政手続きを行うために住民基本台帳カードに格納される本人確認情報

で、他人による「なりすまし」「データの改ざん」を防ぎます。すなわち、電子証明書

とは、書面手続きの署名、実印、印鑑証明書に相当するものです。この電子証明書に

ついては、平成19年度税制改正で、取得促進を目的として、電子証明書を有する個

人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度が創設されました。この制度は、今年も

延長され平成22年分の申告も適応されます。つまり、平成22年分の所得税の確定申

告書を、e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して、申告期限の3月 15日

までに、本人の電子署名と電子証明書とを付してオンライン送信すると、所得税額か
ら5,000円（その年分の所得税額を限度）を控除できるというものです（平成19年
分から平成21年分の確定申告で既に控除を受けた方は、受けられません）。この機会

に電子証明書とICカードリーダライタを取得して、ご利用されてはいかがですか。e-

Tax を利用する場合、事前に納税地を所轄する税務署へ開始届出書を提出し、利用者

識別番号などを取得する必要がありますので、詳しくは下記のホームページをご覧く

ださい。

●電子証明書の取得
　まず先に住民基本台帳カード（住民票のある市区町村の窓口で申請）を入手し、申

請書などを提出して取得できます（発行手数料として、住民基本台帳カード500円、

電子証明書500円が必要です）。

●電子証明書の有効期限
　発行日より3年です（更新手続きは有効期限満了の日の3カ月前から可能です）。

● IC カードリーダライタの入手
　家電量販店やインターネット販売で購入できます。

　詳細な情報については、次のホームページをご覧ください。

　【住民基本台帳カード】http://juki-card.com/

　【電子証明書（公的個人認証サービス）】http://www.jpki.go.jp/index.html

　【ICカードリーダライタ】http://www.jpki-rw.jp/

　【e-Tax（国税電子申告・納税システム）】http://www.e-tax.nta.go.jp

　

　公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間と

なっています。電子証明書が失効した場合には、e-Tax などの電子申請・届け出に使

うことができなくなりますので、ご自分の電子証明書の有効期間をご確認ください。

なお、転居などによる住所変更、婚姻などによる氏の変更があった場合には、有効期

間内であっても失効になりますのでご注意願います。有効期間は、電子証明書の写し

（発行時に交付したもの）や、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証

明書表示ツール」などにより確認ができます。電子証明書が有効期間内で、更新を希

望される方は町民環境課にて手続きをしてください。新たに発行された電子証明書の

有効期間は、更新手続きの当日から起算して3年間となります。また、現在の電子証

明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。

�更新手続きに必要なもの／更新する電子証明書が格納された住民基本台帳カード、
　本人確認資料（運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど）

�発行手数料／500円

■問  町民環境課　� 55-2113

　3年に 1度の固定資産税（土地）の評

価替えに伴う町内の街路条件調査を、1

月中旬から 2月までの期間実施します。

基本的には道路上での作業になりますが、

場所によっては私有地へ立ち入る場合が

ありますので、皆さまのご協力をお願い

いたします。なお、調査員には身分証明

証を携行させていますが、不審な点が

あった場合はお問い合わせください。

■問  税務課　� 55-2116

　柴田町の工事や委託、物品販売・役務

提供などで、入札や見積りに参加する場

合は業者登録が必要です。指定の様式で

登録してください。様式は町ホームペー

ジからダウンロードできます。

�受付期間／1月28日（金）～2月7日
　（月）※土・日曜日、祝日を除く

�受付時間／9：00～11：30、13：30～
　16：00

�有効期間／平成23年 4月 1日～平成
　25年 3月 31日

■申 ■問  財政課　� 55-2278

　町では、燃えるごみ減量のため、生ご

みを堆肥化する「生ごみ処理容器」購入

に補助金を交付しています。容器の購入

をお考えの方は、交付申請の手順をご説

明しますので、購入前に必ずお問い合わ

せください。

�交付条件／町内に住所を有する個人
�補助額／ＥＭ式生ごみ堆肥化容器の場
　合、購入金額の 2 分の 1 以内で上限

　3,000 円、電気式生ごみ処理機の場合、

　購入金額の3分の1以内で上限20,000

　円

■問  町民環境課　� 55-2113

電子証明書をご存じですか

業業業業業業業業業業者者者者者者者者者者登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録業者登録ががががががががががが必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要必要ででででででででででですすすすすすすすすすす

～ e-Tax の利用には　　　
　　電子証明書が必要です～

電子証明書の発行を受けている方へ ～有効期間を　　　
　　ご確認ください～

街路街路のの調査調査を実施しますを実施します
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募 集

平成22年に柴田町内に新築された皆さまに

キンモクセイを無料配布します

募 集

柴田町観光物産交流館愛称募集

会員募集

楽しく英語を学びませんか

ハピネス英会話クラス

　来年度からの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

（基本構想・前期基本計画）の案について、審議会から町長に答申する第3回柴田町

総合計画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／ 1月 26日（水）14：00～　　　�場所／役場委員会室（4階）
�内容／基本構想（案）および前期基本計画（案）の検討、柴田町総合計画についての答
　申など

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳

食を味わってみませんか。

�日時／ 2月 8日（火）10：00～ 11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター 2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）

�対象／生後 5～ 10か月の乳児と保護
　者 15組

�申込期限／ 2月 1日（火）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　大きく動き出した船岡城址公園の魅力を支え、訪れる人々の情報発信地、回遊ルー
トの発着点となる柴田町観光物産交流館が、地元の材木100％を使って建築中です。
交流館には、無料休憩所や軽食ができる飲食店、季節ごとのイベントができるギャラ
リースペース、お土産物、地元産野菜や花を販売する売店が併設される予定です。一
度建築中の建物をご覧いただき、呼びやすく、親しまれ長く愛される名称を募集しま
す。ＦＡＸまたは電子メールでご提案ください。

■申 ■問  商工観光課　� 55-2123　� 55-4172
　電子メール promote@town.shibata.miyagi.jp

　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／ 2月 2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

�日時／申込者に後日文書にて通知します。　�配布樹木／キンモクセイ（80�程度）
�対象／平成22年 1月 1日～ 12月 31日に住宅を新築し居住されている方（増改
　築・賃貸家・アパート・事務所を除きます）
�申込方法／電話またははがき（新築した住所・氏名・電話番号を記入）でお申し込
　みください。
�申込期限／1月 31日（月）※当日消印有効

■申 ■問  柴田町緑化推進委員会事務局（農政課内）　� 55-2122
　〒 989-1692　柴田町船岡中央2-3-45

�日時／毎週水曜日 9：30～ 11：30
�場所／船岡公民館
�講師／ジェームス・オペ氏（陶芸家）
�会費／月 4,000 円
※初会合は 2月 2日（水）です。ご希望の方は、
　1月末までにお申し込みください。

■申 ■問  ハピネス英会話クラス（畑中）
　

　町では、保護者に対する育児支援として、次のような場合に有料でお子さんをお預
かりしています。ご利用には原則として登録が必要です。
①働いている方は週3日程度お預かりします。
②出産・看護・冠婚葬祭などで育児ができないときや、育児に悩みや不安を感じてい
　る方、そのほかリフレッシュでの利用もできます。
�対象／満10カ月～就学前児童（幼稚園、保育所などに入園していない児童）
�申込方法／申込書は以下の保育所で1月17日から配布します。必要事項を記入し、希
　望する保育所に直接お申し込みください。お申し込みの際は、必ず印鑑をお持ちくだ
　さい。
�申込期間／2月 1日（火）～ 10日（木）8：30～ 17：00※土・日曜日、祝日を除く
�預かり施設／船岡保育所・西船迫保育所
�預かり時間／8：30～ 15：30※土・日曜日、祝日、年末年始は休みです。
�預かり料／1日 1,100円（給食費別途）

■申 ■問  船岡保育所　� 55-1253、西船迫保育所　� 57-1387

　ひなまつりのケーキ作りをします。託

児無料ですので、ぜひお越しください。

�日時／1月27日（木）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
�申込期限／ 1月 22日（土）

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

登録者募集

平成 23年度「ゆとりの育児支援事業」

募 集

にこにこマンマ離乳食

募 集

“ゆるりん”地産地消セミナー

柴田町総合計画審議会傍聴のお知らせ
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�日時／ 2月 27日（日）13：00～　　　�場所／槻木生涯学習センター

�対象／町民または町内に勤務している方　　　�演奏者／仙台フィルのメンバー

�入場料／無料

　先着300人に入場整理券を配布します。 配布期間は2月1日（火）～26日（土）（日

曜日・祝日・休館日を除く）で、9：00～ 17：00までに槻木生涯学習センターで配布

します。※ 配布は一人につき4枚までです。

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　初めての妊娠の方、何度か経験してい

る方、喜びや楽しみと共に、それぞれ悩

みや不安があるのではないでしょうか。

妊婦同士の交流を通して、健康に妊娠期

を過ごせるように、一緒に体験をしませ

んか。予約は不要です。当日直接会場に

お越しください。

�日時／ 1月 17日（月）9：30～ 11：40

�受付時間／ 9：00～ 9：20

�場所／保健センター 1階

�内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験な

　ど）、妊娠中の食生活、歯の手入れについ

　て、妊婦生活についてみんなで語ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

管弦楽演奏会（弦楽四重奏）のお知らせ

　太陽の村にある望遠鏡で冬の星座と木星を観望します。ぜひご家族などでお越しく

ださい。

�日時／ 1月 25日（火）19：00～ 20：00

�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止）。足元が暗いので
　懐中電灯を持参してください。

�協力／柴田町星を見る会

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　消防では、災害時の情報案内として

「消防テレホンサービス」を実施してい

ますが、ひかり回線の電話や一部のＩＰ

電話、ＰＨＳ、プリペイド式携帯電話な

どからは、ご利用することができません

のでご注意ください。また、119番で災

害などの問い合わせをされる方がおりま

すが、119番は緊急時の番号ですので、

消防テレホンサービスをご利用ください。

　　消防テレホンサービスは

　　　　０ １ ８ ０－９ ９ ２－１ ２ ３

※お間違いのないようお願いいたします。

■問  仙南消防本部　� 52-1050

�日時／ 2月 12日（土）

　　　　船迫生涯学習センター8：00出発、16：30解散（町バスにて移動します）

�場所／七ヶ宿町峠田公民館

�内容／野外活動「七ヶ宿雪合戦大会出場」（美里町、七ヶ宿町の小学生と混成チーム

　をつくり試合に出場）、地元Ｊ・Ｌによるレクゲームなどで交流します。

�対象／町内の小学生　　　�募集人数／30人（先着順）

�参加費／600円（写真代、大会参加費【昼食・参加記念品】）

�持ち物／暖かい服装（野外活動に適したもの）、帽子、手袋、長靴、上履き、着替え

�申込期限／1月 29日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　全国の新幹線網を紹介しながら、鉄道模型の運転を体験します。今回は、関東・中

部・関西の私鉄（西武、東武、京急、小田急、京成、伊豆急、江ノ電、名鉄、近鉄、

南海など）シリーズです。参加は無料です。

�日時／ 2月 6日（日）10：00～ 12：00、13：00～ 15：00

�場所／船迫生涯学習センター

�持ち込み／Ｎゲージ模型持参は可能（運転は11：50～ 12：40）

�対象／子どもから大人まで（未就学児は保護者付き添い）

�申込期限／2月 4日（金）

�おもちゃ病院／運転会当日、同じ会場に開院します。動かなくなったおもちゃを直

　してもらおう。10：00～ 15：00（修理無料）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

冬の星座と木星を見よう～天体観望教室～

参加者募集

自然体験講座「水源の町七ヶ宿の冬」

募 集

東北新幹線全線開通記念

第 6回 Ｎゲージ（鉄道模型）運転会を開催します
「おもちゃ病院」も同時開院

消防テレホンサービス
ご利用上の注意

　ダンスやスポーツの種類、所属組織の

枠を超えて、子どもからお年寄りまで参

加できるイベントです。当日、会場にい

らっしゃる方も飛び入り参加できる客席

との交流プログラムもあります。ご来場

をお待ちしています。入場は無料です。

�日時／ 1月 29日（土）14：00～

�場所／えずこホール

■問  ｢DAN DAN DANCE｣ 実行委員会
　� 55-3165

DAN DAN DANCE　
 ＆ SPORTS  7th
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　厚生年金・国民年金の「老齢年金」な

ど、老齢（退職）を支給事由とする公的

年金は、税法上「雑所得」として所得税

の課税対象になります。このうち、「老

齢年金」の額が 108万円以上（65歳以

上の方は 158万円以上）の方については、

所得税を源泉徴収することになっていま

す。日本年金機構では、平成 22年 1月

から 12月中に「老齢年金」を受け取ら

れている方全員に平成 23年 1月までに

源泉徴収票を送付しています。源泉徴収

票は、税務署で年金以外に給与収入があ

り確定申告をするときや、源泉徴収の還

付を受けられるときに添付する必要があ

ります。もし、源泉徴収票を紛失された

場合は再交付できますので、お近くの年

金事務所や年金相談センターまたは「ね

んきんダイヤル」（� 0570-05-1165）

までお申し出ください。なお、「障害年

金」や「遺族年金」については非課税で

すので、源泉徴収票の送付はありません。

■問  日本年金機構大河原年金事務所
　� 51-3113

　柴田町社会福祉協議会では、下記のとおり職員採用試験を実施します。

　介護予防の取り組みとして、ノルディ

ックウォーキングの普及が進んできてい

ますが、安全で効果的な運動として一層

の定着を図るために、指導者を対象とし

た研修会を行います。参加は無料です。

�日時／1月29日（土）10：00～12：00
※雨天決行

�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／ノルディックウォーキングの復
　習、指導のポイントを学ぶ（講話と実技）

�講師／星勝久氏（日本ノルディックフ
　ィットネス協会マスターインストラク

　ター）

�対象／町内在住で、介護予防の取り組
　みとしてノルディックウォーキングを

　実施し、かつ指導者の資格を有する方

�募集人数／ 40人（先着順）
�持ち物／ノルディックウォーキングポ
　ール、筆記用具、飲料水、タオルなど

�申込期限／ 1月 21日（金）

■申 ■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

�日時／ 2月 5日（土）13：30～ 17：00
�場所／とっておきの広場（北船岡）
�テーマ／小中高生の保護者への対応
�内容／第 1部：○講演：民間不登校教
　育機関の現場の事例から　○講師：石
　川昌征氏（フリースクールだいと）、土
　佐昭一郎氏（ミヤギユースセンター）
　第 2部：シンポジウム
　第 3部：個別教育相談会
�参加費／無料

■問  ふりーすくーるジヴァガール
　� 080-1656-0319

　税金や商売に関することなら何でもご
相談ください。相談は無料です。
�日時／1月22日（土）18：00～20：00、
　2月6日（日）、13日（日）10：00～12：00
　※随時電話相談も受け付けております。

�場所／仙南民主商工会
�内容／確定申告の計算、記帳の仕方、
　税金の滞納、融資、新規開業など

■問  仙南民主商工会　� 55-3267

募 集

介護保険認定調査員を募集

老齢年金受給者へ

「源泉徴収票」が送付されます
募 集

平成22年度

ノルディックウォーキング
フォローアップ研修会

民間不登校教育機関の現場からの提案

～不登校経験者から聞く～

受　　験　　資　　格採用予定人数職務内容職　種区　分
1）介護支援専門員の資格を有し、介護支援専門員実務研修を受講している方
2）平成 23年 4月 1日現在の年齢が満 30歳以下の方
3）普通自動車免許を有する方

1人介護保険
要介護認
定調査業
務に従事

介護支援
専門員　

正 職 員

1）介護支援専門員の資格を有し、介護支援専門員実務研修を受講している方
2）年齢は問いません
3）普通自動車免許を有する方

1人臨時職員

　町では、降雪量がおおむね10 cm 以上になった場合、幹線町道や集落幹線町道の車道を中心に除雪作
業を実施します。坂道や日陰、交差点など、凍結の恐れがある場合には、融雪剤とすべり止め用砂の散布
を行い、凍結防止に努めます。
○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、路上駐車はしないようにしてください。
○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道では通行の妨げになる場合があります。作業にはご理解ください。
○除雪した雪が宅地前に残ってしまいます。各家庭での除雪にご協力ください。
○除雪した雪を道路に出さないようにしてください。

■問  都市建設課
　� 55-2120

�待遇／正職員：当会の給与規程による。
　　　　臨時職員：雇用期間は、平成23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日。時給 1,100円。
　　　　　　　　　勤務は、月～金曜日、8：30～ 17：15（月 75時間以内）
�採用予定日／平成23年 4月 1日
【試験日】�日時／ 1月 25日（火）9：30～　　　�場所／柴田町地域福祉センター
　　　　　�内容／論文（作文）試験、面接試験※ただし、臨時職員については、面接試験のみとします。
�受付期間／1月 17日（月）～21日（金）の8：30～ 17：00

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771
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主な行事日学　校

授業参観（6年）17船岡小学校
� 55-1064 一日入学22

授業参観（1～5年）28

吹奏楽部ブラス
フェスタ in 仙南

6槻木小学校
� 56-1029

一日入学10

授業参観（6年）16

授業参観（1～5年）25

校内なわとび大会8柴田小学校
� 56-1430 一日入学15

授業参観（6年）25

一日入学9船迫小学校
� 55-5394 授業参観（6年）18

豆まき朝会1西住小学校
� 53-3227 一日入学7

授業参観（6年）18

開校記念日23

授業参観（1～5年）25

集団下校訓練8東船岡小学校
� 55-1811 一日入学10

授業参観（6年）18

期末考査（3年）10・14船岡中学校
� 55-1162 予餞会21

期末考査（1～2年）28～3/1

期末考査17～18槻木中学校
� 56-1331

期末考査17～18船迫中学校
� 54-1225 予餞会25

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　小室達は、柴田町入間田出身で、伊達

政宗公騎馬像の作者として有名な彫刻

家です。小室達のあまり知られていな

い父子像や干支にちなんだうさぎなど

の陶彫、木彫、石膏型の作品を中心に紹

介します。

�会期／ 1月 30日（日）まで

�開館時間／9：00～16：30

�入場料／大人200円、高校生100円、

　小中学生50円（20人以上で団体割引有）

「小室達展」
■平成22年 12月 31日付退職者
　松崎　秀男（都市建設課）

　古積　信弘（福祉課）

■平成23年 1月 1日付異動
　【福祉課】
　兼ねて総括班長兼福祉班長

　　平間　忠一（課長）

　【都市建設課】
　兼ねて車両センター長

　　大久保　政一（課長）

�開催日／ 4月 16日（土）
�場所／陸上自衛隊船岡駐屯地内
�種目／ 10�（高校生・一般）、5�（高
　校生・一般）、3�（中学生）、3�（地
　区対抗）、2�（小学生）、1.5�（親子
　ペア）、ウォーキング
�申込方法／「RUNTES」ホームページ
　（http://www.runnet.jp/）または参加
　申込書により申し込みください。
※参加申込書はまちづくり政策課のほか槻木事務所、各
　生涯学習センター、「ゆる．ぷら」に設置しています。

�申込期限／ 3月 1日（火）
　実行委員会では、ボランティアスタッフを募
集中です。また、協賛広告へのご協力もよろし
くお願いします。柴田の春を満喫しましょう。

■申 ■問  柴田さくらマラソン実行委員会　
　� 090-6688-0030
　http://www.shibata-y2.org/sakura-m/

募 集

 一目千本桜マラソン 2011
復活！復活！

　硬くなった体を伸ばしましょう！

�日時／ 1月 28日（金）10：00～ 11：00　　　�場所／子育て支援センター
�対象／子育て中の親子・祖父母　　　�持ち物／バスタオル
※事前の申し込みは不要です。

�日時／ 2月 1日（火）9：45～ 11：00　　　�場所／船迫公民館
�テーマ／「楽器で遊ぼう」　　　�対象学区／船迫小学校区
�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。

　今年度最後の子育て講座です。今回は小児科の先生から、子どもの病気やけが

の対応について学びます。

�日時／ 2月 2日（水）10：00～ 11：30　　　�場所／子育て支援センター
�講演／「子どもの病気、けが」について～とっさのときの対処法～
�講師／板野正敬氏（いたのこどもクリニック院長）
�対象／子育て中の方　　　�募集人数／20人（託児あり）
�申込期限／1月 25日（火）
※講座後には、希望者の個別相談も受け付けています。
※託児申し込みの方は、準備がありますので9時 40分までにお越しください。

　柴田町子育て支援ネットワークが支援する3歳児限定の育児サークルです。大

切な3歳児の 1年間を仲間と一緒に楽しく過ごしませんか？同年齢のお子さん、

保護者同士の触れ合いで「のびのび・いきいき」の子育てを！

�活動場所／子育て支援センター
�内容／サークルを構成するメンバーの話し合いで決めます。
　（活動例：季節行事や親子での楽しい遊び、交通安全教室、消防教室など）

�対象／平成20年 4月～平成 21年 3月生まれのお子さんと保護者
�募集人数／30組程度　　　�参加費／無料（一部実費負担あり）
�申込期限／1月 28日（金）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

親子ストレッチ教室～親子でのびのびリラックス♪～

移動なかよし広場～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

第5回るんるん子育て講座

3歳児まなびサークルさくらんぼうメンバー募集！
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