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　戦傷病者などの妻、戦没者などの遺族として、特別給付金・特別弔慰金の国庫債券

をお持ちの方で、東日本大震災にり災し、実際に住宅などが半壊以上の被害を受けた

方は、償還金の支払期日が到来する前の賦札全部について、一定の利率で割り引かれ

た金額で買上償還（一括して償還すること）を受けることができます。

�実施期間／平成23年 5月 16日～平成 24年 3月 30日
�持ち物／○特別給付金・特別弔慰金の国庫債券　○り災証明書または被災証明書
　　　　　○届け出印（届け出印を紛失した場合には、その代わりとなる印鑑）

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

東日本大震災の被災者に対する特別給付金等国庫債券の買上償還

～国庫債券の残り賦札を一括して償還できます～

医療機関などでの一部負担金など支払いの免除

　県では、重点的に取り組む施策につい

て、職員が直接出向いて県民に説明する

「みやぎ出前講座」を実施しておりまし

たが、このたびの東日本大震災への対応

を踏まえ、今年度は当面の間、休止する

ことといたしました。

■問  県総務部広報課
　� 022-211-2285

　県では、東日本大震災で被災した勤労者を対象に、東北労働金庫と提携し、生活資

金の融資制度を実施しています。

�使途／り災による家屋などの修繕費用、家財道具購入費用、り災車両の買い替え費
　用、傷病の治療費、葬祭費用、災害時の当座の生活資金など

�融資額／最高200万円　　 �融資金利／年0.8％（別途保証料が必要）
�融資期間／10年以内　　　�申込期限／9月 30日（金）

■申 ■問  東北労働金庫宮城県本部  � 0120-191-962、県雇用対策課  � 022-211-2771

　「屋根瓦が隣家の車にあたって修理費

用を請求されている」「震災を理由に借家

から出て行くように言われている」など、

震災に関して悩んでいることや心配事を

弁護士に相談してみませんか。

�日時／6月24日（金）10：00～15：00

�場所／役場 1階 町民相談室

�相談員／仙台弁護士会　弁護士 1人

�相談時間／ 1人 30分程度

�相談料／無料

�予約受付期間など／

　6月 15日（水）～ 23日（木）

　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

■予 ■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災により被災し、下記の①から⑥の事由に該当する方は、医療機関など

での一部負担金などの支払いが免除されていますが、7月 1日からは、加入している

健康保険の保険者が発行する一部負担金等免除証明書の提示が必要となります。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方が免除を受ける場合は、下記

の事由に該当することが確認できる書類を添付の上、免除申請書を提出してください。

　社会保険などに加入されている方は、保険者にお問い合わせください。

　なお、⑤については、主たる生計維持者が雇用保険を受給している場合、免除の対

象になりません。また、本来であれば一部負担金などを支払う必要がなかったにもか

かわらず、すでに支払ってしまっている場合、還付を受けられることがあります。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114

①　住宅が全半壊、全焼またはこれに準ずる被災をした方

②　主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方

③　主たる生計維持者が行方不明である方

④　主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

⑤　主たる生計維持者が失職し、現在、収入がない方

⑥　原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区

　　域の指示の対象となっている方

勤労者向け地震災害特別融資制度
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�開会日時／ 6月 20日（月）9：30（予定）

�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階

�手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付

票に氏名などを記入し提出してください。

�日程／6月20日　町政報告、一般質問

　　　　　　21日、22日　一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　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 27日（月）まで受け付けます。詳細は5月 15日号のお
知らせ版をご覧ください。

�健診期間／6月 30日（木）まで
�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は平成24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

　子宮がん検診が 7月 30日（土）まで実

施されています。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 24年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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 8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）
※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平成23
　年 4月 2日以降の方
※年齢は平成24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
　の方を除く

�自己負担料／1,700円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160
　心身障害者医療費助成制度は、心身障

害者の方の適正な医療機会の確保、およ

び経済的負担の軽減を図ることを目的と

して、医療費のうち健康保険各法に定め

る一部負担金を助成する制度です。助成

を受ける場合は申請が必要となります。

申請がお済みでない方は、所得制限など

がありますので、詳しくはお問い合わせ

ください。

�助成対象者／

　○特別児童扶養手当 1級の方

　○療育手帳Ａの方

　○知的障害者福祉法に定める職親に委

　　託されている方で、療育手帳Ｂの方

　○身体障害者手帳1級および2級の方

　○身体障害者手帳 3級内部障害（心臓、

　　じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、

　　小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる

　　免疫および肝臓の機能障害）の方

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　小学4年生の年齢は、あらゆる物事を短時間で身に付けることができる、一生に一

度だけ訪れる時期です。自然豊かな蔵王のふもとで、野外活動やテントでの共同生活

を通じて、仲間を思いやる心を育てるとともに、将来、学校や子ども会活動のリー

ダーとなる資質を高めます。そんな「ワクワク」「ドキドキ」する自然体験キャンプに

参加しませんか。 

�期日／ 7月 17日（日）～ 18日（月）の1泊 2日　※町のバスで移動
�場所／南蔵王青少年旅行村（七ヶ宿町）
�内容／テント設営、野外炊飯、キャンプファイヤー、観察会、ハイキングなど
�対象／町内の小学4年生（子ども会登録児童）
�募集人数／40人　※応募者多数の場合抽選
�参加費／2,500円（施設費、食事代ほか）
�申込期間／6月 21日（火）～ 25日（土）
�共催／柴田町子ども会育成会連絡協議会

 保護者・参加児童説明会
�日時／7月 3日（日）10：00～

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

「自然体験キャンプ」（小学 4年生対象）

心身障害者医療費助成制度
をご存じですか？
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お菓子にそっくりな
石鹸の誤食に注意

　子どもや高齢者が、飲食物に似ている商
品を誤飲、誤食する事故が発生しています。
透明のペットボトルに入っている入浴剤や、
キャンディにそっくりな固形石鹸などを誤
飲して呼吸困難になったなど、重大な事故
につながっています。家庭や事業所などで
は、子どもや高齢者が間違えて口にしない
ように、手の届かないところに保管するよ
うにしてください。万が一、誤飲してし
まった時は、成分が分かるものを持参し、
すぐ医師の診察を受けてください。

■問  町民環境課消費生活相談  � 55-2113

　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、まだ手続き
をされていない方は申請してください。

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　子ども手当を受給している方は、6月に現況届を提出しなければなりませんでした

が、法律施行により、平成23年 6月の現況届の提出は必要ありません。

　子ども手当は、平成23年4月から9月までの6カ月間、引き続き支給されます。10

月以降については、国の制度が決まり次第お知らせします。

�支給金額／1人につき月額13,000 円
�支給対象／0歳から中学校卒業まで　※0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで
�支給月日／� 6月 10日（平成 23年 2月分～ 5月分）
　　　　　　� 10月 7日（平成 23年 6月分～ 9月分）

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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1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8日（金）・22日（金）
　　　　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

　物づくり、料理、健康づくりなど、20代・30代で覚えておきたいことを、実技や

講義で学習します。

�内容／①ボランティア活動とは（講話）　7月 9日（土）19：00～ 21：00
　　　　②将来設計～お金の話～（講話）　8月 21日（日）10：00～ 12：00
　　　　③料理（初歩の料理教室）　9月予定

　　　　④健康づくり（講話と実技）　11月予定

　　　　⑤物づくり（実技）　12月予定　

　　　　　（計5回の講座、土曜日または日曜日を予定）

�場所／槻木生涯学習センター
�対象／町内に在住または勤務している20代・30代の男女
�募集人数／20人（先着順）
�申込期限／6月 30日（木）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　毎年、これからの時期に私有地などの雑草について多くの苦情が寄せられます。雑

草を放置しておくと、景観を損ねるだけでなく、害虫などの発生源や通行の妨げにな

ることもあります。明るく住みよいまちづくりと、衛生面、私有地財産管理の観点か

ら、土地所有者や管理者の方は適切な除草を行い、環境美化に心がけ周囲に迷惑をか

けないようにしましょう。なお、除草した雑草はよく乾燥させて、もやせるごみへ出

してください。

■問  町民環境課　� 55-2113

　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「男女共同参画社会」。その実現のためには、国や地方公共団体だけでなく、皆さ

ん一人一人の取り組みが必要です。

　また、6月 17日は「柴田町男女共同参画都市宣言」の日です。私たちのまわりの

男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

■問  内閣府男女共同参画局　� 03-3581-2022　http://www.gender.go.jp/
　 まちづくり政策課　� 54-2111

子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどもももももももももも手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届子ども手当現況届ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいててててててててててについて

20代・30代でやっておきたい講座

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？～
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移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

�日時／ 6月 21日（火）9：45～ 11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�テーマ／みんな集まれ！楽しく遊ぼう！
�対象学区／船小・東船小学校区

�日時／ 7月 5日（火）9：45～ 11：30
�場所／西住公民館
�テーマ／風船で遊ぼう！
�対象学区／西住小学校区

　 ギ ャ ラ リ ー 展 示　

●柴田盆遊会　盆栽・山野草展

　丹精込めて育てられた、味わい深い盆栽や可憐な山野草を展示します。ぜひ

ご覧ください。

�期間／ 6月 21日（火）～ 26日（日）

�時間／21日は 12：00～ 18：00、22日～ 25日は 10：00～ 18：00

　　　　 26 日は 10：00～ 15：00

●みやぎ蔵王三十六景エリアフォトコンテスト受賞作品展

　蔵王が見える仙南地域の美しい景観や、地域住民の心温まる光景の写真など、

仙南エリアの魅力をさらに深めるためのフォトコンテストで、見事受賞された

素晴らしい作品を展示します。ぜひご覧ください。（主催：宮城県大河原地方振

興事務所）

�期間／ 6月 28日（火）～ 7月 10日（日）

�時間／10：00～ 18：00（最終日は 15：00まで）

■問  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 )　
　� 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　　
� 6月の休館日／毎週月曜日

開館時間・休館日

　電気炊飯器を使わずに米を炊く方法、少ない水で調理する工夫など、災害時に知っ

ておくと便利な家庭料理のコツを習ってみませんか。　※託児あり（事前申し込み。ただ
し、2歳児未満不可）

�日時／ 7月 12日（火）10：00～ 13：00　　　�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学校低学年までのお子さんを持つ保護者

�募集人数／15人（先着順）　　  �参加費／500円

�持ち物／筆記用具・エプロン　　�申込期限／7月 5日（火）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　平成24年 3月卒業の高校生の就職環境は、東日本大震災などの影響により、非常

に厳しいことが予想されます。しかし、このようなときこそ、優秀な人材を採用でき

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、高校教諭と情報の交換を行っていただくとともに、学校

側への要望など、直接進路指導担当教諭と意見交換ができる機会ですので、ぜひご参

加ください。事前の申し込みが必要です。

�日時／ 7月 8日（金）13：30～ 16：00　　　�場所／桜フローラ（大河原町）

�内容／企業ごとのブースを設けての個別の情報交換会

■申 ■問  ハローワーク大河原（求人・専門援助部門）　� 53-1042

　親子でリズム遊び（リトミック）や手
作りおやつでお茶飲みしましょう。
�日時／6月23日（木）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
�募集人数／親子 20組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

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

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催事業

災害時のワンポイント料理教室

�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談もあります。事前の申
　し込みは不要です。

　

�日時／ 7月 5日（火）
　10：00～、11：00～
�場所／子育て支援センター
�講師／金子きくえ氏（宮城わらべうたの会）
�対象／6カ月未満の第1子限定の親子
�募集人数／各5組（計 10組）
�申込期限／7月 4日（月）

　動きやすい服装でご参加ください。
�日時／6月24日（金）10：30～11：10
�場所／子育て支援センター
�講師／佐々木恵美氏
�対象／子育て中の親子、祖父母
�持ち物／バスタオル

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
　� 54-4040

初めてのあかちゃん講座
～金子さんと一緒にわらべうたで遊びましょう♪～

親子ストレッチ教室
～親子でのびのびリラックス♪～

ゆるりん

「親子ふれあいひろば」
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　平成 23年度の町の政策や事業、そし
て予算について分かりやすくまとめた
「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を
作成し全戸配布します。予算説明書に
「協賛広告」を掲載していただける事業
者を募集します。
�掲載料金／ 1枠 10,000 円
（掲載内容：事業者名・住所・電話番号）
�申込期限／ 6月 27日（月）

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　東日本大震災のため、東北地方の電力の供給が落ち込んでいます。政府は5月 13
日に「夏期の電力需給対策」を取りまとめ、夏（7月～ 9月）の午前 9時から午後 8
時における家庭の使用電力を15％減らすよう、協力を呼び掛けています。
　町民の皆さまに、今夏の節電へのご理解とご協力をお願いいたします。

【主な家庭の節電対策メニュー】
　

　節電に関する詳しい情報については、以下のホームページをご覧ください。
○経済産業省（節電ページ）
　節電 －電力消費を抑えるには－　http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html
○財団法人省エネルギーセンター
　家庭の省エネ大辞典　http://www.eccj.or.jp/dict/index.html
　省エネ生活ナビ　http://www.shouene-katei.jp/index.html
○東北電力
　節電事例を紹介します　http://www.tohoku-epco.co.jp

■問  東北電力コールセンター　� 0120-175-466

　介護者同士、お茶を飲みながらおしゃ

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 6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

　太陽の村にある望遠鏡で、土星と春の

星座を観望します。ぜひご家族でお越し

ください。

�日時／6月28日（火）19：30～20：30
�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。

■問  柴田町星を見る会（豊川）  

○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／6月23日（木）15：30～17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○子どもゆめ基金助成金助成活動
　「絵本いっぱい」～いもとようこ作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな～寄っといで！ 
�日時／6月16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／6月22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）

　国民年金や厚生年金に加入すると、年金手帳が交付されます。年金手帳に記載され
ている「基礎年金番号」は、個人情報である年金の加入記録などを管理するものであ
り、一生涯変わらず使用される番号です。就職、結婚、退職といった人生の節目での
年金の届け出や、年金に関するお問い合わせ、老後に年金を請求する際などに、「年金
手帳」は必要になります。免許証やパスポートと同様に大切に保管しましょう。
　なお、年金手帳を無くしてしまった国民年金や厚生年金保険に加入している方、ま
たは過去に加入していたことがある方は再発行できます。手続きに必要な用紙は、健
康推進課、または大河原年金事務所にありますのでご相談ください。

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

節電効果節　　電　　対　　策機　器

10％室温 28℃を心掛け、設定温度を2℃上げましょう。
エアコン

50％無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使いましょう。

2％
冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をで
きるだけ減らし、食品を詰め込まないようにしましょう。

冷蔵庫

5％日中は照明を消して、夜間も照明をできるだけ減らしましょう。照明

2％
省エネモードに設定するとともに、画面の輝度を下げ、必要な
とき意外は消しましょう。

テレビ

2％
リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切りましょう。長時間
使わない機器はコンセントからプラグを抜いておきましょう。

そのほか
（待機電力）

住民向け予算説明書
平成23年度

「よくわかる町の仕事と予算」

　昭和万葉の森（大衡村）で歌碑を読
んでみませんか。
�日時／7月27日（水）8：00～16：00
※8：00にしばたの郷土館に集合し、バスで移動します。

�場所／昭和万葉の森（大衡村）
�募集人数／30人（先着順）
�参加費／2,000円（昼食代、観覧料など）
�募集期間／6月17日（金）～25日（土）

参加者募集 
昭和万葉の森歌碑研修

－－－－－－－－－－－－－－－－
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主な行事日学　校

授業参観・懇談会6船岡小学校
� 55-1064

船小寺子屋27～29

学習参観日・ＰＴ
Ａレク大会・サ
ポーター対面式

2

槻木小学校
� 56-1029

振替休業日4

お楽しみ集会6

歌のつどい15

Ｐ Ｔ Ａ バ レ ー
ボール大会

16
柴田小学校
� 56-1430

授業参観・懇談会1船迫小学校
� 55-5394

お楽しみ集会14

子ども会育成会
フ ッ ト ベ ー ス
ボール大会

24

かっぱ教室25 ～27

授業参観・懇談
会・ＰＴＡレク

2
西住小学校
� 53-3227

振替休業日4

七夕集会5

夏休み学習教室25～27

学習参観・ＰＴＡ
レク

2
東船岡小学校
� 55-1811

振替休業日4

開校記念日11

芸術鑑賞会15

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

14
船岡中学校
� 55-1162

三者面談・家庭訪
問

21～29

資源回収・吹奏楽
コンクール

24

フリー参観・ＰＴ
Ａ研修会

6
槻木中学校
� 56-1331

携帯電話安全教室13

三者面談・家庭訪
問

25～29

防犯訓練7船迫中学校
� 54-1225

3 学年実力テスト11

合唱コンクール14

終業式22小学校共通

終業式20
中学校共通

県中総体22～25

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　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（μSv/h）を下回っています。

1．定点測定地の測定結果【測定日：6月 7日（火）】　

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、その他の施設は毎週火曜日に測定。

2．学校施設の測定結果【測定日：6月 2日（木）】　

※毎月2回測定のほか、必要に応じて随時測定。

3．公園の測定結果【測定日：6月 7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・第一幼稚園：地表から50cm、公園：地表

【測定値】　1分間おきに 10回測定し、その測定値の平均値です。

4．水道水の放射能測定結果【測定日：6月 2日（木）】

※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（定点測定地）　� 55-2113、教育総務課（学校施設）　� 55-2134
　 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

0.16農村環境改善センター0.16柴田町役場

0.15船迫生涯学習センター0.17船岡生涯学習センター

0.18西住公民館0.14槻木生涯学習センター

単位：μSv/h

測定値測定値

0.25柴田小学校0.17船岡小学校

0.27船岡中学校0.27船迫小学校

0.29船迫中学校0.37西住小学校

0.22槻木中学校0.33東船岡小学校

0.32第一幼稚園0.22槻木小学校

単位：μSv/h

測定値測定値

0.24白幡児童遊園0.48並松公園

0.21舘前緑地0.34下名生児童遊園

0.33剣崎公園

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）
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