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　町では、主として子どもが食する食品の安全性を確認するために、3月1日（木）

から町民の方が持ち込む食品の放射能濃度測定を開始します。1件の測定には約

30分かかりますので、予約制になります。検体は1kg 用意し、5ミリ以下に細

かく刻んで持ち込んでください。測定項目は、放射性ヨウ素131、放射性セシウ

ム134、放射性セシウム137です。測定終了後に分析結果表をお渡ししますが、

簡易検査のため証明には使用できません。2月 27日（月）から予約の受け付けを

開始します。

�受付時間／9：00～ 16：00（土・日曜日、祝日を除く）
�対象者／18歳以下の子どもがいる家庭
�対象物／自家消費を目的とした食品。ただし、測定システムの下限値が30ベ
　クレルのため、飲料水は対象外とします

�予約可能数／1人 1検体　　　�測定料／無料
�測定期間／月曜日～金曜日　9：30～ 16：00（土・日曜日、祝日を除く）

　福島県で、薪ストーブの焼却灰から放射能が検出されたとの報道があります。

東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、屋外にあった薪は使用しないように

お勧めします。焼却灰は庭や畑にまいたりせず、処分方法が決まるまでビニール

袋などに入れて人が近寄らない場所に保管してください。なお、排煙については、

環境省の報告により、影響はないということです。

■予 ■問  町民環境課　� 55-2113

　しばた桜まつりの開催前に、船岡城址

公園と白石川河川敷（一目千本桜）の一

斉清掃を実施します。皆さんのご協力を

お願いします。当日は、作業しやすい服

装でお集まりください。※小雨決行

�日時／ 3月 24日（土）9：00 ～ 11：30

�集合場所／

 船岡城址公園

　○観光物産交流館前駐車場（開会式会場）

 白石川河川敷

　○土手内側：柴田大橋下花壇付近（開

　会式会場）　○北船岡側：柴田大橋下

�持ち物／軍手、火ばさみ

■問  商工観光課（船岡城址公園）� 55-2123
　 都市建設課（白石川河川敷）� 55-2121

　町では、降雪量がおおむね 10cm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。

また、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、

　路上駐車をしないようにしてください。

○除雪車は大型車両のため、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うこ

　とがあります。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

　船岡城址公園の観光物産交流館が装いも新たにオープンし、展望デッキも完成しま

した。今年も船岡城址公園と白石川堤、陸上自衛隊船岡駐屯地、太陽の村を四大会場

に「しばた桜まつり」を開催します。期間中は、船岡城址公園と白石川堤をメインに

さまざまなイベントを開催して、町内外からの観光客を温かくお迎えしたいと考えて

います。

　そこで、「しばた桜まつり」イベントに参加していただける方を募集します。グルー

プや団体、個人など、参加の形態は問いません。「自分も参加して、桜まつりを盛り上

げたい」という皆さんのパワーをお貸しください。桜の町「しばた」の一大イベント

を大いに盛り上げましょう。

�イベント参加例／○歌や踊り、演奏など得意なものを披露
　　　　　　　　　○各種パフォーマンス、フリーマーケットなど

�申込期限／2月 29日（水）

■申 ■問  商工観光課　� 55-2123

「しばた桜まつり」イベント参加者募集
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�募集人数／ 1人
�勤務先／第一幼稚園
�申込方法／履歴書に必要事項を記入
　の上、教育総務課へ持参ください。

�条件／幼稚園教諭の資格を有する者
�募集期間／2月15日（水）～29日（水）
　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

　

�募集人数／ 1人
�勤務先／町内小・中学校
�申込方法／履歴書に必要事項を記入
　の上、教育総務課へ持参ください。

�条件／ 65歳未満の方
�募集期間／2月15日（水）～29日（水）
　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

　

�募集人数／ 1人
�勤務先／町内小学校
�申込方法／履歴書に必要事項を記入
　の上、教育総務課へ持参ください。

�条件／ 65歳未満の方
�募集期間／2月15日（水）～29日（水）
　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　議会基本条例制定に向け、議員で構成
する策定部会において素案づくりに取り
組んでいます。傍聴希望の方は、直接会
場へお越しください。
�会議名／全員協議会「（仮称）柴田町議
　会基本条例」素案策定部会
�開催日程／

※以後の開催日程は未定です。

�場所／役場 4階　議会委員会室

■問  議会事務局　� 55-2136

　柴田児童館、三名生児童館、西住児童

館で実施している「幼児保育」事業を、

平成 25年度末で廃止する方針決定に伴

い、廃止後の計画について説明会を開催

します。

�開催日・場所／

�時間／ 18：30～ 20：00

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　さまざまな事情で親と一緒に暮らせな

い多くの子どもたちが、乳児院や児童養

護施設で生活しています。実家庭で養育

することが難しくなった子どもたちを自

らの家庭に迎えて養育していくのが里親

です。里親は、この子どもたちにとって、

この上ない安らぎと温かな生活の場とな

るように、子どもと共に泣き、笑い、そ

して喜びも一緒になって生活しておりま

す。どうか皆さま、この里親制度をご理

解の上、私たちと一緒に里親の輪に入り

ご協力いただけないでしょうか。心より

お願い申し上げます。

■問  宮城県中央児童相談所（里親担当）
　� 022-224-1532

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、平

成17年4月1日から平成21年3月31

日までの間に、公務扶助料、遺族年金な

どを受けていた方が亡くなるなどしたた

めに、平成 21年 4月 1日において、公

務扶助料、遺族年金などを受ける方がい

ない場合に特別弔慰金が支給されます。

　戦没者などの遺族に対する特別弔慰金

の請求は平成24年 4月 2日までとなり

ますので、対象となるご遺族の方でまだ

請求されていない方は、住所地を管轄す

る市区町村が受付窓口となりますので請

求手続きをしてください。

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　東日本大震災に伴い、破損した下水道

管やマンホールの災害復旧工事を昨年

12月に発注しました。今後、施工する

複数の業者が実施計画を立て、順次工事

に着手します。皆さんには後日、災害復

旧工事箇所を表した路線図を行政区単位

に配布する予定です。また、実際工事に

着手する路線が決まりましたら、事前に

関係する周辺の皆さんへ回覧により、迂

回路などの案内をします。沿線住民の皆

さんには、さらに個別に文書でお知らせ

をさせていただきます。ご迷惑をお掛け

しないよう工事を進めていきますので、

ご理解とご協力をお願いします。

■問  上下水道課　� 55-2118

臨時幼稚園教諭

臨時学校事務補助員

臨時学校用務員

時　　間開  催  日

9：30～ 12：002月 21日（火）

9：30～ 12：003月 2 日（金）

9：30～ 12：003月 21日（水）

場　　　所開  催  日

農村環境改善センター2月23日（木）

槻木生涯学習センター2月24日（金）

船岡生涯学習センター2月28日（火）

西住公民館2月29日（水）

　白石川に架かる白幡橋の補修工事を2月上旬か

ら 6月下旬まで予定して行います。

　材料などの荷下ろし作業および橋梁継手部の補

修のため、2車線ある車道のうち1車線を交通規

制（片側交互通行）します。

　工事期間中は、特に朝夕の通勤時間帯に道路の

渋滞が予想されます。白幡橋を通行される皆さん

には大変ご迷惑をお掛けしますが、周辺道路への

迂回や通過時間を多めにとるなどの対策をしてい

ただき、工事へのご理解ご協力をお願いします。

■問  県大河原土木事務所（道路管理班）　� 53-3917

下水道災害復旧工事が
始まります
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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23年分の申告も適応されます。

　つまり、平成23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、申告期限の平成24年 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4,000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～平成 22
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／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／発行日から3年（更新の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、発行日から3年となってい

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ください。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窓口で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3年となります。

　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（写真付きの公的な身分証明書：例）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

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

�雇用期間／4月1日～平成25年 3月
　31日

�募集人数／各施設 1人
�勤務時間／火曜日～土曜日（14日以内）
　8：30～ 17：15

�申込方法／履歴書に必要事項を記入し、
　各生涯学習センターに提出してください。

�申込期限／ 2月 28日（火）

■申 ■問 
　槻木生涯学習センター　� 56-1997
　船岡生涯学習センター　� 59-2520
　船迫生涯学習センター　� 57-2011

　町のごみ問題、環境問題に取り組む柴

田町エコライフ推進会議が中心となり、

「エコ」をわかりやすく楽しく町全体に

広め、明るくきれいなまちづくりを目指

し開催します。

�日時／2月18日（土）13：30～15：30
�場所／槻木生涯学習センター
�講演／ごみ有料化と資源の再利用によ
　るごみの減量

�講師／赤星たみこ氏（漫画家）
�展示／各団体活動状況などのパネル展示
�主催／柴田町エコライフ推進会議・柴
　田町

■問  町民環境課　� 55-2113

　「数社からの借り入れがあり、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、また新たな借り入れをしなければな

らない」などの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。

相談には予約が必要です。

�日時／ 3月 2日（金）10：00～ 16：00
�場所／県大河原合同庁舎 
�定員／ 8人（事前予約制）
�受付期間／2月24日（金）～3月1日（木）
　9：00～ 16：00（土・日曜日を除く）

■予 ■問  大河原地方振興事務所県民サービ
　センター　� 52-5700

　　　生涯学習センターで

臨時職員募集
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　東日本大震災による災害により、家屋がり災証明の程度で半壊以上の程度のもの、

もしくは同程度の損害を受けた方で、滅失または損壊した家屋の敷地の用に供してい

た住宅の用地、または被災代替の住宅の用地・家屋・償却資産を取得した場合などに

ついて、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられる制度があります。詳しい内

容や申告手続きについては、税務課までお問い合わせください。

≪固定資産税・都市計画税≫

○被災住宅用地の特例

　滅失・損壊した住宅（被災住宅）の用に供されていた土地（被災住宅用地）を賦

課期日（1月 1日）において住宅用地として使用することができないと町長が認め

る場合に限り、被災後10年度分について、被災住宅用地を住宅用地とみなします。

○被災代替住宅用地の特例

　被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地（被災代替用地）を平成

33年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に

相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなされます。

○被災代替家屋の特例

　滅失・損壊した家屋（被災家屋）の所有者などが被災家屋に代わる家屋（被災代

替家屋）を平成33年 3月 31日までの間に取得し、または改築した場合には、被

災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分が 2分の

1、その後の 2年度分が 3分の 1を減額することになります。

○被災代替償却資産の特例

　滅失・損壊した償却資産の所有者などが被災償却資産に代わる償却資産を平成28

年 3月 31日までの間に、取得し、または改良した場合には、課税標準について4

年度分が 2分の 1減額することになります。

■問  税務課　� 55-2116

　県では、東日本大震災により自ら居住

していた住宅に被害を受け、その被災し

た住宅にローンを有する方が、新たな住

宅ローンを組んで住宅を再建する場合の

負担を軽減するため、既存の住宅ローン

にかかる5年間の利子相当額（上限50万）

を補助します。詳しくは、「宮城県住宅

課」のホームページをご覧ください。ま

た、申請に必要な書類は、都市建設課に

も用意してあり、受け付けもできます。

■申 ■問  宮城県住宅課  �022-211-3256
　都市建設課　� 55-2121

　お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが楽しめるコンサートです。

ご家族お揃いでお越しください。入場は無料です。

�日時／ 3月 3日（土）10：00～　　�場所／船迫生涯学習センター

�内容／それぞれのサークルの特色を生かした演奏を披露します。

�出演者／○レッドビーンズ（「ビートルズメロディを歌おう」サークル）

　　　　　○ファルセット（「だれでも吹ける口笛講座」サークル）

　　　　　○えずこゴスペル（えずこホールゴスペル・セミナーサークル）

　　　　　○Ｎｅ 風琴（尚絅名取アコーディオンサークル）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　環境にやさしい竹炭をオイル缶で手軽

に作って、素晴らしい炭の効能を体験し

てみてはいかがでしょう。

�日時／ 3月 17日（土）8：30～ 17：00

　　　 　3月 18日（日）9：00～ 10：00
※悪天候の場合は中止となります。

�場所／船岡生涯学習センターに集合し、

　体験会場（下名生）へ移動します。

�募集人数／一般成人 10人（先着順）

�参加費／ 300円

�持ち物／軍手、スコップ（剣型）、うち

　わ、ペンチ、火ばさみ、のこぎり（竹

　切り）、袋（竹炭持ち帰り用）、昼食、

　長靴等汚れてもよい服装

�申込期限／ 3月 10日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　子育て支援センターは、柴田町在住の子育て親子なら、どなたでも自由に利用でき

る交流の場です。スタッフによる遊びの提供や子育て相談なども実施していますので、

ぜひご利用ください。

�開放日／月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）　　�時間／9：00～ 17：00

■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　� 54-4040

■平成 24年 2月 1日付異動

【総務課】
○兼ねて防災班長・相原健一（参事兼危

　機管理監）

【商工観光課】
○商工観光班長事務取扱を解く・菅野敏

　明（課長）

○課長補佐（商工観光班長）・斎藤英泰

　（総務課）

住宅再建支援事業
（二重ローン）

竹炭づくり自然体験教室

東日本大震災による

固定資産税・都市計画税の特例について



お知らせ版 ●5第 693号

　国民年金の加入中などに、初診日がある病気やけがなどで障害の状態になったとき、

障害認定日（初診日から1年 6カ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した

日）において、障害等級の1級または 2級に該当した場合は、障害基礎年金を受ける

ことができます。障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの

「国民年金に加入しなければならない期間」のうち、3分の 2以上の期間が、①保険

料を納めた期間または②保険料を免除された期間であるという「保険料の納付要件（3

分の 2要件）」を満たす必要があります。

　また、「3分の 2要件」を満たせなくても、平成28年 3月 31日以前に初診日があ

る場合、特例として初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなけ

れば良いことになっています。

　なお、20歳前に初診日のある病気やけがによって障害の状態になった方は、障害等

級の1級または 2級に該当すれば20歳から（障害認定日が20歳以降の場合は、障

害認定日から）受給できます。ただし、本人に一定額以上の所得やほかの年金の受給

がある場合、支給が制限されます。

■問  大河原年金事務所　� 51-3112、健康推進課　� 55-2114

　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／ 3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

　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

し へ き

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／3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／3月16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

　1月に配布した「がん検診等申込書（平成24年度実施分）」は提出されましたか。

まだ申込書がお手元にある方は、至急ご提出ください。提出されないと受診票は届き

ません。

　また、町の検診を受けるか迷っている方は、後でキャンセルもできますので、申し

込んでおくことをお勧めします。

　転入された方には随時申込書を送付していますが、転入手続き後1カ月を過ぎても

申込書が届かない場合はご連絡ください。電話でもお申し込みを受け付けています。

がん検診などの詳細については、お知らせ版1月15日号または町ホームページ（http

://www.town.shibata.miyagi.jp/）をご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／2月25日（土）13：00～15：30
　　　　  ※開場 12：00

�場所／槻木生涯学習センター
�内容／○介護予防活動発表（玄米ダン
　ベル体操サークルやノルディックウ
　ォーキングサークルなどの楽しい活動
　発表）
　○講演「痛みやコリに効く らくらく調
　整体操」、講師　 渋  谷 祐子氏（健生株式

しぶ たに

　会社　健康運動指導士）
�対象／町民の方および介護予防に携わ
　る関係者の方
�参加費／無料
�持ち物／玄米ニギニギダンベル（お持
　ちの方）、手ぬぐいかタオル

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

�配布日／3月下旬　※詳しくは、申し込まれた方に文書で通知します
�配布樹木／キンモクセイ（高さ80cm程度）
�対象／平成23年 1月 1日から 12月 31日までに町内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・事務所を除く

�申込方法／電話またははがきに新築した住所、氏名、電話番号を記入の上お申し込
　みください。

�申込期限／2月 29日（水）※はがきの場合、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丁目3-45

～結核検診について～
　結核感染の拡大を防止するため、お申し込みの有無が確認できない方に対して
も受診票を配布します。
　職場や医療機関などで受診する方は、あらかじめ申込書に「 × 」（受けない）を

バツ

記入し、ご提出ください。



お知らせ版●6 第 693号

　町内小中学校の支援要請に応じて、学

習活動や学校行事、学校環境の保全や安

全管理などのサポートをしていただける

「学校支援ボランティア」を募集してい

ます。「学校や子どもたちのために」とい

う思いがあれば誰でも参加できる活動で

す。詳細につきましては、各ご家庭に配

布してあるリーフレットをご覧ください。

また、関心のある方は下記までお問い合

わせください。 

■問 ■申  生涯学習課　� 55-2135

�日時／2月25日（土）10：00～12：00
　　　 　2月26日（日）9：30～16：00
�場所／川崎町役場敷地内
�内容／
　25日：仙南青年しゃべり場

　26日：ステージ発表、食材グランプリ、

　　 　　作品展示

■問  川崎町役場生涯学習課
　� 0224-84-2111

　法テラスでは、被災者支援の一貫とし

て、昨年 12月 1日から山元町に出張所

を開設しました。

　出張所では、法的トラブル（二重ロー

ン、原発の損害賠償、相続、労働、家族

間など）について弁護士による法律相談

のほか、司法書士、社会保険労務士、税

理士、土地家屋調査士などの格分野の専

門家による相談が受けられます。なお、

相談は無料で秘密は固く守られます。

�相談日時／毎週 火・金曜日 10：00～
　16：00　※曜日によって担当する専門家が
　異なります。詳しくは、お問い合わせください。

�相談場所／法テラス山元（山元町役場
　構内）

�予約受付時間／ 9：00～ 17：00
　（土・日曜日、祝日を除く）

■予 ■問  法テラス山元　
　� 050-3383-0213

�日時／2月18日（土）13：30～15：30
※申し込みは不要

�場所／槻木生涯学習センター

�内容／①男女共同参画講演会「防災、

　復興における男女共同参画」　②第 3

　次しばた男女共同参画プラン報告会

�講師／①宗片恵美子氏（ＮＰＯ法人イ

　コールネット代表理事）　②作山美智

　子氏（東北文化学園大学教授）

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　川に棲む体長1ｍを超えるコイやナマ

ズ、フナなどの魚を捕り、水槽に入れて

鑑賞します。子どもたちはもちろん、大

人も楽しめます。

�日時／ 2月 18日（土）11：00～

�場所／四日市場道下揚水機場（五間堀

　右岸側：低地排水路）※のぼりが目印です

�主催／上川名地区活性化推進組合

�共催／㈱サカモト

■問  上川名地区活性化推進組合（平間）
　

　町では、メールアドレスを登録していただいた方に、イベントや観光、防犯、子育
てに関する情報などを、電子メールでお届けするサービスを行っていますので、ぜひ
ご利用ください。なお、登録料は無料ですが、メールの受信などにかかる通信料は利
用者の負担となります。

�配信内容／

　
�登録方法／
　パソコンから登録する場合
　　町ホームページ（http://www.town.shibata.miyagi.jp/）内からパソコンや携帯
　電話へのメール配信を登録できます。

　携帯電話から登録する場合
　①登録専用メールアドレス
　　（ml@mm.town.shibata.miyagi.jp）へ
　　空メールを送信してください。
　②サービスの登録受付メールが届きますので、内容に従って登録してください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

柴田町からのお知らせ

町内で開催されるイベント、観光情報、産地直産情報などを
お届けします。

イベント・観光・
物産情報

地震や大雨に関する情報、災害時の生活関連情報などをお届
けします。

災害・防災情報

町内で発生した犯罪情報・交通事故の発生状況など、暮らし
の安全に関する情報をお届けします。

防犯・交通・
安全安心情報

町内や近隣市町の休日当番医などの情報を、休日・祝日の前
平日にお届けします。

休日当番医情報

子育てしている保護者に、保育所入所申し込み、子ども手当、
子育て支援事業などの情報をお届けします。

子育て情報

町内での熊などの目撃情報をお届けします。熊等出没情報

新刊図書やお話し会などの各種催しの情報をお届けします。柴田町図書館情報

柴田町社会福祉協議会からのお知らせ

子育てサロンや親子で参加するイベントなどの情報をお届
けします。

子育て支援情報

ボランティア講座やイベントなどの情報をお届けします。各種講座・イベント情報

ボランティアをしたい、ボランティアをお願いしたいなどの
情報をお届けします。

ボランティア情報・
災害支援情報

※ＱＲコード読み取り

　対応機種の場合ご利

　用ください。

学校支援ボランティア
を募集します



お知らせ版 ●7第 693号

　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。

■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、農政課（農産物）　� 55-2122

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：2月 7日（火）】　

測定値測定値測定値

0.12槻木生涯学習センター0.15船岡生涯学習センター0.13柴田町役場

0.12西住公民館0.13農村環境改善センター0.11船迫生涯学習センター

※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 1回測定。

単位：μSv/h
町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：2月 8日（水）】　

測定値測定値測定値

0.13西住小学校0.20船迫小学校0.18船岡小学校

0.19柴田小学校0.16槻木小学校0.19東船岡小学校

0.14槻木中学校0.20船迫中学校0.18船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.31第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.08熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：2月 9日（木）】　

測定値測定値測定値

0.22西船迫保育所0.18槻木保育所0.25船岡保育所

0.24西住児童館0.22三名生児童館0.17柴田児童館

※毎週 1回測定。0.17むつみ学園0.21船迫児童館

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
水道水の放射能測定結果【採取日：2月 6日（月）】　

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）

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）

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

単位：μSv/h
公園の測定結果【測定日：2月 6日（月）】

測定値測定値測定値

0.17剣崎公園0.15白幡児童遊園0.24並松公園

0.14船岡城址公園0.23舘前緑地0.20下名生児童遊園

※毎週 1回測定。

【測定場所】定点測定地：駐車場など屋外、学校施設および児童福祉施設：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・公園：地表から50cm

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
農産物の放射能測定（簡易検査）結果

食品衛生法の規定に基づく食品中の
放射性物質の暫定基準値の 1/2

放射性セシウム
品　　目採取日

精密検査実施目安超過精密検査実施目安以内

250
○鶏卵1 月 18日

○ねぎ（施設）2 月 1 日



お知らせ版 第693号●8

主な行事日学　校

6 年生を送る会6船岡小学校
� 55-1064 離任式29

吹奏楽部コンサート4槻木小学校
� 56-1029

6 年生ありがと
う集会・サポー
ター感謝の会

7

離任式29

授業参観（1～ 5
年）・懇談会

2
柴田小学校
� 56-1430

お茶会5

離任式28

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ総会（1～5年）

1
船迫小学校
� 55-5394

6 年生を送る会6

離任式29

6 年生を送る会2西住小学校
� 53-3227 離任式29

学習参観（1～ 5年）2東船岡小学校
� 55-1811

6 年生を送る会・
鼓笛引継ぎ式

7

離任式29

1・2年ＰＴＡ総会8船岡中学校
� 55-1162 卒業式13

一日入学21

離任式29

卒業式10槻木中学校
� 56-1331 一日入学26

離任式29

期末考査（1・2年）1～2船迫中学校
� 54-1225 実力テスト（1・2年）8

卒業式13

1・2年学年ＰＴＡ16

一日入学22

離任式29

卒業式19小学校共通

修了式23小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

�期間／2月24日（金）～2月29日（水）
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／柴田町内小・中学校児童生徒書
　きぞめ展出品作品の展示

�主催／柴田町教育委員会

■問  教育総務課　� 55-2134

�日時／2月25日（土）13：00～15：00
　　　　2月 26日（日）9：00～ 14：00
�場所／船岡生涯学習センター
�内容／
　25日：作品展示

　26日：作品展示、芸能発表、即売コー

　　　　ナー、お楽しみ抽選会など

�主催／東船岡地区ふるさとづくり推進
　協議会

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

　太陽の村にある望遠鏡で、金星、火星

と冬の星座を観望します。ぜひご家族で

お越しください。

�日時／2月28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。

■問  柴田町星を見る会（豊川）  
　 

　「スポーツは好き？」「旅行に行きます

か？」「今度会わない？」と、見知らぬ相

手から電話で喫茶店などに呼び出され、

高額商品を契約させられるトラブルが多

発しています。

だまされないためのポイント

1．見知らぬ異性からの電話は要注意

　異性に対する恋愛感情に付け込んで契

約を迫るのが手口です。

2．電話の時点できっぱり断る

　不審な電話は相手にしない。誘われた

場所に決して行ってはいけません。

3．「当選」「特典」の言葉に惑わされない

　うまく誘いだして高額商品を契約させ

る口実です。

4．「話を聞くだけ」には乗らない

　契約するまで帰してもらえないのが現

状です。

■問  町民環境課消費生活相談
　 � 55-2113

若者たちは狙われている！
～トラブルその6　　　　　　　　　　
  「アポイントメントセールスのトラブル」～

お 詫 び と訂正
　お知らせ版2月 1日号 12ページの「くらしのページ2月休日急患当番医」につき

まして、誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

（正）（誤）

内　　科月日内　　科月日
平井内科
　大河原　� 52-2777

2/5
（日）

平井内科
　大河原　� 52-2777

2/5
（日）

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

11
（土）

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

11
（土）

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

12
（日）

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

12
（日）

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

19
（日）

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

19
（日）

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

26
（日）

玉渕医院
　槻　木　� 56-1012

26
（日）

玉渕医院
　槻　木　� 56-1012

3/4
（日）

村川医院
　船　岡　� 54-2316

3/4
（日）

村川医院
　船　岡　� 54-2316

11
（日）

ふなばさま医院
　船　岡　� 58-2220

11
（日）

歯　　科月日歯　　科月日
前田歯科医院
　村　田　� 83-6480

2/26
（日）

前田歯科医院
　村　田　� 83-2061

2/26
（日）

休日急患当番医（診察時間／9：00～ 17：00）

■問  健康推進課　� 55-2160
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