
お知らせ版
平成20年1月1日

広報しばた・お知らせ版・第595号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　町民の生命、財産を守る柴田町消防団、

交通指導隊、防犯実動隊、婦人防火クラ

ブ連合会の合同による行進と式典が行わ

れます。沿道での声援、式典の参観をお

願いします。

�日時／ 1 月 6日（日）9：45～
�場所／船岡小学校校庭
�分列行進／船岡銀座通り 9：20

 サイレンが鳴ります
○ 1回目　7：00　○ 2回目　7：20

■問  総務課　� 55-2111

�場所／船岡字川端地内
　（白石川右岸・大河原町との境界付近）

�募集区画数／2区画(1区画50坪程度）
�使用料／無料
�応募条件／河川敷の美化と環境保全を
　目的として、ボランティア活動を年 4

　回程度行うことが条件になります。
※応募者多数の場合は抽選となります。

�申込期間／ 1月 7日（月）～ 31日（木）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

�日時／1月31日（木）14：30～15：30

�場所／船岡公民館

�対象／親子 15組程度（小学校低学年、

　未就学児ほか）※先着順

�参加費／無料

�申込期限／ 1月 26日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　乳幼児のお子さんの言葉について、

「あまり話さない」「発音がはっきりしな

い」「どもってしまう」といったご心配は

ありませんか？言語聴覚士が相談に応じ

ます。（要予約）

�日時／2月19日（火）10：30～16：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 1月 18日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　保護者が就労などにより昼間家庭にい

ない児童を対象に、次の各放課後児童ク

ラブで遊びを主とする健全育成活動を行

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）

○東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学

　習センター内）

�対象／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 60人

�保育料／ 3,000 円（月額）

�申込方法／各放課後児童クラブにある

　申請書にて、直接各放課後児童クラブ

　にお申し込みください。

�申込期間／1月16日（水）～31日（木）

�受付時間／月～金曜日13：00～18：00

　　　　　　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

　東船岡放課後児童クラブ　� 55-1470

飼えなくなった犬・猫引取り日
1月17日（木）・31日（木）
10:00 まで  役場庁舎

 
■問  町民環境課　� 55-2114

印鑑を持参してください。　　　　　
猫は破れにくい袋に入れてください。

■問  生涯学習課　� 55-2135
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移動なかよし広場
～親子であそびにおいでよ！楽しいよ～

�日時／1月17日（木）10：00～11：30
�場所／船迫公民館

�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。

■問  子育て支援センターるんるん
　（船迫児童館内）� 54-4040

�日時／ 1月 27日（日）9：00～

�場所／槻木生涯学習センター

�種目／囲碁の部、将棋の部

�対象／町内在住または勤務する方

�募集人数／各 50人（先着順）

�参加費／ 1,000 円（昼食代含む）

�申込期限／ 1月 19日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　平成20年4月から75歳以上の方および寝たきり等の障害のある65歳以上の方を
対象とした後期高齢者医療制度が始まることに伴い、次のとおり保険料率が決定しま
したのでお知らせします。
�保険料の算定方法／

　

○年間保険料額は上の表で計算した「所得割」と「均等割」の合計額になります（た
　だし、50万円を超える場合は50万円）。
○ 2年単位で財政運営を行いますので、平成20年度と平成 21年度は同じ保険料率
　になります。
○保険料額の通知書の送付については、制度が始まる4月以降に予定しています。

　

■問  宮城県後期高齢者医療広域連合  � 022-266-1026　町民環境課  � 55-2114

�日時／1月12日（土）、26日（土）
　9:30～11:00
�場所／しばたの郷土館
�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／600円
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　

　町内には30点余りの指定文化財が存
在しますが、あまり知られていません。
今回、実物や写真パネルで展示紹介し
ます。
�期間／1月27日（日）まで（月曜日休館、
　月曜日が祝日と重なる場合はその翌日）
�入場料／常設展の観覧料でご覧いただけ
　ます。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）

1 月のトンボ玉体験会

企画展「柴田町の文化財」

　入間田地区にある柴田町生涯教育総合
運動場地内に、宝くじの普及宣伝事業で
整備を進めてきた「入間田テニスコート」
が 12月に完成しました。正式オープン
は 4月ですが、それに先駆け、プレオー
プンとして期間限定で町民の皆さんに無
料で貸し出しますのでご利用ください。
�期間／1月16日（水）～3月29日（土）
　9:00 ～ 17:00( 月・日曜日を除く )
�場所／柴田町生涯教育総合運動場地内
　（農村環境改善センター隣り）
�仕様／全天候型（オムニコート）2面

■申 ■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　絵本とわらべ歌、昔の遊びを楽しみま
しょう。時間途中からの参加もお待ちし
ています。好きな絵本、紹介したい本を
1冊持って来て下さい。※参加費無料

�日時／1月17日（木）10:30～11:30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　� 55-0916

　柴田高原そば粉で、本格手打ちそばを

作ってみよう！

�日時／ 1月 12日（土）9：30～ 12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　最近もの忘れがひどくなった、認知症

の高齢者を介護しているが、ケアの仕方

がわからないなど、お困りの方に対し無

料相談会を実施します。（要予約）

�日時／1月30日（水）13：30～15：00
�場所／保健センター
※外出できない方は、自宅訪問による相談もで
　きます。

　

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
内）� 55-2159

認知症に関する相談窓口は、地域包括
支援センターです。

計　　算　　方　　法区　　　分
（前年中の総所得金額等－ 33万円）× 7.14％所得割（応能割）
38,760 円（被保険者 1人あたり）均等割（応益割）
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　水源の町七ヶ宿の小学生との交流（野

外活動）と、町の歴史やダムの役割につ

いて学び、体験します。

�日時／ 2月 10日（日）船迫生涯学習セ
　ンター 7:30 出発、17:30 解散
※町バスにて移動します。

�場所／七ヶ宿町峠田公民館・水と歴史
　の館

�内容／野外活動「七ヶ宿雪合戦大会」、
　施設見学「水と歴史の館」

�対象／町内の小学生
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 600円
�持ち物／暖かい服装（野外活動に適し
　たもの）、手袋、長靴、上履き、着替え、

　おにぎりか弁当（お昼に豚汁が出ます）

�申込期限／ 1月 22日（火）
※1月 8日（火）から受付開始

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�利用時間／月～土曜日　 9:00 ～ 21:00（施設利用時間9:00～ 20:45）
　　　　　　日・祝祭日  11:00 ～ 19:00（施設利用時間11:00～ 18:45）

�無料開放日時／ 1月 20日（日）毎月第3日曜日 
○…全面利用可能　　×…終日利用不可　　
△…  9:00 ～ 16:30 全面利用可
　　16:30 ～ 18:30 一部利用可
　　　　　（スイミングスクール実施中は3コース利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可
☆…レッスン実施中は利用不可　

600円一　　　般
プ
ー
ル

200円高校生以下

500円
60歳以上

障害者（手帳持参）
300円一　　　般ト

レ
ー
ニ
ン
グ
室

200円高校生以下
150円中学生以下

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
1月 8 日（火）佐藤由美子

生　　活
1月15日（火）安藤　　登

1月22日（火）鈴木　克吉

1月29日（火）山本登起子

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい福祉
センター　� 58-1771（船岡字中島68）

人権・行政相談
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
1月 9 日（水）郡山登美子

人　　権
1月16日（水）菊地　康子

1月23日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
1月11日（金）大友　勝彦

人　　権
1月25日（金）本多　敬一

1月25日（金）星　マサ子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
役 場 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）古積　佳子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

※土曜日（第 2・4）はホットヨガを予定しているた
　め、一部プールサイドの利用をご遠慮ください。
※ 1月 13日  宮城県室内選手権水球競技大会
※1月 26日、27日　東北室内選手権水球競技大
　会（25日は大会準備のためプール利用は18：00
　までとなります）

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）。

柴田町民体育館

1月27日（日）9:00～16:00
槻木体育館
1月 6 日（日）9:00～16:00

1月20日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／1月11日（金） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／1月18日（金） 19:00
場所／船岡公民館

2
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火

☆休 
館 
日

☆☆××☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆☆休 
館 
日

☆☆×☆☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆休 
館 
日

休 
館 
日

休 
館 
日

プールＡ面

○○○××△○○○○○△○○○×○△○○○○○△プールＢ面

○○○××○○○○○○○○○○×○○○○○○○○トレーニング室

　平成 20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。

�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

�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。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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。

　除雪作業の迅速化を図るため、皆さん

のご理解とご協力をお願いします。

○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。

○除雪車は重機械のため、道幅の狭い車道

　では通行の妨げになる場合があります。

○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

　平成 19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

いる方へキンモクセイ（80cm程度）を

無料で配布します。※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（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（木）※消印有効
�配布日時／申込者に後日通知します。

■申 ■問  柴田町緑化推進委員会事務局（地域
　産業振興課内）� 55-2122
　〒 989-1692 柴田町船岡中央2-3-45
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骨髄バンクに
ご登録ください

　白血病など血液難病患者の皆さんを
救うために、骨髄バンクの登録をお待
ちしています。（要予約）
�日時／ 1月 8日（火）・22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

　エイズ相談や抗体検査（採血）を匿
名で受けることができます。（要予約）
�日時／ 1月 8日（火）・22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。

エイズ相談・抗体検査

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　県内で必要なすべての血液製剤を県民

の皆さんの献血により確保できるように

新たに成人になる「はたち」の皆さんの

理解とご協力をお願いします。

また、下記日時で献血車が来町します。

皆さんの温かいご協力お願いします。

�日時／ 1月 6日（日）

　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00

�場所／ヨークベニマル㈱柴田店駐車場

�実施内容／ 400ml 献血

　（16・17歳は 200ｍｌ献血）
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願い
　することがあります。

■問  健康福祉課　� 55‐2160

　町は平成18年に財政が危機的な状況となったことから、現状を
打開し再建団体への転落を回避するため財政再建に取り組んでいま
す。健全な財政を取り戻すためには住民に情報を公開し、共有を図りながら町づくり
を推進することが第一歩であると考えました。そこで、平成19年度から町の予算や
仕事の具体的内容を住民にお知らせするため「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を
作成して全戸配布しました。平成20年度においても、さらに内容を充実した冊子を
作成する予定です。その予算書への団体、個人の広告掲載を募集します。詳しくはお
問い合わせください。
�掲載料金／1枠 10,000 円以上　　　�申込期限／4月 30日（水）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

　ひとりで食べると寂しい食事もみんな
と一緒だと美味しいですね。ミニ勉強会
とおしゃべりしながら外食しませんか？
�日時／ 1月 16日（水）11：00～
�場所／はたはた
�対象／ひとり暮らしおよび日中ひとり
　の高齢者
�食事代／実費負担
�申込期限／ 1月 11日（金）

■申 ■問  佐藤　� 57-1065
鈴木　� 55-2328

　自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障
害など発達障害で悩んでいませんか。「自
分の子どもをもっと良く知りたい」「うち
の子は発達障害なのでは」など、この機
会に相談してみませんか。支援スタッフ、
専門相談員が相談に応じます。（要予約）
�実施日／ 2月 13日（水）
�場所／オーガ（大河原町）
�対象／本人、ご家族、支援者

■申 ■問  県南生活サポートセンター「アサン
　テ」　� 51-5361

　12月に実施した太極拳について、24
式太極拳（簡化太極拳）が最後まで終了
できませんでしたので、太極拳の体験を
継続し開催いたします。運動できる服装
でご参加ください。
�日時／ 1月 12日（土）、13日（日）、
　2月 2日（土）、3日（日）の 4日間
　10：00～ 12：00※ 3月は 2回開催予定
�場所／船岡体育館
�参加費／1,000円　�持ち物／上履き

■問  柴田町日中友好協会事務局（中島）　
　� 55-3470

　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親
しみ、水は怖くないことを体験します。
�期間／1月19日（土）～3月29日（土）
　　　　毎週土曜日 9：30～ 11：30
�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／年齢、性別不問 20人
�受講料／ 5,000 円※プール使用料は個人
　負担です。協会有資格指導員が指導します。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡等
�申込期限／ 1月 17日（木）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　� 55-5550



お知らせ版 ●5第 595号

　東北地方に伝わるお正月飾りや伝統行

事を再現し、獅子舞や民話、だんご木作

り体験など、さまざまなイベントが皆さ

んをお待ちしています。

�日時／ 1 月 5日（土）～ 6日（日）
　9：30～ 16：00

�場所／国営みちのく杜の湖畔公園

■問  みちのく公園管理センター
　� 0224-84-5991

　全国的に進められている戸籍事務のコンピュータ化が町でも始まります。1月 21
日（月）からは、コンピュータ化により証明書発行がより早く正確に行うことができ、
証明書も見やすく、分かりやすいものへと変わります。
○柴田町に本籍がある人が対象です
　戸籍がコンピュータ化されるのは、本籍が柴田町にある方です。本籍が町外の方は
対象になりません。
○「縦書き」から「横書き」へ
　現在の戸籍は「縦書き」で独特の難解な文章で記載されていますが、コンピュータ
化後は横書きとなり、「出生」「婚姻」などの項目ごとに箇条書きで記載されるように
なります。数字も算用数字となり、大変読みやすくなります。
○証明書の名称が変わります
　戸籍に記載されている全員を証明する「戸籍謄本」は「全部事項証明書」に、個人
を証明する「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に名称が変わります。
○現在の紙戸籍は「平成改製原戸籍」に
　現在の紙戸籍は、「平成改製原戸籍」という名称でコンピュータ化前の記載内容で画
像処理し、保存管理されます。1月18日（金）までに、婚姻や死亡などで除籍になって
いる方（戸籍の名前の欄に×印のある方）は、コンピュータ化後の戸籍には移記され
ません。相続の手続きなどで、除籍になっている方が記載されている戸籍が必要な場
合は、「平成改製原戸籍」を請求してください。
○「氏名」の文字は正字で記載されます
　コンピュータ化後の戸籍の文字は、常用漢字や人名用漢字、漢和辞典に掲載されて
いる文字（正字）で記載されます。そのため現在書きぐせなどで辞書に載っていない
文字で記載している場合は、それに対応する正字で記載されます。なお、これは戸籍
の表記、字体の変更だけであって「氏」や「名」そのものを変更するものではありま
せんので住民票や印鑑登録の氏名変更手続きは必要ありません。

　

　コンピュータ化後も証明手数料は変わりません。戸籍の手数料は、1通 450円、除
籍・改製原戸籍の手数料は1通 750円、附票の手数料は1通 350円です。

■問  町民環境課　� 55-2113　槻木事務所　� 56-1311

　「働きながら高校で学びたい」「高校を

卒業したい」という社会人の方を対象に、

平成 20年度推薦入試を行います。

�出願資格／事業所に3年以上勤務また
　は平成20年3月末現在で3年以上勤務

　する見込みの方（自営業、主婦等も勤務

　とみなす）。所属長等の推薦が必要です。

�出願期間／1月15日（火）～23日（水）
�試験日／ 1月 31日（木）（面接・作文）
�募集人数／ 24人以内

■申 ■問  大河原商業高等学校定時制課程
　入試係　� 52-1064

　当学園では平成 20年度の通信教育学

生・受講生を募集します。

�募集内容／○高等学校普通科
　○社会福祉コース

　○社会福祉士養成課程

　○生涯学習通信講座

�募集期間／募集内容により異なります。

 学校説明会を開催します 
�日時／1月13日（日）14：00～15：30
�場所／宮城県婦人会館（仙台市青葉区）

■問  ＮＨＫ学園　� 042-573-8111
　資料請求専用フリーダイヤル
　0120-06-8881

　多重債務の返済でお困りの方へ弁護士

が無料で相談会を開催します。

�日時／ 1月 23日（水）
　9：30～ 12：30、13：30～ 16：30

�場所／ハーネル仙台（県労働福祉会館）
�内容／相談者1人または1組につき30
　分程度の面談を行います。

�予約受付／ 1月 16日（水）・17日（木）
　9：30～ 12：30、13：30～ 16：30

予約専用電話番号　� 022-263-7961
�募集人数／ 36人（先着順）

■問  （財）日本クレジットカウンセリン
グ協会　� 03-3226-0140
東北経済産業局産業部消費経済課
� 022-263-1111

戸籍証明書の新旧比較表

コンピュータ化後（新）現　在（旧）項目

戸籍全部事項証明書戸籍謄本（全員のもの）
名　称

戸籍個人事項証明書戸籍抄本（個人のもの）

A4判縦長
B4判横長（謄本）

様　式
B5判縦長（抄本）

項目別　横書き文章体　縦書き書　式

改ざん防止用紙（地紋紙）再生紙用　紙

黒色の電子公印朱肉印公　印
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　★健康福祉課
○ケイ企画黒沢健さん（船岡中央 3丁目）

　が、社会福祉資金として、30,000 円

　を寄付。

○槻木いわひば会さんが、社会福祉資金

　として、6,000 円を寄付。

　★しばたの郷土館
○押し花グループ夢さんが、伝承文化事

　業資金として 10,000 円を寄付。

○平間久雄さん（下名生字町屋敷）が、

　唐箕を寄贈。

　★生涯学習課
○柴田町に図書館がほしい会さんが、図

　書館建設資金として 5,165 円を寄付。

　★槻木生涯学習センター
○玉渕美恵子さん（槻木上町 3丁目）が、

　図書を寄贈。

　★都市建設課
○北日本電線㈱槻木事業所さんが、側溝

　用コンクリート蓋着脱具を寄贈。

　自動車事故で重度の後遺症が残った方

や亡くなられた方のご家族を救済するた

めに、次のような制度があります。

 交通遺児等育成資金貸付制度（無利子）
�対象／ 0歳～中学 3年生
�貸付金額／一時金　155,000 円

月　額  　20,000 円

�貸付要件／市町村民税が非課税または
　均等割のみの課税等

�返還／割賦による 20年以内の均等払
　い※進学する場合は返還猶予有り

 介護料支給制度
�受給資格／自動車事故が原因で重度の
　後遺症障害を持つため、常時介護を必

　要とする方

�介護支給額／月額29,290円～136,880円
　（障害の程度、介護に要する費用に応

　じて支給）

 交通事故被害者ホットライン
　交通事故被害に遭われ相談先にお困り

の方へ各種サービスをご案内します。

　� 0570-000738（ナビダイヤル）

■問  自動車事故対策機構
　� 022-262-6790

　成人式を迎えられる皆さん、おめでとうございます。20歳になるといろいろな権

利と義務が発生しますが、国民年金に加入することも大切な義務の1つです。

○国民年金とは

　国が責任を持って運営する公的年金制度です。日本国内に住所がある20歳以上60

歳未満のすべての人は、法律で加入が義務付けられています。

○老後だけではない保障

　国民年金は、老後の生活保障だけではなく、障害者や遺族になってしまったときな

ど、突然陥る不測の事態に生活保障を受けることもできます。

○保険料が納められないときは

　学生や20歳代の方には、月々の支払いが困難なとき申請をして納付が猶予される

制度があります。学生納付特例や若年者納付猶予で承認された期間は、障害年金など

の保障が受けられるほか、後で余裕ができたときに納めることができます。申請もせ

ず未納のまま放っておくのは、自ら年金を受ける権利を放棄するようなものです。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3111

　検察審査会は、選挙権を有する一般国民から選ばれた11人の検察審査員が、いわ

ば国民を代表して、検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと（これを「不起訴処分」

といいます。）のよしあしを審査するのを主な仕事にしているところで、刑事手続きの

中に国民の良識を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために設けられているもの

です。審査の申し立てには費用は一切掛かりません。また、申立人の秘密は固く守ら

れます。検察審査会の窓口では、申し立てについての相談を受け付けています。詳し

くはお問い合わせください。

■問  仙台検察審査会事務局　� 022-222-6111

確定申告用各種控除証明
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

者手帳等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

する方は介護保険班に申請し

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。

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、介護保

険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

■問  健康福祉課　� 55-2159
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　平成 19年度は、それぞれ下記の金額

に引き上げられました。

　放送大学は、ケーブルテレビ等の放送を
利用して授業を行う通信制大学です。なお、
槻木生涯学習センター、船迫公民館、しば
たの郷土館で放送授業を視聴できます。
�募集学生の種類／

　

�応募資格／①④⑤満 18歳以上
　　　　　　②③満 15歳以上
�申込期限／ 2月 29日（金）まで

■申 ■問  放送大学宮城学習センター
　�022-224-0651　�022-224-0585
　〒980-8577仙台市青葉区片平2-1-1
　http://www.u-air.ac.jp

　男女共同参画の推進について、県民の
皆さんと共に考えましょう。
�応募資格／県内居住の満20歳以上の方
　で、男女共同参画の推進に関心のある方
�任期／平成 20年 3月から 2年間
�募集人数／ 2人程度
�応募方法／所定の応募用紙のほか男女
　共同参画の推進についての意見を記入
　し、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参の
　いずれかでご応募ください。応募用紙
　は、県男女共同参画推進課、各地方振
　興事務所で配布します。ホームページ
　からダウンロードすることもできます。
　（http://www.pref.miyagi.jp/danjyo）
�募集期限／ 1月 8日（火）※必着

■申 ■問  県環境生活部男女共同参画推進課
　�022-211-2568　�022-211-2392
　〒980-8570（県庁専用郵便番号につ
　き住所記載不要）
　Ｅ-mail：danjyo@pref.miyagi.jp

　交通事故により脳を損傷し、重度の精

神神経障害が継続する状態で治療および

常時介護を必要とする方の入院施設があ

ります。

■申 ■問  東北医療センター　� 022-247-1171
　〒 982-0012 仙台市太白区長町南4-20-6

�募集作品／絵画、書、写真、手芸品、
　室内装飾品など
�場所／白石市中央公民館
�参加資格／仙南地区に居住・勤務する方
�申込期限／ 1月 23日（水）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　詳しくは、お問い合わせください。

■問  宮城労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841
　大河原労働基準監督署　� 53-2154

①全科履修生 (4 年以上在学 )
②選科履修生 (1 年間在学 )
③科目履修生 (6 カ月在学 )

教養
学部

④修士選科生 (1 年間在学 )
⑤修士科目生 (6 カ月在学 )

大学院

柴田消防署からのお知らせ
特別警戒実施中

　消防署では年末年始特別警戒（12月
26日～ 1月 5日）を実施しています。
この時期は、お正月の準備などで出掛
けることも多くなり慌しく過ごす日々
が続き、火の元など注意がおろそかに
なりがちです。寝る前や出掛ける前に
はもう一度火の元を確認しましょう。
　
住宅用火災警報器を設置しましょう
　平成 19年（1月～ 6月）における
全国の火災件数は30,659件となって
います。建物火災は16,910件で犠牲
者は 745人、そのうち 689人は住宅
火災により犠牲となっています。自分
や大切な家族を守るため、早急に住宅
用火災警報器を設置しましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

時間額地域別最低賃金

639円宮城県最低賃金

効力発生日：平成 19年 10月 20日

時間額宮城県産業別最低賃金

748円鉄　鋼　業

719円
電気機械器具、情報通信機
械器具、電子部品・デバイ
ス製造業

722円自動車小売業

効力発生日：平成 19年 12月 15日
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健康を守る行事（実施場所／保健センター）

※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。
※ 成人健康相談のある方はお電話ください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日

12:45 ～ 13:15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）1/8（火）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
9（水）

12:45 ～ 13:15宮上先生平成 19年 8月生まれの方4か月児健康診査

  9:15 ～   9:45平成 19年 1月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）10（木）

12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、大友先生平成 18年 6月生まれの方1歳 6か月児健康診査11（金）

  9:00 ～ 10:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）15（火）

12:45 ～ 13:15乾先生平成 17年 9月生まれの方2歳児歯科健康診査

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12:45 ～ 13:15玉渕先生、和野先生H16年 7月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9:00 ～ 10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）17（木）

  9:00 ～ 10:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）21（月）

12:45 ～ 13:15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
23（水）

13:00 ～ 15:00本多（修）先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付30（水）

12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生H18年 7月生まれの方1歳 6か月児健康診査2/1（金）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
6（水）

12:45 ～ 13:15宮上先生H19年 9月生まれの方4か月児健康診査

  9:15 ～   9:45H19 年 2月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）8（金）

  9:00 ～ 10:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）12（火）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
13（水）

13:00 ～ 15:00本多（修）先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談

12:45 ～ 13:15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）14（木）

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-8138大河原あいはら歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1123大河原安藤医院1/1

55-5126船　岡和野歯科医院51-1502大河原大河原整形外科58-2220船　岡ふなばさま医院2

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院55-1555船　岡仙南クリニック3

52-2250大河原大河原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-2316船　岡村川医院6

54-5005船　岡こや歯科医院52-3115大河原かわち医院58-2220船　岡ふなばさま医院13

52-2533大河原後藤歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科83-5503村　田町南診療所14

83-2419村　田榊原歯科医院51-3741大河原庄司クリニック83-2088村　田山田医院20

56-5112槻　木さとう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-5151大河原さくら内科消化器科27

56-1026槻　木飯淵歯科医院56-1451槻　木乾医院57-2310船　岡しばた協同クリニック2/3

56-2766槻　木乾歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院55-1555船　岡仙南クリニック10


	平成20年1月1日お知らせ版_01
	平成20年1月1日お知らせ版_02
	平成20年1月1日お知らせ版_03
	平成20年1月1日お知らせ版_04
	平成20年1月1日お知らせ版_05
	平成20年1月1日お知らせ版_06
	平成20年1月1日お知らせ版_07
	平成20年1月1日お知らせ版_08

