
お知らせ版平成25年2月1日

広報しばた・お知らせ版・第716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）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

葛開会日時／2月18日（月）9：30（予定）葛場所／役場5階議会議事堂※傍聴席は6階葛手続き／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。

※傍聴席数に限りがあるため、議事堂内での
傍聴を制限する場合があります。葛日程／2月18日　町政報告、施政方針、
　　　　　　　　　一般質問
　　　　　　19日、20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　緯55-2136
柴田町教育委員会臨時職員を募集します

葛申込期間／2月15日（金）～28日（木）　　葛受付時間／8：30～17：15（土・日曜日を除く）葛申込方法／履歴書に必要事項を記入の上、お持ちください。　　葛選考方法／面接を行います（詳しくは申込時に説明します）。
■申 ■問  教育総務課　緯55-2134

柴田町議会第1回定例会傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案傍聴のご案内内内内内内内内内内内

勤務条件・勤務時間など雇用期間勤務先対　象職務内容募集人数職　種 毅月～金曜日8：30～17：15の内7時間
以内（月116時間以内）毅賃金　時給930円毅雇用保険に加入平成25年4月1日～

　平成26年3月31日第一幼稚園
幼稚園教諭の資格
を有する方・おおむ
ね50歳までの方

幼児保育
支援1人臨時幼児保育

支援員 毅月～金曜日8：15～17：15の内7時間
以内（月116時間以内）毅賃金　時給750円毅雇用保険に加入平成25年4月1日～

　平成26年3月31日船迫中学校65歳未満の方
事務全般
（パソコン
使用）

1人臨時学校事務
補助員 毅月～金曜日7：00～17：15の内7時間

以内（月116時間以内）毅賃金　時給750円毅雇用保険に加入平成25年4月1日～
　平成26年3月31日

町内の小学
校　　　　

65歳未満の方学校内の
環境整備3人臨時学校用務

員 毅月～金曜日8：30～17：15の内7時間
以内（月116時間以内）毅賃金　時給1,000円毅雇用保険に加入平成25年4月1日～

　平成26年3月31日
町内の小中
学校　　　

教員免許を有する
方・65歳未満の方学習支援3人臨時特別支援

教育支援員 毅月～金曜日8：30～17：15の内7時間
　以内（月116時間以内）毅賃金　時給930円毅雇用保険に加入平成25年4月1日～

　平成26年3月31日
町内の小学
校　　　　

図書館司書の資格
を有する方

学校図書
館業務1人臨時学校図書

館司書
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○東日本大震災による雑損控除を受ける方で、事前に税務署や役場で損失額の計算書
を作成していない方、雑損失の繰越を申告していない方は税務署で申告・相談をし
てください。（前年中に申告済の方は、申告書と雑損控除金額計算書の控をお持ち
ください。）

○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告を
してください。

○農業所得のある方で、「農業者戸別所得補償制度」により交付金を受給された方は、
農林水産省（東北農政局）から郵送された「戸別所得補償交付金の交付決定通知書」
または振込額がわかる預金通帳をお持ちください。

○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。

○事業所得などのある方は、一年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で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。

○医療費控除を受ける場合、あらかじめ一年間の医療費・生命保険給付額等の集計を
お願いします。

○無収入の方で毅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。毅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月中旬に配布しています「平成25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）を税務課・槻木事務所または各申告会場に提出
してください。

　
　e-Taxとは、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して国
税に関する申告、申請・届出などができるシステムです。インターネットパソコンか
ら申告書を送信できますので、わざわざ休みをとって税務署へ行く必要がありません。
自分の空いた時間で申告手続きができますのでとても便利です。なお、e-Taxを利用
するには、事前に電子証明書などの取得と開始届出書の提出が必要となります。
　e-Taxを利用して所得税の申告をすると、①国税庁ホームページからカンタン申告、
②最高3,000円の税額控除（平成19年分から平成23年分の確定申告で本控除の適用
を受けた方は受けられません）、③添付書類が提出不要、④還付金がスピーディーなど
便利でおトクです。
　詳しくは、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご覧ください。

町民税・県民税 
所得申告相談日程表場　所対象行政区相談日

農村環境改善センター
23区、25区2/4㈪ 21区、22区、27区5㈫
24区、26区6㈬

槻木生涯学習センター3階研修室

17Ｂ区7㈭ 17Ａ区8㈮ 18Ａ区、18Ｂ区12㈫
14区、20区13㈬ 15区、19区14㈭ 13区15㈮ 16区18㈪ 28区19㈫

保健センター4階軽運動場

5区、8区20㈬ 30区21㈭ 6Ａ区・6Ｂ区22㈮ 29Ｂ区25㈪ 10区26㈫ 29Ｄ区27㈬ 29Ａ区28㈭ 29Ｃ区3/1㈮ 12Ａ区（中名生）12Ｂ区4㈪
12Ａ区（下名生）5㈫ 11Ａ区、11Ｄ区6㈬
11Ｂ区7㈭ 11Ｃ区8㈮ 9Ａ区・9Ｂ区11㈪ 7Ａ区・7Ｂ区12㈫ 3区13㈬ 1区・2区14㈭ 4区15㈮

※詳しくは、１月中旬に配布しています「平成25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。
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　平成25年度に臨時保育士・臨時児童厚
生員として勤務していただける方を募集
します。葛職種および職務内容／葛応募資格／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葛任用／随時任用　葛賃金／時給930円葛申込方法／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。葛申込期限／3月15日（金）
■申 ■問  子ども家庭課　緯55-2115　東日本大震災により、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。

　
■問  税務課　緯55-2116 　震災により発生したごみで、仙南リサ

イクルセンターで処理できない、廃瓦、
ブロック類（基礎部分を除く）の自主持
ち込みの追加受け付けを行います。
※受け付けできるものは、地震によって破損
したものだけになります。
　今回が最終の回収となります。葛受付日時／2月18日（月）～20日（水）
　9：00～15：00葛受付場所／柴田町総合運動場駐車場葛受付品目／廃瓦とブロック類のみ
■問  町民環境課　緯55-2113
　1月1日付けで、法務大臣から人権擁
護委員として、菅野敏明さんと飯淵直子
さんが委嘱されました。
　人権擁護委員の主な仕事は、皆さんの
人権が侵害されないように、たえず見守
り、もし人権が侵害されたり、侵害され
ようとしている場合には、相談相手に
なってその救済を図るとともに、地域住
民の皆さんに正しい人権の考え方を広め
ることなどを使命としています。
　相談は無料で、相談されたことは一切
秘密に扱われます。

■問  町民環境課　緯55-2113　町では、さまざまな経験を通じて「食」の知識と「食」を選択する力を習得し、健
全な食生活を実践できる人間を育む「食育」を推進することを目的として「第2期柴
田町食育推進計画（案）」を作成しました。計画（案）について、皆さんからのご意見を
募集します。葛閲覧期間および意見募集期間／2月14日（木）～3月15日（金）葛閲覧方法／町ホームページに掲載するほか、次の場所で閲覧できます。
※閉庁、閉館日は閲覧できません。葛提出方法／専用の様式に記入の上、持参または郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで健康推進
課保健班あてに提出してください。専用の用紙は、町ホームページでダウンロード
できるほか、各閲覧場所に備えつけています。なお、電話による受け付けは行いま
せん。

※後日、提出されたご意見などに対する町の考えを、町ホームページなどによりお知らせします。

■問  健康推進課　緯55-2160　思55-4172　〒989-1692船岡中央2丁目3番45号
　　Ｅメール：health@town.shibata.miyagi.jp

第2期柴田町食育推進計画（案）に係るパブリックコメントを実施します
閲覧時間閲覧場所

08：30～17：15健康推進課、槻木事務所
10：00～18：00まちづくり推進センター

特　例　の　内　容特例の種類

　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。

被災住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等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。

被災代替住宅用地の特例

　滅失・損壊した家屋（被災家屋）の所有者等が被災
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。

被災代替家屋の特例

　滅失・損壊した償却資産の所有者等が被災償却資産
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。

被災代替償却資産の特例

「臨時保育士」および「児童厚生員」を募集します
職務内容職　　種

保育業務に従事臨時保育士　　
学童保育に従事臨時児童厚生員

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の追加受け付けを行います

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
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　この事業は、保護者の就労、冠婚葬祭などで家庭保育が困難な場合に、一時的保育
を提供する有料サービスです。リフレッシュでも利用できます。葛実施施設／葛対象／幼稚園や保育所などに入園していない満10カ月～小学校就学前の児童葛利用日時／月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～15:30葛利用金額／一人あたり日額1,100円（給食費別途負担）葛申込方法／申請書に必要事項を記入の上、希望する施設に直接お申し込みください。
　申請書は、上記施設で配布しているほか、町ホームページでダウンロードできます。葛申込期間／2月1日（金）～12日（火）8：30～17：00　※土・日曜日、祝日を除く。
■申 ■問  上記の各施設

■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040
　家庭教育やボランティア活動に関心を持ち、子育て支援に関わりたいと思って
いる方のための講座です。興味のある方は、ぜひ受講してください。葛講座内容／
　葛場所／保健センター　2階研修室葛対象／子育て中の親子を支援したいと思っている方　　葛申込期限／2月4日（月）
※全講座を受講した方には、修了証書を交付します。子育てサポーターとして活動するた
めには、登録が必要です。さらに、2月26日に実施するファミリー・サポート・センター
主催の研修を受講するとファミリー・サポート・センター協力会員として活動できます。
　

　葛日時／2月19日（火）10：00～11：30　　葛場所／柴田町子育て支援センター葛内容／「おいしく食べるためのかたち、うごき、こころ」葛講師／千木良デンタルクリニック　副院長　千木良あき子氏葛対象／町内在住の乳幼児保護者　　葛募集人数／20人（託児あり）葛申込期限／2月12日（火）
※講座後は、希望者の個別相談も受け付けております。
※託児申込みの方は、準備がありますので午前9時40分までにお越しください。

子育て応援者養成講座「子育てサポーター養成講座、ファミリー・サポート・センター協力会員研修」

るんるん子育て講座

　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。
みんな同じように悩んでいます。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎える準備をしません
か？　事前の予約は不要です。会場に直
接お越しください。葛日時／2月14日（木）9：30～11：40
　（受付時間9：00～9：20）葛場所／保健センター1階葛内容／○おなかの赤ちゃんに手紙を書
こう！ ○沐浴体験をしよう！ ○妊娠・
出産について語ろう！ ○先輩ママの
出産体験談　など葛対象／妊婦および家族の方葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160
　就学前のお子さんのコミュニケーショ
ンで「発音がはっきりしない」「会話がう
まくできない」「お友達との付き合い方が
うまくできない」といったご心配はあり
ませんか？　県仙南保健福祉事務所で専
門の相談員が相談に応じます。（要予約）
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160
　誰にでもできるリズム体操やストレッ
チなど楽しく体を動かしてみませんか。葛日時／毎月第1・第3土曜日10：00 ～12：00葛場所／槻木生涯学習センター
■問  大沼　

○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。葛日時／2月7日、14日、21日、28
日の木曜日　15：30～17：00

※おはなしタイム16：00～16：30葛参加費／無料○宮沢賢治の作品を読み合う会葛日時／2月14日（木）13：30～15：30葛参加費／100円葛場所／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）

3Ｂ体操愛好会会員募集

平成25年度登録児童募集柴田町ゆとりの育児支援事業
電話番号住　　　所施　設　名
55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所

57-1387西船迫2丁目5-29西船迫保育所

講　　　師内　　　容日　時 毅志賀智恵子氏（ニチイ学館）毅現・子育てサポーター毅開講式毅「子育て支援に関わる心構え」毅実技指導「手遊び」ほか2月5日㈫
9：30～12：00 毅保健師、栄養士毅「子どもの健康と発育」について毅「子どもの育ちと食」について2月12日㈫
9：30～12：00 毅現・子育てサポーター毅子ども家庭課子育て支援班毅子育てサポーターの活動について毅ファミリーサポートについて毅閉講式2月20日㈬
9：30～12：00
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放送大学4月入学生募集出願期間 2月28日㈭まで

○親子でリズムあそびをしよう～おいしいごちそう　なあに～
　早春に杉の子福祉コーラスと一緒に親子で楽しみましょう。むすび丸も遊びにきま
す。葛日時／2月26日（火）、27日（水）10：30～11：30　葛場所／地域福祉センター　　葛対象／未就学児と保護者　　葛定員／各30組葛内容／リトミック・コーラス・音楽劇など　※26日（火）のみ「和をたのしむ（茶道体験）」葛参加費／社協会員　無料、非社協会員　300円　　　葛申込期限／2月15日（金）※定員になり次第締め切ります。○子育て支援ボランティア・スキルアップ研修会
　町内で子育て支援ボランティア活動をされている方を対象に、「協働事業」について
ワークショップを取り入れながら、研修会を開催します。葛日時／2月18日（月）13：30～16：00　　　葛場所／地域福祉センター葛内容／柴田町の家庭教育支援事業について学習
　　　　ワークショップ「親の学びのプログラム」
　　　　　　　講師：宮城県教育庁生涯学習課社会教育推進班主幹　松崎和歌子氏葛対象／町内で子育て支援ボランティア活動実践者・関係者　葛参加費／無料　　葛定員／50人○子育てサロン「きらら」「みるく」
　子どもとおかあさんが集い、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士が交流するひろ
ばです。時間内の出入りは自由です。「きらら」　葛日時／2月8日（金）、22日（金）10：00～12：00
　　　　　※8日は「しばたおもちゃ病院」がオープンしてます。
　　　　　葛場所／地域福祉センター（船岡字中島68）　　葛参加費／無料「みるく」　葛日時／2月15日（金）10：00～11：45
　　　　　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき（槻木上町1丁目1-32）
　　　　　葛参加費／無料
●常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパ、ママ、お孫さんと一緒のおじいちゃん、おばあちゃんが自由にふ
らっと気軽に遊びに来る“屋根のある公園”です。スタッフもいるので安心です。

　

　葛対象者／0歳～未就園児とその保護者葛参加費／無料　　葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など開催日時・イベント子育てひろば（場所） 毅毎週月・火・水曜日　9：30～12：00、13：00～15：30ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい） 毅2/7㈭、14㈭、21㈭、28㈭　9：30～12：00、13：00～15：30毅おもちゃ病院　2/14㈭　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所） 毅2/1㈮、3/1㈮、22㈮　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（槻木生涯学習センター）

　放送大学はテレビやインターネットな
どを通して学ぶ通信制の大学です。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。働きなが
ら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなどさまざまな目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。15歳以上の
方なら、1科目から学習する選科履修生・
科目履修生として入学できます。18歳
以上の大学入学資格をお持ちの方なら、
入学試験はなく、全科目履修生として入
学ができ、4年以上在学して124単位を
修得し卒業すると学士（教養）の学位を
取得できます。

■申 ■問  放送大学宮城学習センター
　緯022-224-0651

ことりはうすの冬遊び森のクラフトコーナー葛日時／2月9日（土）～11日（月）
　　　　9：00～15：00葛参加費／300円～
※予約不要（当日受付）
　
雪上トレッキング
　冬の野鳥の森をかんじきやスノーシ
ューを履いて歩きます。温かい飲み物
付きです。かんじきは無料貸出、特に
準備物は不要ですが、防寒着などで！葛日時／2月3日（日）、9日（土）、24
日（日）10：00～12：00葛募集人数／20人（先着順）葛参加費／200円

※予約不要（当日受付）
　
やさしい竹かごづくり
　初心者向けの竹かごづくりです。毎
月定期的に開催しています。小物入れ
から作ります。葛日時／2月17日（日）10：00～15：00葛募集人数／20人（先着順）　葛参加費／500円（初回のみ1,000円）
※予約不要（当日受付）

■申 ■問  県蔵王野鳥の森自然観察センター
　緯0224-34-1882　思0224-34-1871
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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 2月 5日㈫関根　朝成生　　活 2月12日㈫佐藤由美子 2月19日㈫近江　宣男 2月26日㈫鈴木　照雄 3月 5日㈫関根　朝成
■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい
福祉センター（船岡字中島68）☎58-1771人権・行政相談
町民相談室（1階）10：00〜15：00相　談　日担当相談委員相談区分 2月 6日㈬木島　基子人　　権 2月13日㈬渡邊みち子 2月20日㈬飯淵　直子 2月27日㈬菅野　敏明 3月 6日㈬大友　勝彦 2月27日㈬手代木文夫行　　政
■問  町民環境課　☎55-2113消費生活相談
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㈫㈬㈮日下　信子消費生活
■問  町民環境課　☎55-2113家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）
■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分 毎週㈪㈫㈭家庭児童
　東北財務局では、専門相談員を配置し、
自らの収入で返済できないほどの借金を
抱え、お悩みの方々からの相談に応じて
います。相談者の抱える借金の状況を丁
寧にお聞きするとともに、必要に応じて
弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎ
を行っています。相談は無料、秘密厳守
です。まずは、下記窓口までお気軽にご
相談ください。葛対象／多重債務でお悩みの方（自営業
者の方も含む）葛受付時間／月～金（祝日、年末年始を
除く）9：00～17：45葛場所／仙台合同庁舎4階（仙台市青葉
区本町3-3-1）

■問  東北財務局金融監督第三課
　緯022-266-5703（直通）

平成25年4月1日までに
①　65歳までの定年の引き上げ
②　基準を廃止して希望者全員を65歳
まで継続して雇用する制度への制度改
正
③　定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務付けられました。
　ただし、継続雇用制度の基準を労使協
定で設けている場合は経過措置が認めら
れています。
　早期の就業規則等の改正をお願いしま
す。詳しくは、下記までお問い合わせく
ださい。

■問  ハローワーク大河原・改正高年齢者雇
用安定相談コーナー　緯53-1042 　柴田町営墓地の使用者を募集します。葛募集区画／第1墓地4区画

　　　　　　第2墓地3区画葛永代使用料／
第1墓地138,000円：区画
　（納骨堂なし）4.35㎡～7.75㎡
第2墓地425,000円：区画
　（納骨堂あり）5.06㎡葛管理料／1,200円（年額）　

※毎年6月に納付書を送付します。葛対象／町内に住所を有する方葛申込受付／町民環境課および槻木事務
所（印鑑持参）　※申し込みは第1墓地、
第2墓地のいずれかになります。葛申込期限／2月28日（木）　
※申し込み多数の場合、抽選会を行います。葛抽選会／3月12日（火）　
※詳細は、申込時にお渡しする「案内」をご
覧ください。

■問  町民環境課　緯55-2113葛日時／2月2日（土）13：00～16：00葛場所／イオン船岡店（2階会議室）葛内容／相続、遺言、成年後見制度など
民事上の権利義務、家庭内の法律問題

※行政書士には守秘義務があり、あなたの秘
密は守られます。
※事前に電話をいただけると待ち時間も少な
くご相談いただけます。葛次回相談日／2月16日（土）葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
■問  福島行政事務所　緯0224-63-5779

　確定申告の計算、融資、新規開業希望、
原発損害賠償請求など、税金や商売に関
することならなんでもご相談ください。葛日時／2月9日（土）9：00～12：00
　　　　2月14日（木）18：00～21：00
　　　　3月6日（水）18：00～21：00葛場所／仙南民主商工会事務所2階
　（西船迫1丁目8-6）
※相談料は無料です。随時電話相談も受け付
けています。

■問  仙南民主商工会　緯55-3267
　町教育委員会では、経済的な理由によ
り、お子さんの就学（小学校・中学校）
にお困りの方を対象に、学校での勉強に
必要な学用品、修学旅行、学校給食など
の費用について、一定範囲内での援助を
行っています。詳しくは、教育総務課ま
でお問い合わせください。

■問  教育総務課　緯55-2134
　税理士法に基づき、社会奉仕活動の一
環として、小規模な事業者のために東北
税理士会大河原支部主催による無料相談
会を開催します。相談希望の方は、前日
までに事務局にご連絡ください。葛日時／2月23日（土）10：00～15：00葛場所／各税理士事務所（要予約）葛内容／所得税および消費税などの確定
申告相談・作成指導

■予 ■問  税理士法人原田会計事務所
　緯52-0066

準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生準要保護児童生徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒
就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制就学援助制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

町営墓地（松ケ越地内） の使用者募集
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　白血病などで骨髄移植を希望する患
者さんに対し、より多くの提供者が見
つかるよう骨髄バンクドナー登録にご
協力ください。（要予約）葛日時／2月12日（火）、26日（火）
　　　　9：00～10：00葛場所／県仙南保健所葛対象／○18歳～54歳で、体重が男
性45kg以上、女性40kg以上の健康
な方　○骨髄提供の内容を理解して
いる方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検
査（採血）を匿名で受けることができま
す。（要予約）葛日時／2月12日（火）、26日（火）
　　　　13：00～15：00葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　☎53-3121

骨髄バンクドナー登録にご協力ください

　1月に配布した「がん検診等申込書（平
成25年度実施分）」の提出はお済みで
しょうか。4月から胃がん検診、5月から
大腸がん検診・前立腺がん検診の実施を
予定しています。まだ申込書がお手元に
ある方は、至急ご提出ください。
　また、町の検診を受けるか迷っている
方は、後日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、健康推進
課までご連絡ください。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日号をご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160　東日本大震災により住まいに大きな被害を受けた世帯に対し支給される「被災者生
活再建支援制度」の基礎支援金について、申請期限が再延長されました。葛支援金の支給対象者／平成23年3月11日の東日本大震災において住宅に被害を受
けた世帯で、次のどちらかの事項に該当する世帯
①大規模半壊以上の判定を受けた世帯で、被災者生活再建基礎支援金を受けていな
い世帯
②半壊以上の判定でやむを得ず解体をしなければならない、または、解体している
世帯で、被災者生活再建基礎支援金を受けていない世帯葛申請期限／平成26年4月10日まで（12カ月間の再延長）

※手続き方法など詳細については、福祉課までお問い合わせください。

■問  福祉課　緯55-5010
　東日本大震災被災者応援愛知ボランティアセンターでは、東日本大震災によりご両
親または保護者を亡くされた18歳以下の方に応援金を送付するため、申請者を募集し
ています。葛応募できる方／ 
①東日本大震災による直接的、間接的な理由でご両親（のどちらか）、または保護者
を亡くされた方
②平成24年度　18歳以下の方（定時制高校生は19歳以下も可）
上記2つの条件をともに満たす方（他奨学金との重複受給可）葛応募方法／申込用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、愛知ボランティア
センターに送付してください。※申込用紙は町福祉課で配布いたします。葛必要書類／毅震災孤児遺児応援金申込用紙（就学者用）、（未就学児用）毅未就学児の方は取得後6カ月以内の戸籍謄本（コピー可） 葛応援金額／寄せられた応援金を申請者数で割ります。（2～3万円程度） 葛申込期限／3月31日（消印有効）
■申 ■問  愛知ボランティアセンター（愛知私学会館内）
　〒456-0006　名古屋市熱田区沢下町8-4　緯090-6590-3117
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（基礎支援金）申請期限の再延長のお知らせ

震災孤児遺児応援金の給付について

　附属村田診療所では、平成25年1月より内科の診察が増えました。また、月・
金曜日の午後に皮膚科診察を行っています。すべての診療科が予約不要ですので、
診察を希望される方は下記の受付時間内にご来院ください。
　ご不明な点がありましたら、上記の連絡先までお問い合わせください。

金木水火月受付時間
○○○○○08：30～11：30外　科

午前
○○○○○08：30～11：30内　科

○○○○○13：30～16：30外　科

午後 －○○○○13：30～16：30内　科

○－－－○13：00～16：30皮膚科
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　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。今年は、4月から6月にかけて仙台・宮城デスティネーショ
ンキャンペーンが県内で開催されることから、桜まつり期間中は全国から多くの観光客が
訪れますので、さまざまなイベントを開催して、観光客を温かくお迎えします。
　そこで、船岡城址公園三ノ丸広場のステージで歌や踊りなどのイベントを行っていただ
ける個人やグループを募集します。参加いただける方は、2月12日（火）まで商工観光課へ
イベントの種類、希望予定日を連絡願います。
※イベントの調整会議を2月14日（木）保健センター4階で午後1時30分から開催しますので、併せ
て出席をお願いします。　　

■問  商工観光課　緯55-2123葛日時・内容／葛場所／船岡生涯学習センター葛主催／東船岡地区ふるさとづくり推進協議会　　葛共催／船岡生涯学習センター
■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520
　仙南地域の青年達による祭典です。柴田町の若者も出演します。どなたでも楽しめ
るイベントです。お昼にはとん汁の無料提供もありますので、どうぞお越しください。葛日時／2月24日（日）9：30～16：00葛場所／丸森まちづくりセンター（丸森町字鳥屋120）葛内容／ステージ発表（歌、演奏、ステージパフォーマンスなど）
　　　　展示発表（絵画、写真、手芸品など）葛ゲスト／元ハウンドドッグベーシスト　 海藤 　かいどう

 節  生 さん
せつ お

■問  生涯学習課　緯55-2135
　直売所出荷者を対象とした栽培講習を開催します。冬期間の野菜不足解消をテーマ
に、無加温ハウスの活用や栽培方法について学びます。これから直売所に出荷を考え
ている方も、ぜひご参加ください。葛日時・場所／
　葛対象／町民　　　葛募集人数／30人　　　葛参加料／無料葛申込方法／農政課まで電話でお申し込みください。葛申込期間／2月1日（金）～2月15日（金）葛主催／柴田町・柴田町地産地消推進協議会
■申 ■問  農政課　緯55-2122

「しばた桜まつり」イベント  
第16回東船岡ふるさとまつり

内　　　　容日　　　時
作品展示2月23日㈯ 13：00～15：00
作品展示・芸能発表・即売コーナー・お楽しみ抽選会など2月24日㈰ 09：00～14：00

仙南青年フェスティバル2013inまるもりピースof仙南 ～探せ！ひとつなぎの大秘宝～

　直売所出荷者向け栽培講習会
場　　　所日　　　時

Aコープ槻木2階2月20日㈬13：30～15：30
Aコープ槻木2階3月 6日㈬13：30～15：30
現地研修会3月中旬
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○町内在住60歳以上の方
　シルバーの活動を通じて、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・経験などに応じ
た高齢者にふさわしい仕事を引受・提供
しています。
【会員の主な活動例】毅就業：除草、 剪定 、障子・ 襖 ・網戸張せんて い  ふすま

り替え、家事援助、清掃、簡易的な大
工・塗装作業など毅その他：ボランティア、シルバーフェ
スタ、地域班活動、手芸・手工芸製作、
刃物研ぎなど

■申 ■問  ㈳柴田町シルバー人材センター　
　緯58-7400　「クリスマスローズ」という花をご存じですか？　柴田鉢花研究会員が心を込めて生

産したクリスマスローズを、特別価格（1,000～5,000円）で販売いたします。多年草
で長くお楽しみいただけます。葛日時／2月2日（土）、3日（日）9：30～16：00　葛場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」
■問  農政課　緯55-2122

　体験会のご案内　
　雛祭りにちなんだ体験会を実施します。ふるってご参加ください！

　

　 　雛人形展示の募集　
　ゆる.ぷらに雛人形を飾ってくださる方を募集しています。雛祭りにちなんだ手作りの作品や眠っている雛人形も大歓迎で
す。展示スペースの都合上、展示が難しい場合がありますので、ご協力いただける場合は一度ご連絡をお願いいたします。葛募集期限／2月10日（日）まで　　　葛展示期間／2月19日（火）～3月3日（日）
　 　ギャラリー展示案内　○加茂礼子イラスト展
　風景、人物、仏像などのイラストを展示します。　　　葛展示期間／2月5日（火）～2月17日（日）15：00まで
　
■開館時間／10：00～18：00　　　■2月の休館日／4日、12日、18日、25日

■問 ■申  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内） 緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　冬になり、路面の凍結、積雪などが心配されます。安全運
行を優先するため、次のことについてご理解とご協力をお願いします。
　○予約する時に、自宅周辺の道路状況を教えてください。
　○運行できる道路まで出て待っていただく場合があります。
　○悪天候により、運行時間の大幅な遅れや運行を中止する場合があります。

■問  予約センター　緯55-3001　※お掛け間違いのないように、ご注意ください。 ㈳柴田町シルバー人材センターの会員募集　　　　　鉢花「クリスマスローズ展示即売会」を開催します

備　考申込期限参加費募集人数講　師日　時内　容
対象：小学生以上
小学生は保護者同伴2月16日㈯100円10人陶久尚子氏2月23日㈯

10：30～11：30綿棒雛の貼り絵①

対象：小学生以上
小学生は保護者同伴
持ち物：持ち帰り用袋、
はさみ、定規

2月22日㈮1,000円12人ベル・フルール
吉村悦子氏

2月23日㈯
13：00～15：00

プリザーブドフラワー
で雛祭り②

対象：小学生以上
小学生は保護者同伴2月23日㈯1,200円5人押し花サロン

あさがお
2月24日㈰
13：00～14：30押し花で本格額絵作り③

※当日参加できる体験会も実施します。（材料代200円程度）

持ち物：エプロン2月27日㈬500円12人おこじょらいふ
根元晴美氏

3月2日㈯
13：00～15：00

アロマ春色雛祭りせっ
けん④

持ち物：おてふき3月1日㈮500円20人小野寺勢子氏3月2日㈯
10：15～12：15和紙の立雛ミニ色紙⑤

事前申込不要100円～250円15人押し花グループ夢
3月3日㈰
11：00～15：00
最終受付14：30

押し花のしおり
その他⑥

 デマンド型乗合タクシー「はなみちゃんＧＯ」をご利用の皆さまへ ～ ご協力とお願い ～
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葛営業時間／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）葛無料開放／2月17日（日）毎月第3日曜日　　葛祝日営業／2月11日（月）  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）　　　○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…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コース分利用不可）、　　18：30～20：45全面利用可◇…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コース分利用不可）、　　18：30～20：00 一部利用可（毎週 火曜日、スポ少実施中は2コース分利用不可）、20：00～20：45全面利用可

仙南総合プール日程表（平成25年2月分） 28272625242322212019181716151413121110987654321　　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 ☆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

　年金記録問題の解決に向けて、これま
で「ねんきん定期便」などをお送りし、
ご確認をお願いしていました。
　しかし、いまだ持ち主が確認できてい
ない記録が残っています。
　日本年金機構では、1月末より、「気に
なる年金再確認キャンペーン」を実施し
ますので、ご自身の年金記録に「もれ」
や「誤り」があるのでは？とご心配の方
は、ご自身の年金手帳と身分証明書をお
持ちの上、お近くの年金事務所へご相談
ください。
　また、代理の方が相談される場合は、
委任状が必要になります。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113
　健康推進課　緯55-2114

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。 　槻木体育館 　（卓球・バドミントンに限ります）2月 3日㈰9：00～16：00 2月17日㈰9：00～16：00 　入間田テニスコート 2月10日㈰9：00～16：00 ※行事などにより変更になる場合があります。
体
育
施
設
一
般
開
放
日   学校体育施設調整会議2月19日（火）19：00船迫生涯学習センター  体育館・野外運動場調整会議2月21日（木）19：00 船迫生涯学習センター3 
月 
分お知らせ　平成23年10月2日から使用休止としていた船岡体育館の改修が完了しました。使用希望の方は体育館・野外運動場調整会議にご出席ください。
　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

葛日時／2月7日（木）10：00～葛場所／仙南芸術文化センター「えずこ
ホール」葛演題／「自治体文化政策とまちづくり
を考える」葛講師／中川幾郎氏（帝塚山大学法学部教授）葛入場料／無料　※どなたでも入場できます。
■問  仙南地域広域行政事務組合 緯52-2628

葛日時／3月3日（日）14：00～葛場所／岩沼市民会館　大ホール葛内容／
　葛入場料／無料
■問  槻木小学校　緯56-1029
　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。葛日時／3月30日までの毎週土曜日
　　　　9：00～11：00葛場所／県仙南総合プール葛募集人数／成人15人葛受講料／5,000円
　　　　　　※プール使用料は別途負担。葛持ち物／水着、水泳帽、水中メガネな
ど

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局
　（及川）　

■平成24年12月31日付退職者
　根元　信好（学校給食センター）
　小野　宏一（都市建設課）

■平成25年1月1日付異動
　都市建設課
　　兼ねて車両センター長
　　大久保政一（課長）
　学校給食センター
　　兼ねて総務班長
　　加藤　寿彦（参事兼所長）

槻木小学校
吹奏楽部コンサート

第64回行財政研修会

第4回成人初心者水泳教室
槻木小学校吹奏楽部による単
独演奏

第1部

ソロ・アンサンブルステージ第2部

槻木中学校吹奏楽部・槻木
ウィンズサークル・みやぎ
びっきの会との合同演奏

第3部

第1回柴田町行政区対抗
玉入れ大会結果（11月23日・船岡小学校体育館） 
●60歳以上シニアの部（15チーム参加）

チーム名順位

新小路（6A区）第1位

11B区チーム（11B区）第2位

新町（4区）第3位

●20歳以上フリーの部（13チーム参加）

チーム名順位

12A（12A区）第1位

28区（28区）第2位

ハラマチ（8区）第3位
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【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100㎝）、小学校・幼稚園・児童福祉施設・公園（地表から50㎝）

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：1月22日（火）】

測定値測定値測定値
0.07槻木生涯学習センター0.09船岡生涯学習センター0.09柴田町役場
0.08西住公民館0.08農村環境改善センター0.07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：1月23日（水）】

測定値測定値測定値
0.08西住小学校0.10船迫小学校0.09船岡小学校
0.06柴田小学校0.09槻木小学校0.06東船岡小学校
0.09槻木中学校0.11船迫中学校0.09船岡中学校
0.06たんぽぽ幼稚園0.11浄心幼稚園0.06第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.07熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：1月24日（木）】　

測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.14槻木保育所0.07船岡保育所
0.08西住児童館0.12三名生児童館0.11柴田児童館

※毎週1回測定。0.10むつみ学園0.08船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：1月21日（月）】　

測定値測定値測定値
0.12剣崎公園0.11白幡児童遊園0.07並松公園
0.08船岡城址公園0.12舘前緑地0.08下名生児童遊園

※毎週1回測定。

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：1月21日（月）】　

放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所
不検出

（検出下限値0.4）
不検出

（検出下限値0.3）
仙南・仙塩広域水道　　　　　
　　　　南部山浄水場（白石市）　

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は宮城県企業局

◎詳しくは、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

1月末現在（単位：μSv/h）　

備　　考除染後除染前備　　考除染後除染前
除染作業中0.080.20西住小学校除染完了0.100.27並松公園
〃0.080.20船迫児童館〃0.090.22第一幼稚園

2月上旬～中旬着手予定未計測0.20西住児童館〃0.080.21船岡保育所
除染作業中〃0.20下名生児童遊園〃0.110.20西船迫保育所

2月中旬～下旬着手予定〃0.20剣崎公園〃0.080.21船岡小学校
〃0.060.20東船岡小学校

施設の除染実施状況

　町では、空間放射線量が0.20μSv/hを超える、児童福祉施設等の除染作業を行ってきました。これまで作業を実施した施設の
除染前後の空間放射線量をお知らせします。
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※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。
※乳幼児健康診査、予防接種および相談時は、ビニール袋をお持ちください。災害に備え、会場内では、ビニール袋に靴を入れてお持ち歩
きください。　　※成人健康相談のある方はご連絡ください。　※上記事業の対象者で風邪気味などの方のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

ひばり調剤薬局
　大河原　☎52-8686

船岡調剤薬局
　船　岡　☎58-1189

玉野井歯科医院
　船　岡　☎57-1711

大河原整形外科クリニック
　大河原　☎51-1502

太田内科
　船　岡　☎55-1702

2/3
㈰

関谷薬局
　大河原　☎52-2133

ホシ薬局
　大河原　☎52-1127

西村歯科医院
　川　崎　☎84-4851

高沢外科・胃腸科
　船　岡　☎57-1231

安藤医院
　大河原　☎52-1123

10
㈰

アイランド薬局
　大河原　☎53-4189

調剤薬局船岡店
　船　岡　☎55-2776

はせ歯科医院
　大河原　☎52-1080

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

佐藤内科クリニック
　船　岡　☎ 54-3755

11
㈪

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　☎51-3121

甲子調剤薬局
　大河原　☎51-5085

歯科ヒライ
　船　岡　☎55-4025

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

平井内科
　大河原　☎52-2777

17
㈰

仙台調剤大河原店 
　大河原　☎51-4040

前田歯科医院
　村　田　☎83-6480

善積医院
　村　田　☎83-2172

さくら小児科
　大河原　☎51-5355

24
㈰

ひまわり薬局
　船　岡　☎87-8430

やすらぎ調剤薬局
　村　田　☎83-6890

スエヒロデンタルクリニック
　大河原　☎53-4390

永沼整形外科
　船　岡　☎54-2244

村田内科クリニック
　村　田　☎83-6061

3/3
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　☎52-0885

アイン薬局村田店
　村　田　☎82-1682

村上歯科医院
　大河原　☎53-3563

かわち医院
　大河原　☎52-3115

中核病院村田診療所
　村　田　☎83-2445

10
㈰

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎＃8000
プッシュ回線以外の固定電話、　PHSなどからは　☎022-212-9390相談時間／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

休日急患当番医
 （診療時間／9：00〜17：00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

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本多（愛）先生
佐藤（郁）先生平成23年7月生まれの方1歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ、タオル2/1㈮

  9：00～13：00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）4㈪

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付6㈬

  9：15～   9：45平成24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）7㈭

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

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付13㈬

  9：30～11：30井村先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）
19㈫

12：45～13：15小屋先生平成22年10月生まれの方2歳児歯科健康診査　※持ち物：歯ブラシ、
タオル、調査票（フッ素塗布希望者）

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
20㈬

12：45～13：15板野先生
小田部（岳）先生平成21年8月生まれの方3歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ、タオル

12：45～13：15伊藤先生平成24年9月生まれの方4か月児健康診査21㈭

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付27㈬

  9：00～10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）28㈭

12：45～13：15中井先生
川口先生平成23年8月生まれの方1歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ、タオル3/1㈮

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付6㈬

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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