
お知らせ版平成25年2月15日

広報しばた・お知らせ版・第717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

葛雇用期間／平成25年4月2日～平成26年3月30日葛勤務条件／ 勤務時間　8：30～19：00（平日）、8：30～17：00（土・日曜日、祝日）
　　　　　　　　　　 　1日6時間内シフト勤務　月20日（116時間）
　　　　　 　賃　　金　時給930円葛申込方法／柴田町図書館へ履歴書（写真添付）を提出してください。葛申込期限／3月1日（金）　　葛受付時間／8：30～17：00（月曜日を除く）葛その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。
■申 ■問  柴田町図書館　緯86-3820柴田町図書館の非常勤職員を募集します

町営墓地の使用者募集
　凍結した道路で軽自動車が歩行者をは
ねる交通死亡事故が発生しました。冬道
を安全に運転するため｢1･2･3運動｣を
実践しましょう。
　また、冬場の車の運転は、フロントだ
けではなく、全ての窓ガラス、ミラーの
凍結･曇りを解消し、視界を十分に確保
し出発しましょう。
　ゆとりある運転で交通安全に心掛けて
ください。
 実践のポイント
　① 1割のスピードダウン
　② 2倍の車間距離
　③ 3分早めの出発

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
　柴田町営墓地（松ケ越地内）の使用者を募集します。葛募集区画／毅第1墓地4区画　毅第2墓地3区画
※申し込みは、第1墓地または第2墓地のいずれかになります。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月に納付書を送ります。葛対象／町内に住所を有する方葛申込期限／2月28日（木）　※申し込み多数の場合抽選を行います。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。
■申  町民環境課および槻木事務所　■問  町民環境課　緯55-2113 葛期間／2月22日（金）～28日（木）葛会場／しばたの郷土館葛内容／町内小･中学校児童生徒書きぞ

め展出品の展示葛主催／柴田町教育委員会
■問  教育総務課　緯55-2134
凍結道凍結道路路で
交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通死死死死死死死死死死死死死死亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡事事事事事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故故故故故発発発発発発発発発発発発発発交通死亡事故発生生生生生生生生生生生生生生生

応　募　資　格職務内容募集人数職　　種

図書館司書の資格を有した方で
経験は問いません。

図書館業務に従事1人柴田町図書館
非常勤職員　

第21回柴田町小・中学校児童生徒
書きぞめ展
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　町で実施した｢柴田町住民投票条例（案）｣に係るパブリックコメントへ寄せられた意
見に対する町の考え方および柴田町住民投票条例の最終案について、下記の方法で公
表しています。葛閲覧方法／町ホームページに掲載しているほか、次の場所で閲覧できます。
◎閲覧は、町議会で本条例が審議される前までとなります。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
　企業向けに開催する県南食料品の展示
商談会を一般の方にも公開します。商品
の販売コーナーもありますので、ぜひご
来場ください。（申し込み不要）葛日時／2月21日（木）13：00～15：00葛場所／白石市文化体育活動センター
「ホワイトキューブ」葛入場料／無料
※詳しくは、大河原地方振興事務所ホームペ
　ージ(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
　6.html)でも確認できます。

■問  県大河原地方振興事務所地方振興部
　緯53-3199

　空気の乾燥するこの時期は、火災の発生しやすい時期です。火の元、火の始末に十
分注意して下さい。平成24年は町内で13件、その内5件が「放火」「放火の疑い」
による火災です。放火されない環境を作りましょう。また、今年に入ってから3件の
火災が発生しています（2月6日現在）。
1　建物の周囲に燃えやすいものを放置しない。
2　ゴミは決められた日の朝に出す。
3　自転車などのカバーは防炎品を使用する。
4　塀や生垣などで死角を作らないように工夫する。

　火災の早期発見のため、一般住宅に住宅用火災警報器具の設置が義務付けられてい
ます。住宅火災から大切な命を守るためには、早期の発見が重要です。また、設置し
た後は、定期的に作動の点検を実施し、異常がないことを確認して下さい。

■問  柴田消防署　緯55-2012
葛開会日時／2月18日（月）9：30（予定）葛場所／役場議会議事堂　※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の上、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
　　　　 2月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
　日本年金機構では、国民年金保険料の
納め忘れに対する電話・文書・戸別訪問
による納付や免除などの申請手続きのご
案内を民間事業者へ委託しています。葛事業者名／日立トリプルウィン㈱
※事業者は、個人情報保護の管理を徹底して
います。皆さまのご理解とご協力をお願い
します。

※詳しくは、日本年金機構のホームページ
(http://nenkin.go.jp/)でも確認できます。

■問  日本年金機構大河原事務所　国民年
金課　緯51-3113
　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。事前の申し込み
は不要です。お気軽にご参加ください。葛日時／3月6日（水）13：30～15：00葛場所／柴田町地域福祉センター葛参加費／100円（お茶菓子代）
■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340
　1月に配布した「がん検診等申込書（平
成25年度実施分）」の提出はお済みです
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。まだ申込書が手元にある方は、
至急ご提出ください。
　町の検診を受けるか迷っている方は、
後日キャンセルできますので、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には、電
話などでご連絡ください。
　がん検診などの詳細については、お知
らせ版1月15日号に掲載しています。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
県南『食』の
いいもの見本市

｢柴田町住民投票条例（案）｣に係るパブリックコメントの結果について
閲　覧　時　間閲  覧  場  所

8：30～17：15　※土・日曜日は閲覧できません。まちづくり政策課、槻木事務所
10：00～18：00　※月曜日は閲覧できません。まちづくり推進センター

9：00～17：00　※日・月曜日は閲覧できません。各生涯学習センター、各公民館、
農村環境改善センター

火～金曜日　10：00～19：00
土・日曜日　10：00～17：00
※月曜日は閲覧できません。

柴田町図書館

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
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　岐阜県南東部にある恵那市で行われた｢えな“心の合
併”プロジェクト｣により制作された話題の感動作を阿武
隈急行沿線5市町のリレー形式で上映します。
　あなたにとって“ふるさと”とは“人と人のつながり”
とは何かを考えるきっかけになる作品です。葛日時／2月23日（土）　午前の部10：00～（上映開始）
　　　　　　　　　　　  午後の部14：00～（上映開始）葛場所／槻木生涯学習センター葛内容／映画「ふるさとがえり」を上映。午前の部と午後
の部の合間には、もち出前隊による餅つきや阿武隈急行
社員が語る「あぶＱの物語（講座）」などを行う予定。葛参加費／中学生以上　前売り　　　 1,000円（当日1,500円）
　　　　　小学生　　　前売り・当日0,500円
※前売り券は、水上商店（船岡中央2丁目6-2）ほかで販売しています。葛主催／映画｢ふるさとがえり｣あぶＱ沿線リレー上映実行委員会葛共催／阿武隈急行株式会社
■申 ■問  映画「ふるさとがえり」あぶＱ沿線リレー上映実行委員会事務局
　緯080-3338-0524

　子どもからおじいちゃん、おばあちゃ
んまで楽しめるコンサートです。家族お
揃いでお越しください。入場は無料です。葛日時／2月23日（土） 10：00～葛場所／船迫生涯学習センター葛内容／ 地元（ふなばさま）のオールド
ボーイズによる、たのしく懐かしい生演奏。

■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011　マリンバのコンサートをします。みんなでステキな音色を楽しみませんか？　
楽器の体験もあり、小さい子どもも楽しめます。みなさんお越しください。葛日時／3月1日（金）10：30～11：30　　葛場所／柴田町子育て支援センター葛対象／就学前までのお子さんと保護者　　葛募集人数／50組（先着順）葛申込期限／2月26日（火）
　子育て支援センターは、町内にお住まいの親子なら、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。葛開館日／毎週月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）葛利用時間／9：00～17：00葛その他／来所相談やダイヤル相談なども行っています。お気軽にお電話ください。ひなまつりコンサート♪■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040～子育て支援センターに遊びにきませんか？～
●“ゆるりん”学童クラブ　『おもしろ科学教室＆お昼ごはんを作って食べよう』葛日時／3月2日（土） 9：30～13：00　　葛場所／船迫公民館葛募集人数／20人（小学生）　　葛参加費／300円葛持ち物／エプロン、上靴、三角巾、筆記用具●“ゆるりん”料理教室　～☆簡単おもてなしケーキ作り～葛日時／3月8日（金）10：00～12：30　　葛場所／槻木生涯学習センター葛募集人数／20人（先着順）　　葛参加費／1,000円　　葛託児代／1人300円（1歳から）葛持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具　　葛申込期限／3月5日（火） 葛日時／2月17日（日）9：30～葛場所／農村環境改善センター葛内容／児童館園児、小学校児童、地域の

　方々によるステージ演技・作品展示など。葛主催／柴小地区地域づくり推進協議会
■問  柴小地区地域づくり推進協議会
　緯56-4777葛日時／2月23日（土）13：00～15：00
　　　　　　 24日（日）9：00～14：00葛場所／船岡生涯学習センター葛内容／○作品展示(23日、24日)　○芸
能発表、即売コーナー、お楽しみ抽選
会など(24日)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葛日時／3月9日（土）9：00～12：00
　　　　（受付時間8：00～）葛場所／柴田球場（雨天：東船小体育館）葛内容／楽天イーグルスのジュニアコー
チによる野球指導およびサイン会葛対象／町内の学童野球チームおよび野
球の好きな児童葛参加料／無料葛持ち物／グローブ、バット葛申込方法／参加者名簿をＦＡＸで提出。葛申込期限／2月28日（木）
■申 ■問  佐久間　

あぶＱ沿線リレー！　映画「ふるさとがえり」上映会

家族みんなで
スプリングコンサート

第29回柴小地区
ふるさと交流のつどい

第16回東船岡ふるさとまつり

槻木経済クラブ主催楽天イーグルス少年野球教室
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春季テニス教室開催
トンボ玉体験会

　アルコールの問題は本人のこころやか
らだの健康を損なう恐れがあります。ま
た、ご家族にもさまざまな影響を及ぼしか
ねません。本人と家族のために、情報や知
識を得られる場として、精神保健相談員に
よる個別相談を実施します。（要予約）葛日時／3月7日（木）13：00～15：00葛場所／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

　思春期の悩みを抱えている方や引きこ
もりの状態にある方と家族、関係者の方に
対し、精神科医師や精神保健相談員による
相談・カウンセリングを実施します。気軽
にご相談ください。（要予約）葛日時／3月14日（木）、21日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟 葛場所／富沢字赤柴地内　　葛区画／50㎡（5ｍ×10ｍ）約15坪葛利用料金／1区画6,000円（年額）　　葛利用期間／3月～平成26年2月葛主な施設／トイレ、水道、駐車場　　　葛申込期限／3月8日（金）

※応募者多数の場合は抽選となります。

■申 ■問  富沢の集楽営農を考える会（百々）、農政課　緯55-2122　3月の生活保護相談日は下記のとおり
です。当日は、県仙南保健福祉事務所の
担当者が相談に応じます。相談のある方
は福祉課へお越しください。葛日時／3月1日（金）、15日（金）
　　　　10：00～15：00葛場所／役場1階　相談コーナー葛内容／生活保護に関する相談
■問  福祉課　緯55-5010

　今、犬猫を飼っている方のモラルが全国的に問われています。柴田町でも日々ペッ
トに関する相談が寄せられています。その多くはフン・尿・鳴き声や放し飼いに関す
るものです。これらは飼い主が責任を持って飼うことで、減らすことができます。
　ペットを飼う際は、自分や周りのために｢散歩中のフン・尿の処理は必ずする｣｢放
し飼いにしない｣｢むだぼえをさせない｣ことや「猫は屋内で飼う」などのマナーを
守ってください。家族の一員であるペットと楽しく暮らすためにも、ご近所に迷惑を
掛けないようにしましょう。

■問  町民環境課　緯55-2113　精神障害を抱える方の家族のゆとりあ
る生活を目指して、その家族同士の交流
会を開催します。葛日時／3月8日（金）13：30～15：30葛場所／役場4階　委員会室葛対象／町内に在住の精神障害者の家族葛内容／○講話「福祉サービスの利用に
ついて」　○懇談会　○個別相談（希望
者）葛募集人数／15人　　葛参加費／無料葛申込期限／3月1日（金）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

葛期間／3月17日（日）～4月21日（日）
　13：30～15：00（期間中5回）　葛場所／入間田テニスコート葛講師／柴田町テニス協会員葛対象／18歳以上の町民（初心者、中級者）葛定員／15人（先着順）　葛参加費／3,000円葛申込期限／3月9日（土）葛受付時間／10：00～18：00
■申 ■問  柴田町テニス協会（加藤）
　

　募　　　集　
　ゆるぷらのギャラリーへ作品を展示してみませんか。3月中旬以降に展示をし
ていただける作品を募集します。展示期間やスペースなどについてはお気軽にご
相談ください。 　イベント案内　○いろいろな 雛 人形展ひな
　町民の皆さまよりお借りした、雛人形を2月19日（火）から3月3日（日）まで展
示します。（最終日は午後3時まで）○雛祭りにちなんだ体験会
　2月23日（土）、24日（日）、3月2日（土）、3日（日）に体験会を開催します。み
なさんのご参加をお待ちしています。詳しくは、下記へお問合せください。　3月の予定　煙3月5日（火）～　｢蒔田 来（まきた・きたる）｣油彩画展
■開館時間／10：00～18：00　　■2月の休館日／18日、25日の月曜日
■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

精神障害者家族交流会 野菜づくりをしてみませんか？　富沢農園利用者募集
葛日時／2月16日（土）、3月2日
（土）、16日（土） 9：30～11：00葛場所／しばたの郷土館「体験学習室」葛内容／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。葛対象／小学4年生以上　葛参加費／400円葛服装／袖の締まった服葛協力／柴田町トンボ玉愛好会
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　町では、降雪量がおおむね10㎝以上に
なった場合に、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、交差点などで凍結の恐れが
ある場合には、融雪剤を散布し凍結防止
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。
作業にはご理解をお願いします。
○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　緯55-2120
　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などの電子申請や届出がで
きなくなります。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
の住所変更や婚姻などによる氏の変更があった場合は、有効期間内であっても失効に
なります。
　更新を希望される方は、町民環境課で手続きをして下さい。新たに発行された電子
証明書の有効期間は、手続きの当日から起算して3年間となります。葛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基カード
　○本人確認資料（運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど）葛発行手数料／500円
■問  町民環境課　緯55-2113 　以前、未公開株などの被害にあった方

あてに、｢国民生活センターから大切な
お知らせ｣と書かれた封書が郵送されて
います。
　「被害を取り戻せます」「被害の実態調
査をしています」「その業者は信用できま
す」などの書面が届いたり、電話がか
かってきたりしますが、それはニセモノ
です。書かれている電話番号に電話をか
けると、新たな未公開株などを勧められ
る恐れがあります。絶対に電話をかけな
いでください。
 注意すること
1．国民生活センターに相談したことが
ない人に、電話をしたり書面を送った
りすることはありません。
2．国民生活センターにはフリーダイヤ
ルはありません。書かれている電話番
号には電話しないで下さい。
3．書面が届いた人には今後も電話がか
かってくることがありますから十分注
意してください。
4．不審な書面が郵送されてきたら、電
話をかける前に相談窓口に相談してく
ださい。
　　困ったときは・・・
　　　　一人で悩まず相談しよう！

■問  町民環境課消費生活相談 緯55-2113　毎年、自動車の登録や検査の手続き（名義・住所変更、廃車、車検など）をされる
方々が3月に集中いたします。このため、窓口や検査場、駐車場が大変混雑し、申請
者の方々には、大変ご不便やご迷惑をお掛けしている状況です。また、東日本大震災
に係る自動車重量税の特例還付の満了日（3月31日）も重なり、例年以上の混雑が予
想されます。これらの手続きは、できるだけ早めに済ませていただくようお願いいた
します。葛窓口の受付時間／月～金曜日　8：45～12：00、13：00～16：00（祝日を除く）
■問  東北運輸局宮城運輸支局
○登録関係　緯050-5540-2011　○検査関係　緯022-235-2513
○車検予約　（パソコン）http://www.navi.go.jp
　　　　　　（携帯電話）http://www.navi.go.jp/m/
　　　　　　（予約システムヘルプデスク）緯0570-030-330
　　　　　　　 ※予約システムに係る操作方法と予約の空き状況を案内いたします。
○ホームページ　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/mg-index.htm

　毎年3月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。
特に週末や中旬以降に集中するため、長時間お待ちいただく場合がありますので、こ
れらの手続きは早めに済ませるようお願いします。葛受付時間／月～金曜日8：45～11：45、13：00～16：00（祝日を除く）
■問  軽自動車検査協会宮城主管事務所　緯022-284-1368葛日時／3月2日（土）13：00～16：00　　葛場所／船迫生涯学習センター葛内容／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／3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59-3277
自動車の登録・検査の手続きについて

軽自動車の名義変更・廃車手続き、車検はお早めに！
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