
お知らせ版平成25年3月15日

広報しばた・お知らせ版・第719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1日～平成26年3月31日葛勤務条件／毅勤務時間　月3～4回、3～4時間程度　毅賃金　時給1,200円葛申込方法／履歴書（本人自筆・写真添付）と助産師免許の写しを提出ください。葛申込期間／3月18日（月）～29日（金）葛受付時間／8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く。)
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160臨時助産師募集

　3月1日以降、介護保険で更新申請な
どの認定結果が出た方には、「黄色」の被
保険者証を交付しています。
　「水色」の被保険者証をお持ちの方には、
改めて「黄色」の保険証の交付はしませ
ん。そのまま「水色」の被保険者証をご
使用ください。

■問  福祉課　緯55-2159
 

　

○投票のできる方
　選挙で投票のできる方は、選挙人名簿へ登録されていなけれ
ばなりません。今回の選挙には、平成25年3月18日（登録日
基準日）現在で調製した名簿を使用します。
 主な要件
①日本国民で年齢が満20歳以上（平成5年3月25日以前生ま
れ）の方
②平成24年12月18日以前に柴田町に住所を有し（住民基本台
帳に登録されている方）、引き続き町内に居住している方

※柴田町から他の市区町村に転出した方は投票できません。

 選挙人名簿の縦覧葛日時／3月19日（火）8：30～17：00葛場所／町民環境課
○期日前投票
　投票日当日、投票所へ行き投票できない方は、期日前投票を
行うことができます。葛期間／3月20日（水）～3月23日（土）葛時間／8：30～20：00葛場所／役場1階町民ホール、槻木事務所会議室葛持ち物／投票所入場券（郵送されたもの）
※本人分を切り離してお持ちください。
※投票所入場券を紛失、忘れた場合でも投票できます。

○開票葛日時／3月24日（日）20：00～　　葛場所／船岡体育館
※開票所に一般参観人の駐車スペー
スは確保しておりませんので、車で
お越しの場合は、仙台大学サッ
カー・ラグビー場駐車場をご利用く
ださい。

■問  選挙管理委員会　緯55-2111介護保険被保険者証の色が「黄色「黄色」」に変わりました
応募資格業務内容募集人数職種

助産師免許を有し65
歳未満の方新生児・産婦訪問若干名新生児・産婦訪問の臨

時助産師

選挙の投・開票速報は、町ホームページでご覧いただけます。 
http://www.town.shibata.miyagi.jp/
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　土地課税等縦覧帳簿および家屋課税等
縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳（土
地・家屋・償却資産）の閲覧を下記によ
り実施します。
　縦覧帳簿の縦覧は、自身が所有する以
外の物件でも、地番を指定すれば縦覧す
ることができます。ただし、縦覧帳簿の
コピーはできません（書き写すことはで
きます）。
　固定資産課税台帳は、平成25年1月1
日現在で所有する固定資産（土地･家屋･
償却資産）の価格などが登録されたもの
で、固定資産税・都市計画税が課税され
る基本となるものです。
　縦覧および閲覧できる方は、納税者本
人または納税者から委任された方（委任
状をお持ちください）です。葛期間／4月1日（月）～5月31日（金）
　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。葛時間／8：30～17：15葛場所／税務課葛持ち物／印鑑、納税通知書、運転免許
証など

■問  税務課　緯55-2116「振り込め詐欺、再び急増！」
※毎週水曜日は、午後7時まで窓口延長を行っています。

 ご注意ください毅国や県、他の市町村への確認が必要な業務については、当日対応できないことがあ
ります。毅本人確認のための運転免許証、健康保険証などをお持ちください。毅取り扱いできる業務の詳細は、事前に電話で確認されるようお願いします。　振り込め詐欺が、再び増えてきていま

す。特徴は、息子や孫を名乗る者から
「携帯電話番号が変わった」と、予兆の電
話が掛かってきます。その後、「会社の
お金が入ったバッグを電車に置き忘れ
た」「友人の借金の保証人になった」「交
通事故の示談金が必要」などと嘘を言っ
てお金をだまし取るというものです。　
　最近は、お金を振り込ませる方法ばか
りではなく、直接自宅に受け取りに来る
「現金受取型オレオレ詐欺」も増えていま
す。
 だまされないためのポイント
①まずは慌てず、冷静になる。
②本人、家族などと連絡を取り、事実か
　どうか確認する。
③お金を振り込む前に、誰かに相談する。

　　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

固定資産縦覧帳簿の縦覧
および

固定資産課税台帳の閲覧

役役役役役役役役役役場場場場場場場場場場窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓役場窓口口口口口口口口口口口ををををををををををを 33333333333月月月月月月月月月月月 3333333333000000000030日日日日日日日日日日㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯にににににににににに日㈯に開開開開開開開開開開庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁開庁ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすすします午午午午午午午午午午前前前前前前前前前前8888888888時時時時時時時時時時33333333330000000000分分分分分分分分分分～～～～～～～～～～午午午午午午午午午午後後後後後後後後後後5555555555時時時時時時時時時時11111111115555555555午前8時30分～午後5時15分分分分分分分分分分分
取　り　扱　う　業　務開庁する課

○住民異動の手続き………転入・転出・転居届など
○各種戸籍届出の受付……出生・婚姻・離婚届
○各種証明書の発行………戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明
　　　　　　　　　　　　身分証明・税証明など
○印鑑登録・廃止

町民環境課　　
　　緯55-2113
槻木事務所　　
　　緯56-1311

○水道の給水・廃止の受付
○料金収納

上下水道課　　
　　緯55-2119

　下記の要件を満たした方について、阿武隈急行（槻木～福島間）が半額または無料
で乗車できます。

【助成の対象】毅柴田町にお住まいの方または柴田町内の企業、学校に通勤通学する者。毅阿武隈急行の宮城県内の駅（槻木・東船岡・岡・横倉・南角田・北丸森・丸森・あ
ぶくま）のいずれから乗車または降車すること。
ただし、次の場合は対象外となります。
①通勤通学での利用の場合　②阿武隈急行が発行するフリー切符等の企画切符の場合

【運賃助成等の要件と利用の流れおよび助成額】
1．学校行事などで利用の場合
（要件）○町内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の園
児・児童・生徒が学校行事などで阿武隈急行線を利用する場合　○子ども会の行事
やスポーツ少年団の活動で利用する場合
（利用の流れ）①団体の代表者が柴田町に申請してください。　②柴田町は利用券を
発行します。　③利用者は利用券で乗車（無料）をします。
2．個人利用の場合
（要件）○2人以上で同じ行程で阿武隈急行線を利用する場合
（利用の流れ）○有人駅（角田、丸森、梁川、保原、福島）は窓口、槻木駅および無
人駅は、降車時または車内で申請していただくと運行区間を半額で乗車できます。

【お願い】
○申請する際、身分を証明するものをご提示いただきます。
町内にお住まいの方……運転免許証、健康保険証など
町内の企業、学校に通勤、通学されている方……社員証、学生証など
○無人駅は、あらかじめ申請書を記入してから乗車ください。
○阿武隈急行以外の駅から乗車される場合は、事前に申請書を阿武隈急行の駅から取
得し、あらかじめ記入してから乗車ください。（例：仙台駅～東船岡駅）
①あらかじめ申請書に記入しておきます。
②仙台駅では槻木駅までの切符を通常運賃で購入し乗車します。
③東船岡駅到着後に乗務員へ申請書を提出し、槻木駅から東船岡駅までの半額運賃を
精算します。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
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　4月1日より6月30日まで全国大型観光キャンペーン「仙台・宮城デスティネー
ションキャンペーン」が開催されます。県南地域の皆さまとオープニングイベントを
開催いたしますので、ぜひお越しください。葛日時／4月6日（土）9：00～11：30　　葛場所／白石蔵王駅葛催し物／毅幼稚園の園児による合唱　毅県南自治体のゆるきゃら、奥州片倉組の登場
　　　　　毅「県南笑顔でおもてなし隊」
　　　　　　　　※ホームにて通過する新幹線へ手を振ります。
　　　　　　　下記の時間まで改札口付近にお越しください。
　　　　　　　1回目10：10、2回目11：10
　　　　　毅ミニ新幹線の体験乗車やポップコーンの配布
■問  白石蔵王駅　緯0224-25-1240 　子どもの言葉とこころを育むために、

4カ月児健康診査の際、親子に絵本の
読み聞かせをして絵本をプレゼントし
ています。赤ちゃんと接することが好
きな方やボランティアとしてご協力い
ただける方を募集します。葛活動期間／4月～ ※期限はありません。葛活動場所／柴田町保健センター葛資格／月1回（約3時間）ご協力い
ただける方葛募集人数／5人程度葛申込方法／電話で応募ください。葛申込期限／3月31日（日）
,13さくら回廊inしばた
　桜の咲く季節に、“もうひとつの花咲く
山”を鑑賞いただきます。葛期間／4月11日（木）～24日（水）葛時間／9：00～16：30（4月17日は作品
入れ換えのため9：00～16：00）葛場所／しばたの郷土館全館葛内容／町内で活動している16の団体・
個人が制作した多様なジャンルの作品
の展示・頒布会、茶席や喫茶コーナーな
どで一息ついて楽しめる催しです。

 イベントのご案内　4月13日と20日の土
曜日は、中庭での演奏会など、すてきなイ
ベントがいっぱいです。週末は混雑が予
想されます。車でお越しの方は、役場駐
車場などをご利用ください。葛主催／さくら回廊inしばた実行委員会　ストレス時代といわれる現代を心豊かに生きるため、テレビなどでおなじみの精神

科医の先生を迎えて講演を行います。入場は無料、事前申し込みは不要です。葛日時／3月23日（土）15：00～16：40　　葛場所／えずこホール（仙南芸術文化センター）葛内容／演題：「ストレス時代を心豊かに生きるために」
　　　　講師：精神科医・立教大学現代心理学部映像身体学科教授　香山リカ　氏

■問  柴田郡医師会事務局　緯86-3167
葛勤務条件／勤務時間　火曜日～日曜日 9：00～16：00 1日6時間程度 月20日以内
　　　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日は勤務となります。）
　　　　　　賃　　金　時給750円～1,100円葛申込方法／履歴書（写真添付）を柴田町太陽の村へ提出してください。葛申込期限／3月26日（火）　　葛受付時間／9：00～17：00（月曜日を除く）
■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970

「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」
県南エリアオープニングイベント開催

柴田町太陽の村臨時職員を募集します
　各種統計調査に継続して従事してくださる方を募集します。葛応募資格／年齢満20歳以上の町内居住者で、税務や警察の事務、公職の候補者の
選挙活動に直接関係のない方。葛職務内容／調査票を配付（記入依頼）し、回収して点検し町などに提出します。葛その他／毅調査員は、秘密保持が求められます。毅調査の種類によって定められた報酬が支払われます。毅応募いただいた方は、審査の上，調査員候補者として登録します。毅登録された方が、必ず任命されるわけではありません。葛申込方法／履歴書をまちづくり政策課へ提出してください。葛申込期間／3月18日（月）～22日（金）
■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111統計調査員を募集します

柴田郡医師会主催　市民公開健康講座

応募資格職務内容募集人数職　種

おおむね40
歳くらいま
での方

レストランメニューおよび会
食などの調理、レストランで
の接客

2人
(男1人、女1人)

調理補助員
（調理経験者）

ブックスタートボランティア募集葛活動期間／4月～ ※期限はありません。葛活動場所／船岡生涯学習センター葛活動内容／本の整備、補修、普及活
動（展示物・掲示物の工夫など）。葛資格／週1回（約2時間）程度、ご
協力いただける方葛募集人数／3人程度葛申込方法／お近くの生涯学習セン
ターにある参加申込用紙に必要事項
を記入のうえ、お申し込みください。葛申込期限／3月29日（金）
■申 ■問  柴田町図書館　緯86-3820～ 本のちょっと支援隊 ～生涯学習センターなどの図書室ボランティア募集
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　4月から胃がん検診や大腸がん検診・前立腺がん検診などが始まります。受診をご
希望の方は、窓口または電話でお申し込みください。

　がん健診などの詳細については、町ホームページ（http://www.town.shibata.
miyagi.jp/）でご覧いただけます。また、各検診開始時期の詳細（検診内容や自己
負担料、追加申込期限など）をお知らせ版に掲載します。

 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、あらかじめ受けない旨ご連
絡ください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160　小学校に入る1年前のお子さん(2期)
と中学校1年生相当の方（3期）、高校3年
生相当の方（4期）の麻しん風しん予防
接種の有効期限が、3月31日までと近づ
いています。早めに指定医療機関で受け
ましょう。接種時期を過ぎた後の接種費
用は、全額自己負担（約1万円）となり
ますのでご注意ください。なお、転入・
紛失などで予診票がない方は、母子健康
手帳をお持ちの上、健康推進課へお越し
ください。

■問  健康推進課　緯55-2160
　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、性別、職業や収入に関係なく国
民年金に加入しなければなりません。国民年金の被保険者は3つの種別に分かれてい
ます。春は、就職・転職・進学など異動の多い時期です。なにかと慌しくなり、いろ
いろな届出をつい忘れがちです。早めに届出しましょう。
 国民年金3つの被保険者種別
○第1号被保険者
　20歳以上60歳未満の自営業者、農業従事者、学生、フリーターなどとその配偶者
○第2号被保険者
　厚生年金保険や共済組合に加入している方（65歳以上で厚生年金保険に加入中で
あっても老齢厚生年金などの受給権がある方を除く）
○第3号被保険者
　第2号被保険者の夫（妻）に扶養されている20歳以上60歳未満の妻（夫）

■問  日本年金機構大河原年金事務所国民年金課　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114
　4月の生活保護相談日は下記のとおり
です。当日は、宮城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
る方は福祉課へお立ち寄りください。葛日時／4月5日（金）、19日（金）
　　　　10：00～15：00葛場所／役場1階　相談コーナー
■問  福祉課　緯55-5010
　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。お気軽にご参加
ください。（申し込み不要）葛日時／4月3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葛日時／3月31日（日）9：00～12：00葛場所／柴田高校野球場葛対象／町内・近隣町の学童野球チーム
　　　　野球の大好きな児童・幼児葛申込期限／3月26日（火）
■申 ■問  船迫小フェザンツ（佐久間）
　

絆プロジェクト「築倫 今一つになるとき」柴田高校軟式野球部と学童野球の交流会
みやぎ県南中核病院の選定療養費について

　現在、当院では厚生労働省告示により初診の患者さんで他の病院または診療所
から文書による紹介がない場合は、選定療養費として1,575円（税込み）をお支
払いいただいています。
　4月1日より、時間外に受診した方からも（入院治療が必要となった場合や公
費負担医療（生活保護者等）受給者などを除く。）選定療養費をお支払いいただ
きます。

検診時期（予定）対象（平成26年3月31日現在）検診名
4～5月40歳以上胃がん検診

5～11月のうち
指定の1カ月間

40歳以上大腸がん検診
50～79歳の男性前立腺がん検診

6～7月20歳以上の女性子宮がん検診

8～9月結核検診と肺がん検診の検査内
容は同じです。

65歳以上結核検診
40歳以上肺がん検診

平成26年1月30～39歳の女性、40歳以上の奇数年齢の女性乳がん検診
6月19～39歳青年期健康診査
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第1回成人初心者水泳教室
｢太極拳｣新部員募集

　懐かしいおもちゃ募集　
　皆さんのお宅に、懐かしい「おもちゃ」はありませんか？　今では見かけなく
なった懐かしいおもちゃの展示を予定しています。お貸しいただける方はお電話
ください。 　ギャラリー展示案内　○押し花サロンあさがお「レカンフラワー」作品展
　「レカン」とはフランス語で「宝石箱」を意味します。自然の一番美しい状
態のお花を、そのままの色と形で乾燥させ作り上げた作品です。葛展示期間／3月19日（火）～3月31日（日）15：00　体験会のご案内　○花粉症の季節に、すっきりさわやかアロマスプレーを作ってみませんか？葛日時／3月20日（水）10：30～12：00葛指導者／アロマテラピーおこじょらいふ　根元晴美　氏葛対象／小学生以上　※小学生は保護者付添い。　　葛定員／10人　　葛参加費／500円　　葛持ち物／筆記用具　　葛申込期限／3月19日（火）
　
■開館時間／10：00～18：00　　■3月の休館日／毎週月曜日

■申 ■問  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

　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／6月29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／6,000円
　　　　　　※プール使用料は別途負担。葛持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
■申 ■問  柴田町水泳協会事務局
　（及川）

木星と冬から春の星座を
見つけよう　　　　　　

　大型画面で迫力ある楽しいアニメ映画
を上映します。ご家族、お友達お誘い合
わせてのご来場をお待ちしています。葛日時／3月23日（土）13：30～
　　　　　※時間内の出入りは自由。葛場所／船岡生涯学習センター　ホール葛対象／幼児・小学生と保護者
　　　　（幼児は保護者同伴）葛上映作品／トムとジェリー、アラジン
と魔法のランプの交通安全、日本昔話 
ほか葛参加費／無料
■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

　太陽の村にある望
遠鏡で、木星と冬か
ら春の星座を観望し
ます。ぜひご家族で
お越しください。葛日時／3月26日（火）19：00～20：00
※時間内自由参加。（天候不良時は中止）葛場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上葛参加費／無料　　葛持ち物／懐中電灯
■問  柴田町星を見る会（豊川）

葛日時／毎週水曜日9：00～11：30葛場所／船岡公民館葛講師／ジェームス・オペ氏葛会費／月額4,000円葛申込期限／3月31日（日）葛その他／初会合は4月3日（水）です。
■申 ■問  ハピネス英会話クラス
　（工藤）

　力強さと身体に響く独特の音色「津軽
三味線」。初心者大歓迎の「宮城じょんが
ら会津軽三味線教室」では、生徒の半数
以上が女性で、新鮮な音楽を基礎から楽
しく稽古中です。全国大会や発表会など
を目標に長く学べると大人気です。葛日時／木曜日（月3回）19：00～葛場所／船迫公民館
■申 ■問  宮城じょんがら会津軽三味線教室
（菊池）　

　本場中国の先生から健身気功と太極拳
を学び、楽しく健康増進を図りませんか。葛日時／毎週2回（午前1回、午後1回）
　　　　金曜日　9：00～12：00
　　　　水・木曜日　18：00～21：00葛場所／船迫生涯学習センター葛参加費／月額3,000円（入部時1,000円）
■問  桜山遊会太極拳部事務局（早川）
　

　詩吟は、大きな声を出してストレス解
消、腹式呼吸で健康維持・老化防止、礼
節や歴史を学び、心を豊かにします。

■宮城岳風会詩吟教室葛日時／毎週土曜日13:30～15:30葛場所／船岡公民館
※小学生から高齢者までどなたでも参加いた
だけます。

■サークル活動葛日時／毎月第1木曜日10:00～12:00葛場所／船岡生涯学習センター
※送迎あり。見学自由です。

■申 ■問  小田島　

お詫びと訂正
　広報しばた3月号(12ページ)「町長へ
のメッセージなどにお答えします。」の3
町共同による学校給食センターの記事中、
調査報告書を議員全員協議会に報告した
日付に誤りがありました。正しくは、1月
17日です。お詫びして訂正いたします。

楽しく英語を学びませんか？　　　　ハピネス英会話クラス

船岡生涯学習センター
子ども映画会

津軽三味線を　　演奏してみませんか

詩吟を始めませんか
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主な行事日学　校

授業参観
ＰＴＡ総会
学年懇談会

19
船岡小学校
☎55-1064

1年生を迎える会26
1年生を迎える会19槻木小学校

☎56-1029
授業参観
ＰＴＡ総会20

振替休業日22
1年生を迎える会19柴田小学校

☎56-1430
授業参観
ＰＴＡ総会
学年懇談会

20

授業参観
ＰＴＡ総会20

船迫小学校
☎55-5394

振替休業日22
1年生を迎える会23

授業参観
ＰＴＡ総会
学年懇談会

20
西住小学校
☎53-3227

振替休業日22
1年生を迎える会26
1年生を迎える会19東船岡小学校

☎55-1811
授業参観
ＰＴＡ総会20

開校記念日19船岡中学校
☎55-1162

授業参観
ＰＴＡ総会21

振替休業日22

開校記念特別講
演会13

槻木中学校
☎56-1331

開校記念日
振替休業日15

授業参観
ＰＴＡ総会
学年ＰＴＡ

27

振替休業日30

授業参観
ＰＴＡ総会
学年ＰＴＡ
学級懇談会

27

船迫中学校
☎54-1225

振替休業日30

入学式9小学校共通
入学式8中学校共通
始業式8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。

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：3月5日（火）】

測定値測定値
0.09船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.07船迫生涯学習センター0.07槻木生涯学習センター
0.09西住公民館0.09農村環境改善センター

※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：3月6日（水）】

測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.13船迫小学校0.11船岡小学校
0.08柴田小学校0.11槻木小学校0.07東船岡小学校
0.11槻木中学校0.15船迫中学校0.11船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.11浄心幼稚園0.08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：3月7日（木）】

測定値測定値測定値
0.11西船迫保育所0.14槻木保育所0.08船岡保育所
0.06西住児童館0.16三名生児童館0.11柴田児童館

※毎週1回測定0.12むつみ学園0.07船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：3月4日（月）】

測定値測定値測定値
0.06剣崎公園0.14白幡児童遊園0.09並松公園
0.09船岡城址公園0.10舘前緑地0.07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　公園／広場
　　　　　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：3月4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0.3）
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、農政課（農産物）　緯55-2122 （単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果

厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目
100不検出2月20日ねぎ（露地）

※検査は宮城県農林水産部葛日時／4月6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／4月20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
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