
お知らせ版平成24年12月15日
広報しばた・お知らせ版・第713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  問合せ先　  ■予  予約

■ごみ収集
　12月29日（土）～1月3日（木）はお休みです。ごみの出し方カレンダーをご確認の上、
出し忘れなどのないようにご注意ください。

※ごみは、正しく分別して、収集当日の午前8時までに指定袋に入れて出してください。

■し尿くみ取り
　12月25日（火）までに申し込まれた方は、年内中にくみ取りをします。年末は大変
混雑しますので、早めにくみ取り業者に申し込みください。年始は、1月4日（金）から
平常業務になります。葛し尿くみ取り業者／㈲柴田衛生社　緯54-1501、渡辺清掃社　緯56-1755
　　　　　　　　　　あおば衛生社　緯52-4290
■粗大ごみ・多量ごみの施設直接持ち込み
もやせるごみ（大河原衛生センター　緯52-2759）
　年末12月30日（日）16：30まで受け付け、年始1月4日（金）8：30から受け付け
もやせないごみ（仙南リサイクルセンター　緯0224-33-2225）
　年末12月30日（日）16：30まで受け付け、年始1月4日（金）8：30から受け付け

■問  町民環境課　緯55-2113
■社会教育施設、年末年始の休館日
　生涯学習センター、公民館、体育館、
しばたの郷土館、柴田町図書館などの年
末年始の休館日をお知らせします。葛年末年始の休館日／
　12月28日（金）～1月4日（金）

■問  生涯学習課　緯55-2135
■死亡した動物の持ち込み
年末 12月30日（日）16：30まで受け付け
年始 1月3日（木）から平常業務
　　　(16：30まで受け付け)
※終了時刻の30分前まで持ち込むようにお願
　いします。

■問  角田衛生センター　緯63-2140
■柴田斎苑年末年始の火葬業務
　1月1日（火）、2日（水）は業務が休みに
なります。
年末 12月31日（月）まで平常業務
年始 1月3日（木）から平常業務

■問  町民環境課　緯55-2113
年年年年年年年年年年 末末末末末末末末末末 年年年年年年年年年年 始始始始始始始始始始 のののののののののの おおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知 らららららららららら年 末 年 始 の お 知 ら せせせせせせせせせせせ

年　末　の　収　集　日

その他プラスチック12月26日㈬ペットボトル12月20日㈭

缶　　　類12月27日㈭紙　資　源12月22日㈯

もやせるごみ12月28日㈮容器包装プラスチック12月25日㈫

年　始　の　収　集　日

容器包装プラスチック1月8日㈫もやせるごみ1月4日㈮
　　7日㈪



●2 お知らせ版 第713号

　介護保険法などの改正により、従来、国で定めることとされていた指定地域密着型
サービスなどの基準を、町が地域の実情に応じて条例で定めることになりました。こ
のたび、この条例（案）がまとまりましたので、皆さんからのご意見を募集します。葛町が制定する条例／葛閲覧期間および意見提出期限／1月15日（火）まで葛閲覧方法／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。葛意見を提出できる方／①柴田町に住所を有する方　②柴田町に事務所・事業所を有
する個人および法人その他の団体　③柴田町に存する事務所・事業所に勤務する方葛提出方法／専用の用紙に記入の上、持参または郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで福祉課長
寿介護班あてに提出してください。

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

■問  福祉課　緯55-2159　思55-4172　〒989-1692船岡中央2丁目3番45号
　Ｅメール：kaigo@town.shibata.miyagi.jp

　毎年、気温が氷点下になる時期には、
凍結による水道管の破損が起きます。冬
季期間、凍結による水道管破裂を防ぐた
めに、水道施設のへの給水を停止します。
停止期間中はご不便をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。葛停止期間／12月26日（水）
　　　　　　　～2月28日（木）葛停止する水道施設／公園（水飲み場や
水洗トイレなど）、町営墓地、柴田町太
陽の村（駐車場のトイレ）

■問  都市建設課（公園） 緯55-2121、町民環
境課（町営墓地） 緯55-2113、柴田町観光
物産協会（柴田町太陽の村） 緯56-3970
　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
　平成24年工業統計調査を12月31日現
在で行います。この調査は、食料品、繊
維、機械などの製造業を営む従業者4人
以上の事業所が対象となります。対象と
なる事業所には、12月から1月にかけて
調査員がお伺いしますので、ご協力をお
願いします。
　調査の詳しい内容は、経済産業省ホー
ムページ（http://www.meti.go.jp/
statistics/）でご覧いただけます。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111製造事業所の皆さまへ

工業統計調査にご協力ください 太陽の村「元旦祭」
　太平洋を望みながら、七峰山（ななうね
やま）から昇る日の出をご覧ください。葛日時／１月１日（火）6：00～8：00
　　　　（祈願祭6：30～）葛場所／柴田町太陽の村葛内容／ゆず湯の無料サービス船岡平和観音「初詣」

　初日の出は船岡城址公園山頂からご覧
ください。葛日時／１月１日（火）6：00～8：00葛場所／船岡城址公園葛内容／スロープカー運行
　　　　（往復：大人300円、小学生200円）

対象となるサービスの種類制定する条例

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス

（仮）柴田町指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例

・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

（仮）柴田町指定地域密着型介護予
防サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準等を定める条例

閲覧時間閲覧場所
08：30～17：15福祉課、槻木事務所
10：00～18：00まちづくり推進センター
09：00～17：00各生涯学習センター、各公民館、農村環境改善センター
10：00～19：00

※土･日曜日は17：00まで柴田町図書館

葛日時／1月5日（土）9：00～　葛場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」葛内容／直売所でお買い上げいただいた方（先着100人）に粗品をプレゼントします。
■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970柴田町観光物産交流館「初売り」
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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、町が発行した要介護
認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」を使用することができます。「主
治医意見書の内容を確認した書類」を必要とする方は、福祉課長寿介護班で手続き
をしてください。ただし、主治医意見書で 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─の2点が確認できた場合に限ります。（確認できない場
合には、医師が証明する「おむつ使用証明書」が必要です。）

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、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手
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、「障害者控除対象者認定書」を必要とする
方は、福祉課長寿介護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
ませんので、ご了承ください。

■問 ■申  福祉課　緯55-2159 　「以前お申し込み頂いた健康食品を今
から送ります」などと突然電話があり、
「申し込んでいない」と断ったのに強引に
送り付けられるといったトラブルが全国
的に多くなっています。判断力や記憶力
が衰えた高齢者が狙われていて、断ると
高圧的な言動で脅かして契約をさせ、お
金を支払わせるといったが事が多く見ら
れますので十分注意してください。
 対処方法
1．申し込んだ覚えもなく、購入する気
がない場合はきっぱりと断る。
2．断ったにも関わらず商品が届いた場
合は受取拒否し、業者に連絡する。
3．契約してしまっても、電話勧誘販売
はクーリングオフができる。
4．高齢者がトラブルに遭っていないか
周りの人が十分注意する。

■問  町民環境課消費生活相談　緯55-2113
「高齢者を狙った強引な送りつけ販売に注意！」

　老齢基礎年金の年金額は、満額で65歳から年額786,500円です。
　自営業者など国民年金の第1号被保険者の方が老後の年金を増やす仕組みのひとつ
として「付加年金制度」があります。
　国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料（月額14,980円）に付
加保険料（月額400円）をプラスして納付すると、納付した月数に応じて老齢基礎年
金に付加年金（200円×付加保険料の納付月数）が上乗せされます。2年以上年金を
受給すると支払った額以上に受け取れる有利な仕組みになっています。
　お申し込みは、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口です。付加保険料は、申し
出のあった月分から納付していただくようになります。
※保険料額、年金額は平成24年度のものです。
※国民年金基金に加入中の方、免除を受けている方は付加年金制度をご利用できません。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯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。（申し込み不要）葛日時／1月9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

　これから冬になり、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 　平成24年度の県の最低賃金は、それぞ
れ下記の金額に引き上げられました。詳
しくはお問い合わせください。

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

確定申告用各種控除証明について

 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 ～
県県県県県県県県県県県ののののののののののの最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃最低賃金金金金金金金金金金金ががががががががががが改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正改正さささささささささされれれれれれれれれれままままままままままししししししししししされましたたたたたたたたたたた

時間額地域別最低賃金
685円宮城県最低賃金

効力発生日：平成24年10月19日

時間額宮城県産業別最低賃金
788円鉄　鋼　業

749円
電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業　　　

754円自動車小売業
効力発生日：平成24年12月15日
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　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／1月24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／1月18日（金）、31日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟 平成25年度 放課後児童クラブ登録児童募集

　就労などにより、昼間保護者が留守の家庭の児童を対象に、次の各放課後児童クラ
ブで遊びを主とした健全育成活動を行います。

　葛対象／町内の小学校に在籍する1～3年生で、昼間保護者が留守となる家庭の児童葛保育料／月額3,000円葛申込方法／申請書に必要な書類（勤務証明など）を添えて、登録を希望する放課後
児童クラブに直接お申し込みください。申請書は、12月17日（月）から各放課後
児童クラブで配布するほか、町ホームページからダウンロードできます。葛申込期間／1月15日（火）～31日（木）葛受付時間／月～金曜日14：00～18：00、土曜日8：30～12：00
■申 ■問  各放課後児童クラブ

　1月の生活保護相談日は下記のとおり
です。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／1月4日（金）、18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 　平成20年度から平成24年度までの5年間、中学1年生に相当する方（3期）と高

校3年生に相当する方(4期）に2回目の麻しん風しん予防接種を実施しています。
　実施期間は、平成25年3月31日までです。期間を過ぎた後の接種費用は全額自己
負担（約1万円）になりますので、冬休みなどを利用して早めに受けましょう。
　また、平成25年度に小学校へ入学するお子さん(2期)も平成25年3月31日まで
に受けましょう。1歳のお子さん(1期)は、2歳の誕生日の前々日までが期限です。
　なお、転入・紛失などで予診票がない方は、お問合せください。
 注意事項
・麻しん風しん予防接種の後は、4週間以上あけてほかの予防接種を受けてください。
・インフルエンザ予防接種の後は、1週間以上あけて接種してください。

■問  健康推進課　緯55-2160
　思春期や更年期による身体的・精神的
不調、家庭や職場でのストレスなどで悩
んでいる女性の方を対象に、女性医師が
無料で相談に応じます。葛日時／2月2日（土）14：00～16：00葛場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。葛予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く。葛予約専用電話／090-5840-1993（宮城県
　女医会女性の健康相談室）

■問  県健康推進課　緯022-211-2623 　乳がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。12月28日（金）までに受診票
が届かなかった場合はご連絡ください。なお、当日会場での受診票発行はできません。
追加申込を希望される方は、1月28日（月）までにお申し込みください。虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚※受診票に記載されている指定日時が都合の悪い場合は、期間中いずれかの日時に受診してくだ
さい。受診票の裏面にも検診日程を記載しています。葛対象／30歳～39歳の女性、40歳以上で奇数年齢の女性の方
　　　　　※対象年齢は、平成25年3月31日現在です。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
電話番号施　　　設　　　名募集人数 緯59-3330船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）

各60人
緯58-7108槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内） 緯58-2637船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内） 緯55-1470東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学習センター内） 緯52-3703西住放課後児童クラブ（西住公民館内）30人

受 付 時 間実　　施　　日場　所

①09：00～09：30
② 09：30～10：00
③ 10：00～10：30
④ 12：45～13：15

1月9日㈬～12日㈯、15日㈫、21日㈪、
23日㈬、26日㈯、28日㈪～31日㈭

保健センター

1月16日㈬～19日㈯、22日㈫槻木生涯学習
センター
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新春 囲碁・将棋大会木星と冬の星座を見つけよう

　東北や県内で活躍しているプロの音楽家などを招いて、クリスマスコンサートを開
催します。クリスマスソングやクラシックなどの曲を演奏しますので、ぜひお越しく
ださい。葛日時／12月22日（土）13：00～（開場12：30）　　葛場所／船岡生涯学習センター葛演奏者／渡邊みづき氏（ソプラノ）、平間翔子氏（フルート）、
　　　　　玉野井美都子氏（ピアノ）葛入場料／無料
■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520
　茶道には、普段の生活に生かしたくなるような立ち居振る舞いがたくさんあります。
「もてなす心」と「思いやる心」が交じり合う「茶の湯」に触れることにより、和室で
の美しい所作と和の心を身に付けます。最終日は、しばたの郷土館「如心庵」で本格
的なお茶会を実施します。葛日時／1月26日（土）、2月2日（土）、9日（土）13：00～15：00（3回コース）葛場所／船迫生涯学習センター、しばたの郷土館「如心庵」葛講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）　  葛対象／町内成人  　葛募集人数／15人　　葛参加費／実費（お茶・菓子代2,100円）　   葛申込期限／1月12日（土）
■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011葛日時／1月20日（日） 13：30～　　葛場所／槻木生涯学習センター葛演奏者／仙台フィルハーモニー管弦楽団　　葛対象／町民の方　　葛入場料／無料
 入場整理券の配布について
　先着300人に入場整理券を配布します。葛配布日時／1月8日（火）～18日（金）9：00～17：00　※日曜日、祝日、休館日を除く。葛配布場所／槻木生涯学習センター　　※配布は1人につき2枚までとなります。
■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997
　太陽の村にある望遠鏡で、木星と冬の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。葛日時／12月25日（火）19：00～20：00
　（天候不良時は中止） ※時間内自由参加。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／1月27日（日）9：30～葛場所／槻木生涯学習センター葛種目／囲碁の部、将棋の部葛対象／町内に在住または町内の事業所
に勤務の方葛募集人数／各30人（先着順）葛参加費／1,000円葛申込期限／1月16日（水）
■申 ■問  槻木生涯学習センター
　緯56-1997 　東北に伝わるお正月飾りや伝統行事を

再現し、小正月に飾る「だんご木作り」
や仙台伝統 凧 「するめ天旗作り」の体験

た こ

のほか、お餅の振る舞いなどさまざまな
イベントを開催します。葛日時／1月12日（土）、13日（日）
　　　　9：30～16：00葛場所／国営みちのく杜の湖畔公園葛入園料／大人400円、シルバー200円
　　　　　子ども（小・中学生）80円

■問  みちのく公園管理センター
　緯0224-84-5991和を学ぶ・普段着のお茶教室

生演奏で聞こう　　　　　
　　　クリスマスコンサート

芸術鑑賞会

「弦楽四重奏 ～音楽で巡る世界旅行～」

　小室達は、柴田町入間田出身で、伊
達政宗公騎馬像の作者として有名な
彫刻家です。河北新報掲載記事「政宗
騎馬像余話」13話も展示しています。葛展示期間／1月31日（木）まで葛開館時間／9：00～16：30
　来年の桜まつり期間中に郷土館を
利用して、作品の展示発表する方（団
体）を募集します。葛申込期限／12月22日（土）小室達展

さくら回廊作品出展者募集

新春ふるさとまつり

ギャラリー案内○ミニクリスマス作品展＆ステンドグラス船岡作品展［好評開催中!!］葛展示期間／12月24日（月）15：00まで○鈴木誠おもしろ絵画展
　これまで数々の賞を受賞された「柴
田町絵画愛好会」講師の鈴木誠氏によ
る油彩画12点を展示します。葛展示期間／1月5日（土）～1月20日
（日）15：00まで
　
■開館時間／10：00～18：00
■12月の休館日／3日、10日、17日、
25日（年末年始12月29日～1月3日）

■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
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主な行事日学　校
校内書き初め展16～18船岡小学校

☎55-1064 フリー参観18
音楽朝会23
朝会11槻木小学校

☎56-1029 校内書き初め展17～18
歌のつどい27
校内書き初め展15～23柴田小学校

☎56-1430 フリー参観
カルタ大会
親子ふれあいコ
ンサート

24

校内書き初め展18～22船迫小学校
☎55-5394 委員会活動29

一斉集団下校8西住小学校
☎53-3227 民話を聞く会18

豆まき集会29

校内書き初め展17～23東船岡小学校
☎55-1811

実力テスト（全学年）8船岡中学校
☎55-1162 各種委員会21

実力テスト（全学年）8槻木中学校
☎56-1331 実力テスト（1、2年）9

実力テスト（全学年）8船迫中学校
☎54-1225 校内書き初め展10～18

第3学期始業式8小中学校共通
3年登校日
（実力テスト）7中学校共通

私立高校推薦入試16
私立高校入試
（Ａ日程）28

私立高校入試
（B日程）30

※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：12月4日（火）】

測定値測定値
0.08船岡生涯学習センター0.09柴田町役場
0.08船迫生涯学習センター0.08槻木生涯学習センター
0.09西住公民館0.10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：12月5日（水）】

測定値測定値測定値
0.14西住小学校0.14船迫小学校0.12船岡小学校
0.07柴田小学校0.12槻木小学校0.17東船岡小学校
0.11槻木中学校0.17船迫中学校0.11船岡中学校
0.08たんぽぽ幼稚園0.14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0.10熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：12月6日（木）】

測定値測定値測定値
0.10西船迫保育所0.15槻木保育所0.09船岡保育所
0.10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0.19船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：12月10日（月）】

測定値測定値測定値
0.17剣崎公園0.13白幡児童遊園0.09並松公園
0.09船岡城址公園0.19舘前緑地0.19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：12月3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

　「法テラス山元」では、弁護士による無料法律相談のほか、毎週火・金曜日に専門家
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。葛相談日時／毎週月～金曜日、第3日曜日　10：00～16：00葛予約受付時間／毎週月～金曜日、第3日曜日　9：00～17：00
■予 ■問  法テラス山元（山元町役場敷地内）　緯050-3383-0213○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？
　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。葛会員の主な活動／○就業:除草、 剪定 、せんてい

障子・ 襖 ・網戸張り替え、家事援助、
ふすま

清掃、簡易的な大工など　○その他:
ボランティア、手芸・工芸製作、刃物
研ぎなど

■申 ■問  公益社団法人 柴田町シルバー人材
　センター　緯58-7400シルバー人材センター
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