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　薪ストーブの焼却灰から放射能が検出

されたとの報道がありました。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故

以降、屋外に置いてあった薪は使用しな

いようにお勧めいたします。

　焼却灰は庭や畑にまいたりせず、処分

方法が決まるまでビニール袋などに入れ、

人が近寄らない場所に保管してください。

処分方法につきましては、後日連絡いた

します。

　作業する際は、ゴム手袋やマスクなど

を着用し、作業終了後は手洗いを行って

ください。また、側溝や落ち葉などの回

収作業を行う際も同様にしてください。

　なお、排煙については、環境省の報告

によりますと影響はないということです。

■問  町民環境課　� 55-2113

　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。

�活動期間／ 4月から（活動期限はあり
　ません。）

�活動場所／保健センター
�募集人数／ 5人程度（月 1回、約 3時
　間ご協力いただける方）

�資格／特に必要ありません。
�応募方法／図書館へお電話ください
�応募締切／ 3月 31日（土）

■申 ■問  柴田町図書館
　� 86-3820

　地域の子育て情報をコンパクトにまと

めた「しばた子育て支援ガイドブック」

を 1月 12日現在、住民登録がある小学

生以下のお子さんがいる世帯に配布しま

した。妊娠中の方や希望する方へは、子

ども家庭課、町民環境課及び槻木事務所

で配布しています（数に限りがあります）。

　また、町ホームページ（http://www.

town.shibata.miyagi.jp/）からご覧いた

だくこともできます。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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。事前申し込みは
不要です。お気軽にご参加ください。
�日時／ 4月 4日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代） 

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

　大きなスクリーンでアニメ映画を楽し
もう！お友達を誘ってみんなで見に来て
ね！参加は無料です。
�日時／ 3月 24日（土）13：30～
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／船岡生涯学習センター　ホール
�対象／幼児・小学生と保護者
�上映作品／トムとジェリー、花さかじ
　いさん、ぶんぶく茶釜、我が家の交通
　安全（父との約束）ほか

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

　7月 1日から「もやせるごみ」と「もやせないごみ」は有料

となります。これから毎月、家庭ごみの有料化に伴い、これま

でと変更する点などについて詳しくみなさんにお知らせします。

◆今月のテーマ／資源ごみ袋はどうなるの？

　みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

■問  町民環境課　� 55-2113

ブックスタートの
ボランティア募集

●びんや缶、ペットボトル、容器包装プラなどを入れる『資源ごみ袋』は、7月か
らレジ袋型に変更します。

●販売については、これまでどおりスーパーや個人商店などを通じて購入できま
　す。また、現在のごみ袋については、10月末までの間、資源ごみ袋として利用
　できます。
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　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。なにかと慌た
だしくなり、いろいろな届け出をつい忘
れがちです。早めに届け出をしましょう。
【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、フリーター等とその配偶者
●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
ある方は除かれます）
●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　
　� 51-3113
　健康推進課  � 55-2114

　4月 21日（土）に、陸上自衛隊船岡駐屯地を会場に開催する一目千本桜マラソン

「2012」を盛り上げるため、ボランティアとして参加いただける方を募集しています。

�申込期限／3月 29日（木）

■申 ■問  柴田さくらマラソン実行委員会　� 090-8423-6596、090-6688-0030（昼間）
　Ｅメール：kannyousakura@hotmail.co.jp　URL  http://shibata-y2.org/sakura-m/

　就職に有利な資格が取れるとしつこく
勧誘されて、教材や受講請求書が送りつ
けられるトブルが多くなっています。

 トラブルにあわないためのポイント
1．あいまいな返事はしない。「結構で
　す」「いいです」などの返事は契約に了
　解したものと解釈されますから「お断
　りします」とはっきり言いましょう。
2．信用のある資格なのか調べる。関係
　省庁などに問い合わせるなどして信用
　のある資格なのかどうか調べましょう。
3．契約の意思がない場合は支払わない
　こと。勝手に送りつけられた請求に、
　お金を支払う必要はありません。
4．二次被害にも注意する。過去に似た
　ような資格を受講した人に以前の契約
　を持ち出して新たに契約を迫るトラブ
　ルも発生しています。
　　困ったときは・・・
　　　一人で悩まず相談しよう！

■問  町民環境課　� 55-2113

若者たちは狙われている！
～トラブルその7　　　　　　　　　　
  「資格商法のトラブル」～

ギャラリー展示案内
○可愛いフェルトの作品展
フェルトの優しい風合いを生かした、可愛らしい作品をご覧ください。
�展示期間／ 3月 20日（火）～ 4月 1日（日）
�展示作品の募集／ギャラリーを活用して、皆さんの活動をＰＲしませんか？
日程や期間、展示内容などお気軽にご相談ください。随時受け付けております。

※販売目的・商品宣伝にはご利用いただけません。

囲碁将棋教室 （申し込み不要、参加は無料です。）

�日程／ 3月 17日（土）、4月 5日（木） �時間／10：00～ 17：00（時間内の出入り自由）
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます。（小学生は保護者付き添い要）

■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内 )
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

�開館時間／10：00～ 18：00　　� 3月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　太陽の村にある望遠鏡で、金星、火星と冬

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。

�日時／ 3月 27日（火）19：00～ 20：00
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止します）
※懐中電灯をお持ちください。

■問  柴田町星を見る会（豊川）　

一目千本桜マラソン「2012」 ～ボランティアスタッフ募集～

募集人数内　　　容日　　　時

30人コース整備、テント設営など4月 20日（金）8：00～ 14：00
30 人会場警備、受付案内、記録撮影など

4月 21日（土）8：00～ 15：00
100 人駐車場整理、沿道案内、清掃など

30人会場撤去、清掃など4月 22日（日）8：00～ 16：00

パークゴルフ会員募集と教室開催
　活動3年目です。45人の愛好者が健康づくり・仲間づくりで日々楽しんでいます。

ぜひ、この機会に参加してみませんか。毎月1回、角田市・丸森町・大河原町の愛好

者で交流会があります。

�場所／あぶくまパークゴルフ場　　　　�年会費／1,500円　　�申込／随時
�練習日・月例会／第1・第 3月曜日　　�教室開催日／第4月曜日

■申 ■問  柴田町パークゴルフ愛好会　（渡辺）、（古山）

■申 ■問  詩吟サークル（小田島）
　

�日時／毎週土曜日 13:30 ～ 15:30
�場所／船岡公民館
※小学生から高齢者までどなたでもどうぞ

�日時／毎月第1木曜日 10:00 ～ 12:00
�場所／船岡生涯学習センター
※送迎あり。経験の有無は問いません。

詩吟を始めませんか
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　今年も、土地課税等縦覧帳簿及び家屋

課税等縦覧帳簿の縦覧を実施します。ま

た、固定資産課税台帳（土地・家屋・償

却資産）の閲覧も併せて行います。

　縦覧帳簿の縦覧については、自己所有

以外の物件でも、地番を指定すれば縦覧

することができるという制度です。ただ

し、縦覧帳簿のコピーはできません（書

き写しはできます）。

　また、固定資産課税台帳は、平成 24

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。

�期間／ 4月 2日（月）～ 5月 31日（木）
　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）

�場所／税務課
�縦覧および閲覧できる方／納税者本人
　または納税者から委任された方（委任

　状が必要）

�持ち物／印鑑、納税通知書、
　運転免許証など

■問  税務課　� 55-2116

　4月から胃がん検診、5月から大腸がん検診および前立腺がん検診が始まります。

受診をご希望の方は、窓口または電話にてお申し込みください。

�日時／ 3月 17日（土）、18日（日）
　① 10:00 ～ 12:00

　②～④ 9:00 ～ 15:00

�内容／①野鳥の森ハイキング（かん
　じき、スノーシュー無料貸出）

　②巣箱風ポストつくり

　③ことり用巣箱つくり

　④森のわくわくクラフト

�参加費／① 200円　②③ 800円
　④ 300円
※当日受付（予約不要）、小学生までのお子
　様に景品プレゼント

�日時／3月27日（日）10:00～12:00
�内容／野鳥の森散策コースをトレッ
　キング（かんじき、スノーシュー無

　料貸出）

�参加費／ 200円
※当日受付（予約不要）

■問  県蔵王野鳥の森自然観察センター
　「ことりはうす」� 0224-34-1882

　だれもが生涯を通じてスポーツを楽しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向

け、総合型地域スポーツクラブについて、クラブの背景や意義および役割などについ

て理解を深め、柴田町のクラブの必要性について学ぶ講演会を開催します。入場は無

料です。

�日時／ 3月 23日（金）19:00 ～ 21:00　　�受付時間／18:00 ～
�会場／槻木生涯学習センター
�内容／「～総合型地域スポーツクラブとは…クラブの必要性とは～」
�講師／黒須　充　氏（福島大学教授）
�主催／柴田町体育協会　　
�共催／みやぎ広域スポーツセンター、（財）宮城県体育協会

■問  柴田町体育協会事務局（スポーツ振興室内）　� 55-2030

　快適で環境にやさしいパーク＆ライドを、仙台空港アクセス鉄道「杜せきのした駅」

で実施します。駐車場は、駅に近い北側5番駐車場をご利用いただけます。また、4

月 1日から利用条件を大幅に引き下げる、おトクな『ご利用キャンペーン』を実施し

ます。この機会にぜひご利用ください。

�キャンペーン実施期間／ 4月 1日（日）～ 9月 30日（日）
�申込条件／①仙台空港アクセス線の定期券購入　②イオンモールお買い物券の購入
�利用時間／6：00～ 24：00（土・日曜日、祝日、年末年始日および指定日を除く）

■問  仙台空港鉄道株式会社　� 022-383-0150

「ことりはうすの早春まつり」

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

「野鳥の森ハイキング」

　がん検診などの詳細については、お問い合せいただくか町ホームページ（http://www.

town.shibata.miyagi.jp/）をご覧ください。また、各検診開始時期に詳細（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　� 55-2160

検診時期（予定）対象年齢（平成 25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 25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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　津軽三味線を
演奏してみませんか

○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。
�日時／3月22日（木）15：30～17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料
　
○とよたかずひこさんのお話し会
�日時／3月20日（火）10：00～11：20
�参加費／ 1,000 円（親子 1組）
　
○児童文化を学ぼう会
～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙
　などを学び合い、子どもたちに届けよう～
�日時／3月28日（水）19：00～20：30
�参加費／ 300円

�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）

　柴田町観光物産交流館「さくらの里」では、館内にある軽喫茶コーナーへ出店を希
望する方の募集をいたします。　
�出店場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」（船岡城址公園内）
�出店対象者／町内で飲食店などを営業している方
�応募方法／柴田町観光物産協会（柴田町太陽の村）にある応募用紙に、必要事項を
　記入し提出してください（観光物産協会のホームページ（http://www.skbk.or.jp/）
　からもダウンロードできます）。
�応募締切／平成24年 3月 25日（日）
�提出先／柴田町観光物産協会（柴田町太陽の村）
�テナント料／売り上げの10％
�契約期間／平成24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日
�審査方法／出店代表者と面談の上決定します

■問  柴田町観光物産協会　� 56‐3970

　桜の名所の一斉清掃を行います。動き
やすい服装でお集まりください。
�日時／ 3月 24日（土）9：00～ 11：30
　※小雨決行

�集合場所／
　船岡城址公園　○観光物産交流館前駐
　車場（開会式会場）
　白石川河川敷　○土手内側：柴田大橋
　下花壇付近（開会式会場）　○北船岡側
　：柴田大橋下
�持ち物／軍手、火ばさみ

■問  商工観光課（船岡城址公園）� 55-2123
　 都市建設課（白石川河川敷）� 55-2121

�受験資格／
　○昭和57年 4月 2日から平成 3年 4月 1日生まれの者
　○平成3年 4月 2日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　(1) 大学を卒業した者及び平成25年 3月までに大学を卒業する見込みの者
　　(2) 人事院が（1）に掲げる者と同等の資格があると認める者
�受験申込受付期間／
　○インターネット申し込み
　　4月 2日（月）9:00 ～ 4月 12日（木）【受信有効】
　　ＵＲＬ　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html/
　○郵送・持参申し込み
　　4月 2日（月）～ 4月 3日（火）

■問  仙台国税局人事第二課　試験研修係　� 022-263-1111　内線3236

　実践的防災・危機管理の第一人者とい

われている、防災アドバイザー山村武彦

氏を講師に招き、講演会を開催いたしま

す。

�日時／3月30日（金）19:30～21:00
　（開場 19:00）

�場所／まちづくりオーガ　
　2階イベントホール（大河原駅前）

�講師／山村　武彦 氏（防災システム研
　究所所長・防災アドバイザー）

�定員／ 110人　　�参加費／無料

■問  一般社団法人さくら青年会議所
　� 52-6946　� 52-6947 
　Ｅメール /info@sakurajc.com
　URL  http://www.sakurajc.com/
　指導力開発委員会（山家）
　� 080-1846-6664

　書道をみんなで楽しみませんか。
�日時／毎月第1火曜日10：00～12：00
�場所／船迫生涯学習センター ※送迎あり

■申 ■問  書道サークル（原田） 

　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。
�日時／火曜日（月 3回）19：00～
�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）

　護身術・健康法など、日本の伝統文化
に触れてみませんか？　女性の方や年配
の方でも安心して始められます。
�日時／毎週金曜日
　子供クラス　17：45～（1時間）
　一般クラス　19：00～（1時間 45分）
�場所／白幡集会所
�対象／子供クラス：4歳～小学生
　　　　一般クラス：中学生以上

■申 ■問  及川　

「テナント」出店者募集

平成24年度国家公務員「国税専門官採用試験」（大学卒業程度）のお知らせ

書道サークル

一心館合氣道教室会員募集
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　測定場所および測定結果などは下記の通りです。詳しいデータは町ホームページに掲載しています。

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：3月 6日（火）】　

測定値測定値測定値

0.10槻木生涯学習センター0.15船岡生涯学習センター0.11柴田町役場

0.11西住公民館0.12農村環境改善センター0.09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：2月 29日（水）】　

測定値測定値測定値

0.16西住小学校0.18船迫小学校0.13船岡小学校

0.09柴田小学校0.14槻木小学校0.20東船岡小学校

0.13槻木中学校0.18船迫中学校0.16船岡中学校

0.16たんぽぽ幼稚園0.16浄心幼稚園0.26第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.09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 1日（木）】　

測定値測定値測定値

0.22西船迫保育所0.18槻木保育所0.22船岡保育所

0.22西住児童館0.18三名生児童館0.17柴田児童館

※毎週 1回測定。0.16むつみ学園0.18船迫児童館

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
水道水の放射能測定結果【採取日：2月 27日（月）】　

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値

放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出
（検出下限値 0.5）

仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出
（検出下限値 0.5）

仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

単位：μSv/h
公園の測定結果【測定日：3月 5日（月）】

測定値測定値測定値

0.16剣崎公園0.16白幡児童遊園0.23並松公園

0.11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、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100cm、小学校・幼稚園・児童福祉施設・公園：地表から50cm

■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

携帯版　   放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URL を直接入力する
　　  http://www.r-info-miyagi.jp/m/

（2）QRコードを利用できる端末の場合は
　　  右の QRコードよりアクセスできます。

放射線測定値についての参考情報　　　　　　　　　　単位：μSv/ 回

放射線量身　近　な　事　例

6,900胸部Ｘ線コンピュータ断層撮影検査（ＣＴスキャン）

600胃のＸ線集団検診（1回の検査）

200東京からニューヨーク航空機旅行（往復）

50胸のＸ線集団検診（1回の検査）

※放射能情報サイトみやぎより
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（社）柴田町シルバー人材センター
の会員募集

主な行事日学　校

交通安全教室（1・2年）12船岡小学校
� 55-1064

交通安全教室（3・5年）18

授業参観・ＰＴＡ総会22

1 年生を迎える会27

交通教室18槻木小学校
� 56-1029

1 年生を迎える会20

学習参観・ＰＴＡ
総会・歓送迎会

21

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

21

交通教室16船迫小学校
� 55-5394

1 年生を迎える会19

授業参観・ＰＴＡ総会22

避難訓練24

授業参観・ＰＴＡ総会21西住小学校
� 53-3227

1 年生を迎える会27

1年生を迎える会20東船岡小学校
� 55-1811

学習参観22

交通教室27

対面式13船岡中学校
� 55-1162

開校記念日19

避難訓練27

授業参観・ＰＴＡ総会28

対面式10槻木中学校
� 56-1331

交通安全教室12

生徒会スポーツ大会27

授業参観・ＰＴＡ総会28

対面式11船迫中学校
� 54-1225

授業参観・ＰＴＡ
総会・懇談会

21

耳鼻科検診（1・3年）26

入学式10小学校共通

入学式9中学校共通

始業式9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。

○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】
�就業：除草、 剪定 、障子・

せんて い

 襖 ・網戸張
ふすま

　り替え、家事援助、清掃、簡易的な大
　工・塗装作業など
�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  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

※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
　�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。
　�本人確認のため運転免許証、健康保険証などをお持ちください。
　�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。

○聴覚障害者が運転できる車両の種類が拡大されます。
　【現状】普通乗用自動車
　【改正】全ての普通自動車並びに大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動
　　　　　車及び原動機付自転車
○矢印信号に関する規定が変わります。
　【現状】右折を可能とする青色の矢印が表示されている場合には、右折できる。
　【改正】右折を可能とする青色の矢印が表示されている場合には、右折に加えて、
　　　　　転回もできる。

ただし、道路標識等により転回が禁止されている交差点や区間では、青信
号や右折矢印信号の場合であっても、転回することはできません。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　横断者の安全確保のため、かねてから
設置要望のあった県道角田柴田線と町道
新栄 15号線との交差点に信号機が設置
されました。
　この道路は、さくら船岡大橋の開通に
伴い交通量が増え、道路の横断が非常に
危険な状態であったため、宮城県公安委
員会に要望を続けていた信号機です。
　信号機が設置されても、絶対安全とい
う訳ではありません。
　運転者も歩行者も交通ルールとマナー
を守り、柴田町から交通事故をなくしま
しょう。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　郷土に伝わる民話を聞き、昔の文化や

歴史を楽しく学びませんか。

参加は無料です。

�日時／3月23日（金）14:00～15:00
�場所／船岡生涯学習センター
�講師／柴田かたりべの会

■問  船岡生涯学習センター   � 59-2520

県道角田柴田線と　　　　　　　
　　町道新栄15号線の交差点に

信号機設置

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　　　
　　� 55-2113

槻木事務所　　　
　　� 56-1311

○水道の給水・廃止の受付

○料金収納
上下水道課　　　
　　� 55-2119
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