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　12月29日（水）～1月2日（日）はお休みです。ごみ出しカレンダーをよくご確認の
上、出し忘れなどのないようにご注意ください。ごみ収集は「ごみ出しカレンダー」
のとおり収集します。

　
�年始のごみ収集……1月 3日（月）燃えるごみ収集日

　12月 24日（金）までに申し込みされた方について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んでください。年始は、1月
4日（火）から平常業務になります。
�し尿くみ取り業者……㈲柴田衛生社　� 54-1501、渡辺清掃　� 56-1755、
　　　　　　　　　　　あおば衛生社　� 52-4290

�燃えるごみ…大河原衛生センター　� 52-2759
　年末 12月 30日（木）11:30 まで受け付け、年始 1月 4日（火）7:30 から受け付け
�燃えないごみ…仙南リサイクルセンター　� 0224-33-2225
　年末 12月 30日（木）16:30 まで受け付け、年始 1月 3日（月）8:30 から受け付け

■問  町民環境課　� 55-2113

　町内の各生涯学習センター、公民館、
体育館、しばたの郷土館、柴田町図書館
などの社会教育施設の年末年始の休館日
をお知らせします。
■年末年始の休館日
　12月 27日（月）～ 1月 4日（火）
　※役場閉庁期間とは異なります。

■問  生涯学習課　� 55-2135

船岡平和観音「初詣」　初日の出は船岡城址公園へ
�日時／ 1月 1日（土）6：00～ 8：00　　�場所／船岡城址公園
�内容／スロープカー運行、ゆず湯の無料サービス

太陽の村「元旦祭」　太平洋を望みながら、 七峰山 から昇る日の出をどうぞななうねやま

�日時／ 1月 1日（土）6：00～ 8：00※祈願祭 6：30～　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／レストラン ･売店営業、ゆず湯の無料サービス

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970

�12月28日（火）まで平常業務（16：30
　まで受け付け）
�12月29日（水）、30日（木）は16：00
　まで受け付け
� 1月 3日（月）から平常業務（16：30ま
　で受け付け）
終了時刻の 30分前には持ち込むようお
願いします。

■問  角田衛生センター　� 63-2140

� 1月 1日（土）、2日（日）は業務が休み
　になります。
�年末…12月 31日（金）まで平常業務
�年始…1月 3日（月）から平常業務

■問  町民環境課　� 55-2113

種　　類収集最終日種　　類収集最終日

缶類12月 23日（木）ペットボトル12月 16日（木）

燃えるごみ12月 27日（月）紙資源12月 21日（火）

燃えないごみ12月 28日（火）プラスチック類12月 22日（水）
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募 集

冬休み体験茶会

　太陽の村にある望遠鏡で皆既月食を

見ます。ぜひご家族でお越しください。

�日時／12月21日（火）16：30～19：00
�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中
　止します）
※足元が暗いので懐中電灯を持参してください。

クリスマスコンサート

　暗やみのホールで映画館のような大型スクリーンと迫力ある音響をみんなで楽しも

う。途中休憩もあり、小さなお子さんも楽しめます。参加は無料です。

�日時／ 12月 24日（金）午前の部10：00～、午後の部 13：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�上映作品／午前の部：きみならどうする？ゆうかいされないために、映画プリキュ
　アオールスターズＤＸ2希望の光☆レインボージュエルを守れ！

　午後の部：いじめはゼッタイわるい！、ルパン三世VS名探偵コナン

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同伴でお願いします）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　太陽の村にある望遠鏡で冬の星座と

木星を観望します。ぜひご家族でお越

しください。

�日時／12月28日（火）19：00～20：00
�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中
　止します）
※足元が暗いので懐中電灯を持参してください。

■問  柴田町星を見る会
　（豊川）

　中国生まれの高敏先生による 24式を

中心に、基本から習ってみませんか。

�日時／毎月第 1・第 3水曜日と第 2・
　第 4木曜日 18：00～ 21：00

�場所／船迫生涯学習センター

■問  桜山遊会（星）　

　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。

�日時／1月8日～3月26日の毎週土
　曜日　9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／一般成人 15人
�参加費／ 6,000 円
※プール使用料は個人負担です。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
�申込期限／ 12月 27日（月）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

　親子で「竹馬」を作って、

昔の遊びを体験してみませ

んか。参加は無料です。

�日時／ 1月 15日（土）9：30～ 11：30
�場所／船岡公民館
�募集人数／小学生の親子 5組
�持ち物／軍手、のこぎり
�申込期限／ 1月 12日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　仙台フィル所属のヴァイオリニストや

プロとして活躍している音楽家を招いて、

クリスマスコンサートを行います。クリ

スマスソングをはじめディズニーやクラ

シックなどの曲を演奏しますので、ぜひ

お越しください。参加は無料です。

�日時／ 12月 25日（土）13：00～
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／町民の方

■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえる「クリスマス茶会」を開催します。和室で

の作法を学びながら楽しく体験してみませんか。

�日時／ 12月 25日（土）、26日（日）の2回コース　13：00～ 15：00
�場所／船迫生涯学習センター　　　�募集人数／町内の小中学生15人
�参加費／実費（お茶・菓子代2回で 1,000円）
�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／12月 22日（水）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　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。

また、「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。

�日時／ 1月 15日（土）、29日（土）、2月 5日（土）の3回コース 13：00～
�場所／船迫生涯学習センターほか　　　�募集人数／町内の成人15人
�参加費／実費（お茶・菓子代3回で 2,100円）
�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／1月 8日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

募 集

竹馬づくり　　
（親子ものづくり教室） 　　　

冬休み子ども映画会

募 集

和を学ぶ普段着のお茶教室

募 集

本場の太極拳を
習ってみませんか？ 

“初心者”大歓迎

受講者募集

第 4回

初心者水泳教室

皆既月食を見よう

冬の星座と木星を
見つけよう
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　地産地消の推進を目的として、平成22年 3月に設立された「柴田町地産地消推進

協議会」加盟の各直売所で、今年最後の販売となる歳末感謝祭を開催します。直売所

ごとにお楽しみイベントや新鮮な地場産野菜、正月用切り餅、切り花などの販売を行

いますので、ぜひお越しください。なお、切り餅、切り花の当日販売は数に限りがあ

りますので各直売所で 12月 20日（月）までご予約を承っております。

　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／1月12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

　毎年、年末になると訪問販売の相談が増加します。訪問販売は不意打ち性があり、

勧誘が始まってしまうと断ることが難しく、思わぬ被害に遭うことがあります。業者

に訪問された場合は、用件や身分を確認して、必要がない時ははっきりと断りましょ

う。消防署を名乗る人が訪ねてきて、消火器を強引に買わされたり、警察署や金融機

関を名乗る人からキャッシュカードをだまし取られるなどの被害の報告もあります。

年末の忙しさに紛れて、強引な態度や威圧的な言動で契約をさせられたりすることも

考えられますので、少しでも不審に感じたら絶対に契約をしないでください。契約し

たときは必ず契約書や領収書をもらってください。業者名や電話番号が分かっていれ

ば8日間以内であれば、クーリングオフすることも可能です。

　また、貴金属や着物の買い取り業者が訪問して、不用なアクセサリーなどを買い取

るトラブルも報告されています。訪問買取の場合はクーリングオフの対象外ですので、

一度売却代金を受け取ってしまうと、取り消すことは困難になります。貴金属は溶解

業者に引き渡した後だから、着物は裁断された後だからという理由から返却に応じて

もらえません。大切な物を売る場合は、他店の買い取り価格と比較するなど、よく考

えて後悔のない売却をするようにしましょう。

　契約をする前に家族や知人に相談しましょう。トラブルに巻き込まれたときは下記

にご相談ください。

■問  町民環境課消費生活相談　� 55-2113

訪問販売、訪問買取にご注意を！

�日時／ 1月 14日（金）9：45～ 11：00　　　�場所／西住公民館
�テーマ／「つくって遊ぼう」　　　�対象学区／西住小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者　　　�持ち物／各自必要なもの

■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

移動なかよし広場 ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

　町では、降雪量がおおむね 10�以上

になった場合、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、凍結の恐れが

ある場合には、融雪剤とすべり止め用砂

の散布を行い、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。

　作業にはご理解ください。

○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　� 55-2120

　平成 22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  宮城労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841
　大河原労働基準監督署　� 53-2154

柴田町内 4直売所「歳末感謝祭」の開催について

※直売所ごとに開催日および取扱商品が異なりますのでご注意ください。

■問  柴田町地産地消推進協議会事務局（ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部）　� 56-1212

取扱商品問い合わせ先場　　所日　　時直売所名

野菜・花・切り餅・針花56-3929
成田字杉ノ内
20-1

12月 26日（日）
9:00 ～ 17:00

お羽山さん

野菜・漬物・花・りんご
・正月飾り・切り餅

56-3662
葉坂字桟敷場
4-1

12月 26日（日）
8:00 ～ 16:00

みてがいん

野菜・弁当・惣菜・菓子
・漬物・切り餅・花

55-2122
船岡中央 2丁目
3-45（役場庁舎内）

12月 27日（月）
10:30 ～ 13：00

木よう市

野菜・弁当・惣菜・菓子
・漬物・正月飾り・花・
切り餅
※餅の委託加工もご予約承ります。

080-  
1830-
1658 

西船迫 1丁目
10-3
（ＪＡ本店構内）

12月 28日（火）
9:00 ～ 14:00

産直会
ふうど

県の最低賃金が改正されました

時間額地域別最低賃金

674円宮城県最低賃金

効力発生日：平成 22年 10月 24日

時間額宮城県産業別最低賃金

780円鉄鋼業

743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

746円自動車小売業

効力発生日：平成 22年 12月 15日
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担　当　地　域電 話委員名区

北船岡3丁目鈴木　秀子29B

西船迫2丁目3、県営住宅(1～7)木島　基子

29C
西船迫2丁目（3を除く）、立石、
町営住宅

菅原　光次

西船迫3丁目相澤　勝治

行政区全域三澤　優子29D

西住町、大塚、荻野、清住町1～12吉田八千代

30
舘山、山岸、新山岸、杉崎、清住町14～
19,23,24,28,29,31～33,36～45

村上　禎子

八入、大住町、清住町20,22,26,34,35安藤　正治

白幡1・2丁目渡邊　尚子
13

白幡3・4・5丁目、土平村上　友子

上町1・2丁目小嶋　弘子
14

上町3丁目吉田　啓子

町営住宅、新町、県営住宅1号棟星　　公子

15 駅西1,2丁目、県営住宅2,3号棟菊地由美子

鏡田、駅西3丁目千田かつ子

東1・2・3丁目、下町1丁目5、
2丁目7～9、3丁目7,11,12

佐藤サツ子

16
上町1丁目、下町1丁目1～4，6～8、
2丁目1～6、3丁目1～6,8～10

村上　淑子

西1･2･3丁目、駅西1丁目、新松崎、
白幡5丁目1,3

大槻千あき

17A
西1丁目2～14、西2丁目18～51、
西3丁目1～11,16～27 

管野　禧一

遠島、余目、舘前、丸沼、焼檀、祇園田佐藤みね子
17B

松ヶ越柴田　礼子

行政区全域　平亜紀子18A

行政区全域菅野喜和子18B

行政区全域大沼　一郎19

行政区全域青野　幸作20

行政区全域平間久仁江21

行政区全域　橋　正人22

行政区全域水原　和子23

行政区全域佐藤　景子24

行政区全域佐々木久子25

行政区全域大宮　典昭26

行政区全域三浦　敬子27

行政区全域櫻井　悦子28

槻木・柴田小学校区我妻　よう主
任
児
童
委
員

船迫小学校区橋本　鈴江

船岡・東船岡・西住小学校区高城　　宏

　民生委員・児童委員（主任児童委員）は、地域住民の生活を必要に応じ適切に把握し、生活に困った人や児童の保護・育成など

の福祉について相談を受け、自立を助けるために必要な相談・支援を行う地域福祉推進の担い手です。主任児童委員は、児童委員

に対し関係機関との連絡調整や協力援助を行います。生活上のことや子どものこと、その他福祉に関して相談のある場合は、お住

まいの行政区、地域担当の民生委員・児童委員にご相談ください。

民生委員・児童委員（主任児童委員）を紹介します

■問  福祉課　� 55-5010

担　当　地　域電 話委員名区

西1丁目10（15,16),11～15、
中央1丁目10～12

横田たつ子

1
西1丁目1,2,7～9, 10(15,16を除く）、
中央2丁目2

沼倉　健二

中央1丁目1,2,7～11、
中央2丁目1,2,12,13

石田　照子
2

中央2丁目3,4,5、中央3丁目1,2,7相馬クニ子

西2丁目瀬野尾孝子

3 西1丁目、中央2丁目3、中央3丁目2、
根形

飯渕　紀子

行政区全域門傳　征子4

行政区全域阿部　光雄5

中央3丁目、東3丁目2～13佐藤とみ子

6A 
東3丁目、南2丁目1～3佐藤由美子

東町の口、七作、神山前、新栄4丁目14、
新栄5丁目1～3

小島　愛子

行政区全域佐藤　弘子6B

東2丁目4～9,16、東3丁目1,4関　　和江7A

東2丁目15,17、東4丁目15～31桂川　クメ
7B

東2丁目10～14、東4丁目1～14飛田　妙子

中央2丁目10,11、東2丁目1,2,3永山紀洋子

8 中央1丁目3～6、東1丁目1,2,3安藤　藤子

東1丁目4～10、東原町工藤　昭子

土手内2丁目1～12岡田　孝司
9A

土手内2丁目13～21、土手内3丁目豊田　京子

行政区全域平間　寿子9B

新生町、北船岡1丁目　橋　令子
10

若葉町佐藤よしい

上大原以外畑山　禮子
11A

上大原相原　美香

前川、新宮前、下新田、東船岡、八幡前、
迫、東迫

柳澤　正博
11B

明神堂、明神、古河、新大原畑山　洋子

行政区全域冨樫千津子11C

行政区全域金田　勝利12A

剣水以外水戸　ふぢ
12B

剣水鴇田　一雄

本船迫、西船迫1丁目13,14宮城　幸子
29A

西船迫1丁目（13,14を除く）小野寺利朗

北船岡2丁目1,4,5,6,13～15冨田佐恵子

29B 北船岡1丁目、2丁目11,12佐藤　正子

北船岡2丁目2,3,7,8,9,17,18日下　　功
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募 集

蔵王男子厨房に入ろう会
1月例会

募 集

（社）柴田町シルバー
人材センター会員募集

　就業や互助会活動を通じ、活力あるま
ちづくりの実現や、暮らしを生き生き元
気に輝かせてみませんか。当センターで
は、高齢者の経験や能力に応じた仕事を
引き受け、会員の皆さんへ提供しており
ます。詳しくはお問い合わせください。
○女性会員の主な就業・互助会活動例
就業　除草、障子・ふすま ･網戸張り替
　え、家事援助、その他簡易な作業など
互助会　ダンス、民謡、カラオケ、パソ
　コン、農作業、軽体操・卓球
その他　手芸・手工芸製作など

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　後期高齢者医療保険料については、現在ほとんどの方が年金からの天引きにより納

入いただいています。しかし、天引きに該当していない一部の方については、納付書

による金融機関などへの納入をお願いしています。納付書による納入に該当している

方は、いま一度、お手元にお届けしております保険料の通知書をご確認いただき、納
期限を過ぎてまだ納められていないものがありましたら、早急に納入いただきますよ
うお願いいたします。

�納付場所／七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合、健康
　推進課、槻木事務所

■問  健康推進課　� 55-2114

�日時／ 1月 8日（土）17：00～
�場所／白石中央公民館
�内容／雪鍋、つみれ、たこのマリネ
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／ハンカチ、タオル、エプロン、
　筆記用具

�申込期限／ 12月 30日（木）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　アルコールに関連するさまざまな問
題を抱えて悩んでいる本人、家族、関
係者の方および嗜癖問題を抱えている
方やＡＣ（機能不全家族）の方を対象
に精神保健相談員による相談を実施し
ます。（要予約）
�日時／1月7日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている本人、家
族、関係者の方を対象に精神科医・精
神保健相談員による相談を実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
�日時／1月14日（金）、28日（金）
　　　  　13：00～15：00
�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

 特別警戒実施中 
　消防署では年末年始特別警戒（12月
26日～ 1月 5日）を実施します。こ
の時期は、慌しく過ごす日々が続き、
火気取り扱いなどに注意がおろそかに
なりがちです。寝る前や出掛ける前に
はもう一度火の元を確認しましょう。

 住宅用火災警報器を設置しましょう 
　昨年1年間における全国での火災件
数は51,139件発生しました。そのう
ち、建物火災は 28,272 件で、住宅火
災による死者は 1,201 人となりまし
た。中でも逃げ遅れによる死者は
603人で、早く火災に気付いていれば
助かったかもしれません。自分や大切
な家族を守るため、早急に住宅用火災
警報器を設置しましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

　最近、年金事務所職員を装いご自宅を訪問し、「年金の手続きが終わっていない。ご

本人に代わって手続きをするので手数料を支払ってほしい。」などと言い、その場で現

金を請求するような事例が報告されております。年金事務所の職員がご自宅を訪問し、

年金手続きの手数料を請求することはありません。年金事務所の職員を名乗った訪問

や電話で不審な点がありましたら、年金事務所へ確認するなど十分にご注意ください。

　なお、年金事務所の職員が訪問する際は、身分証明書を携帯しておりますのでご確

認願います。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113

　検察審査会は、選挙権を有する一般国民から選ばれた11人の検察審査員が、いわ

ば国民を代表して、検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと（これを「不起訴処分」

といいます。）の善しあしを審査するのを主な仕事にしているところで、刑事手続きの

中に国民の良識を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために設けられているもの

です。

　事件や事故に遭われた方や、その遺族の方などで、検察官から「事件は不起訴処分

とした。」などの連絡があった場合、その処分に納得がいかないときは、検察審査会の

審査を求めることができます。

　審査の申し立てには、費用は一切掛かりません。また、申立人の秘密は固く守られ

ます。検察審査会の窓口では、申し立てについての相談を受け付けていますのでお問

い合わせください。

■問  仙台検察審査会事務局　� 022-222-4750　http://www.courts.go.jp/kensin/

後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？

柴田消防署からのお知らせ柴田消防署からのお知らせ
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主な行事日学　校

校内書き初め展19～21船岡小学校
� 55-1064

フリー参観21

校内書き初め展18～19槻木小学校
� 56-1029

歌のつどい21

通学路安全指導・
校内書き初め展

17～18
柴田小学校
� 56-1430

自由参観・カルタ
大会

26

校内書き初め展18～20
船迫小学校
� 55-5394

民話を聞く会21西住小学校
� 53-3227

社会見学（5年）28

校内書き初め展20～26
東船岡小学校
� 55-1811

実力考査12船岡中学校
� 55-1162

実力考査12槻木中学校
� 56-1331

校内書き初め展13～21

実力考査12船迫中学校
� 54-1225

校内書き初め展17～21

始業式11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。

　地域の個性および資源を生かし、創意と工夫を凝らした魅力ある地域づくりへの取

り組みを支援します。

�補助対象事業／平成23年 3月 31日までに完了する事業で、次のいずれかに該当
　するもの。

①地域資源を活用した地域活性化のための事業

②暮らしやすい生活環境整備のための事業

③個性豊かで魅力あふれる地域づくりのための事業

�対象／町内に住所を有する個人、団体および町内の事業所などに勤務する方
�補助額／補助対象経費の1/2 以内の額（18万 4千円が上限）
�申請期限／1月 20日（木）
�申請方法／補助金交付申請書をまちづくり政策課あて提出してください。詳細につ
　いては、下記までお問い合わせください。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111
�日時／ 1月 9日（日）10：00～

�場所／船岡小学校体育館

●成人式典ボランティア募集！
　柴田町では、平成 23年成人式典のボ

ランティアを募集しています。一生に一

度しかない人生の門出づくりに、ぜひご

協力ください。

�内容／着物の着くずれ直しなど

�申込期限／ 12月 22日（水）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135
　Eメール :social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　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。

小室達のあまり知られていない父子像や干支にちなんだうさぎなどの陶彫、木彫、石膏

型の作品を中心に紹介します。

�会期／ 1月 30日（日）まで　　　�開館時間／9：00～16：30
�入場料／大人200円、高校生100円、小中学生50円（20人以上で団体割引有）

　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を募集します。

�申込期限／12月26日（日）

「小室達展」

作品出展者を募集

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」の代わりに要介護

認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」

または「主治医意見書」の写しを使用することがで

きます。

　必要な方は、長寿介護班に確認の手続きをしてく

ださい。ただし、主治医意見書にて以下の2点が確

認できた場合に限ります（確認できない場合は、医師

が証明する「おむつ使用証明書」が必要になります）。

　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

　平成 23年 1月から帰化、国籍取得な

どの国籍に関する事務は、仙台法務局民

事行政部戸籍課において取り扱うことに

なりましたので、お知らせします。

■問  仙台法務局民事行政部戸籍課
　� 022-292-3351

平成 23年 成人式

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などの交付を受

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、認定書を必要とする方は、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。

■問  福祉課　� 55-2159

確定申告用各種控除証明
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