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「むすび丸花壇」がお出迎え中 !!

東日本大震災による医療費の一部負担金及び介護保険利用者負担の免除措置について

 　４月から６月まで開催されている『仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン 2014』の一環として、

３月 25 日、姥ヶ懐民話の里地内にむすび丸花壇がお目見えしました。

　花壇は、宮城県観光ＰＲキャラクターむすび丸の顔を、パンジーとビオラ、シバザクラを植え形を作り、

緑化推進事業を活用して行っています。地元姥ヶ懐地区有志７名の

方々が耕運や花の植え付けなどにボランティアで参加し、花壇は約

２時間かけて完成しました。

　むすび丸花壇は県内 13 ヶ所に設置され多くの観光客をお出迎え

し、仙台・宮城フラワースタンプラリーも実施されております。皆

さんもぜひ民話の里のむすび丸花壇をご覧のうえ『仙台・宮城【伊

達な旅】春キャンペーン 2014』をお楽しみください。

【問】地域産業推進課

　　　☎８３−２１１３

　東日本大震災の被災者で、村田町国民健康保険、宮城県後期高齢者医療制度及び村田町介護保険

に加入の方で下記の条件に該当する方を対象に、平成 26 年４月１日より医療費の一部負担金及び介

護保険利用者負担の免除措置を実施しています。

　対象となる方には郵送によりお知らせしていますが、村田町以外で被災し、震災後に村田町に住

所を異動された場合は、対象となる場合であっても把握できていない可能性がありますので、下記

までお問い合わせください。

●対象となる方

市町村民税非課税世帯に属する被保険者で、以下のいずれかに該当する方

①東日本大震災による住家のり災の程度が「全壊」又は「大規模半壊」と認められた方

②東日本大震災による住家のり災の程度が「半壊」で、その住宅をやむを得ず解体した方

③東日本大震災により主たる生計維持者が「死亡」又は「行方不明」となった方

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額や柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師・

はり師・きゅう師による施術などの療養費に係る一部負担金相当額などは対象となりません。

※介護保険施設等に係る食費・居住費・滞在費の利用者負担は対象となりません。

【問】国民健康保険・後期高齢者医療制度

　 　 町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１

【問】介護保険

　 　 健康福祉課　高齢福祉班　☎８３−６４０２



おしらせばん 2

まちの人事まちの人事
（　）：前所属

○町職員
退職（平成26年３月31日付）
▼髙橋徳夫（総務課長）▼村上利仁（沼辺支所長）▼髙橋一史
（税務課参事）▼山家富久子（会計課副参事兼総括主査）▼山本
直幸（建設課技師）▼髙橋里沙（沼辺幼稚園教諭）
異動・昇格（平成26年４月１日付）
【総務課】
▼課長（健康福祉課長兼保健センター所長）大槻章▼総括主査
（同課主任主査）森晶子▼主査（健康福祉課主査）半沢直美▼主
査（同課主事）丹野丹三▼主査（同課主事〔宮城県派遣〕）佐藤
隆法▼主査〔山元町派遣〕（町民生活課主事）山田一雄
【企画財政課】
▼副参事兼総括主査（同課総括主査）小関敏幸▼総括主査（同課
主任主査）三浦純▼主任主査（同課主査）鈴木洋貴▼主査（生涯
学習課主査兼伝統的まちなみ推進室主査）村上綾人▼主査（同課
主事）佐山徹▼主事（総務課主事）猪股桂▼専門員（再任用）大
内光夫
【税務課】
▼総括主査（同課主任主査）一條卓也▼主任主査（同課主査）渡
邊文恵▼主任主査（総務課主査〔山元町派遣〕）永松大介▼専門
員（再任用）村上利仁
【町民生活課】
▼副参事兼総括主査（健康福祉課総括主査〔企業団派遣〕）髙橋
博行▼総括主査（同課主任主査）石垣英樹▼主事（生涯学習課主
事）佐藤聡聖▼専門員（再任用）遠藤裕悦郎
【沼辺支所】
▼支所長兼沼辺児童館参事（町民生活課副参事兼総括主査）新貝
まさ子▼主査（同所主事）木村さゆり
【健康福祉課】
▼課長兼保健センター所長（同課副参事兼総括主査）武田千尋
▼参事兼保健センター参事（同課副参事兼総括主査兼保健セン
ター副参事兼総括主査）髙橋優子▼副参事兼総括主査（同課総括
主査）狭山幸子▼総括主査〔企業団派遣〕（子育て支援課総括主
査）佐藤由美▼総括主査（建設課主任主査）大沼新一▼主査（議
会事務局主査）鈴木香伊▼主査兼保健センター主査（同課保健師
兼同センター保健師）石毛友美
【子育て支援課】
▼課長兼村田児童館長兼沼辺児童館長（生涯学習課長兼伝統的ま
ちなみ推進室長兼歴史みらい館事務局長）田山芳明▼総括主査
（同課主任主査）里見敦子▼主任主査（同課主査）佐藤洋▼主査
（同課主事）鎌田梨津子▼主事（新規採用）森駿平
【村田保育所】
▼主査（同所保育士）可沼純子
【村田児童館】
▼副参事兼総括主査（同館総括主査）小室明美
【農林課】
▼総括主査（税務課総括主査）半澤祥文
【地域産業推進課】
▼課長（農業委員会事務局長）菅生好範▼主事（総務課主事）日
下美穂

【建設課】
▼総括主査（同課主任主査）佐藤一男▼技師（新規採用）秋山貴
弘▼技師（新規採用）高瀬阿弥奈
【会計課】
▼副参事兼総括主査（水道事業所副参事兼総括主査）秋保民子
【水道事業所】
▼所長兼工事検査監兼収納対策室参事（子育て支援課長兼村田児
童館長兼沼辺児童館長）半沢光春▼副参事兼総括主査（地域産業
推進課副参事兼総括主査）松崎菊美▼主任主査（同所主査）丸山
守▼主任主査（同所主査）小原貢
【議会事務局】
▼主任主査（同局主査）内海正英▼主査（企画財政課主査）大坂
妙子
【農業委員会】
▼事務局長（水道事業所長兼工事検査監兼収納対策室参事）岡崎
弘
【生涯学習課】
▼課長兼歴史みらい館事務局長（地域産業推進課長）小林一彦▼
副参事兼総括主査（農林課総括主査）野中一夫▼主事兼社会教育
主事（同課主事兼学芸員）斎藤沙織▼主事（新規採用）鎌田淳史
【歴史みらい館】
▼副参事兼総括主査（生涯学習課副参事兼総括主査兼伝統的まち
なみ推進室副参事兼総括主査）半沢喜代志▼主任主査（村田保育
所主任主査）鈴木マチ子
【沼辺幼稚園】
▼総括主査（同園主任主査）太田朋子▼教諭（村田保育所保育
士）河鰭仁美

○小・中学校
【村田小学校】
▼校長（大崎市教育委員会）早坂雅彦▼主幹教諭（大河原南小学
校）山下正人▼教諭（白川小学校）松野三起子▼教諭（岩沼西小
学校）青田英子▼教諭（白石第二小学校）齋藤里美▼教諭（遠刈
田小学校）中村弥生▼教諭（新規採用）石垣浩一
【村田第二小学校】
▼教頭（県総合教育センター）樋口美穂▼教諭（円田小学校）大
友光徳▼教諭（鳴瀬桜華小学校）今野雅子▼主事（県総合教育セ
ンター）熊谷一也
【村田第一中学校】
▼校長（塩竈市教育委員会）髙橋長浩▼教諭（金津中学校）芳賀
郁雄▼教諭（金津中学校）森　仁
【村田第二中学校】
▼教頭（高清水中学校）三浦道子

○村田駐在所
▼巡査長（宮城県警察本部）阿部善則

○沼辺駐在所
▼所長（宮城県警察機動隊）中村裕貴

○大河原消防署村田出張所
▼所長（同出張所主幹兼庶務係長）佐藤宗夫▼主幹兼庶務係長
（柴田消防署）宍戸幸信▼主査（大河原消防署）大槻剛▼消防副
士長（角田消防署丸森出張所）藤井優喜▼消防士（角田消防署）
鈴木芳久▼消防士（白石消防署）菊田雅友
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〜スローガン〜

守ろう! 子どもの健康　防ごう! 生活習慣病予防

延ばそう! 健康寿命

　平成25年度から平成34年度までを計画目標と

した第２期健康むらた21計画は、平成15年４月

に策定した「健康むらた21計画」から更に10年

先までの健康づくりの行動指針として策定しまし

た。

　村田町の死亡原因は全国同様、がんが第１位と

なっていますが、第２位は脳血管疾患となってい

ます。ＳＭＲ（年齢調整死亡率）でも、脳血管疾

患が全国や宮城県より高い状態になっています。

特定健康診査結果では脳血管疾患のリスクとなる

内臓脂肪症候群や肥満、高血糖などが上位となっ

ています。平均寿命から健康寿命を引いた不健康

な期間（介護状態）は男性が県内でも上位になっ

ており、特に男性の健康寿命の延伸が課題となっ

ています。

　子どもの健康課題は、むし歯の保有率を全国と

比較してみると、乳幼児期から学童期まで高い傾

向になっています。肥満傾向児割合は、村田町に

おいては、学年にばらつきはあるものの、総じて

みると県や全国平均より高めになっています。

　こころの健康については、特に育児中の母親の

３割は時間に余裕がなく、心身状態が良いとは言

えない人が４割います。こころの健康相談を受け

る人や自立支援医療受給者の増加、全国や宮城県

と比較しても自殺死亡率（人口10万対）は高い

状況となっています。

　これらの健康課題に向けて…

【重点目標】

①子どものむし歯、肥満傾向児童の減少

②メタボ予備群、糖尿病予備群の減少

③がん予防・自殺予防対策で心と体の健康状態を

維持増進　を目標に取り組んでいきます。

　次回からは重点項目別の７つの取組について、

お知らせしていきます。

◎平均寿命と健康寿命の比較

（H22宮城県健康増進課調べ：県平均と県内第１位市町）

【問】保健センター　☎８３−２３１２

　女性医師が思春期や更年期の身体的・精神的不

調、家庭や職場でのストレスで悩んでいる女性の

相談に応じます。（完全予約制・相談無料）

▼相談日・場所

　５月 10 日（土）　午後２時〜４時　大河原町

※会場は予約時にお伝えします。

※仙台市に通勤・通学している方は、仙台市会場

（エルソーラ仙台）でも相談を受けることがで

きますのでご相談下さい。

▼予約先

　☎０９０−５８４０−１９９３

　宮城県女医会女性の健康相談室

▼受付時間

　午前９時〜午後５時（土日祝日を除く）

【問】宮城県健康推進課

　　　☎０２２−２１１−２６２３

▼日時＝５月16日（金）午前10時〜午後３時

▼場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

※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。

【問】仙南保健福祉事務所　生活保護班　☎５３－３１２２

　 　 健康福祉課　社会福祉班　☎８３－６４０２

生活保護の相談窓口

第２期健康むらた21計画

女性医師による女性の健康相談

元気が出る！こころとカラダのはなし

 
女性

男性
健康寿命

平均寿命

74

80 82 84 86 88 90 （歳）

76 78 80 82 （歳）

健康寿命

平均寿命

村田町

県平均

村田町

松島町

県平均

大河原町

77.43

79.07

78.42

79.91

81.06

82.29

83.92
86.82

83.58
86.83

86.16
86.69
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　固定資産税の納税者が他の土地や家屋の価格を

比較することによって、自己の土地や家屋の評価

が適正かどうかを判断できるようにするための制

度です。

▼縦覧できる方

①土地又は家屋を所有する納税者

②納税者からの委任状を持参した方

▼必要書類＝運転免許証などご本人であることを

証明できるもの

▼期間＝６月２日（月）まで（土・日曜日・祝日

を除く）午前９時〜午後５時

▼手数料＝無料

▼縦覧場所＝村田町役場税務課

【問】税務課　資産税班

　　　☎８３−６４０３

▼閲覧できる方

①固定資産税納税者及び納税義務者

②納税者からの委任状を持参した方

③借地人、借家人（借地又は借家している土地・

家屋に限ります）

▼必要書類＝運転免許証などご本人であることを

証明できるもの

▼期間＝随時（土・日曜日・祝日を除く）

　　　　午前９時〜午後５時

▼手数料＝６月２日（縦覧帳簿の縦覧期間）まで

は無料です。

　これ以外の期間は１件300円です。

※写しが必要な方は、コピー代（1枚10円）がか

かります。

▼縦覧場所＝村田町役場税務課

【問】税務課　資産税班

　　　☎８３−６４０３

平成26年度固定資産税課税台帳の
閲覧ができます

平成26年度固定資産縦覧帳簿を
縦覧に供しています

●村田町の情報公開状況

　昨年度（平成25年度）の情報公開及び個人情報保護に係る事務取扱状況は、次の通りでした。

情報公開事務取扱実施状況

ア　公文書の開示請求の件数…………６件　　イ　開示決定等の件数…………………… ６件

ウ　不服申立の件数……………………０件　　エ　その他必要事項情報の掲示等……… 44件

個人情報保護事務取扱実施状況

１　個人情報取扱事務の登録件数…………………………………………………………… 535件

２　開示請求の件数及び決定内容……………………………………………………………… ０件

３　開示請求の決定に対する不服申立の件数及びその処理状況…………………………… ０件

４　訂正請求の件数及びその処理状況………………………………………………………… ０件

５　訂正請求の決定に対する不服申立の件数及びその処理状況…………………………… ０件

６　利用停止の件数及びその処理状況………………………………………………………… ０件

７　実施機関が取り扱う保有個人情報に関する苦情の申立ての件数及びその処理状況… ０件

【問】総務課　総務班　☎８３−２１１１
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◎企画展
『皐

さ

月
つき

の彩
いろどり

～端
たん

午
ご

の宴
うたげ

～』を開催中!!
　５月５日は端午の節句として、古来から子ども

の健やかな成長を願う行事が行われてきました。

　この時期に、鎧、兜、刀、武者や金太郎などを

模した人形を飾る風習も、その一つとして伝えら

れています。

　今回、歴史みらい館では、江戸時代から現代ま

での五月人形などを展示する企画展「皐月の彩〜

端午の宴〜」を開催しています。是非、皆さんで

ご覧ください。

▼会期＝６月１日（日）まで

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室、研修室

▼観覧料＝無料

※研修室のつるし飾りの展示は５月11日（日）まで

「雑談力が上がる話し

方　30秒でうちとける

会話のルール」／齋藤

　孝／ダイヤモンド社

　新年度が始まって１

か月。入学や入社、異

動などで環境が変わっ

た 方 も 多 い と 思 い ま

す。

　人と話すのが苦手、

初対面の人と話すのが

苦手。そんな大学生の

ために著者が実際に授業で教えている、気軽にう

ちとけるコミュニケーションのルールと具体的な

方法、そして雑談力を身につける方法を紹介する

１冊です。

※歴史みらい館図書室では、ベストセラー本や人

気作家の小説等の寄贈を受け入れています。ご

家庭に眠っている本がございましたら、ぜひ当

館までご連絡ください。

●開館時間＝午前9時〜午後5時

　　　　　　（展示室への入室は午後4時30分まで）

●５月の休館日＝12日・19日・26日

※７日は開館いたします。

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

子育て支援センター５月の予定

○わんぱく広場　対象：２歳以上

日時＝５月８日（木）午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

内容＝「しゃぼん玉遊び」

○わくわく移動広場　対象：未就学児

日時＝５月15日（木）　午前10時〜11時30分

場所＝村田児童学級（町民体育館内）

内容＝「パネルシアターをみる会」

　パネルシアターの会「そらまめ」の方々が熱

演してくださいますので、お誘い合わせの上、

是非おいでください。

※遊びの支援や子育て相談を行いますので、お  

気軽においでください。

○よちよち広場　

対象：６か月〜１歳６か月の親子（妊婦の方の

参加も可）

日時＝５月28日（水）午前10時30分〜11時30分

場所＝子育て支援センター

内容＝「ベビーサイン体験教室」

〜赤ちゃんの考えていることがわかると楽しい

だろうな。泣くかわりに、教えてくれないかな。

お腹が空いたよって。もう眠たいよって。

赤ちゃんとの毎日をもっと楽しみたいな。そん

なふうに思うあなたに知ってほしい〜

「ベビーサイン」

まだ言葉をうまく話せない赤ちゃんと、手話や

ジェスチャーを使ってコミュニケーションする

育児法です。

講師＝日本ベビーサイン協会認定講師

　　　古川　和佳奈先生

申込方法＝５月22日（木）までに子育て支援セン

ターへお申込みください。（電話可）

【問】子育て支援センター（村田児童館内）

　　　☎・　８３−３９０１

今月の歴史みらい館

子育て支援センターからのお知らせ
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【漏水調査の様子】

　村田町観光物産協会では、桜まつり開催前に当

たり、３月29日（土）の午前中に、役員・会員

による、ゴミ拾いや落ち葉の片づけ、折れた桜の

枝集めなどの清掃活動を行いました。

　きれいな桜を皆さんに見て頂こうと、たくさん

の方に公園美化へ協力して頂きました。

　今年も協会主催の城山公園桜まつりが、４月

10日（木）から開催され、訪れた方々には、き

れいになった公園で桜を楽しんでいただきまし

た。

　平成25年度の児童福祉施設のサービスに係る

苦情申出状況は、次のとおりでした。

▼苦情申出件数　　　０件

※対象児童福祉施設は、村田保育所、村田児童

館、沼辺児童館、村田町子育て支援センターで

す。

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５

　４月１日から５月 31 日での期間「緑の募金（家

庭募金）運動」を実施しています。

　皆さんのご協力をお願いします。

【問】村田町緑化推進委員会（農林課内）

　　　☎８３−６４０６

村田町上水道漏水調査について
　水道事業所では、老朽化や地震等で破損した水道本管の漏水調査を行います。

　調査方法は、委託業者が皆さんのお宅の水道メーターや止水栓、道路の仕切弁、消火栓等に対

して音聴棒を用いて漏水音を確認します。

　調査期間中、下記委託業者が皆さんの住宅敷地内に立ち入り、

宅内の水道メーターを確認いたしますので、ご協力をお願いしま

す。

　なお、調査員は漏水調査員の身分証と腕章をつけております。

▼委託業者

　フジ地中情報（株）東北支店　

　☎０２２−３７２−６７４３

▼調査日＝５月７日（水）〜７月31日（木）

▼調査地区

　大字小泉・沼辺・沼田・薄木・菅生地区

【問】水道事業所　給水班

　　　☎８３−２８７０

「城山公園桜まつり」開催に伴う
清掃活動を行いました

児童福祉施設のサービスに係る
苦情解決状況のお知らせ

皆さんの善意が緑の輪を広げます
「緑の募金」にご協力ください
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　名取川・阿武隈川下流流域内の 14 市町、宮城
県及び国土交通省東北地方整備局の主催で、総合
水防演習を行います。この機会に是非ご来場くだ
さい。
▼日時＝５月 25 日（日）
　　　　午前８時 30 分〜正午
▼場所＝名取市高舘熊野堂中河原地先（太白大橋
上流　名取川河川敷）
▼主な実施内容＝水防工法の実演や緊急避難訓
練、救助・救護訓練、東北水防技術競技大会
▼同時開催＝防災展［水害パネル展示・水防工法
体験・災害対策車両や機械展示など］

【問】国土交通省　東北地方整備局
　　　仙台河川国道事務所　河川管理課
　　　☎０２２−２４８−４１３１

期限内の納入をお願いします。
①固定資産税　　　　　　　　１期分
②国民健康保険税　　　　　　２期分
③介護保険料　　　　　　　　２期分
④水道使用料　　　　　　　　５月分
⑤下水道使用料　　　　　　　５月分
⑥軽自動車税　　　　　　　　全期分

　行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人（東
日本高速道路㈱、ＮＴＴ、郵便局など）が行って
いる業務について、皆さんが持っている苦情や要
望、意見などの相談に応じ、その解決や実現のお
手伝いをするものです。
　行政相談委員はいつも自宅などで相談に応じて
いますが、今月は次の日程で行政相談所を開設し
ます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。匿名の取扱
いもできますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
●相談所開設日

▽日時＝５月21日（水）午前10時〜正午

▽場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

【行政相談委員】安部哲男さん
大字村田字下河原１−２０　☎８３−２３５８

　３月６日から年４月５日までの測定結果の概要
は、次のとおりです
■空間線量測定結果　　　　　　　 単位:μSv/h

測　定　場　所 回数 空間線量

村 田 町 役 場 敷 地 21 0.05～0.05

村 田 小 学 校 ４ 0.04～0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.04～0.05

村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.06～0.06

村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.06～0.09

村 田 幼 稚 園 ４ 0.07～0.08

沼 辺 幼 稚 園 ４ 0.03～0.04

村 田 保 育 所 ４ 0.07～0.08

村 田 児 童 館 ４ 0.06～0.07
　学校等の空間線量は、校庭中央等１ヶ所の測定
値を掲載しています。
■食品等簡易放射能測定結果

区　　分 検体 基準値超過数

町 内 産 農 林 産 品 等 ５ ０

給食
食材

村 田 保 育 所 13 ０

村田第一中学校 ２ ０

村田第二小学校
村田第二中学校 ２ ０

住民持込み農林産品等 ７ ０
　個々の詳細な測定結果は、村田町ホームページ
 （東日本大震災関連情報）をご覧ください。
 【問】町民生活課　環境衛生班　☎８３−６４０１

今月の行政相談

放射線対策に関するお知らせ

名取川・阿武隈川下流総合水防演習

平成26年５月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心

「春の交通安全県民総ぐるみ運動」が
行われました

　春の交通安全県民総ぐるみ運動が、４月６
日から 15 日にかけて実施されました。
　７日朝、ほっともっと村田町店前交差点で
町の交通指導隊、柴田地区交通安全協会村田
支部、交通安全母の会など総勢 80 名が人垣
作戦を行い、「子どもと高齢者の交通事故防
止」「全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根
絶」「早朝、薄暮時の交通事故防止と反射材の
着用推進」を呼びかけました。

【問】総務課　防災班　☎８３−２１１１
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でお申込みください。
【①氏名（ふりがな）②住所③電話番号④年齢⑤
職業をご記入ください】
▼募集期間＝５月 23 日（金）まで
▼申込先
〒 989-1693　柴田町船岡南二丁目 2-18
仙台大学事業戦略室「開放講座」係

【問】仙台大学事業戦略室
　　　☎５５−１６２１　　５７−２７６９
　　　jigyou@sendai-u.ac.jp

●えずこホール　イベント情報
こどもと旅する魔法のダンス・カーペット
ソルトブッシュ〜アボリジニの神秘の木〜
▼日時＝６月 13 日 ( 金 )　午後７時　開演
　　　　６月 14 日 ( 土 )　午前 11 時　開演
▼チケット（全席自由）＝一般 1,000 円　学生
500 円（４歳以上）　親子ペア 1,200 円　（当日
各 200 円増）
※５月３日（土）より発売開始

『マクベス』
▼日時＝７月 16 日 ( 水 )　午後 7 時　開演
▼チケット（全席指定）＝一般 4,000 円　学生
2,000 円　（当日各 500 円増）
※５月 17 日（土）より発売開始
えずっこひろば
▼日時＝５月 21 日（水）　午前 10 時〜正午
▼会場＝えずこホール　ホワイエ
▼対象＝どなたでも　※参加費無料

【問】えずこホール　☎５２−３００４
●ことりはうすイベント情報
ことりはうす開館 20 周年記念イベント
▼内容＝野鳥の森ハイキング、竹炭焼き体験、創

作活動（ことりブローチ、エサ台作りなど）。
　丸太切り体験、森のコンサート、蔵王町の縄文

遺跡から出土した土器の展示と説明、むすび丸
と記念撮影やミニ縁日体験などの無料コーナー
もあります。

▼期日＝５月 17 日（土）・18 日（日）
▼時間＝午前９時〜午後４時
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝ 300 円〜 800 円（竹炭焼き体験 1,500
円）※入館料（大人 350 円）が別途かかります。

【問】蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」
　　☎０２２４−３４−１８８２
　　　０２２４−３４−１８７１

●国家公務員採用試験のお知らせ
　人事院では、国家公務員採用一般職試験（高卒
者試験）を実施します。

▼受験申込受付期間
①インターネット申込＝６月23日（月）〜７月２日（水）
②郵送・持参申込＝ 6 月 23 日（月）〜 26 日（木）
▼第 1 次試験日＝９月７日（日）

【問】人事院東北事務局　第二課　試験係
　 　 ☎０２２−２２１−２０２２
　　　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

　４月より、みやぎ県南中核病院附属村田診
療所で管理栄養士による栄養指導ができるよ
うになりました。
　皆さんの日常生活や食習慣に合わせた内容
で栄養指導を行いますので、お気軽にご相談
ください。食事療法が皆さんの習慣となるま
で、お手伝いします
▼受付方法＝午前８時 30 分〜午後４時
　　　　　　（30〜40分／回）
▼受付期間＝予約制となっております。医師
にお気軽にご相談ください。
▼相談料金＝保険点数で定められた料金をい
ただいております。
※相談等で知り得た個人情報は、同意を得ず

に口外することはありませんので、安心し
てご相談ください。

【問】みやぎ県南中核病院附属村田診療所
　　 ☎８３−２４４５

みやぎ県南中核病院附属村田診療所
からのお知らせ

　スポーツランドＳＵＧＯでは、今年も４月
よりモータースポーツ施設をフルオープンい
たしました。
　そのため、レースイベント開催に伴い、町民
の皆さまにはレース時の排気音や周辺道路の
渋滞等でご迷惑をおかけすることもあるかと
思いますが、ご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。
　なお、今年のレースイベント等で、遠くまで
エンジン音が届くと想定される日程は、次の
とおりです。
①５月10 日・11 日　SUPER　GT シリーズ合同練習

②５月23 日〜25 日　スーパー耐久シリーズ第２戦

③７月18 日〜20 日　SUPER　GT シリーズ第４戦

④９月26 日〜28 日　スーパーフォーミュラ

【問】スポーツランドSUGO　総務部

　　☎８３−３１１１

スポーツランドＳＵＧＯよりレースイベント等の
開催に伴うご理解とご協力のお願い
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●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
抗体検査
　相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
性感染症相談は匿名で受けられます。
＜検査＞
・感染が気になる方は原則無料。
・検査は予約が必要です。
・検査内容：問診・採血（10ml）
・検査結果は、次の検査日に来所していただき、
直接お知らせします（代理不可）。
▼日時＝５月 13 日（火）・27 日（火）

エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時

▼場所＝仙南保健所
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
・電話：平日、午前８時 30 分〜午後５時 15 分
・面接：検査日時に無料で受けられます。
【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１

●骨髄バンクドナー登録
　白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が
見つかるよう、登録にご協力ください。
＜登録要件＞
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
＜登録の流れ＞
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
▼日時＝５月 13 日（火）・27 日（火）
　　　　午前９時〜 10 時
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・ＡＯＢＡ）でも登録

できます。
【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１

●思春期・引きこもり専門相談
　思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し
て、精神科医や相談員による相談を行います。本
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること
もできます（要予約）。

▼日時＝５月８日（木）・29 日（木）
　　　　午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

●アルコール専門相談
　アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
談することもできます（要予約）。
▼日時＝５月 21 日（水）午後１時〜３時　
▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】
　仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２

●東北大学無料法律相談所
　東北大学法学部の学生による法律相談です。
▼日時＝ 7 月 12 日までの毎週土曜日・午後１時
〜２時 30 分
▼電話受付＝平日（祝日を除く）午前 10 時 30
分〜午後と２時 30 分、土曜日　午後 2 時〜 4 時
▼内容＝離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借な
ど民事法一般
※刑事事件、弁護士依頼済みのもの、訴訟（調停）

係属中のものを除く
【問】東北大学無料法律相談所
　　　☎０２２−７９５−６２４３

●平成26年度みやぎ県民大学　仙台大学開放講座
今年のテーマは「いきいき健康ライフ」
　健康で生き生きとした生活を送るための方法を
学びます。
　専門家による実技指導や講義を通して、からだ、
こころ、そして食生活という側面から健康につい
て考えます。
▼日時＝５月 29 日（木）、６月 5 日（木）、12 日

（木）、19 日（木）　午後６時〜８時
▼場所＝仙台大学
▼対象＝ 18 歳以上の県民で 4 回継続受講可能な方
▼定員＝ 80 名
▼受講料＝無料
▼応募方法＝はがき、ＦＡＸ、メールのいずれか

5

83-2111 83-5740



 

　平成26年4月から施行された年金機能強化法

について、給付に係る主な変更点をご案内しま

す。

【「子のある夫」も遺族基礎年金の支給対象に】

　これまで「子のある妻」または「子」だけが

遺族基礎年金の支給対象でしたが、「子のある

夫」が加わりました。

　ただし、26年4月1日以後の死亡によるものが

対象です。

※ここでの「子」とは、満 18 歳未満、または規定

　の障害状態にある満 20 歳未満の者をいいます。

【未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大】

　年金受給者が亡くなったとき、未支給年金請

求ができる遺族の範囲は「配偶者、子、父母、

孫、祖父母、兄弟姉妹」の順となっています。  

　法律の施行により、4月1日以後の死亡によ

るものについては、この遺族の範囲に「3親等

以内の親族（子の配偶者、甥姪、叔父叔母な

ど）」も、含まれるようになりました。

　なお、未支給年金の請求は続柄だけではな

く、亡くなった方との生計同一の事実が必要と

なります。

【任意加入未納期間が受給資格に算入されます】

　サラリーマンの配偶者や海外在住者であっ

て、申出により国民年金に加入（任意加入）し

た期間がある方について、これまでは保険料未

納期間を年金受給に必要な「年金加入期間」に

は算入しませんでしたが、法律により、これを

加入期間と認めることになりました。

　代表番号（☎51-3111）をダイヤルし、その

あとに流れる音声ガイダンスの指示に従って、

相談したい事柄に関するボタンを押してくださ

い。

　内容によって相談専用ダイヤル、または直接

担当者に繋がります。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１  

　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１

　　ねんきんダイヤル　☎０５０−０５−１１６５

　　日本年金機構ホームページ

　　http://www.nenkin.go.jp/

　最近、光回線やプロバイダー契約等の「インターネッ

ト接続回線」、「固定電話サービス」、「携帯電話・ス

マートフォン」、「モバイルデータ通信」という電気通信

サービスに関する相談件数が増加しています。

　電気通信サービスの勧誘は、サービスを提供する事

業者（電気通信事業者）ではなく、多くは、電気通信

事業者と代理店契約を結ぶ１次代理店、１次代理店と

契約する２次代理店、２次代理店がさらに契約した勧

誘事業者（紹介店、３次代理店等と呼ばれる）を使っ

て消費者を幅広く勧誘する多階層の構造となっている

場合が多いようです。

　勧誘事業者は契約を獲得すると、回線事業者、プロ

バイダー事業者、その他の事業者（オプション契約）か

ら獲得手数料が得られ、獲得手数料は勧誘事業者の

収益となり、販売促進のため商品やサービスの値引き、

キャッシュバック等を消費者に提供する原資となりま

す。「安くなる」や「お得」であることなどを強調し、割引

やキャンペーン等が多く、契約時の消費者の負担が少

ないため、すぐに契約しやすい側面があります。

　消費者は1つの勧誘事業者にまとめて申し込む事が

出来ますが、契約先は、サービス・商品それぞれ、別々

の事業者となることが多く、契約後の案内、書面、問

い合わせの窓口の対応等は各社それぞれ異なる方法

で行います。そのため、申込時の説明内容と差異が生

じトラブルの原因になってしまいます。

●「電気通信サービス」の解約は各サービス事業者

へ解約の手続きが必要になる場合があるので特に

注意が必要です。

○消費生活相談、まずはお電話を！

・村田町消費生活センター（東庁舎４階）

 （午前９時〜午後４時 月･水･金）　☎８３−６４０１

・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター

　午前９時〜午後４時　月〜金　　☎５２−５７００

・宮城県消費生活センター

　平日 午前９時〜午後５時　土日 午前９時〜午後４時

　☎０２２−２６１−５１６１

※祝日・年末年始はお休みです。

 【問】町民生活課　総合窓口班　☎８３−６４０１
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「電気通信サービス」勧誘のトラブルにご注意!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

年金機能強化法の施行による
　　　　　　　　　　改正事項について

大河原年金事務所では電話の
　　　　　自動音声案内を実施しています
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町 のようす 平成26年3月末日現在

人口････ 11,699人（-16人）
男････  5 , 822人（- 6人）
女････  5 , 877人（-10人）

転入･･ 60人 転出･･ 65人
出生･･   3人 死亡･･  14人

世帯数･･･ 3,891戸（＋9戸）

結 婚 お め で と う（敬称略）

誕 生 お め で と う（敬称略）

おくやみ申し上げます（敬称略）

 「哀悼のことば」について
　町では町内在住の死亡された方に対し、「哀悼のこと
ば」を死亡届けの際にお渡し申し上げ、弔意を表してお
ります。
　告別式において、弔電ご披露の折にご奉読をお願いし
ております。

■このコーナーでは､結婚･誕生･死亡のお知らせを行って
います｡掲載を希望される方は､戸籍の届けでの際､窓口
にある「お知らせ依頼書」に記入し､申請してください。

村田町保健推進員会おすすめ! ヘルシー献立

５月の献立

筑　前　煮
▼一人分の材料

鶏もも肉20ｇ　ごぼう20ｇ　たけのこ（ゆで）20ｇ　

れんこん20ｇ　人参10ｇ　こんにゃく15ｇ　さやい

んげん10ｇ　油小さじ1　赤唐辛子少々　だし汁1/2

カップ　Ａ（砂糖小さじ1　しょうゆ小さじ1）

▼作り方

①ごぼう、たけのこ、れんこん、人参、こんにゃく

は乱切りにします。ごぼう、れんこんは水にさら

して水気をきります。

②鶏肉はそぎ切りにします。

③鍋に油を熱し、赤唐辛子、①、②を軽く炒め、だ

し汁を入れ、煮立ったら火を弱めて５〜６分煮ま

す。Ａで調味し、柔らかく煮含め、ゆでて斜め切

にしたさやいんげんを加えます。

※この献立は平成24年度保健推進員会メタボ予防講習

会で実施した献立です。

※ごぼう、れんこん等根菜類は歯ごたえがあり、食物

繊維も豊富に含まれています。

※たけのこは食物繊維が豊富でヘルシーな食材です。

食物繊維は便秘の症状を改善するほか、血糖値の上

昇を防ぎ、コレステロールの排出を促す働きがあ

り、大腸がんや糖尿病、高血圧、動脈硬化を予防す

る効果があります。さらに食物繊維は、胃や腸の中

で水分を吸収して膨らみ、満腹感を与える作用か

ら過食を防ぎ、ダイエットにも効果的です。また、

たけのこは、食物繊維以外にもカリウムを多く含ん

でおり、体の水分バランスを整え、ナトリウム（塩

分）の排出を促す作用から、むくみの解消、高血圧

の予防に効果的です。他にもたけのこは、あまり多

くはないがビタミンＢ１・Ｂ２・Ｃ・Ｅなど、美容

によい栄養成分も含んでいます。

  献立のエネルギー　113キロカロリー

　　　　　　　　　　 タンパク質6.4ｇ　塩分0.6ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

草
くさ

野
の

琉
る

梨
り

愛
あ

ちゃん （友綱・利菜） 沼辺南

大
おお

宮
みや

　侑
ゆう

莉
り

ちゃん （正照・倫子） 姥ヶ懐

♥ 鈴木　寿幸 （沼辺北）

髙橋　沙織 （荒　町）

♥ 齋藤　政彦 （寄　井）

田切　佑依 （寄　井）

♥ 伊藤　　渉 （仙台市）

新貝衣里菜 （関　場）

♥ 鈴木　武善 （菅生下）

佐藤　友紀 （大河原町）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

大泉　美香 （45） 勇　一 菅生下

寺島千代子 （94） 本　人 足立西

大沼　政人 （83） 久　夫 薄　木

森　　　勇 （88） 本　人 足立西

森　よしゑ （97） 義　雄 内　町

浅野　みや （86） 喜美枝 本　町

大泉エイコ （90） 幸　定 菅生下

村松　荘一 （76） 本　人 寄　井

大槻　照男 （70） 本　人 千　塚

德江やゑ子 （83） 本　人 石　生

小松しなを （88） 守 沼　田

伊藤けさ子 （86） 美　春 足立西
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5 皐　月皐　月
月 カレンダー町 民

5月は　　日です。5月は　　日です。181818

保健センター　☎83-2312
◆予防接種…母子健康手帳､予診票
◆乳幼児健診…母子健康手帳､バスタオル､問診票
◆1歳児お誕生相談…母子健康手帳､問診表､1回分のおやつ､

「天使の笑顔」掲載希望の方は依頼書とスナップ写真
※母子健康手帳交付（妊娠届）の際は､できるだけ本人が来所

してください。
※お子さんが感染症などにかかっている場合､次回の健康診査

日・相談日をご利用ください。
◆「食生活相談・健康相談」と「こころの健康相談」は予約制で

す。事前に保健センターへご連絡ください。
【社会福祉協議会　☎８３−５４２２】
◆生活相談＝毎週　水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午後１時～４時

休日当番医

内科 町南診療所 （村　田） ☎83-5503
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 安藤歯科医院 （大河原） ☎53-2348
薬局 関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 船岡今野病院 （柴　田） ☎54-1034
歯科 後藤歯科医院 （大河原） ☎52-2533
調剤 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

すずらん薬局 （柴　田） ☎57-1322

内科 村川医院 （柴　田） ☎54-2316
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 こや歯科医院 （柴　田） ☎54-5005
調剤 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

内科 町南診療所 （村　田） ☎83-5503
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 山家歯科クリニック （川　崎） ☎84-2266
調剤 アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 大河原整形外科クリニック （大河原） ☎51-1502
歯科 吉田歯科医院 （村　田） ☎83-2061
調剤 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

内科 安藤医院 （大河原） ☎52-1123
外科 永沼整形外科 （柴　田） ☎54-2244
歯科 よしだ歯科医院 （柴　田） ☎57-1918
調剤 ホシ薬局 （大河原） ☎52-1127

ひまわり薬局 （柴　田） ☎87-8430

内科 おおぬま小児科 （柴　田） ☎87-7561
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 あいはら歯科医院 （大河原） ☎53-8138
調剤 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

内科 おおぬま小児科 （柴　田） ☎87-7561
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 和野歯科医院 （柴　田） ☎55-5126
調剤 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

6月　１ 日（日曜日）

　18 日（日曜日）

　11 日（日曜日）

　６ 日（火曜日・振替休日）

 ５ 日（月曜日・こどもの日）

　４ 日（日曜日・みどりの日）

　25 日（日曜日）

 5月　3 日（土曜日・憲法記念日）

日 曜 5月1日～5月31日

5/1 木

2 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 土 憲法記念日

4 日 みどりの日　朝のひとはき運動

5 月 こどもの日

6 火 振替休日

7 水
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

すくすく離乳食教室（9:00～9:15/H25年10月・11月生）保健センター

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月 母子手帳交付（13:00～15:00）保健センター

13 火
こころの健康相談（9:30～11:30　要予約）保健センター

健康相談（13:00～15:00　要予約）保健センター

14 水 生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

15 木

育児相談（9:00～10:00）保健センター

１歳６ヵ月児健康診査（12:00～12:15/H24年9月・10月生）保健センター

４ヵ月児健康診査（13:30～13:45/H26年1月生）保健センター

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

１歳お誕生相談（9:00～9:15/H25年5月生）保健センター

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月 母子手帳交付（13:00～15:00）保健センター

27 火 ＢＣＧ予防接種（9:00～9:30/H25.11.14～H26.1.31生）保健センター

28 水
人権相談（13:00～15:00）社会福祉協議会  

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

29 木

30 金

31 土

6/1 日 朝のひとはき運動

2 月


