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村田町 町制施行120周年・町村合併60周年記念事業

NHKラジオ「上方演芸会」公開収録
村田町は今年、町制施行 120 周年・町村合併 60 周年を迎えます。これを記念して NHK ラジオ「上
方演芸会」の公開収録を開催します。観覧をご希望の方は下記によりお申し込みください。

日

時

※入場無料
４月10日（金）

開場：午後5時45分

場

所

開演：午後６時30分

終演：午後８時
（予定）

村田町民体育館（村田町大字村田字塩内２）
【出

主

催

NHK仙台放送局、
村田町

演】

C YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.
○

Wヤング
＜往信用表面＞

＜返信用裏面＞

＜返信用表面＞

返信

申し込み者の
①郵便番号
②住 所
③名 前

酒井くにお・とおる

ほか

【観覧申込方法（入場無料）】
※必ず郵便往復はがきでお申し込みください。

〒989-1392
往信
村田町役場総務課
NHK
「上方演芸会」係

チキチキジョニー

何も書かないで
ください。
（抽選結果を印刷し
て送ります）

＜往信用裏面＞

申し込み者の
①郵便番号
②住
所
③名
前
④電話番号

▼放送予定

＜締め切り＞３月20日（金）必着
＜あて先＞ 〒989-1392（住所記入不要）
                   村田町役場総務課 NHK「上方演芸会」係
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚
で２人入場可）を、落選の方には落選通知を３月 27 日（金）に
発送する予定です。
※１歳以上のお子様から人数に含みます。
●インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込
みは固くお断りします。なお、売買を目的としたお申し込みで
あると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。
●ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、
ＮＨＫ
では受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

１本目：４月 26 日（日）午後３時 30 分〜３時 55 分 ＜ラジオ第１・国際放送＞
２本目：未定 ※決まり次第 NHK ホームページ等でお知らせします。
【問】ＮＨＫ仙台放送局 広報・事業部 ☎０２２−２１１−１０１６（平日 午前 9 時 30 分〜午後 6 時）
村田町役場 総務課 ☎８３−２１１１（平日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分）
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村田町非常勤職員募集について

窓口業務の時間延長・休日窓口の開設について

平成 27 年４月１日採用予定の非常勤職員を募集
３月下旬から４月上旬の転入・転出の多い時期
します。
に合わせて、窓口業務の時間延長と休日窓口の開
▼職務の内容
設を行います。
自動車運転手（主に町長車の運転・郵便物仕分け、
仕事の都合などで平日の時間帯に役場に来られ
資料の作成等）
ない方や混雑を避けて早めに手続きを済ませたい
▼勤務地＝村田町役場総務課
方は是非ご利用ください。
▼募集人員＝１名
なお、住民基本台帳ネットワーク、電子証明書、
▼申込資格
国の機関や他の市区町村に照会を必要とする手続
①村田町在住の方
きはできませんので、ご了承ください。
②優良運転者免許証（ゴールド免許）を所持してい
▼窓口延長＝３月 25 日（水）、４月１日（水）
る方
午後 7 時まで
③昭和 50 年４月１日までに生まれた方
▼休日開設＝３月 29 日（日）、４月５日（日）
④交通事故歴がない方
午前 8 時 30 分〜 12 時
▼身分
▼対応窓口＝村田町役場 町民生活課
地方公務員法第 17 条に規定する非常勤職員
▼取扱業務
▼雇用期間
証明書類（住民票・戸籍証明・戸籍の附票・身
平成 27 年４月１日〜平成 28 年３月 31 日
元証明書、印鑑証明書）の交付、住民異動届（転
※勤務成績が良好な場合は更新することもあります。 入・転出・転居等）、戸籍届出、印鑑登録及び廃
▼勤務時間＝午前８時 30 分〜午後５時 15 分
止の手続きなど。
▼給料＝月額
※ご利用内容によっては取り扱いできないものも
※その他、勤務実態に応じて時間外勤務手当の支
ありますので、事前にお問い合わせください。
給があります。
※転入、転出、転居などで住所の異動があった場
▼休日＝土曜日、日曜日、祝日のほか、12 月 28 日
合、14 日以内に届出が必要です。
から翌年１月３日
【問】町民生活課 総合窓口班
※休日でも勤務する場合があります。
☎８３−６４０１
▼休暇等
採用から６か月経過後、年次有給休暇制度あり
第23回小京都むらた写真展を開催!!
▼社会保険等
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入
▼申込期限＝３月 10 日（火）まで
昨年 11 月から今年１月にかけて募集しました
▼申込方法
『第 23 回みちのく宮城の小京都・村田フォトコ
所定の申込書に必要事項を記入し写真を添付のう
ンテスト』に町内外から 34 名、合わせて 83 点
え、総務課秘書人事班に提出してください。
の作品が寄せられました。多くの方にご応募いた
申込書は総務課でお渡ししますが、町のホーム
だきありがとうございました。
ページからもダウンロードできます。
これらの作品について、厳正な審査の結果、金
▼試験日＝申込者に別途連絡します。
賞１点、銀賞２点、銅賞３点、特別賞４点、佳作
▼その他
５点が決定しました。そこで、入賞作品を始め、
採用試験は、面接及び書類選考により行いますが、 応募のあった全作品を下記のとおり展示します。
試験結果の内容によっては必ず採用者がいるとは限
是非ご来場のうえ、村田の魅力をとらえた力作
りません。
をご鑑賞ください。
▼期日＝３月 21 日（土）・22 日（日）
【問・申し込み】
▼時間＝午前 10 時〜午後４時
総務課 秘書人事班 ☎８３─２１１１
▼場所＝村田商人やましょう記念館
〒９８９─１３９２（住所記入不要）
（蔵の町並み通り）
▼入場料＝無料
【問】村田町観光物産協会 ☎８３−２１１３
（地域産業推進課内）
おしらせばん
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元気が出る！こころとカラダのはなし
～予防接種の受け忘れはありませんか?～
３月１日から７日までの７日間は、子どもの予
防接種週間です。
入園・入学の時季は、活動範囲が広がり様々な
感染症にかかる率が高くなります。
母子健康手帳等で必要な予防接種を受けている
か確認のうえ、まだ受け終わっていない場合は、
早めに受けましょう
●予防接種は何のために受けるの？
受ける方の発病予防・重症化予防のためでもあ
りますが、病気等の理由で予防接種を受けること
が出来ない方や万が一罹患してしまうと重症にな
ってしまう方への感染予防のためでもあります。
●３歳になるまでに接種すべきワクチンと接種回数
（標準的な接種時期）
小児用肺炎球菌ワクチン

4回（0歳で3回、1歳で１回）

ヒブワクチン

4回（0歳で3回、1歳で１回）

４種混合ワクチン

4回（0歳で3回、1歳で１回）

BCG

１回（０歳）

水痘ワクチン

２回（1～２歳で２回）

●定期接種の接種期限は 3 月 31 日までです !
早めに受けましょう !!
ＭＲ（麻しん風疹混合）ワクチン２期
4 月に小学校へ入学されるお子さん（H20.4.2 〜
H21.4.1 生）が対象となっています。
水痘ワクチン 特例措置
平成 26 年度に限り、３・４歳児にも 1 回の接
種機会が与えられています。
（ただし罹患歴およ
び接種歴がないお子さんに限ります）
● 65 歳からの肺炎予防（肺炎球菌ワクチン）
65 歳以上の方は、平成 26 年度から平成 30 年
度までの間に一人１回、定期接種の対象となる機
会があります。対象となる年度においてのみ公費
助成が受けられます。
今年度対象となっている方へは、昨年 10 月に
個別通知をしております。定期接種の期限は３月
31 日までとなっていますので、まだ受けていな
い方は早めに受けましょう。
【問】保健センター ☎８３−２３１２

生活保護の相談窓口
▼日時＝３月20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。
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【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

仙南夜間初期急患センターで診療を始めます
仙南夜間初期急患センターでは、医療機関の診
療時間外となる平日の夜間に発熱や腹痛など急に
身体の具合が悪くなった方の診療を行います。
▼診療開始日＝３月 9 日（月）
▼診療日＝月曜日〜金曜日
※土曜日、日曜日、祝日と 12 月 29 日から１月３
日までは休診となります。
▼受付時間＝午後６時 45 分〜午後９時 30 分
▼診療科目＝内科（16 歳以上の方）
※対象年齢未満の方は、受診できませんので、ご
留意ください。
▼所在地＝みやぎ県南中核病院敷地内
※みやぎ県南中核病院の正面入口を入り、右手側
にあります。
▼連絡先＝☎５１−９９８６
なお、本年３月中の午前８時 30 分から午後５
時までに限り、急患センターへの連絡は大河原町
役場健康福祉課で受け付けています。

【問】大河原町役場健康福祉課 ☎５３−２１１５

～2015年農林業センサス～

調査へのご協力ありがとうございました
２月１日現在で、全国全ての農林業を営む世帯
や組織を対象として、大規模な統計調査「2015
年農林業センサス」が実施されました。
調査の対象となりました世帯や法人の皆さまに
は、お忙しいところ、調査員による聞き取り調査
や調査票の記入などにご協力いただき、ありがと
うございました。皆さまのおかげで、無事調査を
終了することができました。
この調査結果は、これからの農林業の振興や農
林行政の企画・立案のための基礎資料として利用
されます。
今後とも統計調査への一層のご理解とご協力を
お願いします。
【問】企画財政課 まちづくり推進班
☎８３−２１１２

生涯学習課・公民館からのおしらせ

野外活動体験事業「春の子ども村キャンプ」
「なあんだ？人さしゆび
で、はじめよう」／木下
耕一監修 嶋田泰子 作
／ポプラ社
手 話 は、 手 と 体 全 部
で話す言葉です。
みなさんは気づいて
いないかもしれません
が…本当は手話をたくさん使っているんですよ !
「きつね」の、ゆびまね !「でんわ」の、ゆびまね !
今月の歴史みらい館
「あなた、きみ」は？の、ゆびさし !「わたし、ぼく」
は？の、ゆびさし !「さようなら」の、てぶり !
村田町歴史みらい館開館20周年記念
ほら、もう手話が始まっていますよ。
『雛まつり展』
を開催中です!!
こうして、普段使っている身振りや手振りには、
3 月 3 日は桃の節句。子どもの健やかな成長と
手話と同じものがたくさんあります。
幸せを願って、雛人形が飾られます。
あなたが手に言葉と気持ちをのせて話しかける
このお雛さまを飾る風習は、江戸時代に広く一
のを待っている人がいます。あなたのそばにきっ
般に行われるようになりました。もともとは今を
といます。
さかのぼること千年前の平安時代、紙や草で作っ
是非、この本を読んでみてください !
た人形に身体のけがれを移し、川や海に流す厄払
●開館時間＝午前9時〜午後5時
いの習慣がその起源とされています。
（展示室への入室は午後4時30分まで）
歴史みらい館では、江戸時代から現代までのお
●3月の休館日＝２日・９日・16日・23日・30日
雛さまや、
『蔵の町むらたつるし飾りの会』が作
成したつるし飾りなどを展示する『雛まつり展』 【問】歴史みらい館 ☎８３−６８２２
を、開館 20 周年記念事業として開催しています！
是非、皆さんでご覧ください。

▼期日＝３月28日
（土）
〜29日
（日）
※１泊２日
▼場所＝中央公民館
▼対象＝町内小学校１年生から５年生
（定員はありません）
※詳しくは学校から配布される募集チラシをご覧
ください。
【問】
生涯学習課
（中央公民館内）
☎８３−２０２３

税金って大切なんだ！
～村田小学校「租税教室」～

▼会期＝４月５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

１月 27 日、税の仕組みについて学ぶ「租
税教室」が村田小学校で開かれ、６年生の
児童たちが税金について学習しました。
この日は、公益社団法人仙南法人会女性
部会の方が、税金の種類や使われ方などに
ついてクイズを交えて説明したほか、税金
のない世界を描いたアニメも視聴し、日常
生活のさまざまな所で税金が使われている
ことを学びました。
また、現金１億円のレプリカも登場。児
童たちはさっそく
手にし、その重さ
を確かめながら税
金の大切さをあら
ためて認識してい
ました。
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子育て支援課からのおしらせ
子育て世代を応援してみませんか？
子育てサポーターを募集しています!
未就学児のお子さまとその保護者の方の子育て
等を応援する「子育てサポーター」になっていた
だける方を募集します。
子どもが好きな方、自分の空いている時間に何
かしたい方、ボランティアに興味がある方、ぜひ
サポーターになってみませんか？資格や経験は問
いません。

▼活動日及び活動内容等
月２回程度、午前 10 時〜 11 時 30 分
会員で話し合いを行い、日程や内容を決めます。
※平成 26 年度の活動内容：ミニ運動会、施設見
学（消防署・駐在所）
、ハロウィン、クリスマ
ス会ほか

運動会（玉入れ）
の様子♪

クリスマス会
くらりんも来たよ♥
▲ベテランサポーターもいるので、初めての方
でも安心です!
▼活動内容＝託児や行事のお手伝い等
・託児：小さなお子さんを連れて、幼稚園や学校
の行事等に参加するのは大変です。お母さん達が
安心して参加できるよう、託児を行います。
・行事のお手伝い：未就園児親子や小学生が楽し
める行事のお手伝いです。今年度は夏祭り開催時
に一緒に盛り上げていただきました。
▼報酬その他＝無償
活動中はボランティア活動保険（町負担）に加
入します。
▼募集締切＝３月27日（金）
▼申込方法＝電話で下記までお申し込みくだい。
【問・申し込み】
子育て支援課
☎８３−６４０５
子育て支援センター ☎８３−３９０１
親子でおもいっきりあそぼう!
〜子育てサークル会員募集中〜
町では、未就園児親子を対象に子育てサークル
の活動を支援しています。
「他の親子と交流したい」、「お友だちがほし
い」と思っているみなさん、サークル活動を通じ
て、楽しみながら子育てしませんか？
▼活動期間＝平成27年４月〜平成28年３月
▼活動場所＝主に子育て支援センター
▼対象者＝①平成24年４月２日〜26年４月１日
生まれのお子さまを子育て中の方
②その他の子育て中の参加希望者
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▼募集締切＝３月 27日 (金)
▼申込方法＝電話で下記までお申し込みください。
【問・申し込み】
子育て支援課
☎８３−６４０５
子育て支援センター ☎８３−３９０１

子育て支援センターからのお知らせ
子育て支援センター3月の予定
○みんなの広場
対象：未就学児
①日時＝3月2日
（月）〜6日（金）
午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝「思い出カード作り」
※写真を貼りますので、お気に入りの写真を
数枚ご持参ください。
※５日間の中で都合の良い日を選んでご参加
ください。
②日時＝3月12日（木）午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝パネルシアターの会「そらまめ」の方々
によるおはなし会
★町ホームページ「子育てカレンダー」にも詳し
く掲載しています。
★子育て支援センターは、いつでも利用できます
ので、お気軽においでください。
開 館 日：月曜日〜金曜日
（土・日・祝日休み）
利用時間：午前9時〜午後5時
【問】
子育て支援センター（村田児童館内）
☎・ ８３−３９０１

「村田町地域防災計画（改訂案）」及び「村田町
安全・安心まちづくり基本計画（案）」に対する
意見を募集（パブリックコメント）します
【村田町地域防災計画（改訂案）について】
○改訂の目的
村田町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和
36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき策
定しており、現在の計画は平成 23 年３月に策定
されています。
しかし、東日本大震災が発生し、本町では東日
本大震災における状況や対応の検証及び町民アン
ケートのご意見を踏まえ、防災に関する各種施策
の充実・強化を図るため、村田町地域防災計画（改
訂案）を作成しました。
※資料
(1) 村田町地域防災計画の概要（案）
(2) 村田町地域防災計画の目次（案）
(3) 村田町地域防災計画 風水害編（案）
(4) 村田町地域防災計画 震災編（案）

記してください。
▼意見の提出先
総務課へ持参、郵送、電子メール、ＦＡＸのい
ずれかの方法で提出してください。
▼提出期限
３月９日（月）必着
▼意見提出用紙
町のホームページからダウンロード（Word
ファイル）できます。また、閲覧場所にて配布し
ております。
▼提出先
〒 989-1392
（住所記入不要）村田町役場 総務課
ＦＡＸ８３−５７４０
mura-sou@town.murata.miyagi.jp
▼意見の反映
皆さまからのご意見を参考に最終案を策定し
ます。
【問】総務課 防災班 ☎８３−２１１１

「みやぎ鎮魂の日」について

【村田町安全・安心まちづくり基本計画（案）に
東日本大震災の発生から４年が経過します。
ついて】
宮城県では、東日本大震災が発生した３月 11
○策定の目的
日を「みやぎ鎮魂の日」として定め、この日は、
村田町安全・安心まちづくり条例の施行後、こ
県内各地で東日本大震災で犠牲になられた方々を
の条例を具体化する村田町安全・安心まちづくり
追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に
基本計画（案）を作成しました。
伝えていくための取り組みが実施されます。
本計画は、町、町民及び事業者等が地域の実情
町民の皆さまも震災が発生した午後２時 46 分
に応じて、安全・安心なまちづくりの活動を総合
になりましたら、亡くなられた方々のご冥福を祈
的・計画的に推進するための各種施策を示すもの
り１分間の黙祷をお願いします。
（当日サイレン
です。
の吹鳴は行いません）
※資料
【問】総務課 防災班 ☎８３−２１１１
(1) 村田町安全・安心まちづくり基本計画（案）
▼公表資料の閲覧場所
・町民生活課（本庁舎１階）
・総務課（本庁舎２階）
平成27年３月の納税・保険料・使用料
・村田町ホームページ
期限内の納入をお願いします。
▼意見を提出できる方
・村田町に在住・在勤・在学されている方
①介護保険料
1２期分
・町内に事務所または事業所を有する個人、法
②後期高齢者医療保険料
９期分
人、その他団体
③水道使用料
３月分
▼意見の提出方法
④下水道使用料
３月分
各計画（案）の提出用様式に「氏名（団体名等）」、 【問】
〈介護保険料・後期高齢者医療保険料〉
「郵便番号、住所」
、
「連絡先（ＦＡＸ番号、電子メー
税務課
☎８３−６４０３
ルアドレス）」、計画（案）に対する具体的な意見
〈水道使用料〉水道事業所 ☎８３−２８７０
及び修正を求める理由を記載してください。
〈下水道使用料〉 建設課
☎８３−６４０７
※任意様式で提出する場合は、上記記載項目を明
おしらせばん
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守ろう！暮らしの安全・安心
交通死亡事故ゼロ１年間達成 !
村田町は、１月 29 日をもって交通死亡事故ゼロ
１年間を達成しました。
これに対して、２月３日、宮城県警察本部長名の
「祝詞」が、宮城県大河原警察署長より伝達されま
した。
今後も「交通死亡事故ゼロの町」を継続していけ
るよう、一人一人が交通ルールを守り、交通事故の
ない明るく住みよい町をつくっていきましょう。

今月の行政相談
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ください。
●相談所開設日
▽日時＝３月 18 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

放射線対策に関するお知らせ

春の火災予防運動を実施します
今年も、全国一斉に３月１日から７日までの１
週間、春の火災予防運動が実施されます。
火災は生命、財産及び大切な思い出までも奪っ
てしまいます。火災をなくすため「毎日が火災予
防」という気持ちで火災の少ない村田町を目指し
ましょう。
山火事注意 !
野山の雪解け時期は 、空気が乾燥しており、
毎年林野火災が多く発生しております。
林野火災の多くは人災によるものが大半を
占めています。私たち一人一人が森林の大切
さを認識し、防火意識を高めることで防ぐこ
とができます。
火気の取扱い、また入山する際には、ルー
ルやマナーを守るようお願いします。
●平成 26 年度 全国統一防火標語
『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』
●平成 27 年 山火事予防運動統一防火標語
『伝えよう 森の大事さ 火の怖さ』
消防テレフォンサービス
（災害時の問い合わせにご利用ください）
☎０１８０－９９２－１２３
【問】大河原消防署村田出張所
☎８３－２４０８
7
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１月６日から２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

22

0.05 ～ 0.06

校

4

0.04 ～ 0.05

村田第二小学校・沼辺児童館

4

0.04 ～ 0.04

村 田 第 一 中 学 校

4

0.05 ～ 0.06

村 田 第 二 中 学 校

4

0.03 ～ 0.07

村

田

幼

稚

園

4

0.05 ～ 0.06

沼

辺

幼

稚

園

4

0.05 ～ 0.05

村

田

保

育

所

4

0.05 ～ 0.06

村

田

児

童

館

4

0.05 ～ 0.06

村 田 町 役 場 敷 地
村

田

小

学

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

１

０

村 田 保 育 所

８

０

村田第一中学校
村田第二小学校
村田第二中学校

８

０

８

０

２

１

給食
食材

住民持込み農林産品等

町内産原木シイタケより基準値を超える放射性
セシウムが検出されました。
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）をご覧下さい。
【問】町民生活課 環境衛生班 ☎８３−６４０１

違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組
み、その他の事情を考慮して、不合理と認めら
れるものであってはなりません。
２.パートタイム労働者の納得性を高めるための措
置
①パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用
管理の改善などに関する措置の内容について、
事業主が説明しなければなりません。
②事業主は、パートタイム労働者からの相談に応
じ、適切に対応するために必要な体制を整備し
なければなりません。
３.パートタイム労働法の実効性を高めるための
規定の新設
①厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制
度が創設されます。
②虚偽の報告などをした事業主に対する過料が創
設されます。
【問】宮城労働局雇用均等室
☎０２２−２９９−８８４４

●えずこホール イベント情報
えずっこひろば
▼日時＝３月 11 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
雪上トレッキング
スノーシューで蔵王野鳥の森を歩き、
動物の足
跡や冬芽を観察します。
雪上を歩く楽しさを実感
してください。
▼期日＝３月１日
（日）
・８日
（日）
・15日
（日）
▼時間＝午前10時〜正午
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝500円
▼定員＝20名 ※要予約
※スノーシューは無料貸出します。
※子どもは保護者同伴でお願いします。
※ことりはうす入館料は別途必要です。
【問・問合せ】
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、国家公務員採用総合職試験（院卒
者・大卒程度）及び一般職試験（大卒程度）を実
施します。
申込みはインターネットにより行ってください。
・総合職試験（院卒者・大卒程度）
▼インターネット申込受付期間
４月１日
（水）
午前９時〜４月８日
（水）
【受信有効】

▼第 1 次試験日＝５月 24 日（日）
・一般職試験（大卒程度）
▼インターネット申込受付期間
４月９日
（木）
午前９時〜４月 20 日
（月）
【受信有効】
▼第 1 次試験日＝６月 14 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
●平成 27 年度「均等・両立推進企業表彰」候補
企業を募集します !
厚生労働省では、毎年、職場での女性の能力を
発揮させるための積極的な取り組み（ポジティブ・
アクション）や仕事と育児・介護との両立を支援
する取組について、他の模範となるような企業を
表彰しています。平成 26 年度は全国 69 社が受賞
し、
そのうち２社（３賞）は宮城県内の企業でした。
▼応募の種類
①厚生労働大臣最優良賞
②均等推進企業部門・厚生労働大臣優良賞、都
道府県労働局長優良賞、同奨励賞
③ファミリー・フレンドリ企業部門・厚生労働大
臣優良賞、都道府県労働局優良賞、同奨励賞
▼応募方法
所定の応募用紙に必要事項を記入し、自己採
点の上、宮城労働局雇用均等室あてに郵送また
はＦＡＸでご応募ください。応募用紙は厚生労
働省ホームページまたは雇用均等室で入手でき
ます。
▼応募期限＝３月 31 日まで
【問】
宮城労働局雇用均等室
☎０２２−２９９−８８４４
ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/koyou/kitou/ryuritsu.html

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
第 2 回中核病院オープンホスピタルを開催します
オープンホスピタルを今年も開催します。
医療講演や体験できるさまざまなイベントを
予定しております。詳細については病院ホー
ムページをご覧ください。
▼日時＝３月 14 日（土）午後１時〜 4 時 30 分
▼内容＝医療講演会、各種イベント（こども医
療体験、看護師体験、エコー体験、リハビリ
体験、調剤体験、病院食バイキングなど）
※こども医療体験は電話での事前予約制とな
りますので下記まで申し込みください。そ
の他のイベントは当日整理券を配布します。
▼場所＝みやぎ県南中核病院
【問】みやぎ県南中核病院 総務課
（平日、
午前8時30分から午後5時まで）
☎５１−５５００（代）
病院ホームページ
http://www.southmiyagi-mc.jp

おしらせばん
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3
【予約・問合せ】
宮城県仙南保健福祉事務所 母子障害班
●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
☎５３−３１３２
抗体検査
●アルコール専門相談
相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
性感染症相談は匿名で受けられます。
族にも大きく影響するものです。本人や家族を対
・感染が気になる（可能性のある）方は無料。
象に相談を行っています（要予約）。
・検査は予約が必要です。
▼日時＝３月 18 日（水）午後１時〜３時
・検査内容：問診、採血（10ml）
▼場所＝宮城県仙南保健所
・検査結果は、次の検査日に来所していただき、 【予約・問合せ】
直接お知らせします（代理や郵送不可）。
宮城県仙南保健福祉事務所 母子障害班
▼日時＝３月 10 日（火）
・24 日（火）
☎５３−３１３２
エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
●第３回消費生活講座を開催します
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時
消費者の皆さまに、生活安全や消費生活知識を
▼場所＝宮城県仙南保健所
得ていただくために様々な講座を開催している消
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
費生活講座です。
・電話相談は、平日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時
今回は「消費者トラブルや高齢者の消費者被害
15 分まで随時受け付けています。
の防止について」をテーマに開催します。
・上記の検査日時には、面接相談（無料）も可能 ▼日時＝３月 18 日（水）
です。
午前 10 時〜 11 時半
【予約・問合せ】
▼場所＝中央公民館 １階会議室
宮城県仙南保健所 疾病対策班
▼講師＝村田町消費生活相談員 佐藤 忠
☎５３−３１２１
消費者トラブルや高齢者の消費者被害が多く
●骨髄バンクドナー登録
なっています。お誘いあって是非ご参加ください。
白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が 【問】町民生活課 総合窓口班
見つかるよう、登録にご協力ください。
☎８３−６４０１
＜登録要件＞
●平成 27 年４月１日施行
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
パートタイム労働法が変わります
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
平成27年４月1日から、パートタイム労働者の
＜登録の流れ＞
公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよ
・骨髄バンク登録の説明、問診、申込書記入
うにするため、パートタイム労働法（短時間労働者
・採血（２ml）
の雇用管理の改善等に関する法律）や施行規則（省
▼日時＝３月10日
（火）
・24日
（火） 午前９時〜10時 令）、パートタイム労働指針が変わります。
▼場所＝宮城県仙南保健所
主な改正のポイントは下記のとおりです。
※献血ルーム（アエル 20・杜の都 AOBA）でも １.パートタイム労働者の厚生な待遇の確保
登録できます。
①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイ
【予約・問合せ】
ム労働者の対象範囲が拡大されます。
宮城県仙南保健所 疾病対策班
【現行】
☎５３−３１２１
（１）職務の内容が正社員と同一
●思春期・引きこもり専門相談
（２）人材活用の仕組みが正社員と同一
思春期の悩みを抱えている本人、家族、関係者 （３）無期労働契約を締結
の方を対象に精神科医・相談員による相談を実施 【改正後】
しています。お気軽にご相談下さい（要予約）。
（１）、（２）に該当すれば正社員と差別的取扱
▼日時＝３月５日
（木）
・19日
（木） 午後１時〜３時 いが禁止されます。
▼場所＝宮城県仙南保健所
②パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相
9
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消費者の

窓

「キャッシュレスでの買い物トラブル」
に注意!
全国の消費生活センターには、現金を用いないクレ
ジットカードやプリペイドカードに代表される電子マ
ネー等、多様な決済手段に関する相談が寄せられて
います。
“キャッシュレス決済”は、現金を持ち歩かずに
カードやスマートフォンで買い物ができる手軽さから、
今後、身近な決済手段としてより多くの消費者が利用
すると思われます。
インターネット上でもすぐ買い物ができる等の利便
性・効率性の陰で様々な決済の仕組みの中に、問題
のある業者が入り込んでいて、悪質商法に利用された
り、複雑な仕組みを理解しないまま支払ってしまった
ことによりトラブル等も多く発生しているようです。
＜事例１＞ショッピングサイトでブランドバッグが3個
で3万8,000円だった。クレジットカードの翌月一括払
いで購入したが、商品が届かない。改めてサイトを確
認したら、住所は国内だが番地の記載はなく、
サイト
への連絡手段はメールしかない。クレジット会社に連
絡したら、
すでに代金はサイトに払われていることや、
直接の加盟店ではないので調査には時間がかかるこ
と、いったんお金を引き落としてからの対応となること
ご存じですか?

国民年金

退職（失業）後の年金手続きをお忘れなく!
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が
法律で義務付けられています。会社を退職された
ときは、厚生年金（第２号被保険者）から国民年
金（第１号被保険者）への変更の届出をしなけれ
ばなりません。また、退職した方の扶養となって
いた配偶者（第３号被保険者）の方も同様の手続
きが必要です。
届出および問い合わせ先は町民生活課、または
年金事務所窓口です。
退職証明書や離職票など退職日が確認できる書
類と年金手帳、印鑑を持参のうえ、早めに届出を
するようにしてください。

年金記録に「不整合期間」がある方へ
新しい取扱いのお知らせが送付されます

を言われた。
＜事例2＞無料通話アプリで知り合った女性と親しく
なった。女性から頼まれ、よくわからないままにコンビ
ニエンスストアで指定されたプリペイドカードを2回に
わたり、計8万円分を購入した。また、プリペイドカード
に記載されていた番号も女性に伝えた。
「また買って
ほしい」と言われので、何に使うのか尋ねたところ、突
然女性の態度が変わり、だまされた事に気付いた。
★表示や金額をしっかり確認した上で、支払い手続き
を行うこと。
★絶対に、口頭やメール等でプリペイドカード番号を
業者に伝えたり、指示された番号にチャージしたり
しないこと。
○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

ある方のための特別措置が設けられました。
本年4月1日から3年間に限り、「特定期間該当
届」により不整合期間を年金受給のための合算対
象期間（カラ期間）に算入できます。さらに希望
により「特例追納」で年金増額へ繋げることも可
能です。
日本年金機構では不整合期間が確認された方に
対して、順次お知らせを送付しています。詳しく
は年金事務所にお問い合わせください。

国民年金保険料強制徴収実施について
日本年金機構では保険料の未納期間が13か月以
上の方で、一定額以上の所得があり、かつ催告状
等の通知に対して回答がないケースについて、保
険料負担の公平性を保つため強制徴収を実施して
います。
期限内の保険料納付にご理解、ご協力をお願い
します。

配偶者の退職などによって、実態は国民年金第
☎５１−３１１１
１号被保険者となったにもかかわらず、届出をし 【問】大河原年金事務所
町民生活課 保険年金班 ☎８３−６４０１
ていなかったために第３号被保険者からの切り替
ねんきんダイヤル ☎０５７０−０５−１１６５
え手続きが2年以上遅れ、それによって年金受給
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
資格を失ったり、年金額が減ってしまうおそれの
おしらせばん
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町

のようす

平成27年1月末日現在

人口････ 11,616人（－21人）
男････ 5 ,7 78人（－9人 ）
女････ 5,838人（－12 人 ）
転入･･ 20人 転出･･ 25人
出生･･ 3人 死亡･･ 19人
世帯数･･･ 3,913戸（+4戸）

村田町保健推進員会おすすめ!

ヘルシー献立

3月の献立

村田の食材・スクランブルエッグ
今月は朝ごはんレシピコンテスト（小学生の部）
において銅賞を受賞した作品をご紹介します。
●献立名

喜び

悲しみ

と

誕 生 お め で と う（敬称略）

赤ちゃん
に へい

両

親

行政区

あや

彩ちゃん （真弥・千恵） 千

塚

蒼太くん （丹三・玲子） 荒

町

松田

萠那ちゃん （信・静香） 本

郷

大宮

珀月ちゃん （博昭・成美） 足立西

髙橋

芽衣ちゃん （玲央・香織） 寄

井

庄司

拓矢くん（正志・絵梨子）石

生

二瓶

たん の

そう た

丹野

まつ だ

も な

おおみや

は づき

たかはし

め い

しょう じ

たく や

おくやみ申し上げます（敬称略）

村田の食材・スクランブルエッグ
村田小学校６年 尾本 拍 君
▼一人分の材料
卵1.5個 枝豆25ｇ トウモロコシ25ｇ
ウインナー１個 牛乳25㏄ マヨネーズ1ｇ
塩こしょう少々 レタス30ｇ トマト小１個
オリーブオイル3ｇ
▼作り方
①卵をボールに割りほぐします。
②①にマヨネーズ・牛乳を加えて混ぜます。
③枝豆とトウモロコシを茹で、枝豆はさやから豆を
出し、トウモロコシも粒を芯からはずしておきま
す。トマトは湯むきして、ざく切りにします。②
に枝豆、とうもろこし、トマトを加え混ぜます。
④フライパンを温め、オリーブオイルを入れ、③を
流し入れます。かき混ぜながら火にかけ、スクラ
ンブルエッグを作ります。
⑤皿にレタスをしき、④を盛り付けます。

  献立のエネルギーは246キロカロリー
たんぱく質14.6ｇ
氏

大沼

名

年

齢

世帯主

行政区

邦夫 （74） 本

人

小泉東

大泉

糺 （73） 本

人

菅生下

村上

平七 （93） 秀

雄

沼

駒板

トメ （83） 葊

治

足立西

岩間

朝吉 （84） 本

人

小泉中

村上

俊治 （78） 俊

信

沼

佐藤

正平 （64） 本

人

小泉西町

鈴木

きく （86） 寅

治

寄

井

柴崎

保雄 （67） 本

人

千

塚

大島

愼二 （68） 裕一郎

内

町

塩分0.6ｇ

※マヨネーズを加えると仕上がりがふわふわになり
ます。

田

田

「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。
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おしらせばん

【問】保健センター

☎８３−２３１２

3
日

弥
月

曜

生

町 民

カレンダー

3 月 1 日～ 3 月 31 日

休日当番医

3/1 日
3月

2 月
3 火 食生活相談・健康相談（13:00 ～ 15:00/ 要予約）保健センター
4 水

1

日（日曜日）

（柴

田） ☎54-2316

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

外科 大沼胃腸科外科婦人科（柴

田） ☎56-1441

すくすく離乳食教室（9:00 ～ 9:15/H26.8・9 生）保健センター

歯科 後藤歯科医院

（大河原） ☎52-2533

調剤 もみの木薬局

（柴

田） ☎54-3837

かみまち薬局

（柴

田） ☎58-7380

（柴

田） ☎58-2220

5 木
6 金

内科 村川医院

7 土

8

8 日

内科 ふなばさま医院

9 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
10 火 こころの健康相談（9:30 ～ 11:30

要予約）保健センター

11 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
12 木

日（日曜日）

外科 大河原整形外科クリニック （大河原） ☎51-1502
歯科 榊原歯科医院

（村

田） ☎83-2419

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

15 日（日曜日）

13 金

内科 おおぬま小児科

（柴

田） ☎87-7561

外科 高沢外科・内科・胃腸科 （柴

田） ☎57-1231

歯科 さとう歯科医院

（柴

田） ☎56-5112

16 月

調剤 こひつじ薬局

（柴

田） ☎86-4189

17 火

船迫調剤薬局

（柴

田） ☎55-4193

田） ☎83-5503

14 土
15 日

18 水

行政相談（10:00 ～ 12:00）村田町役場
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

21 日（土曜日・春分の日）
内科 町南診療所

（村

19 木

外科 みやぎ県南中核病院

（大河原） ☎51-5500

20 金

歯科 船岡中央歯科医院

（柴

21 土 春分の日
22 日
23 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
24 火
25 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
育児相談（9:00 ～ 10:00）保健センター

26 木 1 歳 6 か月児健診（12:00 ～ 12:15/H25.7・8 月生）保健センター
4 か月児健診（13:30 ～ 13:45/H26.11 月生）保健センター
27 金
28 土
29 日

田） ☎55-0970

調剤 カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

22 日（日曜日）
内科 山田医院

（村

外科 みやぎ県南中核病院

（大河原） ☎51-5500

歯科 玉野井歯科医院

（柴

田） ☎57-1711

調剤 村田調剤薬局

（村

田） ☎83-5641

仙台調剤大河原西店

田） ☎83-2088

（大河原） ☎51-4011

29 日（日曜日）
内科 さくら内科消化器科

（大河原） ☎53-5151

外科 善積医院

（村

田） ☎83-2172

歯科 西村歯科医院

（川

崎） ☎84-4851

調剤 仙台調剤大河原店

（大河原） ☎51-4040

関谷薬局

（大河原） ☎52-2133

30 月
31 火
4/1 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
2 木
3 金

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。事前に健康福祉課へご連絡ください。
【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

15 日です。
3月は15
おしらせばん
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