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村田町防災訓練を実施します
尊い命と財産が一瞬にして奪われる災害。全国各
地で火山性の地震や噴火が起きています。蔵王山に
おいても今年４月に火山性微動が発生しました。
また、９月には台風 18 号による大雨で村田町
でも床上浸水等多くの被害がありました。
各種災害に備え、今年も防災訓練を開催します
ので、ぜひご参加ください。

◆自主防災組織

町では、各種災害に備えるため、全 21 行政区
に自主防災組織の設立を目指しています。９月末
現在、12 行政区で自主防災組織が設立されてい
ます。設立した地区の自主防災会では、「自分た
ちの地域、近所は自分たちの連帯で守る」との強
い意識のもと、地元の消防団、婦人防火クラブ等
と連携を密にして倉庫や資機材の購入、炊き出し
▼日時＝11月12日
（木）
午前９時〜正午
（小雨決行） 訓練、避難訓練等の各種活動をすでに実施してい
▼場所＝塩内公園グラウンド
ます。
▼訓練内容＝避難訓練、消火訓練、煙中訓練、救
町では、自主防災組織に対して、災害に備える
助訓練、救急訓練、船岡駐屯地より装備品の展 ための資機材等の購入、各種訓練等の費用の一部
示（炊事車、人命救急セット）など
を助成しておりますので、ご活用ください。
なお、今回は村田小学校の児童による訓練も計
画しています。
【自主防災組織の活動内容】

【問】総務課
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【倉庫の設置】

【資機材の購入】

【机上訓練】

【消火訓練】

防災班
おしらせばん

☎８３−２１１１

平成26年度

各種会計歳入歳出決算

平成 26 年度の各種会計歳入歳
一般会計決算状況
出決算が、９月定例会で認定され ●歳 入
地方譲与税
6,959万円
使用料及び手数料
1億42万円
ました。
自動車取得税交付金
1,309万円
分担金及び負担金
2,966万円
町にどれくらいの収入があって
地方特例交付金
359万円
繰越金
2億1,366万円
（歳入）
、そのお金がどのように使
ゴルフ場利用税交付金
1,350万円
諸収入
1億201万円
利子割交付金
191万円
財産収入
1,133万円
われたのか（歳出）
、平成 26 年
交通安全対策特別交付金 163万円
寄附金
192万円
度の決算状況について、一般会計
配当割交付金
487万円
7.2％
株式等譲渡所得割交付金 272万円
を中心に概要をお知らせします。
1.7％
詳しくは、町のホームページをご
県支出金
覧ください。
7億2,270万円
地方交付税
地方消費税
11.2％
交付金
1億4,462万円
2.2％
国庫支出金
6億1,944万円
9.6％

財政運営について

歳入
64億
5,454万円

20億4,499万円
31.7％

町財政の柱となる一般会計の決
算額は、歳入総額 64 億 5,454 万
円、歳出総額 61 億 5,676 万円と
なり、歳入・歳出の差し引き額は
町 税
14億384万円
2 億 9,778 万円の黒字決算になり
21.7％
ました。
平成 25 年度と比べ歳入では 2
億 313 万円の増、歳出では 2 億
2,233 万円の増となっています。
繰入金
町 債
4億1,545万円
5億3,360万円
歳入増の主な要因は、宮城県被
6.4％
8.3％
災ミュージアム事業委託金や再
生可能エネルギー等導入補助金等
災害復旧費
による県支出金の増によるもので ●歳 出
8,512万円 1.4%
労働費 1,746万円 0.3%
す。また歳出の増は、太陽光発電
商工費 7,698万円 1.2%
議会費
設備設置工事や学校給食センター
9,757万円 1.6%
建設事業等、臨時福祉給付金給付
事業及び子育て世帯臨時特例給付
総務費
公債費
金給付事業の増が主な要因となっ
9億42万円
8億1,068万円
14.6%
ています。
13.2%
また、健全化判断比率（実質赤
字比率、連結赤字比率、実質公
教育費
歳出
債費比率、将来負担比率）につい
8億3,157万円
13.5%
ては、本年度も法で定めている早
61億
民生費
期健全化基準・財政再生基準を下
5,676万円 13億9,489万円
22.7%
回っています。
今後も「第４次長期総合計画」
に掲げる事業遂行のため、引き続
土木費
衛生費
き自主財源の確保に努め、事業検
7億3,305万円
消防費
7億892万円
11.9%
証を行うとともに限られた予算の
2億2,969万円
11.5%
重点的な配分と経費支出の効率化
3.7%
を図っていきます。
各種会計決算状況
歳入総額

歳出総額

農林水産業費
2億7,041万円 4.4%

特別会計 30億6,471万円 29億5,548万円
企業会計

5億3,878万円

6億4,319万円
おしらせばん
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一般会計決算額を町民１人当たりに換算すると…
町民 1 人当たりの税負担額

町民１人当たりに使われたお金

530,069円

議会費

8,400 円 総務費

120,700円

120,094 円

61,035 円 農林水産業費 23,281 円 土木費

63,112 円

固定資産税
64,284 円

69,796 円

軽自動車税
2,767 円

防犯対策や交通安全、
戸籍、 社会福祉や子育て支援など
徴税、選挙など
安定した社会生
町の総括的な
活を保障するた
事務に使った
めに使ったお金
お金です。
です。

衛生費

各種健診、し尿処理、ごみ
農業、林業、
処理など健康で
畜産業の振興に
衛生的な生活環
使ったお金です。
境を保つために
使ったお金です。

消防費

19,775 円 教育費

防災行政無線の整備や消火
栓、防火水槽等の維
持管理、
消防団活
動のために使った
お金です。

労働費・商工費

町民税
43,707 円

77,522 円 民生費

町議会の
運営に使っ
たお金です。

労働対策や観光
の振興、商工業の
振興などに使った
お金です。

幼稚園、小中
学校、社会教育
など教育全般
に使ったお金
です。

道路、河川、町営住宅など
の維持管理
に使ったお
金です。

71,595 円 公債費

8,131 円 災害復旧費

国などから借り入れたお金
（町債）
の返済
などに使った
お金です。

7,328 円

災害によって道路、河川、 ※町民 1 人当たりの計算は、
平成 27 年 3 月末日現在の
公共施設などに生じた被害を
人 口 11,615 人 を 基 に し て
復旧するため
います。
に使ったお金
です。

インフルエンザ予防接種費用助成について

町たばこ税
9,942 円

※使われたお金と納めた町税の差
額は、国・県からの補助など町
税以外の収入があてられます。

結核・肺がん検診および大腸がん検診
（未受診者対象）について

町では高齢者及び中学３年生を対象にインフル
９月に町で実施した結核・肺がん検診を受診し
エンザ予防接種の費用を助成します。
ていない方を対象に検診を実施します。
高 齢 者
▼助成対象者（町内に住民登録のある方）
（通知が届いた方で、会社や病院等で胸部レント
①接種日において 65 歳以上の方
ゲン撮影が済んでいる方は受診する必要はありま
② 60 〜 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能障
せん。）
害等があり身体障害者手帳をお持ちの方
あわせて大腸がん検診も実施します。受診してい
▼接種方法
ない方は ､ ぜひ受けていただくようお願いします。
・仙南２市７町の医療機関で接種される場合は、
月 日
受付時間
会 場
対象地区
各医療機関に備えつけてある予診票を使用して
11月6日 10:00～12:00
接種してください。
中央公民館 町内全地区
（金）
13:30～14:30
・仙台市など上記以外の医療機関で接種される場
※結核・肺がん検診および大腸がん検診を受診す
合は、予診票および接種済証をお渡ししますの
る際は、８月下旬に配布している受診票等を使
で保健センターまで連絡をお願いします。
用してください。
▼自己負担金額＝ 1,000 円
●結核・肺がん検診の受診票がない方は、当日、
※接種する医療機関窓口でお支払ください。
（生
受診票を再発行します。
活保護の方は無料です）
▼接種期間＝ 11 月１日（日）〜 12 月 31 日（木） ●大腸がん検診の受診票や検査キットがない方は、
保健センターにご連絡ください。
中学３年生
接種費用は無料となりますが、詳しくは対象の
お子さんへ送付している通知書をご覧ください。 【問】保健センター ☎８３−２３１２
【問】保健センター ☎８３−２３１２
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元気が出る！こころとカラダのはなし

健康むらた21計画（第２期）
～こころの健康づくり～

こころの健康のためには…
１．よく眠ること
２．ストレスと上手に付き合うこと
３．ひとりで悩まないこと
が大切です。
みなさんのこころはお元気ですか。
今回は『ストレス』
と
“泣き・笑い”についてお伝え
します。
☆こころとからだを元気にする
「笑い」
と
「涙」☆
効果1
ストレスを減らし、からだのバランスを整える
⇒笑いや涙は脳のスイッチをオフにする作用が
あり、ストレスがリセットされます。する
と、自律神経・ホルモン・免疫のバランスが
良くなります。
効果2
「笑い」は生活習慣病を予防する
⇒笑うことで心肺機能が高まります。代謝がよ
くなり、太りにくくなります。
効果3
「涙」の方がストレス解消になる！
⇒笑う以上にストレスを減らします。病気や仕
事の行き詰まり、身近な人の死などひどくつ
らい状況にあるときこそ、我慢しないで泣く
ことも必要です。
笑うことと泣くことは逆のように見えますが、
脳の中で起こる反応はとてもよく似ています。笑
ったり泣いたりすることで、脳の血液量が増え、
活力が増し、元気になります。
笑いの場合は、作り笑いでも効果があります。
おもしろいことがなくでも、鏡の前で口を開けて
「あはは！」と大笑いしてみましょう。元気が出
てきます。
できるだけ毎日笑う、週に1回思いっきり泣
く。これらは副作用のない薬です。こんな生活を
送ることができれば、ストレスに強いこころが作
れます。
生活に取り入れて、うまくストレスと付き合
い、病気を防ぎましょう。
☆ひとりで悩まずに話してください☆
保健センターでは、こころの健康づくりも応援
しています。
【問】保健センター ☎８３−２３１２

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特
例給付金」の申請はお忘れなく！
〜申請期限は12月1日（火）です〜
町では、
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨
時特例給付金」の申請受付をしています。
12 月 1 日の申請期限までに申請されない場合、
給付金を受け取ることが出来ません。まだ、申請
をされていない方は必ず期限までに申請書を提出
してください。
※申請後の調査により、不支給となる場合もあり
ます。
【問】
●臨時福祉給付金に関すること
健康福祉課 ☎８３−６４０２
●子育て世帯臨時特例給付金に関すること
子育て支援課 ☎８３−６４０５

生活保護の相談窓口
▼日時＝ 11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。
【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

みやぎ県南中核病院からの
お知らせ
がんの可能性またはがんと診断されたときな
ど、病気に関することや生活上でさまざまな心
配ごとが生じることがあります。当院がん診
療相談支援室は、がんの治療や療養に関するこ
と、生活の問題についての相談をうかがう窓口
です。患者さんやご家族の方が安心して治療・
療養できるよう専門の看護師・医療ソーシャル
ワーカーが相談をお受けしています。当院以外
の病院へ通院・入院中の方でも相談が可能で
す。お気軽にご相談ください。
○相談時間
平日 午前８時30分〜午後５時
みやぎ県南中核病院 がん診療相談支援室
【問】
☎５１－５５００
gan-soudan＠southmiyagi-mc.jp

おしらせばん
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副町長に髙橋徳夫氏就任

生涯学習課・公民館からのおしらせ
●子育て ･ 家庭教育セミナー in 村田 開催 !

村田町議会９月定例会で副町長の人事案件が提
出され、議会の同意を得て、髙橋徳夫氏が副町長
に就任しました。
髙橋氏は昭和53年に村田町役場に入庁し、税務課
長、企画財政課長、総務課長を歴任されました。
任期は、平成27年10月６日から４年間です。

柴田隼人氏が副町長を退任

副町長として活躍された柴田隼人氏が、９月
24日の任期満了をもって退任されました。
柴田氏は、平成19年９月25日から２期８年
間、町長の右腕として町政発展のために尽力され
ました。

教育委員会の人事

村田町議会９月定例会において、村田町教育委
員として半沢壽一氏が同意され再任されました。
任期は平成27年10月１日から４年間です。
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▼日時＝12月５日
（土）午後１時30分〜３時30分
※開場：午後１時
▼会場＝中央公民館大ホール
▼演題＝「奇跡のいのちをつなぐ子どもたちへ」
〜子どもたちの未来を育むために 私た
ちにできること〜
▼講師＝内田産婦人科医院
助産師・思春期保健相談士
内田 美智子氏
▼定員＝先着200名
▼内容＝生まれたことの意味や価値、尊さと、子
育て･家庭教育についてのヒントを助産
師の立場から伝えます。
▼申込方法
広報むらたおしらせばんと一緒に配布されてい
るチラシの申込書を生涯学習課へ持参いただくか
FAXで申し込みください。
▼申込締切＝11月13日（金）
（定員になり次第締め切りとさせていただきます。）
▼託児＝あり（先着10名：事前申込が必要です）
※詳細は配布されたチラシをご覧ください。
【問】
生涯学習課（中央公民館内）
☎８３−２０２３
８３−３３８５

●第２回むらた天体観測講座
「むらたスターウォッチング」
参加者募集 !!
夜空に輝く星座や惑星を観測しながら、天体に
ついて学習してみませんか。
▼日時＝11月25日（水）午後７時〜９時
※受付は午後６時40分から行います。
▼場所＝中央公民館
▼対象＝町内在住の方
▼申込方法
①小・中学生は、学校を通じて配布するチラシ
（申込書）に記入し、学校または生涯学習課
へ申し込みください。
②一般の方（高校生以上）は、直接電話にて生
涯学習課へ申し込みください。
▼申込締切＝11月13日（金）
▼その他
①小・中学生は、夜間開催のため保護者の同伴
が必要です。
②曇りや雨天時の場合は、公民館内で天体の学
習を行います。
【問】
生涯学習課（中央公民館内）
☎８３−２０２３

てきたのは…。ティラノサウルスでした。ハート
となづけられ、きょうだい いっしょにそだつう
企画展『石への想いとやきものの美 ～吉田正彦・ ちに、どんどんからだがへんかしてくるのです。
ほんとうのじぶんにきづいたとき…それぞれ マ
太田正孝作品展～』を開催いたします !!
イアサウラとハートのおもいが こころにひびい
村田町出身の彫刻家、故・吉田正彦氏は、岩手
てきます。おやこでの よみきかせに あう お
大学美術専攻科を卒業後、東京でみたイサム・ノ
はなしかもしれません。
グチの作品に直感を得、庵治石が産出される五剣
●開館時間＝午前9時〜午後5時
山にいだかれた香川県庵治町（現高松市）に居を
（展示室への入室は午後4時30分まで）
定め、石の彫刻家としての活動をはじめました
○ 11 月の休館日＝ 4 日・9 日・16 日・24 日・30 日
また、柴田町在住の太田正孝氏は、昭和５７年
に村田町大字足立字三本楢地区で発見された平安 【問】歴史みらい館 ☎８３−６８２２
時代の窯跡をたずね、これをもとに足立の山中に
思太田窯を開設し、これまで様々な陶芸作品を生
柴田郡中学校新人大会結果
み出してきました。
９月26･27日に行われた柴田郡新人大会に
今回の企画展では、村田にゆかりがあり親交を
おいて、第一中学校、第二中学校の生徒の
深めた二人の作品を展示する企画展『石への想い
皆さんが日頃の練習の成果を発揮して素晴
とやきものの美 〜吉田正彦・太田正孝作品展〜』
らしい成績をおさめました。（敬称略）
を開催いたします。ぜひみなさんでその魅力をご
堪能ください。
【団体の部】
〈第一中学校〉
▼卓球男子 第３位
▼野球 第３位
▼バスケットボール男子 第３位
〈第二中学校〉
▼卓球男子 優勝（県大会出場）

今月の歴史みらい館

し

た

だ がま

▲吉田正彦氏作品

▼会期＝11月28日
（土）
〜平成28年１月24日（日）
▼場所＝歴史みらい館 企画展示室
▼観覧料＝無料

「あなたをずっとずっとあいしてる」／
作・絵・宮西達也／ポプラ社
こ の 本 は、
ティラノサウ
ルスシリーズ
のおはなしで
す。こころや
さしい マイ
アサウラのお
か あ さ ん は、
あるひ たま
ごをひとつ ひろいました。じぶんの たまごと
いっしょに たいせつにそだてていると、うまれ

【個人の部】
〈第一中学校〉
▼柔道男子50㎏級
第１位 鈴木雷人
▼柔道男子90㎏級
第１位 井上裕斗
▼柔道男子55㎏級
第２位 鈴木淳斗
▼柔道男子60㎏級
第２位 猪股尚晃
▼柔道女子無差別級
第１位 吉川野乃花
▼バドミントン男子ダブルス
第２位 鈴木奏楽・齊藤奏（県大会出場）
〈第二中学校〉
▼卓球男子シングルス
優勝 畠孝成（県大会出場）
▼卓球男子シングルス
第２位 石川慧名
▼卓球男子シングルス
第３位 佐藤優太

おしらせばん
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11月12月は宮城一斉滞納整理強化月間です
復興財源確保と納税の公平性確保を目指して、
宮城県と市町村が連携し、
広報や催告による納税
推進、
給与・預金・不動産・自動車などの差押、捜索
等の滞納処分など多様な徴収対策を集中して実施
します。
▼町税・保険料を滞納した場合、下記の手順で滞
納整理が進められます。
督

促

納期限まで納付されない場合には、督促状を送付
します。
納期限の翌日から納めた日の日数に応
じて延滞金が発生します。
（※延滞金の計算は町ホームページで
確認できます。）
滞納処分（差押等）のために金融機関、勤務先等
に預金調査や給料の支払い状況調査を行います。

延滞金

財産調査
財産差押

督促状を発した日から10日を経過した日までに納付さ
れない場合、調査した財産を差押えることになります。

換価処分

差押えた債権は取り立てを行い、動産や不動産は
公売により換価を行い、滞納税に充当します。

◎平成 26 年度 村田町の滞納処分状況
（H26.4.1 〜 H27.3.31 まで）
差押の種類
件 数
差押の種類
件 数
預金・貯金
28
給 与 等
18
不 動 産
5
年
金
5
税 還 付 金
13
その他債権
10
注：件数＝人数（滞納処分数）
合計79件
【問】
税務課 収納班 ☎８３−６４０３

町営住宅入居者募集
▼入居募集住宅（４戸）
新石生住宅 9 ─ 5 号（簡耐 2 階建）
石生住宅 1 ─ 24 号（中耐 3 階建）
北の内住宅 1 ─ 32 号（中耐 3 階建）
北の内住宅 2 ─ 24 号（中耐 3 階建）
▼家賃月額＝建設年度・面積・入居世帯の所得額
等によって決定されます。
▼入居資格
・現在、住宅に困っていることが明らかな方（持
ち家のない方）
・税金等の滞納が無い方
・公営住宅法に定める収入基準額を満たしている方
・暴力団関係者でないこと（世帯員も含めて）
※その他入居資格条件がありますので、お問い合
わせください。
7
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▼申込期間＝ 11 月２日（月）〜 13 日 ( 金 )
※申込多数の場合は、
抽選で入居予定者を決定します。
※町のホームページでも入居資格等について確認で
きます。
【問・申し込み】
建設課 管理班 ☎８３−６４０７

木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年５月31日以前に着工した木造在来軸
組構法及び枠組壁構法の戸建て木造住宅を対象に
耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断と耐震改修
計画作成を行います。
診断料148,300円（延床面積200㎡以下の場合）
の内145,000円を助成します。自己負担額3,300円
で耐震診断を受けることができます。
延床面積が200㎡を超える場合は診断料・自己
負担額等が変わります。詳しい内容はお問い合わ
せください。
▼募集件数＝２件（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝11月２日（月）
〜30日（月）
【問・申し込み】
建設課

☎８３−６４０７

木造住宅耐震改修工事促進助成事業
▼対象住宅
次に該当する住宅
（１）昭和56年５月31日以前に着工した木造在来
軸組構法又は枠組壁構法の戸建て木造住宅。
（２）町実施の耐震一般診断助成事業において上部
構造評点1.0未満の住宅で、改修工事施工後上
部構造評点1.0以上に改修又は建替え工事を
実施する住宅等。
その他要件もありますので詳しい内容はお問
い合わせください。
▼補助額
（１）耐震改修工事のみの場合
最大補助額 45万円
（２）耐震改修工事とその他改修工事を行う場合
最大補助額 55万円
▼募集件数＝１件（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝11月２日（月）〜30日（月）
【問・申し込み】
建設課

☎８３−６４０７

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 11 月の予定
○わんぱく広場
対象：2 歳以上
日時＝ 11 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＝「リトミック」 ※申込不要
講師＝乳幼児リトミック教室あんだんて
大森 恵先生

講師＝宮城県サッカー協会公認指導者
持ち物＝上靴、タオル、飲み物
申込方法＝ 11 月 20 日（金）までに子育て支
援センターへ申し込みください。
（電話可）

○よちよち広場 対象：３か月〜１歳３か月
日時＝ 11 月 12 日（木）
午前 10 時 30 分〜 11 時 30 分
★町のホームページ「子育てカレンダー」にも詳
場所＝子育て支援センター
しく掲載しています。
内容＝「親子体操とアロマクリーム作り」
今回は、体操と冬の乾燥肌対策に赤ちゃ ★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。
んにも使えるメディカルアロマクリーム
開 館 日：月曜日〜金曜日
（土 ･ 日 ･ 祝日休み）
作りを行います。
利用時間：午前 9 時〜午後 5 時
講師＝ OKJ エアロビックファミリー
【問】子育て支援センター（村田児童館内）
インストラクター 伊藤 智佳先生
☎・ ８３−３９０１
持ち物＝バスタオル、ミルク等水分補給用の飲
み物、タオル
参加費＝ 500 円（クリーム他）
申込方法＝ 11 月９日（月）までに参加費を添
町内の小・中学生、村田高校生が交通安全運動
えて、子育て支援センターへ申し込
10月７日、町内の小・中学生、村田高校
みください。
の生徒たち約100名が役場前交差点で交通安
全人垣運動を行いました。
○誕生会
対象：11 月生まれの未就学児
この運動は、村田高校の生徒とＰＴＡが
日時＝ 11 月 17 日（火） 午前 10 時 15 分〜 11 時
中心に実施しており、昨年に引き続き町内
場所＝子育て支援センター
の小・中学生のほか、大河原警察署や村田
内容＝今月お誕生日を迎えるお子さんをお祝い
町交通安全協会村田支部の方々も参加し、
する会で、手形をとって手作りカードを
地域ぐるみでの交通安全運動となりまし
プレゼントします。
た。
申込方法＝ 11 月 16 日（月）までに、子育て
村田高校の生徒と小・中学生は梨（事故
支援センターへ申し込みください。
なし）と村高生手作りのしおりをドライ
（電話可）
バーに手渡し、村高生は「シートベルトを
※誕生児以外の方も集まって、みんなで一緒にお
締めましょう」などと書かれたボードを手
祝いしましょう。
に持ち交通安全を呼びかけました。
○わくわく移動広場
対象：未就学児
日時＝ 11 月19 日（木）午前10 時〜11 時30 分
場所＝沼辺地区公民館
内容＝「おはなし会」※申込不要
エプロンシアター・大型絵本他
○みんなの広場
対象：未就学児
日時＝ 11 月 26 日（木）午前 10 時 15 分〜 11 時
場所＝小泉地区公民館
内容＝「親子ふれあい運動遊び」
体操やボール遊びを行います。
おしらせばん
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町有地を販売します!

案内図

町では、
自然豊かな利便性の良い宅地を公開公
募抽選方式
（応募期間内で二人以上の応募があっ
た場合は、
抽選で決定）
により販売します。
販売物件②

自宅の新築をご検討中の方、
または町外からの
転居予定の方は、
ぜひ、
この機会に購入をご検討く

★

ださい。

★

▼応募の方法
企画財政課に備え付けの申込用紙に記入・押印

販売物件①

し、必要書類を添付し提出してください。
町のホー
ムページからも申込用紙をダウンロードすること
ができます。
▼受付期間
～30日
11月２日
（月）
（月）

販売物件③

午前９時～午後４時
（※土・日・祝祭日を除く）
▼公開抽選日（予定）
12月11日
（金）
午後１時30分
▼公開抽選場所
村田町役場２階

会議室

▼販売物件
販売物件①
村田町大字村田字東 58-3
販売価格 9,289,665 円

宅地 294.91 ㎡

販売物件②
村田町大字村田字川畑 9-7
宅地 404.42 ㎡
販売価格 7,601,073 円 （下水道無し）
販売物件③
村田町大字沼辺字小谷地 14-4 外 2 筆 宅地 232.63 ㎡
販売価格 5,443,542 円

案内図

販売物件①

販売物件③

★

販売物件②

※町のホームページにも詳細を掲載しています。
【問】企画財政課
9
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財務班

☎８３−２１１２

来年１月からマイナンバーの利用が開始され、
個人番号カードの交付も始まります！
マイナンバー制度については、平成 27 年６月
号（Ｎ o.50）の広報むらたおしらせばんよりお知
らせをしておりましたが、通知カードの受取後に
おいて、個人番号カードの交付申請ができます。
■住民票の住所に通知カードが届きます！
通知カードの発送（世帯主宛てに転送不要の簡
易書留）は、市区町村ごとに 10 月中旬以降から
開始され、概ね 11 月末頃までに各世帯へお届け
できる見込みです。
■あなたの個人番号カードが申請できます！
通知カードの受取後、通知カードに同封される
個人番号カード交付申請書による郵送申請のほ
か、スマートフォンやパソコンからも個人番号カ
ードの交付申請が可能です。
詳しくは、通知カードに同封されるパンフレッ
トをご覧ください。

交付などの手続で、行政機関や役場などが、口座
番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や
年金・保険に関する情報を聞いたり、お金やキャ
ッシュカードを要求したりすることは一切ありま
せん。
こうした内容の電話、メール、手紙、訪問等に
は応じないでください。
［相談窓口］
○不審な電話などに関する相談窓口
消費者ホットライン ☎１８８
○詐欺などの被害に関する相談窓口
警察 相談専用窓口 ☎＃９１１０
又は最寄りの警察署へご相談下さい。

■マイナンバーに関する詳しい情報
内閣官房ホームページ

マイナンバー 検 索
■マイナンバー制度のお問い合せ
☎０５７０－２０－０１７８
平日：午前9時30分～午後10時00分
土日祝：午前9時30分～午後5時30分
※年末年始
（12/29～1/3）
を除く

■個人番号カードのセキュリティ対策
① 24 時間 365 日のコールセンターが設置
■通知カード･個人番号カードのお問い合せ
仮に個人番号カードを紛失した場合、コール
☎０５７０－７８３－５７８
センターに電話することにより、個人番号カー
平日：午前8時30分〜午後10時00分
ドの一時停止措置が取られ、第三者によるなり
土日祝：午前9時30分〜午後5時30分
すまし利用が防止されます。
※年末年始
（12/29〜1/3）
を除く
②顔写真付のため悪用は困難
仮に個人番号カードを紛失しても、貼替防止
企画財政課 まちづくり推進班
対策が施された顔写真が付いているため、拾得 【問】
☎８３−２１１２
した第三者が容易になりすまして利用すること
はできません。また、複雑な彩紋パターンが施
されているため、偽造は困難です。
平成27年11月の納税・保険料・使用料
③電子証明書等が格納されたＩＣチップが搭載
ＩＣチップには、税や年金に関する情報など、 期限内の納入をお願いします。
プライバシー性の高い情報は記録されません。
①固定資産税
３期分
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し
②国民健康保険税
８期分
ては、自動的に記録情報が消去される機能など、
③介護保険料
８期分
対抗措置が施されています。なお、個人番号カ
④後期高齢者医療保険料
５期分
ードに格納された電子証明書を利用する場合、
⑤水道使用料
11月分
暗証番号が必要となるため、第三者が容易にな
⑥下水道使用料
11月分
りすますことはできません。また、暗証番号の
〈固定資産税・国保税・介護保険料・後期高齢者医
入力を一定回数以上間違えるとロックされ、電 【問】
療保険料〉
税務課
☎８３−６４０３
子証明書の利用ができなくなります。
〈水道使用料〉
水道事業所
☎８３−２８７０
〈下水道使用料〉 建設課
☎８３−６４０７
■マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情
報の取得にご注意ください！
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの
おしらせばん
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守ろう！暮らしの安全・安心
村田町メール配信サービス
村田町では、町内の「災害・防災情報」
、
「防犯・
安全安心情報」
などをメール配信しています。ぜひ、
ご利用ください。
配信を希望する場合は、登録が必要です。登録
は町のホームページから行えます。
なお、携帯電話から登録される場合は、下記の
ＱＲコードをご利用ください。
※登録は無料です。ただし、メー
ルの受信等にかかる通信料・パ
ケット通信費は登録された方の
負担となります。
※迷惑メール対策などで受信拒否設定をしている
場合は、
「@mm.town.murata.miyagi.jp」のドメ
インからのメールを受信可能に設定変更してく
ださい。設定変更の方法は、ご使用の携帯電話
の取扱説明書をご覧いただくか、各携帯電話会
社へお問合わせください。
【問】企画財政課 まちづくり推進班 ☎８３−２１１２
全国
一斉

秋季火災予防運動

（11月９日〜15日）
「無防備な 心に火災が かくれんぼ」
これからの季節、空気が乾燥し、火災が発生し
やすくなります。また、寒い時期に入るため、暖
房器具を使用する機会が増えます。
暖房器具を使用する際は、使用前に点検を行っ
たり、ストーブの上に洗濯物を干したりしないな
ど暖房器具の取扱いについて自己点検しましょう。
火災はちょっとした不注意や油断から発生し、
皆さんの大切な命、財産などを一瞬にして奪い去っ
てしまいます。
火災を無くし、大切な命と財産を守るためには、
一人一人の火災予防に対する意識を高めて行くこ
とが必要不可欠です。このためには暖房器具など
をはじめ、火気の取扱いには十分に注意をし、一
人一人が行える
火災予防運動に
ご協力をお願い
します。

【問】大河原消防署村田出張所 ☎８３−２４０８
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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＝11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】
大内光夫さん
大字沼辺字竹ノ内260 ☎５２−６８２６

放射線対策に関するお知らせ
９月６日から10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 18 0.05 ～ 0.06
村
田
小
学
校 ５ 0.03 ～ 0.04
村田第二小学校・沼辺児童館 ５ 0.06 ～ 0.06
村 田 第 一 中 学 校 ５ 0.04 ～ 0.05
村 田 第 二 中 学 校 ５ 0.06 ～ 0.07
村
田
幼
稚
園 ５ 0.05 ～ 0.06
沼
辺
幼
稚
園 ５ 0.04 ～ 0.04
村
田
保
育
所 ５ 0.05 ～ 0.06
村
田
児
童
館 ５ 0.06 ～ 0.07
国の汚染状況重点調査地域となる基準は 0.23
μ Sv/h です。
■食品等簡易放射能測定結果
区

分

町内産農林産品等
給食 村 田 保 育 所
食材 学校給食センター

検体 基準値超過数
４
６
６

０
０
０

住民持込み農林産品等
６
１
住民持込み農林産品【町内産コウタケ（イノハ
ナ）】から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、町のホームページ（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

●無料なんでも相談会
▼日時＝11月19日
（木） 午後6時〜9時
12月 １ 日
（火） 午後6時〜9時
▼場所＝仙南民主商工会事務所 2 階
▼内容＝確定申告の計算、税金の滞納、融資、新
規開業希望、原発損害賠償請求など税金や商売
に関することならなんでもご相談ください。
※相談は無料です。随時電話相談も受け付けてい
ます。
【問】仙南民主商工会 ☎５５−３２６７

●えずこホール イベント情報
劇団山の手事情社「タイタス・アンドロニカス」
▼日時＝ 12月5日(土) 午後7時開演
6日(日) 午後2時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 3,000 円 U-24
1,500 円（当日各 500 円増）※未就学児童入
場不可
中川博士×仙フィル×ムソログスキー「展覧会の絵」
▼日時＝ 12月12日(土) 午後2時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 3,000 円 U-24
1,500 円（当日各 500 円増）※未就学児童入
場不可
えずっこひろば
▼日時＝ 11月18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

● JAXA 角田宇宙センター 開設 50 周年記念式典
▼日時＝12月12日（土）午後1時30分〜4時30分
▼場所＝かくだ田園ホール（角田市市民センター）
▼内容＝日本人宇宙飛行士の記念講演など
※入場無料
▼申込方法＝ JAXA ホームページより申し込み
ください。
▼申込受付期間＝ 11 月 4 日（水）より受付開始。
※当日の受付は行いません。
詳細はホームページをご覧ください。
【問】角田宇宙センター
☎０２２４−６８−３１１１

防衛省では、自衛官採用試験を実施します。
「平和を、仕事にしてみませんか？」
●平成 27 年度自衛官採用試験追加募集
▼種目＝自衛官候補生（男子）
▼受付締切＝11月30日（月）
▼募集人員＝約50名程度
▼応募資格＝平成28年4月1日現在、18歳以上27
歳未満の男子
▼試験日＝ 12 月 5 日（土）または 6 日（日）の
指定する 1 日
●平成 27 年度陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
▼受付＝11月1日（日）〜平成28年1月8日（金）
▼応募資格＝平成28年4月1日現在、15歳以上17
歳未満の男子
▼試験日＝平成28年1月23日（土）
※高等工科学校生徒募集説明会
▼期日＝11月15日（日）
①午前10時〜正午
②午後1時〜午後3時
▼場所＝大河原駅前オーガビル1階

●ことりはうすイベント情報
竹炭焼き体験
▼内容＝竹を窯に入れて火を燃やします。棒パン
やトン汁も作ります。竹炭を持ち帰りできます。
▼期日＝11月8日
（日）
▼時間＝午前10時〜午後1時
【問】
村田町役場 総務課 ☎８３−２１１１
▼参加費＝ 500円
（保険料込み）
自衛隊大河原地域事務所 ☎５３−２１８５
▼定員＝ 10 名 ※要予約
クリスマスリース作り
▼内容＝蔓や枝、木の実を使い好きな形と飾りを
つけてオリジナルのリースをつくりましょう。
▼期日＝11月21日
（土）
・22日(日)・28日(土)
▼時間＝午前10時〜正午
▼参加費＝ 1,000 円（保険料込み）
▼定員＝ 15名 ※要予約
※各イベントには、ことりはうす入館料が別途必
要です。
【問・申し込み】
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

第67回行財政研修会
▼日時＝11月20日（金） 午後２時
▼場所＝仙南芸術文化センター「えずこホール」
▼演題＝「異常気象とその影響」
▼講師＝村山貢司 氏（気象予報士、
（財）気象
業務支援センター・専任主任技師）
▼入場料＝無料
【問】仙南地域広域行政事務組合 総務課
☎５２−２６２８

おしらせばん
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もできます（要予約）。
▼日時＝ 11月5日（木）
午後1時30分～4時30分
●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
▼場所＝仙南保健所
抗体検査
相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
●アルコール専門相談
性感染症相談は匿名で受けられます。
アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
＜検査＞
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
・感染が気になる方は原則無料。
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
・検査は予約が必要です。
談することもできます（要予約）。
・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、 ▼日時＝ 11月18日（水） 午後1時〜3時
▼場所＝仙南保健所
直接お知らせします（代理不可）
。
【予約・問合せ】
▼日時＝ 11月10日
（火）
・24日
（火）
仙南保健所 母子障害班 ☎５３−３１３２
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
●宮城県最低賃金の改正について
▼場所＝仙南保健所
宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
パート、アルバイト等を含む）に適用される宮城
・電話：平日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
県最低賃金が改正されました。
・面接：検査日時に無料で受けられます。
【予約・問合せ】
時間額
効力発生日
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
726 円
平成 27 年 10 月３日
【問】宮城労働局賃金室
●骨髄バンクドナー登録
☎０２２−２９９−８８４１
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。
●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
＜登録要件＞
仙台法務局及び宮城県人権擁護委員連合会で
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
は、11
月 16 日 ( 月 ) から 22 日 ( 日 ) までの７日
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週
＜登録の流れ＞
間と定め、時間を延長して相談電話を開設します。
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
夫やパートナーからの暴力やストーカー行為、
▼日時＝ 11月10日
（火）
・24日
（火）
職場でのセクシュアル・ハラスメント、家族間で
午前９時〜10時
の問題など様々な人権問題について、人権擁護委
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・杜の都 AOBA）でも 員が電話相談に応じます。
▼開設時間
登録できます。
11月16日（月）〜20日（金）午前8時30分〜午後7時
【予約・問合せ】
11月21日（土）
・22日（日）午前10時〜午後5時
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
☎０５７０−０７０−８１０（ナビダイヤル）
※相談は無料で予約は不要です。秘密は固く守り
●思春期・引きこもり専門相談
ます。
思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し
【問】仙台法務局人権擁護部
て、精神科医や相談員による相談を行います。本
☎０２２−２２５−５７４３
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること
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おしらせばん

ます」という電話があった。
「専門家が管理するのか」
と尋ねたところ、
「私が管理する」といったので、不
マイナンバー制度に便乗する不審な電話に注意!
審に思い、電話を切ったが、本当か。
マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは、住民 【事例 4】若い男性から「マイナンバーが順次届いてお
票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会
り、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをし
保障、税、災害対策の分野で、複数の機関に存在す
ているか」との電話があった。
「まだ手続きをしてい
る個人の情報が同一人の情報であることを確認するた
ない」と答えると、
「早く手続きをしないと刑事問題に
めに活用されます。本町でも１０月以降、住民票の住
なるかもしれない」などと言われ、不審に思った。す
所宛にマイナンバーが順次通知されてます。
ぐに電話を切ったが、本当か。
これに関連して、
「口座番号を教えてほしい」
「個人
※事例のような不審な電話は、すぐに切り、来訪の
情報を調査する」などといった不審な電話等に関する
申し出があった場合は断るようにすること。
相談が全国の消費生活センターに寄せられています。 ★少しでも不安を感じたら、お近くの消費生活セ
国民生活センターでは、マイナンバー制度に便乗した
ンター（消費者ホットライン 188）や警察に相談
不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断るように
してください。
注意喚起をしています。
○消費生活相談、まずはお電話を！
▼相談事例
・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
【事例１】行政機関を名乗って、
「マイナンバー制度が
・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター
始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の
午前９時〜午後４時 月〜金
☎５２−５７００
口座番号を教えてほしい」との電話がった。
・宮城県消費生活センター
【事例 2】
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報
平日 午前９時〜午後５時 土日 午前９時〜午後４時
を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や
☎０２２−２６１−５１６１
保険の契約状況等を聞かれた。本当に行政機関がそ
※祝日・年末年始はお休みです。
のような調査をしているのか。
【事例 3】知らない業者から「マイナンバーの管理をし 【問】町民生活課 総合窓口班 ☎８３−６４０１
消費者の

ご存じですか?

窓

国民年金

11（いい）月30（みらい）日は
「年金の日」です
厚生労働省では毎年11月を「ねんきん月
間」、11月30日を「年金の日」として定め、
様々な啓発を実施します。
この機会にご自身の年金記録や受給見込み額を
確認し、公的年金制度の意義やしくみについて考
えてみましょう。
日本年金機構ではインターネットで年金記録等
が確認できる「ねんきんネット」サービスを実施
しています。ぜひご利用ください。

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます

は控除証明書または領収書を必ず添付してくださ
い。
なお過年度分や追納分、配偶者などご家族が負
担すべき保険料も納めた場合は、その分も合わせ
て控除が受けられます。
また控除証明書の再交付は申請が必要です。電
話での申請は年金ダイヤル（０５７０−０５−
１１６５）で行うことができます。

被用者年金が一元化されました
平成27年10月1日に厚生年金と共済年金の被用
者年金制度が厚生年金に統一されました。
制度統一後に受給権が発生した厚生年金に関す
る届書等は、ワンストップサービスとして年金事
務所または各共済組合等のどの窓口でも受付しま
す。
なお障害給付など一部の届書は該当しません。
詳しくは加入している共済組合または年金事務
所にお確かめください。

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告で
全額が社会保険料控除の対象となります。平成
27年1月から12月までに納付した保険料が対象に
なります。
平成27年1月1日から9月30日までの間に国民 【問】大河原年金事務所
☎５１−３１１１
年金保険料を納付された方には「社会保険料（国
町民生活課 保険年金班 ☎８３−６４０１
民年金）控除証明書」が11月上旬に日本年金機
年金相談ダイヤル（ナビダイヤル）
構本部から送付されます。社会保険料控除を受け
☎０５７０−０５−１１６５
るためには、納付の証明となる書類の添付が義務
ねんきんネット
付けられていますので、年末調整や確定申告時に
http://www.nenkin.go.jp/n_net
おしらせばん
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町

のようす

平成27年9月末日現在

人口････ 11,562人（－5人）
男････ 5,753人（－1人）
女････ 5,809人（－4人）
転入･･ 26人 転出･･ 26人
出生･･ 8人 死亡･･ 13人
世帯数･･･ 3,971戸（+3戸）

喜び

と

悲しみ

佐藤 聡聖 （本
大沼ゆかり （荒

町）
町）

誕 生 お め で と う（敬称略）

11月の献立

いわしの衣揚げ
▼一人分の材料
いわし１尾 塩・こしょう少々 卵１/ ４個
Ａ（しょうゆ小さじ 1/8 酢小さじ 1/8）
Ｂ（片栗粉小さじ 2 小麦粉大さじ 1）青のり少々
揚げ油適量 レタス 20 ｇ レモン 1/8 個

献立のエネルギー

赤ちゃん
さ とう

両

親

行政区

かえで

佐藤

楓 くん（秀斗・めぐみ）内

むらかみ

あつ と

村上

町

篤都くん （孝広・由恵） 沼辺南

おくやみ申し上げます（敬称略）

氏

名

年

齢

世帯主

鈴木

キヨ （80） 本

人

行政区

沼辺南

石田

す江 （105） 本

髙

長男 （85）

吉田

健

（81） 本

人

本

町

石垣

正男 （77） 本

人

内

町

小針ウメヨ （83）
加藤

人

覚

一

庄次 （92） 孝

一

荒

町

菅生上

小泉中
荒

ヘルシー献立

▼作り方
①いわしは手開きにし、頭、内臓、骨を取る。半身
に切って塩、こしょうをふる。
②レタスは食べやすい大きさに切り、レモンはくし
型に切る。
③卵は半分程度泡立てＡを混ぜる。さらにＢを加え
なめらかになるまで混ぜ、青のりを入れて混ぜる。
④いわしに③の衣をつけ 170 〜 180℃の揚げ油で、
からりと揚げる。
⑤器に盛り、レタス、レモンを添える。

結 婚 お め で と う（敬称略）

♥

村田町保健推進員会おすすめ!

237キロカロリー
たんぱく質12.6ｇ

塩分0.6ｇ

※この献立は平成 25 年度親と子の食育教室で実施し
た献立です。
※いわしには、歯や骨の素となり骨粗鬆症を防ぐカ
ルシウムと、そのカルシウムの吸収を助けるビタ
ミン D が両方含まれており、成長期の子供や中高
年の方にお勧めです。
また、いわしは細胞を再生したり健康な皮膚や髪
をつくるのに必要なビタミン B2 も多く含まれてい
ます。
さらに、いわしには EPA や DHA といった不飽和
脂肪酸が、青背の魚の中で最も多く含まれていま
す。これらは血中のコレステロールや中性脂肪を
減らす働きや、脳の働きを良くしたり老化防止に
役立つなど、主に生活習慣病の予防効果がありま
す。
加えていわしは、コレステロールの代謝促進や肝
臓強化に優れた効果を発揮することで話題のタウ
リン、貧血を予防する鉄分、その他に亜鉛やカリ
ウムなども豊富です。

町

「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

11
日

霜
月

曜

月

町 民

カレンダー

11 月 1 日～ 11 月 30 日

休日当番医

11/1 日 朝のひとはき運動
11月

2 月
3 火 文化の日
4 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/H27.4 月・5 月生）保健センター

5 木

3

6 金

1

内科
外科
歯科
薬局

8 日
9 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
10 火
11 水

食生活・健康相談（9:00 ～ 15:00

要予約）保健センター

こころの健康相談（9:30 ～ 11:00

要予約）保健センター

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/H26.10 月・11 月生）保健センター

12 木

15 日
16 月
17 火

内科
外科
歯科
薬局

内科
外科
歯科
薬局

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
4 か月児健診（13:30 ～ 13:45/H27.7 月生）保健センター

20 金 ＢＣＧ予防接種（H27.3.21 ～ H27.6.20）9:00 ～ 9:30

保健センター

21 土
22 日
23 月 勤労感謝の日
24 火 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
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

内科
外科
歯科
薬局

28 土

内科
外科
歯科
薬局

30 月

（柴 田）
（大河原）
（大河原）
（柴田）
（大河原）

☎55-1702
☎51-4625
☎53-4390
☎58-1189
☎87-6097

（大河原）
（大河原）
（大河原）
（大河原）
（大河原）

☎52-1123
☎51-5500
☎53-3563
☎52-2133
☎53-4189

（柴 田）
（大河原）
（大河原）
（柴田）
（大河原）

☎54-3755
☎51-5500
☎52-1563
☎55-2776
☎51-3121

（大河原）
（柴 田）
（大河原）
（大河原）
（柴 田）

☎52-2777
☎56-1451
☎52-3900
☎51-5085
☎56-3715

さくら小児科医院
みやぎ県南中核病院
山家歯科クリニック
仙台調剤大河原店
仙台調剤大河原西店

村田内科クリニック
船岡今野病院
吉田歯科医院
やすらぎ調剤薬局
すずらん薬局

中核病院村田診療所
宮上クリニック
よしだ歯科医院
アイン薬局村田店
川田薬局

（大河原）
（大河原）
（川 崎）
（大河原）
（大河原）

☎51-5355
☎51-5500
☎84-2266
☎51-4040
☎51-4011

（村 田）
（柴 田）
（村 田）
（村 田）
（柴 田）

☎83-6061
☎54-1034
☎83-2061
☎83-6890
☎57-1322

（村 田）
（柴 田）
（柴 田）
（村 田）
（柴 田）

☎83-2445
☎55-4103
☎57-1918
☎82-1682
☎59-2777

要予約）保健センター

2 水 2 歳 6 か月児歯科健診（12:15 ～ 12:30/H25.4 月・5 月生）保健センター
4 金

平井内科
乾医院
さくら歯科
甲子調剤薬局
柴田薬局

６ 日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

29 日
12/1 火 食生活・健康相談（9:00 ～ 15:00

佐藤内科クリニック
みやぎ県南中核病院
もり歯科クリニック
調剤薬局船岡店
カメイ調剤薬局大河原店

29 日（日曜日）

12 月

27 金

☎52-1058
☎51-3741
☎55-4025
☎52-4275
☎51-4431

23 日（月曜日・勤労感謝の日）

26 木

3 木

安藤医院
みやぎ県南中核病院
村上歯科医院
関谷薬局
アイランド薬局

22 日（日曜日）

行政相談（10:00 ～ 12:00）村田町役場

19 木 1 歳 6 か月児健診（12:00 ～ 12:15/H26.3 月・4 月生）保健センター

25 水

８ 日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

14 土

18 水

太田内科
さくらの杜診療所
スエヒロデンタルクリニック
船岡調剤薬局
ペガサス薬局

15 日（日曜日）

13 金

（大河原）
（大河原）
（柴 田）
（大河原）
（大河原）

日（火曜日・文化の日）

内科
外科
歯科
薬局

7 土

日（日曜日）
日下内科医院
庄司クリニック
歯科ヒライ
村上薬局
さとう調剤薬局

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。
◆「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。
11月は15
おしらせばん
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