
　気温が−４℃以下になると水道管が凍り破裂す

ることがあります。これを防止するには、水道管

の水を抜くことが効果的です。また、蛇口や水道

管を保温し、凍らせないようにすることも大切で

す。

　水道管が破裂した場合は、自己負担で修理する

ことになります。水道を正しく使って凍結や破裂

を防ぎましょう。

★水抜栓：水道管を凍結させないように水を抜く

ための装置で、設置場所はご家庭によりさまざま

です。ハンドル式と電動式がありますので、普段

から水抜栓の場所と正しい操作を確認しておきま

しょう。

★水道管：むき出しになっている水道管は発泡ス

チロール製の保温材などで保温すると良いでしょ

う。

★水道メーターボックス内：発砲スチロール製の

保温材や布きれなどを濡れないようにビニール袋

等に詰めて、ボックス内に入れましょう。

　一口メモ　

★漏水：いつもどおりの生活なのに急に水道の使

用量が増えたときは、家中の蛇口を全部閉めてメ

ーターを見てみましょう。銀色のコマが回転して

いたら漏水しているかもしれませんので、町指定

の工事事業者に連絡しましょう。

（詳しくは、町のホームページまたは各家庭に配

布された暮らしの便利帳をご覧ください。）

【問】水道事業所　☎８３−２８７０
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水道管の凍結にご注意!!水道管の凍結にご注意!!

第３子以降保育料等の助成を行います!
　町では、多子世帯の子育て家庭における経済的負

担の軽減を図ることを目的に、第３子以降の児童に

係る保育料等を最大 5,000 円（月額）助成します。

▼助成対象者＝下記１〜３の全てを満たしている方

１．第３子以降の児童が保育所、幼稚園、認定こど

も園、認可外保育施設等を利用している方（町外施

設可）

２．１に係る児童の「支給認定」を村田町で受けて

いる方、または保護者の住民登録が村田町にある方

３．保育料等の滞納がない方

▼助成内容

・保育料等が月額 5,000 円以上の方…月額 5,000 円

・保育料等が月額 5,000 円未満の方…保育料等全額

分

※第３子以降とは…保護者が養育している児童のう

ち、H9.4.2 生まれ以降の児童から数えて３番目

以降の児童のこと。

▼申請時期＝平成 28 年３月

※町内の幼稚園、保育所、認可外保育施設をご利用

の方には園（所）をとおしてお知らせします。町

外の施設をご利用の方は、下記までお問い合わせ

ください。

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５
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★町の一般業務は…12月29日(火)～翌年3日(日)まで休みとなります。

ご　み　収　集 し　尿　処　理 戸　籍　関　係 中央公民館 
町民体育館 歴史みらい館 道の駅むらた 

（物産交流センター）
みやぎ県南
中核病院

みやぎ県南中核病院 
附属村田診療所

みやぎ県南中核病院 
附属訪問看護ステーション

12月28日(月) 年内ごみ収集最終日
（もやせるごみ）

通常業務 
年内業者最終受付日 通常業務 休　館　日

「1月4日（月）まで」
休　館　日

「１月5日(火)まで」 通常営業 通常診療 通常診療 通常業務

29日(火)
直接搬入

〈可燃〉8:30～16:30
〈不燃〉8:30～16:30

28日受付分汲取り 役場閉庁
「１月3日(日)まで」 休　　　み 休　　　　診 休　　　　診 休　業　日

30日(水)
直接搬入

〈可燃〉8:30～16:30
〈不燃〉8:30～16:30

休　　　み

31日(木) 休　　　み 休日当番医（外科）

1月1日(金･祝) 火葬業務休み  休　　　　診

2日(土) 　　　　 休日当番医（外科）

3日(日) 新春初売り 休日当番医（外科）

4日(月) 通常業務 
（燃やせるごみ収集日） 通常業務 通常業務 通常診療 通常診療 通常業務

備　考

《ゴミ収集業者》
●田中クリーン
　☎83－2833

　直接搬入（有料）
「可燃・可燃性粗大ゴミ」
●角田衛生センター
　☎0224－63－2140
「不燃・資源・不燃性粗大
ゴミ」
●仙南リサイクルセンター
　☎0224－33－2225
※休み中は収集所へごみ
　を出せません。

12月28日までに受付さ
れても、年末は大変混み
合いますので、年内に汲
み取りできない場合があ
ります。お早めに受付い
ただきますようお願いし
ます。
　　 
《業　者》 
●佐藤衛生社 
　☎52－3628 
●県南衛生工業 
　☎83－4319

年 末・年 始 の 戸 籍（ 婚
姻・出生・死亡など）に
関する届出は、すべて本
庁窓口で受付をします。 
転入、転出などの届け出
や、住民票等の発行申請
は受付できません。

1月5日（火）から通常業
務となります。

休館中（12月27日
〜1月5日）の図書
の返却はできません
ので、ご了承くださ
い。

≪休日当番医≫  
●受付時間
　午前9時〜午後5時  
※一般診療は休診とな
　ります。

               《緊急対応体制》 
年末年始で休業日が入
りますが、ご利用いた
だ い て い る 方 に つ い
ては、24時間の緊急
対 応 体 制 （ ☎ ８ ２ －
１７１１）は通常どお
り対応いたします。

TEL 町民生活課　☎８３－６４０１ ☎８３－２０２３ ☎８３－６８２２ ☎８３－５５０５ ☎５１－５５００ ☎８３－２４４５ ☎８２－１７１１

村田町役場…☎８３-２１１１（代表）

《お知らせ》 年 末  年 始 の 業 務《お知らせ》 年 末  年 始 の 業 務
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★町の一般業務は…12月29日(火)～翌年3日(日)まで休みとなります。

ご　み　収　集 し　尿　処　理 戸　籍　関　係 中央公民館 
町民体育館 歴史みらい館 道の駅むらた 

（物産交流センター）
みやぎ県南
中核病院

みやぎ県南中核病院 
附属村田診療所

みやぎ県南中核病院 
附属訪問看護ステーション

12月28日(月) 年内ごみ収集最終日
（もやせるごみ）

通常業務 
年内業者最終受付日 通常業務 休　館　日

「1月4日（月）まで」
休　館　日

「１月5日(火)まで」 通常営業 通常診療 通常診療 通常業務

29日(火)
直接搬入

〈可燃〉8:30～16:30
〈不燃〉8:30～16:30

28日受付分汲取り 役場閉庁
「１月3日(日)まで」 休　　　み 休　　　　診 休　　　　診 休　業　日

30日(水)
直接搬入

〈可燃〉8:30～16:30
〈不燃〉8:30～16:30

休　　　み

31日(木) 休　　　み 休日当番医（外科）

1月1日(金･祝) 火葬業務休み  休　　　　診

2日(土) 　　　　 休日当番医（外科）

3日(日) 新春初売り 休日当番医（外科）

4日(月) 通常業務 
（燃やせるごみ収集日） 通常業務 通常業務 通常診療 通常診療 通常業務

備　考

《ゴミ収集業者》
●田中クリーン
　☎83－2833

　直接搬入（有料）
「可燃・可燃性粗大ゴミ」
●角田衛生センター
　☎0224－63－2140
「不燃・資源・不燃性粗大
ゴミ」
●仙南リサイクルセンター
　☎0224－33－2225
※休み中は収集所へごみ
　を出せません。

12月28日までに受付さ
れても、年末は大変混み
合いますので、年内に汲
み取りできない場合があ
ります。お早めに受付い
ただきますようお願いし
ます。
　　 
《業　者》 
●佐藤衛生社 
　☎52－3628 
●県南衛生工業 
　☎83－4319

年 末・年 始 の 戸 籍（ 婚
姻・出生・死亡など）に
関する届出は、すべて本
庁窓口で受付をします。 
転入、転出などの届け出
や、住民票等の発行申請
は受付できません。

1月5日（火）から通常業
務となります。

休館中（12月27日
〜1月5日）の図書
の返却はできません
ので、ご了承くださ
い。

≪休日当番医≫  
●受付時間
　午前9時〜午後5時  
※一般診療は休診とな
　ります。

               《緊急対応体制》 
年末年始で休業日が入
りますが、ご利用いた
だ い て い る 方 に つ い
ては、24時間の緊急
対 応 体 制 （ ☎ ８ ２ －
１７１１）は通常どお
り対応いたします。

TEL 町民生活課　☎８３－６４０１ ☎８３－２０２３ ☎８３－６８２２ ☎８３－５５０５ ☎５１－５５００ ☎８３－２４４５ ☎８２－１７１１

《お知らせ》 年 末  年 始 の 業 務《お知らせ》 年 末  年 始 の 業 務
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区 分
住民基本
台帳人口

（平成27年1月1日現在）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
25年度の人件費率

26
年度

　　　　  人

11,637 

　　　千円

6,154,385

　　　千円

157,004

　　　千円

1,207,703

　　　　％

19.6

　　　　  ％

20.3

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等が含まれます。

区 分 職員数
Ａ

給　与　費
一人当たり
給与費 B/A給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ

26
年度

　　　人

140

　　　千円

485,858

　　　千円

75,603

　　　千円

181,323

　　　千円

742,784

　　　千円

5,306

（注） １　職員手当には退職手当を含みません。
 　　２　職員数は、平成26年4月1日現在の人数です。

 １.総　　括

 ２.職員の平均給与月額、初任給等の状況

 ３.一般行政職の級別職員数等の状況

（１） 人件費の状況（普通会計決算）

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成27年４月１日現在）

（２） 職員の初任給の状況（平成27年４月１日現在）

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年４月１日現在）

①一般行政職

②技能労務職

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

村田町職員給与等のあらまし村田町職員給与等のあらまし

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

村田町 42.2 歳 309,300 円 372,319 円

宮城県 42.3 歳 323,015 円 402,407 円

国 43.5 歳 334,283 円 408,996 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

村田町 42.5 歳 209,500 円 225,157 円

宮城県 51.8 歳 328,544 円 371,143 円

国 50.2 歳 289,141 円 328,318 円

区　　　　　分 村　田　町 宮　城　県 国

一般行政職
大　学　卒 174,200 円 180,800円 174,200 円

高　校　卒 142,100 円 146,500円 142,100 円

技能労務職
高　校　卒 139,500円 144,200 円 139,500円 

中　学　卒 123,900 円 127,700 円 －

区　　　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大　学　卒 276,300 円 293,900円 342,100 円

高　校　卒 253,700 円 262,700 円 303,000 円

技能労務職
高　校　卒 197,400円 206,000 円 212,500 円

中　学　卒 － － －

区　　分 標準的な職務内容 職　員　数 構　成　比

１　　級 主事・技師 16 人 15.2 ％
２　　級 主事・技師 5 人 4.8 ％
３　　級 主任主査・主査 38 人 36.2 ％
４　　級 総括主査 19 人 18.1 ％
５　　級 課長・参事・副参事 19 人 18.1 ％
６　　級 課　長 8 人 7.6 ％

（注）
１.「平均給料月額」とは、平成27年４月１日現在におけ

る各職種ごとの職員の基本給の平均です。
２.「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶

養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸
手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態
調査において明らかにされているものです。

（注）
１　村田町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員

数です。
２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表

的な職務です。
（注）

平成18年に８級制から６級制に変更しています。（旧
給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ
統合）
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 ４.職員の手当の状況

 ５.特別職の報酬等の状況  ６.職員数の状況

（１）期末手当・勤勉手当

（平成27年４月１日現在）

（３）地域手当　支給規定なし

（４）その他の手当（平成27年４月１日現在）

（２）退職手当（平成27年４月１日現在）

部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

村　田　町 宮　城　県 国

1人当たり平均支給額
（26年度）1,424 千円 － －

（26年度支給割合） （26年度支給割合） （26年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当  勤勉手当
2.60 月分 1.50 月分 2.60 月分 1.50 月分 2.60 月分 1.50 月分

（1.45）月分 (0.70）月分（1.45）月分 (0.70）月分（1.45）月分 (0.70）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級
等による加算措置
・役職加算5～15%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級
等による加算措置
　・役職加算　 5～20%
　・管理職加算15～25%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級
等による加算措置
・役職加算　  5～20%
・管理職加算10～25%

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

区　　　分 給料月額等

給
料

町　長 829,000 円
副町長 597,800 円 

報
　
酬

議　長 304,000 円
副議長 256,000 円 
議　員 246,000 円 

期
末
手
当

町　長 （平成26年度支給割合）
　　　　　　　　2.95月分副町長

議　長
（平成26年度支給割合）

　　　　　　　　2.95月分副議長
議　員

退
職
手
当

町　長
（算定方式） （１期の手当額）（支給時期）

829,000円×0.44×48月 17,508,480円 任期毎
副町長 597,800円×0.26×48月 7,460,544円 任期毎
備　考

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（４
　　年＝ 48 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

村　田　町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 20.445月分 25.556月分 勤続20年 20.445月分 25.556月分 
勤続25年 29.145月分 34.583月分 勤続25年 29.145月分 34.583月分 
勤続35年 41.325月分 49.59月分 勤続35年 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
　　　　　(2～20%加算)
１人当たり平均支給額　　　　
　　　　　　19,655千円

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
　　　　　(2～20%加算)
１人当たり平均支給額　　　　
　　　　　　　－　千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された
平均額です。

　　　　　　区分

部門　　　　　　

職　員　数 対前年 
増減数 主　な　増　減　理　由

平成27年 平成26年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 2 2 0
総　務 35 33 2 総務職員の増
税　務 8 9 △ 1 税務職員の減
労　働 0 0 0
農林水産 12 11 1 農林水産職員の増
商　工 5 5 0
土　木 11 12 △ 1 土木職員の減
民　生 27 27 0
衛　生 11 11 0

計 111 110 1
教育部門 33 30 3 教育部門職員の増
消防部門 0 0 0

小計 144 140 4
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 6 6 0
下水道 0 0 0
その他 11 11 0
小　計 17 17 0

合　計
161 157 4

[185］ [185］ [0］
（注）１．職員数は一般職に属する職員数です。
　　 ２．［　　］内は、条例定数の合計です。

手　当　名 内容及び支給単価 国の制度
との異同 国の制度と異なる内容 支給実績

（26年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（26年度決算）

扶養手当 ・配偶者13,000円
・配偶者以外6,500円 同 － 16,379千円 218,387円 

住居手当 ・借家、借間に居住の職員月額家賃については別途計算し月
額27,000円 同 － 4,105千円 195,476円 

通勤手当

・交通機関等の利用者定期券使用の区間について月額55,000
円を限度

・自動車等の使用者自転車等及び普通自動車等使用者距離(2
㎞以上)により2,000円から24,500円

同
一部異なる普通自動車
の用距離(片道により
2,000円から20,900円)

8,302 千円 74,793円 

管理職手当 ・課長等　49,600円から62,300円の定額 同 － 13,825 千円 628,409 円

（注）管理職手当は、平成19年から定額制に変更になりました。
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平成28年　新春顔合わせ会

村田町職員採用試験を行います

▼職種

①管理栄養士（上級・大学卒業程度）

▼職務内容

①専門的業務に従事しますが、事務的業務に従事

することもあります。

▼採用予定人数

１名

▼受験資格

①昭和60年４月２日以降に生まれた者で、管理

栄養士の資格を有する者または平成28年３月

31日までに取得する見込みの者

②上記①の資格を有し、次のいずれにも該当し

　ない者

（１）日本の国籍を有しない者

（２）成年被後見人または被保佐人

　　（準禁治産者を含む）

（３）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終

わるまでの者またはその刑の執行猶予の

期間中の者その他その執行を受けること

ができなくなるまでの者

（４）村田町職員として懲戒免職の処分を受け、

当該処分の日から２年を経過しない者

（５）日本国憲法またはその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、またはこれに加入した者

▼申込方法

　役場総務課に受験申込書を請求のうえ申し込

みください。郵便で受験申込書を請求する場合

には、封筒の表に「職員採用統一試験受験申込

書請求（管理栄養士）」と朱書きし、宛先を明記

の上、120 円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サ

イズが入る大きさ）を必ず同封してください。

▼申込先

〒９８９−１３９２　

宮城県柴田郡村田町大字村田字迫６番地

村田町役場総務課　秘書人事班　あて

▼受付期間

12 月１日（火）〜 16 日（水）

　申込受付は、平日の午前８時 30 分から午後

５時までです。

　郵便の場合は、12 月 16 日 ( 水 ) までに上記

の受験申込先に届いたものに限り受け付けます

ので、「簡易書留」等の確実な方法によって送付

してください。

▼試験日・場所

〈第一次試験〉

　１月24日(日)

　宮城県自治会館（仙台市）

〈第二次試験〉

　２月下旬頃

災害等により、試験開始時刻を変更または中止す

る場合には、町のホームページ（新着更新情報）に

てお知らせします。

【問】総務課　秘書人事班　☎８３−２１１１

▼日時＝平成28年１月６日（水）　午後４時30分　※受付は午後４時から行います。

▼場所＝村田町中央公民館　大ホール　　

▼対象者＝町内各界有志

▼参加費＝2,000円

　どなたでも参加できますが、事前申し込みが必要です。なお、当日はお酒を準備しておりますので、ご飲酒

される方につきましては、お車でのご来場はご遠慮ください。

　不明な点は、総務課総務班までお問い合わせください。

【問】総務課 総務班　☎８３−２１１１
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冬の感染症にご注意！
インフルエンザ＆ノロウイルス特集

インフルエンザ

　インフルエンザの流行シーズンを迎えました。

流行のピークは１〜２月です。

●感染を予防するためには､どうすればいいですか？

①感染経路を断つこと（飛沫感染・接触感染を防

　ぎます）

・帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手

洗いをしましょう。

・アルコールを含んだ消毒液で手を消毒すること

も効果的です。

②予防接種を受けること

・発症する可能性を減らし、もし発症しても重い

症状になるのを防ぎます。

③免疫力を高めること

・免疫力が弱っていると感染しやすくなります。

また、感染したときに症状が重くなってしまう

おそれがあります。普段から、十分な睡眠とバ

ランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めてお

きましょう。

●かかった時に気をつけることは？

①発症から48時間以内に抗インフルエンザウイ

ルス薬の服用を開始すれば、発熱期間の短縮な

ど効果が期待できます。

　受診のめやすは、比較的急速に38℃以上の発

熱があり、せきやのどの痛み、全身の倦怠感を

伴う場合です。特にお子さんや高齢者、妊婦さ

ん、持病のある方は、早めに受診しましょう。

②こまめに水分を摂取しましょう。

③咳やくしゃみの飛沫には、病原体を含んでいま

す。マスクを着用し、周囲の人へうつさないよ

うにしましょう。

ノロウイルス

　ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は冬

場に本格的な流行を迎えますが、今年は感染性胃

腸炎の患者が、過去10年間で最多だった年に次

ぐペースで増加しています。

　お子さんや高齢者は重症になりやすいので、特

に注意しましょう。

●感染を予防するためには､どうすればいいですか？

①手洗いをしっかりすること

・調理前、食事前、トイレの後に石けんと流水で

手を洗いましょう。

※アルコールを含んだ消毒液での消毒は、あまり

効果がありません。

②食品からの感染を防ぐこと

・食品は十分に洗い、中心までよく加熱しましょ

う。（中心部が85℃以上で90秒以上）

・調理器具や調理台はその都度洗剤で洗い、熱湯

で消毒しましょう。（85℃以上で1分以上）

③人からの感染を防ぐこと

・下痢などの症状が見られる場合には、できるだ

け浴槽に入らず、かけ湯かシャワーで済ませま

しょう。バスタオルや手拭いタオルは家族間で

共有せずに個別のものを準備しましょう。下痢

症状がなくなっても１か月程度ウイルスが排泄

されるので、注意が必要です。

・洋式トイレで排せつ、嘔吐した場合はトイレの

ふたを閉めてから流しましょう。

・吐物や便などは、使い捨てのマスクや手袋を着

用し、飛び散らないように処理し、次亜塩素酸

ナトリウム溶液（※）で消毒しましょう。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂

白剤でも代用できます。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

▼日時＝ 12月18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　生活支援班

　　☎５３−３１２２

　　健康福祉課　社会福祉班

　　☎８３−６４０２

　認知症になっても、住み慣れた地域で安心して

自分らしく暮らせるようにするため、認知症支援

に携わる方のみならず、多くの地域の皆さんに向

けて、認知症の方とのかかわり方や接し方につい

て講演会を開催します。

▼講演

　「大事な人が認知症になったら…〜かかわり方

　と接し方〜」

▼講師＝認知症介護研究・研修仙台センター

　　　　主任研修研究員　矢吹知之先生

▼日時＝12月11日（金）

　　　　午後１時30分〜３時（午後１時開場）

▼会場＝村田町中央公民館　大ホール

▼定員＝100名（先着順）

　　　　※事前申込不要

▼参加費＝無料

【問】健康福祉課　高齢福祉班　☎８３−６４０２

生活保護の相談窓口

村田町認知症講演会

元気が出る！こころとカラダのはなし
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　消費者の皆さんに、生活安全や消費生活知識を

得ていただくために様々な講座を開催している消

費生活講座です。

　今回は「遺言と相続について」をテーマに開催し

ます。

▼日時＝12月９日（水）午前10時〜11時

▼場所＝村田町中央公民館１階　会議室

▼講師＝日本司法支援センター　宮城地方事務所

　　　　所長　髙橋春男氏

　年末は特に消費者トラブルが多くなる時期で

す。お誘いあってぜひご参加ください。

【問】町民生活課　総合窓口班　☎８３−６４０１

　役場職員などを名乗り、「高額療養費の還付が

あるので、口座番号と暗証番号を教えて欲しい」、

「返還金があるので手続きをするように」といっ

た不審な電話が県内でも増加しています。

　役場から電話で口座情報を尋ねることはありま

せん。返還金などがある場合は、通知書を送付し

ています。

　不審な電話があった場合は、すぐに対応せず、

相手の所属、名前、連絡先を確認し、一度電話を

切ってから、役場や警察署までご連絡ください。

【問】町民生活課　☎８３−６４０１

▼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。

▼申込期間＝ 12 月１日（火）〜 14 日 ( 月 )

※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

　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。

その他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＝12月１日（火）〜25日（金）

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

　商品券を購入された方は、下記使用期限までに

取り扱い事業所でご使用ください。

　また、併せてアンケートにもご協力をお願いし

ます。

▼使用期限＝平成27年12月12日（土）

【問】村田町商工会　　☎８３−２２６７

　　地域産業推進課　☎８３−２１１３

町営住宅入居者募集

不審電話にご注意を!!

木造住宅耐震診断助成事業第１回消費生活講座

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度につ

いて

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは

前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得

の合計額が 300 万円を超える方に必要とされ

ていた記帳と帳簿書類の保存が、平成 26 年

１月からは、これらの所得を生ずべき業務を

行う全ての方（所得税及び復興特別所得税の

申告の必要がない方を含みます。）について必

要となりました。

　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳

細は、国税庁ホームページ（http://www.

nta.go.jp）に掲載されていますので、ご覧く

ださい。

　詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ

ください。

【問】大河原税務署個人課税第一部門

　　　☎５２−２２０２

村田町プレミアム商品券の使用期限が
迫っております
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ジュニア・リーダーからのクリスマスプレゼント！
「マボック発表会」のお知らせ

　毎年恒例となっているジュニア・リーダーのク
リスマス会。今年もジュニア・リーダーのお兄さ
ん、お姉さんが楽しい劇や創作活動を企画してみ
んなの参加を待っています。サンタさんもやって
くるかも！
▼日時＝ 12 月 23 日（水・祝）　午後１時〜
　　　　（午後０時 30 分から受付開始）
▼場所＝村田町中央公民館
▼入場料＝無料
※どなたでも参加できます。子ども会等での参加

もＯＫです。皆さんで楽しいひとときをどうぞ。
詳しくは学校から配布されるチラシをご覧くだ
さい。

平成28年　村田町成人式
　平成28年村田町成人式を次のとおり開催します。
▼日時＝平成 28 年１月 10 日（日）　午前１１時〜
　　　　※受付は午前 10 時から行います
▼会場＝村田町民体育館
▼対象者＝平成７年４月２日から平成８年４月１

日生まれの町内に住んでいる方、また
は村田第一中学校及び村田第二中学校
卒業者

【問】生涯学習課（中央公民館内）☎８３−２０２３

企画展『石への想いとやきものの美　～吉田正彦・
太田正孝作品展～』を開催中です !!

　村田町出身の彫刻家、
故・吉田正彦氏は、岩
手大学美術専攻科を卒
業後、東京でみたイサ
ム・ノグチの作品に直
感を得、庵治石が産出
される五剣山にいだか
れた香川県庵治町（現
高 松 市 ） に 居 を 定 め、
石の彫刻家としての活
動をはじめました。
　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時代の窯跡をたずね、
これをもとに足立の山中に思

し

太
た

田
だ

窯
が ま

を開設し、こ
れまで様々な陶芸作品を生み出してきました。
　今回、歴史みらい館では、村田にゆかりがあり
親交を深めた二人の作品を展示する企画展『石へ
の想いとやきものの美　〜吉田正彦・太田正孝作
品展〜』を開催いたしております。ぜひみなさん
でその魅力をご堪能ください。
▼会期＝平成28年１月24日（日）まで

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室
▼観覧料＝無料

「お母さんは命がけであなたを生みました」／
著者・内田美智子／幻冬舎

　16 歳のための、命の教科書が副題です。
　あなたの命は、奇跡のようなもの。
　命の現場で働いたことから分かったことは、生き
ること、生き続けることが大切だということです。
そこで、どうやって生きていくのかを考えなければ
なりません。
　そして、幸せな恋から、すべてがはじまるようで
す。命を大切にできる人になり、今を変えれば、あ
なたの未来はやってくるようです。
　と、作者が言うように、今を大切にして生きて行
きたいものですね。
　ぜひ、この本を読んで見てください。

●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）
●12月の休館日＝ 7 日・14 日・21 日・24 日・
　　　　　　　　27 日〜 31 日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今 月 の 歴 史 み ら い 館

▲太田正孝氏作品

未登記家屋の取り壊しや名義変更の
手続きはお済みですか？

　固定資産税は、１月１日現在の土地・家屋
等の所有者に対し課税されます。
　年の途中で未登記家屋（法務局に登記され
ていない家屋）を取り壊したり、相続・売買
などで名義が変わったりした場合は、役場へ
の届出が必要となります。
　届出がない場合には、家屋が存在するもの
として課税されたり、旧所有者へ納付書が送
付されたりしますので、速やかに届出をお願
いします。
　なお、登記されている家屋については、法
務局にて登記の手続きをしてください。登記
の手続きに基づき法務局から役場へ通知され
ますので、役場への届出は不要です。
【問】税務課　資産税班　☎８３−６４０３

生涯学習課・公民館からのおしらせ
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子育て支援センター 12 月の予定
○みんなの広場　　対象：未就学児

日時＝ 12 月１日（火）〜 12 月 3 日（木）
　　　　12 月 8 日（火）〜 12 月 10 日（木）
時間＝午前中は 10 時〜 12 時、午後は 2 時〜

4 時の間で製作活動を行います。都合の
良い時間帯においでください。

場所＝子育て支援センター
内容＝「クリスマス製作」　※申込不要

○誕生会　　対象：12 月生まれの未就学児
日時＝ 12 月 15 日（火）　午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝今月お誕生日を迎えるお子さんをお祝い

する会で、手形をとって手作りカードを
プレゼントします。

申込方法＝ 12 月 14 日（月）までに、子育て
支援センターへ申し込みください。

※誕生児以外の方も集まって、みんなで一緒にお
祝いしましょう。

★町のホームページ「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

　10月下旬から順次通知されている通知カードの
受取後において、個人番号カードの交付申請ができ
ます。
■個人番号カードを郵送により交付申請する場合
　郵送により交付申請を行う場合、通知カードに同
封される返信用封筒に交付申請書を入れて郵送して
いただくことになります。
　世帯の中で分けて交付申請する場合（返信用封筒
が不足する場合）は、別に封筒をご用意のうえ、下
記あて先まで交付申請書を郵送してください。
　なお、ご用意していただく封筒及び送料について
は、申請者ご本人様のご負担となります。

■通知カードが届かない場合
　村田町に住民票を有する世帯に対する通知カー
ドは、10月下旬より発送が開始されており、概ね
11月末頃まで各世帯へのお届けが完了する見込み
となっておりましたが、受取人の不在、転送がかか
っている、住民票を異動したなどの理由により、一
部の世帯で通知カードがお手元に届いていない場
合があります。
　まだ通知カードが届いていない場合は、町 民 生
活課（☎８３−６４０１）へお問い合せください。
■通知カード等の再発行
　通知カードまたは個人番号カードの受取後、カ
ードを紛失等した場合、再交付が可能ですが、再
交付手数料が必要になります。
・通知カードの再交付　　　500円
・個人番号カードの再交付　800円
（電子証明書を利用する場合は、別に 200 円の    
　手数料が必要になります）

■マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘等にご
　注意ください！
　マイナンバー制度をかたった不審な電話、メー
ル、手紙、訪問等には十分注意し、応じないよう
ご注意ください。

［相談窓口］
　○消費者ホットライン　☎１８８
　○警察相談専用電話　　☎＃９１１０
　　または最寄りの警察署へご相談ください。
■インターネット等におけるマイナンバーの公表
　インターネット等に自らのマイナンバーを公表
する行為は、番号法の提供制限に違反する可能性
があります。インターネット等に自らのマイナン
バーは掲載しないようご注意ください。
■法人番号の利用
　平成 27 年 10 月から、法人の皆さまに法人番
号の通知（法人の支店等や個人事業者は対象外）
が開始されており、平成 28 年１月より利用が開
始されます。
　以下のウェブサイトで、基本となる３情報（①
名称、②所在地、③法人番号）の検索・閲覧など
ができます。

法人番号公表サイト 法人番号公表サイト 検索 

【問】企画財政課　まちづくり推進班
　　☎８３−２１１２

子育て支援センターからのお知らせ

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 

■マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０－９５－０１７８（無料）
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

送付先情報

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私
書箱第２号
地方公共団体情報システム機構 個人番
号カード交付申請書受付センター 宛
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平成27年12月の納税・保険料・使用料

期限内の納入をお願いします。

①町県民税　　　　　　　　　４期分

②国民健康保険税　　　　　　９期分

③介護保険料　　　　　　　　９期分

④後期高齢者医療保険料　　　６期分

⑤水道使用料　　　　　　　　12月分

⑥下水道使用料　　　　　　　12月分

【問】〈町県民税・国保税・介護保険料・後期高齢者医療

　　　保険料〉　　　　税務課　  ☎８３−６４０３

　　〈水道使用料〉水道事業所　　☎８３−２８７０

　　〈下水道使用料〉　建設課　　 ☎８３−６４０７

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＝12月16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

　毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を

「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚の

ための啓発活動を全国的に展開しています。

　人権週間中の行事は次のとおりです。

○人権フェスティバルinフォルテ

▼日時＝12月５日（土）午後0時〜３時

▼場所＝大河原フォルテ

▼内容

　①人権作文入賞者表彰式及び入賞作品発表②人

権イラスト・ポスター展（15日まで展示）③紙芝

居・じゃんけん大会④仙南２市７町ゆるキャラ大

集合など

○特設人権相談所

▼日時＝12月２日（水）午前10時〜午後３時

▼場所＝村田町社会福祉協議会

▼相談例

　差別、暴行・虐待、セクハラ・パワハラ、いじ

め・体罰、名誉毀損・プライバシー侵害など。

　特設人権相談所は、人権擁護委員が相談をお受

けします。相談は無料で、秘密は堅く守ります。

人権に関する問題でお困りの方は、どうぞご気軽

にご相談ください。

【問】仙台法務局大河原支局　☎５２−６０５３

　10月６日から11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 ～ 0.06
村 田 小 学 校 ４ 0.04 ～ 0.05
村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.06 ～ 0.06  
村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.05 ～ 0.05
村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.07 ～ 0.08  
村 田 幼 稚 園 ４ 0.05 ～ 0.06
沼 辺 幼 稚 園 ４ 0.04 ～ 0.05
村 田 保 育 所 ４ 0.06 ～ 0.07
村 田 児 童 館 ４ 0.07 ～ 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 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 ７ ０
学校給食センター 10 ０

住民持込み農林産品等 4 ０
　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

放射線対策に関するお知らせ

　
守ろう！暮らしの安全・安心

消火栓付近の除雪にご協力をお願いします

　火災発生時の消火活動に使用する消火栓は、地上

式と地下式の２種類のタイプが設置されています。

　降雪時には、積もった雪の下に消火栓が隠れて

位置が分かりにくくなり、初期消火活動に支障が

出る場合があります。

　降雪の際には、万が一に備えて自宅などの周囲

に設置されている消火栓の除雪にご協力をお願い

します。

　また、併せて消火栓付近には除雪した雪を溜め

ないようご協力をお願いします

【問】総務課　防災班　　　　  ☎８３−２１１１

　　 大河原消防署村田出張所  ☎８３−２４０８

「第67回人権週間」
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AZ9 ジュニア・アクターズ第 23 回公演
▼日時＝平成28年2月13日(土)・14（日）
　　　　午後2時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 1,000 円、学生

600 円、親子ペア 1,400 円（当日各 200 円増）
　※未就学児童入場不可

●ことりはうすイベント情報
キャンドルスタンドつくり
　小枝や木の実などで飾りをつけて雰囲気のある
ローソク入れを作ってみませんか。
▼期日＝12月5日（土）・12日（土）
▼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（保険料込み）
▼定員＝ 20 名　※要予約
クリスマスリース作り
　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＝12月6日（日）・12日（土）
▼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＝ 1,000 円（保険料込み）
▼定員＝ 20名　※要予約
お正月飾りつくり
　かわいいミニ門松（一対）をつくりお正月気分
を盛り上げましょう。
▼期日＝12月13日（日）・19日（土）
▼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（保険料込み）
▼定員＝ 20 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

●確定申告期間の非常勤職員募集
　平成27年分の確定申告期間に非常勤職員を新
規に募集します。
▼仕事内容
　確定申告書の書類整理、ＰＣ入力
　確定申告会場でのＰＣ操作補助　など
▼採用期間＝平成28年1月〜平成28年3月
▼時給＝820円（ほか交通費支給あり）　　　　
※詳しくは国税庁のホームページをご覧いただ
き、不明な点はお問い合わせください。
　なお、応募者多数の場合は締め切らせていただく
場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【問】大河原税務署　総務部　☎５２−２２０２

●宮城県大河原商業高等学校定時制課程
　社会人特別選抜（定時制課程）募集
▼受験資格

①事業所に3年以上勤務した方または平成28年
3月末現在において3年以上勤務する見込みの
ある方。（自営業、主婦等は当該業務従事を勤務
とみなします）
②勤務先の所属長など責任をもって本人を推薦
できる方の推薦を得た方。

▼募集人数＝8名以内
▼募集期間＝平成28年1月12日(火)〜15日(金)
▼受付時間＝午前9時〜午後4時
　　　　　　※15日は午前11時まで
▼面接＝平成28年2月3日(水)
▼場所＝宮城県大河原商業高等学校

【問】宮城県大河原商業高等学校
　　定時制課程　教務部　☎５２−１０６４

みやぎ県南中核病院からの
お知らせ

退院調整看護師（非常勤職員）、看護助手（非
常勤職員）募集

　みやぎ県南中核病院では、職員を募集してお
ります。応募方法や雇用条件等は病院ホームペ
ージまたは総務課人事係までお問い合わせくだ
さい。

▼退院調整看護師（1名）
・業務内容＝入院患者さんの退院調整業務
・必要資格＝看護師免許（加えて介護支援専門
　員の資格があると望ましい）
・勤務時間＝午前8時30分〜午後5時15分

▼看護助手（若干名）
・業務内容＝入院患者さんの日常生活動作の介
　助等
・必要資格＝介護初任者研修修了
　　　　　 （旧ヘルパー2級修了）
・勤務時間＝①午前7時〜午後3時45分
　　　　　　②午後1時〜9時45分

【問】みやぎ県南中核病院　総務課人事係
　　☎５１－５５００(代)
　　（平日　午前8時30分〜午後5時まで）
　　ホームページ
　　http://www.southmiyagi-mc.jp
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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＝ 12 月 8 日（火）・22 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＝ 12 月 8 日（火）・22 日（火）
　　　　午前９時〜10時
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・杜の都 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＝ 12月3日（木）・10日（木）
　　　　午後1時30分～4時30分
▼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＝ 12月16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

●「ひきこもり家族交流会」
　仙南保健福祉事務所では、ひきこもりの方への
対応で困っていることなど、家族が抱えているお
気持ちを語り合える「家族交流会」の場を設けま
した。
　お気軽にお申し込みください。
▼日時＝ 12 月 24 日（木）　午後２時〜４時
▼場所＝大河原合同庁舎保健所棟２階
▼利用方法＝予約制ですので事前にお申し込みく
　ださい。

【予約・問合せ】
　仙南保健所　母子・障害班　☎５３−３１３２

●えずこホール　イベント情報
矢野顕子リサイタル 2015 〜ピアノ弾き語り〜
▼日時＝ 12月17日(木)　午後7時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 4,000 円、U-24 

2,000 円（当日各 500 円増）
　※未就学児童入場不可

『えずこ寄席　柳家喜多八　独演会』
▼日時＝平成28年2月19日(金)・20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

12

83-2111 83-5740



　社会保険料控除とは、自分や配偶者またはその
他の親族の社会保険料（年金・介護・健康保険な
ど）を納めたときに受けられる所得控除のことを
いいます。
　来年の申告では平成27年1月1日から12月31日ま
でに納められた社会保険料の額が対象となります。
　申告時には納付金額について証明書の添付が必
要ですので、日本年金機構から送付される国民年
金保険料納付証明書または領収書を持参のうえ、
手続きをしてください。
※2年前納をしているときは、①納めた年に全額
控除する方法と、②1年分に相当する額ごと2年
にわたって控除する方法を選択することができま
す。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧い
ただくか、年金事務所へお問い合わせください。

　保険料一部免除の承認を受けている期間は、定
められた一部保険料を納付しないと未納期間とな
りますのでご注意ください。

　なお、一部保険料の納付額も全て社会保険料控
除の対象となります。

一部免除を受けた場合の納付月額
（平成27年度保険料月額15,590円）

免除区分 一部納付額 免除額

3/4 3,900円 11,690円

半額 7,800円 7,790円

1/4 11,690円 3,900円

　日本年金機構では、「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（マイナンバー法）」の改正により、当分の間、個
人番号（マイナンバー）が記載された各種書類を
お預かりすることができません。
　年金請求時などに必要な書類として「住民票」を
提出する場合は、「個人番号（マイナンバー）」が記
載されてないものを提出してください。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１
　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１
　　日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構に提出する書類と
　　　　　　　　  マイナンバーについて

一部免除承認後の
　　　　　　　 保険料納付をお忘れなく!

国民年金保険料は
　　　　　　社会保険料控除の対象です

　国民生活センターの報道発表資料によると、古銭

の購入に関連した詐欺的トラブルに関する相談は、

2014 年度に急増し、2014 年 4月から2015 年7月

までに寄せられた相談は331件となっています。　

　契約当事者の年代をみると、60 歳以上の高齢者

が全体の9 割以上占めており、高齢者によるトラブル

が非常に多いことが分かります。相談のうち、すでに

お金を支払っているケースは 24 件で、100万円未満

というケースが最も多くなっていますが、1,000万円

以上のケースもあり、平均被害金額は約 820万円と

高額です。

　特に多く見られる手口は、複数の業者が役回りを

分担して消費者を騙そうとする「劇場型勧誘（買え買

え詐欺）」です。

【事例１】

　「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に

古銭を購入できる権利がある。買いたい人がいるの

で名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけ

られ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を

貸した行為は違法で、このままだと訴えられる。今な

らお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」

と電話があり。怖いので最初に50 万円、数日後に

300万円を指示されるまま業者へ宅配便で送ったとこ

ろ、業者と連絡が取れなくなった。

＜その他の事例＞

●名前を貸すことを了承したら不正行為と言われて

50万円を送ってしまった。

●業者に連絡すると不正入手と言われて200 万円を

送ってしまった。

☆「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ち

かけてくる不審な電話は買え買え詐欺です。相手

にせずすぐに電話を切ってください。

☆「宅配便でお金を送れ」は全て詐欺です。業者と

やりとりしてしまっても、話をうのみにせず、絶対に

お金を払わないでください。

○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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古銭の購入に「名前を貸して…」等の電話は詐欺!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?



▼一人分の材料

さつまいも 25g　にんじん 15g　きゅうり 20g　

プロセスチーズ 5g　Ａ（塩・こしょう少々　酢 1 ㏄）

Ｂ（マヨネーズ大さじ 1/2　レモン汁 1 ㏄）

▼作り方

①にんじんは皮をむき、さつまいもは皮ごと、きゅ

うり、チーズをそれぞれ１㎝角に切る。さつまい

もは水にさらす。

②さつまいもとにんじんはゆで、水気を切った後Ａ

で下味をつける。

③①と②にＢを加えて混ぜ合わせる。

　

※この献立は平成 25 年度おやこの食育教室で実施し

た献立です。

※さつまいもは今が旬の食材です。

　さつまいもが日本に伝わったのは原産地の中米か

らではなく、中国を経由して伝わってきました。

※さつまいもにはビタミンＣが豊富に含まれ、じゃ

がいもと同じようにでんぷんに守られているので、

加熱しても壊れにくくなっています。

　また、食物繊維も多く、古くから緩下剤としての

効果があることで知られるヤラビンという成分が

含まれ、食物繊維と一緒になり便秘の改善効果が

期待できます。カリウムも豊富に含まれ、高血圧

にも効果があります。
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町 のようす 平成27年10月末日現在

人口････ 11,554人（−8人）
男････ 5,749人（－4人）

女････ 5,805人（－4人）

転入･･ 22人 転出･･ 29人

出生･･   4人 死亡･･  5人

世帯数･･･ 3,972戸（+1戸）

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

12月の献立

ごろごろサラダ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

齋
さい

藤
とう

　　伯
はく

くん （雅司・桂子） 荒　町

渡
わた

邊
なべ

　陽
はる

綺
き

ちゃん （翼・綾峰） 千　塚

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

半澤　耕一 （89） 弘　三 沼　田
小紫　榮子 （87） 政　男 足立西
佐藤　八郎 （83） 本　人 薄　木
佐久間泰賢 （81） 本　人 小泉西町
小栗サト子 （79） 忠 石　生
鈴木シミエ （86） 本　人 菅生下
八島　　寛 （83） 本　人 内　町

献立のエネルギー　101キロカロリー
　　　　　　　　　　  たんぱく質1.8g　塩分0.3g
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12 師　走師　走
月 カレンダー町 民

12月は　　日です。12月は　　日です。202020

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

休 日 当 番 医

内科 中核病院村田診療所 （村　田） ☎83-2445
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 よしだ歯科医院 （柴　田） ☎57-1918
薬局 アイン薬局村田店 （村　田） ☎82-1682

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

 12月   6 日（日曜日）

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 和野歯科医院 （柴　田） ☎55-5126
薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

 　　  13 日（日曜日）

内科 玉渕医院 （柴　田） ☎56-1012
外科 大河原整形外科クリニック （大河原） ☎51-1502
歯科 あいはら歯科医院 （大河原） ☎53-8138
薬局 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

 　　  20 日（日曜日）

内科 村川医院 （柴　田） ☎54-2316
外科 高沢外科・内科・胃腸科 （柴　田） ☎57-1231
歯科 安藤歯科医院 （大河原） ☎53-2348
薬局 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

船迫調剤薬局 （柴　田） ☎55-4193

 　　  23 日（水曜日・天皇誕生日）

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 飯淵歯科医院 （柴　田） ☎56-1026
薬局 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

 　　  27 日（日曜日）

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 永沼整形外科 （柴　田） ☎54-2244
歯科 さとう歯科医院 （柴　田） ☎56-5112
薬局 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

ひまわり薬局 （柴　田） ☎87-8430

 　　  29 日（火曜日・年末）

内科 佐藤内科クリニック （柴　田） ☎54-3755
歯科 さくらの杜診療所 （大河原） ☎51-4625
歯科 榊原歯科医院 （村　田） ☎83-2419
薬局 調剤薬局船岡店 （柴　田） ☎55-2776

ペガサス薬局 （大河原） ☎87-6097

 　　  30 日（水曜日・年末）

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
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
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

 　　  31 日（木曜日・年末）

内科 太田内科 （柴　田） ☎55-1702
外科 善積医院 （村　田） ☎83-2172
歯科 後藤歯科医院 （大河原） ☎52-2533
薬局 船岡調剤薬局 （柴　田） ☎58-1189

関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

 1月   1 日（金曜日・元日）

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 大河原歯科医院 （大河原） ☎52-2250
薬局 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

　　  2 日（土曜日・年始）

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 菊池歯科医院 （柴　田） ☎57-2950
薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

　　  3 日（日曜日・年始）

日 曜 12 月 1 日～ 12 月 31 日

12/1 火 食生活・健康相談（9:00 ～ 15:00　要予約）保健センター

2 水

人権相談（10:00 ～ 15:00）社会福祉協議会

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

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

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター

8 火 こころの健康相談（9:30 ～ 11:00　要予約）保健センター

9 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/H26.12 月生）保健センター

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 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

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター

22 火

23 水 天皇誕生日

24 木

育児相談（9:00 ～ 10:00）保健センター

3 歳 6 か月児健康診査（12:00 ～ 12:30/H24.6 月 7 月生）保健センター

4 か月児健康診査（13:30 ～ 13:45/H27. ８月生）保健センター

25 金

26 土

27 日

28 月 官公庁仕事納め

29 火

30 水

31 木

1/1 金

2 土

3 日

4 月 官公庁仕事始め


