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今月の表紙 ｢サケの稚魚放流
（江合川）」
（２月19日、14ページ関連記事）
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美里町長 相澤 清一

年の任期開始から４

するために何が必要かを考え

年間、この美里町をより良く

財源活用に併せてプライマリ

が予定されている中で、その

ります。しかし、消費税増税

していくことが期待されてお

る上で、まずは町民皆さまが

ーバランスの黒字化の先送り

平成

感じていること、町に求めら

お言葉を頂戴しながらも、た

ただきました。時には厳しい

障費をはじめとした歳出が増

交付税の減少に加え、社会保

本町におきましては、普通

くものと考えております。

然として厳しい財政状況が続

れていることを直接お聞きし、 が改めて検討されており、依

また私たちの思いを直接お伝

えすることが重要と考え、多

第４代美里町長就任にあた

くさんのご意見、ご要望を伺

くの皆さまと対話をさせてい

りまして町民の皆さまにごあ

加し、依然として厳しい財政

営に反映してまいりました。

う中で、多くを学び、貴重な
このたびの美里町長選挙に

これからの４年間につきまし

いさつを申し上げます。

おきまして、町民の皆さまを

ても、引き続き皆さまとの対

状況が続いております。その

はじめ各方面から力強いご支
２月５日をもって引き続き２

ます。

取り組んでまいりたいと思い

持とあたたかいご厚情を賜り、 話を大切にし、まちづくりに
期目の町政運営の重責を担わ

新たにしているところでござ

ぬ発展に精魂を傾ける決意を

まる思いと、美里町のたゆま

を改めて痛感し、身の引き締

た。町政を担う責任の重大さ

効果もあって、緩やかに回復

改善が続く中で、各種政策の

ついては、雇用・所得環境の

が続いているとし、先行きに

は、景気は緩やかな回復基調

さて、我が国におきまして

せていただくこととなりまし

います。
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山積する課題解消に向けた取

育所の待機児童の解消など、

中で、中学校の再編整備、保
うお願いを申し上げます。

ご支援、ご協力を賜りますよ

民の皆さまには、なお一層の

お願いしていかなければなら

皆さまにもご理解とご協力を

制に努めるとともに、町民の

た自主財源の確保と歳出の抑

かり行い、町税をはじめとし

めには、まず債権管理をしっ

な行財政運営を行っていくた

本町が将来にわたり持続可能

さつといたします。

お誓い申し上げ、就任のあい

実に進めてまいりますことを

を実感できるまちづくりを着

に手を携えて、豊かさと幸せ

２万５千町民の皆さま方と共

ップを十分に発揮しながら、

タートにあたり、リーダーシ

ここに町政執行２期目のス

組が必要となっております。

ないと思っております。
今後も常に危機意識を持っ
て先を見据えた展望に立ち、
行財政基盤の確立を図る最善
の努力をするとともに限られ
た財源を有効かつ効率的に運
用しながら、本町の将来像で
あります「心豊かな人材を育
み、地域産業が発展し、にぎ
わいのある、生き生きとした
暮らしができるまち」の実現
に向け、「美里町総合計画・

2018.3
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美里町総合戦略」の各施策を
着実に進めてまいります。町

美里町長就任式（２月５日）

教育委員会教育長および教育委員、監査委員が選任されました
平成 29 年度美里町議会２月会議（２月 13 日）で議会の同意を得て、教育委員会教育長および
同委員１人、監査委員２人が選任されました。

教育委員

教育長

後藤眞琴氏（中埣２区）

大友義孝氏（小島）

（任期 平成 34 年２月 19 日）

（任期 平成 34 年２月 19 日）

監査委員

代表監査委員

櫻井功紀氏（素山町）

相馬光喜氏（的場柳原）

（任期 平成 34 年２月４日）

（任期 平成 34 年２月 19 日）
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春の火災予防運動

３月１日 木 ～７日 水

年度全国統一防火標語『火の用心

ことばを形に 習慣に』
年度大崎広域防火標語『未来まで 燃やしてしまう 小さな火』

平成
平成

風が強く空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、
『春の全国火災予防運動』が実
施されます。この運動は，火災予防思想の一層の普及を図ることによって火災の発生を防止し、高齢者
などを中心とする被災者を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

消防団による一般家庭の防火診断（３月４日〔日〕
）
美里町消防団では、消防団後援会や婦人防火クラブの皆さんとともに、各戸を訪問する「防火診
断」を実施します。町民皆さまのご協力をお願いします。
４日午前６時
分に消防団員招集のサイレンが鳴ります。火災やその他の災害と間違えないよ
うにご注意ください。
問合先 防災管財課 ☎33-2142

≪

遠田消防署からのお知らせ

≫

☆全国瞬時警報システム☆

Ｊアラートの情報伝達訓練
春の火災予防運動

を実施します。
※実災害と間違えないようご

住宅用火災警報器の点検はお済みですか？適切に
機能するため維持管理が重要です。電池の交換時期
に注意し、「いざ」というときに住宅用火災警報器が
きちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れ
をしておきましょう。
この時期の屋外における火気の使用､田畑の野焼き
は､風が強く空気が乾燥しているため、思わぬ勢い
で拡大し、火災に発展することがあります。火の取

扱いと後始末に注意しましょう。

火の用心をお願いします。
問合先 遠田消防署予防係

☎43-2351

注意ください
この訓練は緊急時における住民への
迅速かつ確実な情報が伝達できるよう
に、全国一斉に実施されるものです。
●訓練日 ３月 14 日（水）11:00
●訓練放送内容
防災行政無線から「これはＪアラート
のテストです」が３回放送されます。
〔前後にチャイム音があります。〕
問合先

防災管財課 ☎33-2142

３月11日(日)は「みやぎ鎮魂の日」
３月11日は東日本大震災で亡くなられた方々を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世
に伝えていく「みやぎ鎮魂の日」です。震災で亡くなられた方々のご冥福を祈るため、地震が発
生した午後２時46分にサイレンを吹鳴しますので、町民皆さまの黙とうをお願いします。
◆問合先 防災管財課 ☎33-2142
広報みさと
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平成 30 年度自転車駐車場の利用登録
小牛田駅前・小牛田駅東
小小牛田駅前自転車駐車場（駅西口）と小牛田駅東自転車駐車場（駅東口）を日常的に利用する方
は、利用登録をお願いします。有効期限は１年間です。前年度に登録した方も再登録が必要となり
ますので、新しいステッカーの発行を受けてください。
■受付台数 小牛田駅前 434 台 小牛田駅東 160 台
■有効期限 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで（1 年間）
■対 象 者 通勤、通学などで日常的に自転車駐車場を
利用する町内在住の方、または町内の事業
所や学校などに通勤、通学している方。
■申込受付 車体番号、防犯登録番号、色、メーカーな
どの控えをお持ちください。
■受付日時 ３月 15 日（木）から ８:30～17:00
ただし、土曜日、日曜日および祝日を除く。
■受付場所 本庁舎防災管財課

ルールを守って利用しましょう

※この登録は防犯登録ではありません。駐車場内での盗難や破損などの被害について、町では一切
の責任を負いません。また通路や他の人の自転車ラックには駐車しないでください。
※不定期に駐車場を利用する方は登録の必要はありません。駅前は 435 番以降、駅東は 161 番以降
（広場北側）の自転車ラックをご利用ください。
※原付バイクは、登録の必要はありませんが、駅前は指定箇所、駅東は 161 番以降をご利用くださ
い。
※無施錠の自転車については、盗難被害防止のため、遠田警察署員等が鍵を掛ける場合があります。
※新しいステッカーの色は、駅前が「青色」
、駅東は「黄色」となります。
■問 合 先 防災管財課 ☎33-2142

平成 30 年４月１日から住民バス時刻表が変ります
北浦線、不動堂線、青生線・下小牛田線
①

「小牛田小学校前（西側）」停留所をウジエスーパー美里店前駐車場内に移設し、新たに
「アップルタウン美里」停留所となります。

北浦線
①

起終点が「美里町役場」、
「北浦コミュニティセンター」から「ヨークベニマル小牛田店」
、
「さるびあ館」となり、運行ルートも変更となります。

②

新たに「ヨークベニマル小牛田店」、
「ビッグハウス小牛田店」、
「アップルタウン美里」停
留所が追加されます。

③

「御免東」、
「陸前谷地駅」、
「御蔵場」、「姥ケ沢」停留所が廃止になります。
※「御蔵場」、
「姥ケ沢」停留所は、北浦線以外変更ありません。

※上記変更に伴うダイヤの変更により乗り継ぎにも変更があります。詳しくは３月に配布され
る「美里町住民バス時刻表・デマンドタクシー利用案内」をご覧ください。
問合先 防災管財課 ☎33-2142
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消費生活相談窓口
気を付けよう！巧妙な手口
消費者が、インターネットサイトにアクセスする機会が
増え、情報収集のほか買い物やゲーム、電子メールなど、今
やインターネットは私たちの暮らしと切り離せないものと
なっています。それに伴い、アダルト情報サイト、出会い系
サイトなど新しい手口の詐欺や詐欺的取引に関するトラブ
ルが発生し、手口も巧妙化、悪質化する傾向にあり、インタ
ーネットに関連する消費生活相談も増えています。
便利になった反面、トラブルに巻き込まれるケースも増
えています。今回は、最近相談の多いスマ—トフォンの普及
と利便性につけこんだ手口と架空請求の手口、そして解決
策について学びます。

消費生活講座
「かしこい消費者になるために
～悪質商法の手口と対策～」
御免地区受講生の皆さん

最近多い相談事例
不審な架空請求
消費者のスマートフォンなどの携帯電話に「料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手
続きに移ります。ヤフー。」などと記載したSMS※（ショートメッセージ）を送信するとともに、
SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は１年間のヤフーのご利用にあたっ
て料金を●万円滞納されています。」、「支払方法は近くのコンビニエンスストアでギフトカード
を買って、そのギフト券番号を教えてください。」などと告げ、インターネットサイトの有料サ
ービスなどの未納料金名目で金銭を支払わせようとする架空請求です。
なりすましに使われた事業者名称は
には、ヤフー、ヤフーサポートセンター、ヤフージャパン、ヤフーカスタマセンターなどと
記載されており、いずれも名称に「ヤフー」が含まれていますが、ヤフー㈱およびその関係会社は
本件とは無関係です。
※

（ショートメッセージ）とは・・・メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセー
ジサービスです。

出

前

講

座

地域で開催するお茶飲み会など、少人数のところでも、出前講座に伺います。下記までご連絡
ください。
問合先

町民生活課

消費生活相談窓口

☎33-2114

広報みさと
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ＳＭＳを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする
「ヤフー株式会社をかたる架空請求」にご注意を！！
Ｇ

【なりすましに使われた名称の例】
・ヤフー
・ヤフーサポートセンター
・ヤフージャパンなど
※ヤフー㈱およびその関係会社は
本件とは無関係です。

ギフトカード番号
Ｑ123 4567

④コンビニでギフト券
を購入し、その番号を
伝えます。
③未納料金があります。
未納料金は通販サイトの
ギフト券で支払ってくだ
さい。コンビニでギフト券
を買って、その番号を教え
てください。

②不安に思い
ＳＭＳに書か
れた電話番号
に電話をしま
す。

ヤフー㈱を
かたる事業者

これだけは覚えておきましょう！
①ヤフー㈱は、ＳＭＳで請求する
ことはないため、ＳＭＳ記載の電
話番号には絶対に連絡しない。
②電話をかけてしまっても正当
な理由のない請求には絶対に応
じない。
③心配があれば、
消費者ホットライン（ ）
警察相談専用電話（♯
）
にお電話を！！

①ＳＭＳ送信
「未納料金が発生しておりま
す。本日中にご連絡がない場合、
法的手続きに移行します。
ヤフー●●
○○○○ ○○○○」
消費者

出典

消費生活モニターを募集します
町では自立した消費者の育成と消費者

注意

消費者庁

ハガキによる架空請求
◆

事

例

◆

「総合消費料金に関する訴訟最終通告書」というハ

被害の未然防止のため、消費生活モニタ

ガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、

ーを設置しています。研修会を通して地

怖くなってはがきに書いてあった電話番号に連絡した

域での啓発活動に参加できる方を募集し

ところ、「あなたは買った物の代金を支払っていない

ます。

ため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが
取り下げに間に合わないので、示談金として10万円を

募集人員 18人

コンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚え

委嘱期間 平成30年４月１日～

がないのに支払わなければならないか。

平成32年３月31日（２年間）
会

議 年４回

報

酬 モニター会議に出席した時
１日5,000円

応募資格 町内在住の20歳以上の方
申込方法 電話で町民生活課へお申し込
みください。
申込期限 ３月16日（金）
問 合 先 町民生活課 ☎33-2114
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★

アドバイス

★

行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」など
と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こ
す」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあ
おり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせよ
うとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、
電話番号などの個人情報を知られてしまったりするケ
ースもあります。このようなハガキが届いても決して
連絡してはいけません。

広報みさと

国民健康保険・後期高齢者医療制度

高額介護合算療養費の支給申請について
同じ世帯内で国民健康保険または後期高齢者医療制度の医療費と介護保険の自己負担額の合計が下
表の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給されます。
申請が必要な方には、３月上旬より随時申請のお知らせをお送りしますので、忘れずに手続きをお
願いします。
計算対象期間は、平成28年８月から平成29年７月までの１年間です。

＜所得区分による自己負担限度額＞
①

歳未満の国民健康保険加入者

自己負担限度額
（国民健康保険＋介護保険）
ア（総所得金額等が 901 万円を超える世帯）
２１２万円
イ（総所得金額等が 600 万円を超え 901 万円以下）
１４１万円
ウ（総所得金額等が 210 万円を超え 600 万円以下）
６７万円
エ（総所得金額等が 210 万円以下で住民税課税世帯）
６０万円
オ（住民税非課税世帯）
３４万円
※「総所得金額等」とは、総所得金額の基礎控除後の金額のことです。
② 歳以上
歳未満の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者
自己負担限度額
所得区分
被保険者証の負担割合
（国民健康保険＋介護保険）
（後期高齢者医療制度＋介護保険）
国 民 健 康 保 険 ：３割
６７万円
現役並み所得者
後期高齢者医療制度：３割
一般課税世帯
５６万円
国 民 健 康 保 険 ：２割
（昭和19年４月１日までに生まれた方は１割）
低所得Ⅱ
３１万円
住 民 税
後期高齢者医療制度：１割
非課税世帯
低所得Ⅰ
１９万円
所得区分

【ご注意ください】
①支給額の計算は医療保険ごとに行われるため、同じ世帯内でも異なる医療保険との合計はできま
せん。
②自己負担限度額は、医療機関などの窓口で支払った金額から高額療養費などで戻った金額を差し
引いた金額となります。
③自己負担限度額には食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
④自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。
⑤介護サービスを受けていない場合は、この制度に該当しません。
⑥医療保険分と介護保険分に分かれて支給されます。
問合先

宮城県後期高齢者医療広域連合 ☎022-266-1021／町民生活課 ☎33-2114
広

告

美里町では、平成29年
度にみやぎ環境交付金を
活用して、近代文学館の
照明設備の一部を環境に
やさしいＬＥＤ照明に交
換しました。
問合先
町民生活課

☎33-2114

施行前（蛍光灯）

施行後（ＬＥＤ）

広報みさと
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広報みさと

平成

年４月から国民健康保険制度の仕組みが変わります
新しい国民健康保険制度の仕組み

国民健康保険の医療費は、加入者の高齢化

国保加入者／国保世帯

や医療の高度化などの影響により、増加傾向
にあります。
国民健康保険制度の構造的な課題を解決す
るため、平成 30 年４月から県と市町村がとも

●被保険者証の交付
●国保税の賦課・徴収
●保険給付
●保健事業の実施

●国保税の納付
●各種届出
●保険給付などの申請

に国民健康保険の保険者となり、国民健康保
険制度を運営していきます。

美

制度の変更により、加入者の方が新たな手

里 町

●保険給付に必要な費
用の支払い
●国保事業費納付金の
決定
●標準保険料率の提示

続きを行う必要はありません。
新しい国民健康保険制度の仕組みについて
は、右記のとおりです。
問合先 町民生活課 ☎33-2114

宮 城

●国保事業費納付金の
支払い

県

パブリックコメントを実施します
「美里町営住宅の管理に関する実施要綱（案）」についてのご意見を募集します。
■意見の募集期間 ３月 16 日（金）～４月 16 日（月）
■関係資料の公表場所 美里町ホームページ、役場本庁舎行政情報コーナー、南郷庁舎行政情報コ
ーナー、中央・本小牛田・北浦・中埣・青生の各コミュニティセンター、駅東地域交流センター
および農村環境改善センター
■意見等の提出方法・記載内容

郵便、ファックス、電子メールまたはお持ちいただくか、いずれ

かで提出してください。様式は自由です。住所および氏名を必ず記載してください。
■意見等の提出先・問合先
美里町防災管財課 町営住宅係
〒987-8602 美里町北浦字駒米 13 番地 ☎33-2142

FAX33-2319

：
広
単語の丸暗記はもうおしまい！「英語ができる
年間カリキュラムを採用しています！

歳を育てる

※曜日・時間・料金等、お気軽にお問合せ下さい！

８０－１４７０－７３７９
＠
美里町北浦字浦田中１－６
（北浦駅・北浦小学校徒歩５分）

月からの新年度に向け
無料体験レッスン実施中♪
月 日～春の入会金無料
キャンペーン開催中です。

インストラクター

志賀

広報みさと

出張撮影いたします
同窓会・同級会
趣味の発表会・展覧会
家族写真・個人写真 etc
お気軽に問い合わせ下さい
美里町内は出張費無料にて承ります

理恵
ホープイングリッシュスタジオ
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小牛田駅前
美里町字藤ヶ崎町15 TEL 0229-33-3344

広報みさと

平成 30 年度奨学資金貸付制度のお知らせ
■美里町奨学生

■公益財団法人大場愛語会

募集人員 高校生、大学生などともに若干名

募集人員 大学生など若干名

奨 学 金 高校生

月額 17,000 円

大学生など 月額 40,000 円
返済方法 無利子、３～12 年の均等返済

奨 学 金

月額 30,000 円～50,000 円

返済方法 無利子、１～10 年の均等返済
支給基準

支給基準 美里町に住所を有する方の子弟で、

美里町に住所を有する方の子弟で、
経済的理由により学資の確保に困難

経済的理由により学資の確保に困

があると認められ、本会の貸付審査

難があると認められ、奨学資金貸付

委員会で承認された方

審査委員会で承認された方

応募方法

所定の申請書に必要事項を記入し、
３月 15 日（木）から４月 16 日（月）

応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し、
３月 15 日（木）から４月 16 日（月）

までに（土・日曜日および祝日を除

までに（土・日曜日および祝日を除

く。）直接、大場愛語会（南小牛田字

く。）
、教育総務課へ提出してくださ

町屋敷 53 番地）へお持ちください。

い。申請書は教育総務課および本庁

申請書は大場愛語会および本庁舎総

舎総合案内相談窓口で３月12日（月）

合案内相談窓口で３月12日（月）か

から配布します。詳細は、お問い合

ら配布します。申請する場合は、事

わせください。

前に電話連絡をお願いします。

問 合 先 教育総務課 ☎58-0500

問 合 先

大場愛語会 ☎33-1070、☎33-3121

自動車税課税トラブル防止のために手続きを
所有する自動車を使わなくなった場合や他人に譲渡した場合でも、３月末までに運輸支局で抹
消・名義変更の登録を行わないと、現在の名義の方に平成 30 年度の自動車税が課税されます。３
月は運輸支局での登録件数が多く、窓口が大変混雑しますので、できるだけ早めに手続きをお済ま
せください。
住所変更した場合も運輸支局で登録手続き（車検証の住所変更）が必要です。
なお、３月末までに住所変更の手続きができなかった場合は、県税事務所へご連絡いただければ、
新住所に納税通知書を送付します。住所変更の連絡にはインターネットによる電子申請（下記のペ
ージにリンクがあります。
）もご利用いただけます。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/jushohenkoui.html
問合先 宮城県北部県税事務所 ☎91-0705

自動車の登録・検査の手続きはお早めに
毎年３月になりますと、自動車の登録・検査の申請が集中するため、待ち時間が３時間を超える
状況となっています。今年度末の３月（特に最終週）は、例年並み以上に車検場、駐車場および周
辺道路が大変混雑し、申請者や近隣の方々には、大変ご不便やご迷惑をおかけすることが予想され
ています。つきましては、この時期に登録・検査を予定している申請者の皆様方には、早めの申請
をしていただきますようお願いいたします。
問合先 東北運輸局宮城運輸支局 登録関係 ☎050-5540-2011
検査関係 ☎022-235-2517（「２」をプッシュ）
広報みさと
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広報みさと

平成 30 年度自衛官等募集のお知らせ
募集種目

応募資格

幹部候補生

（歯科・薬剤科）

予備自
衛官補

１次試験日
受付中～５月１日（火） ５月 12 日（土）

専門の大学卒（見込含）

幹部候補生

一般

５月 13 日（日）

20 歳以上 30 歳未満の方（薬剤科
は 20 歳以上 28 歳未満の方）
18 歳以上 27 歳未満の方

受付中～５月１日（火）

18 歳以上 34 歳未満

１次試験日
５月 26 日（土）
１次試験日

18 歳以上で国家免許資格などを
技能

試験日

22 歳以上 26 歳未満の方

（一般）

一般曹候補生

受付期間

有する方（資格により年齢の上限

受付中～４月６日（金）

４月 14 日（土）～
18 日（水）までの
間の指定する１日

があります。）
※各募集種目の試験日および出願手続きなど細部につきましては、
下記までお問い合わせください。
問合先 自衛隊宮城地方協力本部 大崎地域事務所

☎23-1178

広報みさとに掲載する広告を募集します
〈平成

年４月号～平成

年３月号〉

◆募集枠数 毎月 12 枠（うち裏表紙カラー刷り２枠、その他のページ２色刷り 10 枠）
◆掲載サイズ １枠 縦 50 ㎜×横 80 ㎜
◆掲載料金 裏表紙カラー刷り 8,000 円、その他のページ２色刷り 6,000 円
◆申込方法 掲載したい原稿をお持ちいただき、お申し込みください。なお、４月号に掲載希望
の方は、３月９日（金）までお申し込みください。詳細は、お問い合わせくださ
い。
問合先

総務課総務係 ☎33-2111

広

美里町農産物直売所

営業時間 9：00～18：00

新鮮な野菜や生花、農産加工品などを多数
取り揃えて皆様をお待ちしております
問い合わせ先 有限会社花野果市場
遠田郡美里町練牛字六号12
TEL 0229-59-1320 FAX 0229-59-1319
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Beauty Salon

Palette

◆カラー
\3,200～
◆シャンプー
\500
◆カラー＋カット
\4,700～
◆前髪カット
\800
\3,700～
◆カット
\2,500～ ◆マニキュア
◆パーマ＋カット
\5,500～ ◆マニキュア＋カット \5,200～
◆縮毛矯正＋カット \１２,０００～⇒ 20％ＯＦＦ

｡♥｡♥｡♥｡予約不可! ! ｡♥｡♥｡♥｡

〜空き状況の電話は御遠慮下さい〜

H30.3.31まで
１回１枚まで

200円 割引券

[休]月曜/第２．
４火曜 [時]9：00～18：00 駅東地域交流ｾﾝﾀｰ前

美容室パレット ☎２５－３５７７美里町駅東二丁目3-13

広報みさと

平成

年４月１日から長寿支援課を設置

町の高齢化率は 32.8 （平成 29 年４月１日現在）で、平成 37 年度には 37％を超え、要介護認定者
は 1,700 人に達すると推測しています。また、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯も増えていま
す。これらのことから、介護予防、高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるサービス提供基盤の整
備、一人ひとりのニーズに応じた支援の充実を図るため、これまで以上に迅速かつ専門的に対応でき
る体制を整えます。
※ 長寿支援課は、従来の健康福祉課を分割する形で設置します。これまでの各種手続、相談窓口の場
所に変更はなく、健康福祉センターさるびあ館・活き生きセンター内で業務を行います。

健康福祉課

健康福祉課

４月１日から

長寿支援課

【社会福祉係】☎32-2946

【長寿支援係】☎32-2941

民生委員児童委員に関すること／生活保護・
生活相談／行旅病人等／社会を明るくする
運動

老人保護措置／敬老事業／老人憩の家管理
／老人クラブ等活動支援／高齢者福祉事業

【介護保険係】☎32-2941

【障害福祉係】☎32-2946
障害者福祉サービス／心身障害者医療費助成
／地域活動支援センター運営／障害支援区分
認定審査会

【健康推進係】☎32-2945

被保険者の資格管理／要介護認定および要
支援認定／保険料の賦課および徴収／保険
給付／事業者の指定、監督および指導
【包括ケア係】☎32-2944

母子保健／健康づくり事業／感染症対策／
各種予防接種事業／各種健康診査／健康相
談／食育推進事業／地域医療対策
【庶務係】☎32-2946

介護予防・日常生活支援総合事業／在宅医
療・介護連携の推進／生活支援体制整備事
業／認知症施策の推進
【美里町地域包括支援センター】☎32-2944

施設・公用車の管理／社会福祉法人、福祉団
体の育成／日本赤十字社事業

総合相談窓口
（高齢者の介護・健康・生活・医療等）
介護予防事業／高齢者の権利擁護

健康福祉センターさるびあ館 ☎32-2941 活き生きセンター ☎58-0636
問合先

健康福祉課 ☎32-2941

３月１日～３月７日は「子ども予防接種週間」です
母子健康手帳を確認し予防接種の接種状況を確認してみましょう。未接種のものがある場合は、
早めに接種しましょう。
また、任意予防接種 ロタウイルス、おたふくかぜ を指定医療機関以外で接種した方の接種費用
助成金申請は、３月末が締め切りとなります。
問合先 健康福祉課 健康推進係 ☎32-2945
広報みさと

2018.3

12

東日本大震災関連
町内の空間放射線量率 （平成 30 年１月 16 日～平成 30 年２月 15 日）
単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」です。測定結果は携帯用測定器による数値のため、参考値と
なります。なお、庁舎の測定値は期間内の最小値～最大値です。
問合先 防災管財課 ☎33-2142
測定場所

測定日

地上１ｍ

地上

ｃｍ

公園（月一回）

小学校・中学校（月一回）

幼稚園・保育所等（月一回）

0.05～0.05 0.05～0.05
0.06～0.06 0.06～0.07
小 牛 田 小 学 校 2/6
0.04
0.05
不 動 堂 小 学 校 2/6
0.05
0.06
北 浦 小 学 校 2/6
0.04
0.04
中 埣 小 学 校 2/6
0.05
0.05
青 生 小 学 校 2/15
0.05
0.05
南 郷 小 学 校 2/6
0.04
0.04
小 牛 田 中 学 校 2/6
0.04
0.04
不 動 堂 中 学 校 2/6
0.04
0.04
南 郷 中 学 校 2/6
0.07
0.06

美里町役場本庁舎 火曜日
庁舎
（週一回） 南 郷 庁 舎 火曜日

測定場所
こごた幼稚園
ふどうどう幼稚園
げんきドーム
小牛田保育所
小牛田保育所分園
青生児童館
南郷児童館
牛飼児童館
小牛田駅前公園
山前史跡公園
牛飼水辺公園
ふるさと佐野南公園

測定日

地上１ｍ

2/6
2/6
2/6
2/7
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

0.04
0.04
0.05
0.04
0.04
0.06
0.05
0.06
0.04
0.05
0.05
0.06

地上

ｃｍ

0.04
0.05
0.05
0.04
0.04
0.06
0.05
0.06
0.05
0.05
0.04
0.07

〔測定器：環境放射線モニタＰＡ－
Ｒａｄｉ、 －
〕
詳しくは町ホームページをご覧ください。
（http://www.town.misato.miyagi.jp）

モニタリングポスト・モニタリングステーションの空間放射線量率（平成

年 月

日～平成

年 月

日）

測定期間内の最小値と最大値です。単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」に換算しています。
なお、掲載している測定値は原子力規制委員会のホームページおよび県環境放射線監視システムの速報データ
から町が独自に集計したものです。
問合先 防災管財課 ☎33-2142
県設置モニタリングステーション（小島運動場）
国設置モニタリングポスト（役場本庁舎）
最小値
最大値
最小値
最大値
0.057
0.095
0.032
0.058
詳しい測定結果は、原子力規制委員会ホームページ
（http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/）をご覧ください。
※期間内に一部欠測あり。

詳しい測定結果は、県環境放射線監視センターホームページ
（http://www.miyagi- ermc.jp/）をご覧ください。

（参考）国が示す年間追加被ばく線量の基準：年間１ミリシーベルト（0.23 マイクロシーベルト／時）

学校等給食放射能測定分析結果
◆給食全献立（調理後）・給食用食材（調理前）
給食全献立：平成 24 年２月６日～平成 30 年２月 日
給食用食材：平成 24 年６月１日～平成 30 年２月 15 日

平成 29 年９月から、こごた幼稚園・ふどうどう幼稚
園の給食全献立の放射能測定分析を開始しました。
【測定結果】
これまでのところ、給食用食材から放射性セシウムは
検出されていません。（測定機器の検出下限値未満）

持込食品の放射能測定分析結果
町では、平成 24 年２月から持込食品等（営利目的を除
く）の放射能簡易測定を実施しています。平成 30 年２月
15 日までに持ち込まれ測定した食品は 515 件 129 品目で
した。測定の結果、放射性セシウムの新基準値を超えた食
品は 58 件 18 品目です。
■平成 30 年１月 16 日～平成 30 年２月 15 日

※持込食品の測定依頼はありませんでした。

■詳しい測定結果は町ホームページをご覧ください。

（http://www.town.misato.miyagi.jp）
問合先 防 災 管 財 課 ☎33-2142
教 育 総 務 課 ☎58-0500
子ども家庭課 ☎33-1411

農林業系廃棄物集積場所周辺の空間放射線量率
平成 30 年１月から３か月に１回の測定となります。

【測定器：エネルギー補償型γ線用シンチレーションサーベイメータ―】
測定場所

測定日

地上１ｍ

地上 ｃｍ

南郷第４地区農業集落排水処理施設内外

12/5

0.047

0.053

単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」です。
数値は集積場所周辺６か所の測定値の平均値です。
問合先 産業振興課 ☎58-2374
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■新基準値を超えた過去の持込食品などの詳しい測定結

果は、町ホームページをご覧ください。
（http://www.town.misato.miyagi.jp）
■食品に含まれる放射性セシウムの基準値（平成 24 年４月～）

食 品 群
飲
料
水
牛
乳
乳児用食品
一 般 食 品

10

基 準 値
ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏

50

ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏

100

ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏

※測定を希望される方は電話でお申し込みください。
（要予約）
問合先 防災管財課 ☎33-2142

まちのニュース
町の話題がいっ
たこと
ぱい
かっ
し
れ
う

たの

と…
たこ
っ
しか

町へのアピール 北浦小学校６年生

キョーユー見事グランプリに！
１月29日、第６回富県宮城グランプリの表彰
式が宮城県庁で開かれ、キョーユー株式会社が
見事グランプリを受賞しました。
富県宮城グランプリは、宮城県産業の発展に
最も貢献したと認められる団体に贈られる最高
賞。受賞されたキョーユーは、美里町関根に拠
点を置き設計から組立、出荷検査までの一貫生
産体制を確立。電子デバイスを中心とした省力
機械・治工具などの製造を行っています。
今回の受賞では、県内でいち早くトヨタ自動
車東北（現トヨタ自動車東日本）様との取引開
始や困難とされる航空宇宙分野への新規参入な
ど県内企業のけん引役として、その功績が認め
られての受賞となりました。

議場を見学 不動堂小学校６年生
１月30日、不動堂小学校６年生62人が社会科
学習の一環として役場の議場を見学に訪れまし
た。児童らは議員席などに座り、町長に様々な
質問を行いました。最後に相澤町長は「政治に
興味を持って、将来は町長や町議会議員になっ
てこの場に座ってほしい」と話しました。

２月15日、北浦小学校６年生21人が役場を訪
れて、町長を前に町の活性化についての提案を
発表しました。総合的な学習の一環として「見
つめよう！ぼくらの町、わたしたちの未来」を
テーマに、1年間かけて町のことを調べ、町を
より良くするために必要なことを考えました。
小さい子どもからお年寄りまでが笑顔で楽しめ
る公園整備、歩きスマホの事故防止をダジャレ
で作った交通安全啓発看板を設置、北浦梨の花
粉受粉体験やインスタントのすっぽこ汁開発、
イベントの活性化、江合川沿岸に桜を植樹する
など５つのアイデアをそれぞれパワーポイント
で作成して発表しました。

大きくなって帰ってきてね
２月19日、江合川河川敷でこごた幼稚園年中
組の園児45人が、５～６㎝に育ったサケの稚魚
2000匹を放流しました。この稚魚は、江合川漁
協（大崎市岩出山）が美里町のやな場で昨年10
～12月に捕獲したサケの稚魚です。園児たちは
「大きくなって帰ってきてね」と声をかけなが
ら放流しました。
広報みさと
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ウィノナ★フェア
姉妹都市米国ウィノナ市の中高生と一緒に、カラフルなステンドグラスクラフトや、花や蝶をモチー
フにしたペーパークラフト、パラシュートゲーム、バスケのフリースロー大会、アメリカンダンスなど
で国際交流をするイベントです。ウィノナ市の学生と話してみたい方、友達になりたい方など、お気軽
にご参加ください。
日 時 ４月 14 日（土）16:00～18:30
場 所 駅東地域交流センター
入場券 300 円（クラフト材料代、未就学児無料）
※まちづくり推進課で販売中
内 容 16:00 クラフト体験（ステンドグラス、
ペーパークラフト）と
パラシュートゲーム
17:00 フリースロー大会（バスケット）
18:00 ダンスタイム
※ご来場の際は、上靴の持参にご協力ください（動きやすい靴がオススメです）
。
問合先 まちづくり推進課 ☎33-2180

主催
法人美里町体育協会
問合先 トレーニングセンター
☎34-2865
■町民インドアテニス（硬式）
■体育施設利用登録団体説明会
大会
４月からトレーニングセンタ
日時 ３月 18 日（日）９:00～
ー、南郷体育館を定期的に利用す
場所 トレーニングセンター
対象 町内在住または町内の企 る団体を募集します。
利用を希望する団体は、次の日
業、クラブに所属している方
種目 男子ダブルス、女子ダブ 程で開催する利用登録団体説明
会に出席してください。
ルス
日時 ３月 15 日（木）19:00～
参加料 １人 1,000 円
トレセン、南郷体育館同時開催
（昼食代は別途）
申込 ３月 13 日（火）まで参加料 場所 トレーニングセンターは
施設内トレーニング室、南郷体
を添えてトレーニングセンタ
育館は農村環境改善センター
ーまでお申し込みください。
視聴覚室
トレーニングセンター
からのお知らせ

登録期間 ４月～翌年３月
使用料 １か月1,600円
※詳細はお問い合わせください。
問合先 トレーニングセンター
☎34-2865
南郷体育館 ☎58-0913
大

会

の

結

果

■平成
年新春室内ゲートボー
ル大会（１月 28 日、トレーニング
センター）
優 勝 長生
準優勝 薬師クラブＡ
第３位 小牛田クラブ
敢闘賞 薬師クラブＢ

出会いふれあい交流会 参加者募集
３月25日（日）13:30～16:30
駅東地域交流センター
25歳からおおむね40歳までの独身男女 各10人（定員を超えた場合は非公開抽選）
※ただし、男性は美里町内在住および町内に勤務先のある方に限ります。
参 加 費
1,000円
容
おおさき婚活支援センター職員による講話、自己ＰＲタイム、フリートーク（第１部：
内
グループトーク、第２部：アタックタイム）、マッチングタイム
募集期間
３月１日（木）～３月14日（水）
まちづくり推進課へ直接または電話、Ｅメールでお申し込みください。
申込方法
メールでお申し込みの場合は、下記について明記してください。
①氏名 ②住所 ③年齢 ④連絡先 ⑤職業
まちづくり推進課 ☎33-2180
申込先・問合先
Ｅメール
日
時
所
場
対 象 者
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☎33-2730

美里町文化会館から

コミュニティセンター

http://www.misato-hall.jp

●中央コミュニティセンター
☎33－2180
●本小牛田コミュニティセンター
☎33－2739
●駅東地域交流センター
☎31－1321
●北浦コミュニティセンター
☎34－2224
●中埣コミュニティセンター
☎34－1321
●青生コミュニティセンター
☎32－5801
●農村環境改善センター
☎58－0123

吉幾三コンサート
６月２３日（土）
《昼の部》開場 13:30/開演 14:00
《夜の部》開場 17:30/開演 18:00
全席指定 一般 6,000 円（当日 6,500 円）

一般発売

月

日（水）

～

※発売時間は各プレイガイドによって異なります。

電話予約

月

日（木）

～

◇劇団四季 ファミリーミュージカル
「王様の耳はロバの耳」
平成30年７月21日（土）

文化施設
●文化会館

☎33－2730
●近代文学館（図書館）
☎33－3030
●南郷図書館
☎58－1212

※前売券 4 月販売開始予定

◇宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
平成30年10月28日（日）
※詳細は決まり次第お知らせします。

※友の会新年度会員

月

美里町文化会館 イベント情報
開催日

※最新情報はホームページをご覧ください!!

催し名

開演

お問い合わせ

土

綾小路きみまろ 笑撃ライブ
全席指定 ※チケットは完売しました

美里町文化会館
☎

火

健康ボイストレーニング教室（ 月教室）
参加無料

美里町文化会館
☎

水

映画「君の笑顔に会いたくて」
【前売券】一般・シニア・大学生
円
【当日券】一般・シニア
円 中高生
大学生
※小学生以下無料

美里町社会福祉協議会
☎

円
円

広

セレモニーホール

佛 光 殿
小・中・大ホールあります
大ホール１３０名 駐車場７０台完備

家族葬ホール

縁起堂会館
３０名様で送る家族葬ホール

あんしん倶楽部 会員随時募集中
事前相談・事前見積もり
承っております

体育施設

日より受付開始！！

直葬、家族葬
寺院葬、お別れ会など
各宗教 対応
ご提案させて頂きます
ご用命は３６５日２４時間受付
寝台型霊柩車 待機

縁起堂

総合葬祭
(株)わたなべ葬儀社

０２２９-３２-２９１０

●トレーニングセンター
☎34－2865
●南郷体育館
☎58－0913
●スイミングセンター
☎58－2220
※素山野球場、牛飼テニスコー
トについての連絡はトレーニ
ングセンターへ
※中埣運動場についての連絡は
中央コミュニティセンターへ
※南郷運動場、南郷球場、南郷
テニスコート、野外活動施設に
ついての連絡は南郷体育館へ

告

各宗葬儀一式・葬祭会館・花輪・生花
仏壇・仏具・神具
365日 24時間いつでも対応いたします。

㈲鹿島台葬祭
㈲テンゼン
会員募集中・事前相談受け賜ります。
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―社会の本―

図書館は

～南郷図書館新着資料～

「激動の平成史」

みんなの本棚

内田

樹

「嘘」＊

「コーヒーはぼくの杖～発達障害の少年
が家族と見つけた大切なもの～」

「父子(おやこ)ゆえ」＊

梶

「カーテンコール！」＊

加納

朋子

「竹林精舎」＊

玄侑

宗久

「遺訓」

佐藤

賢一

「英龍伝」

佐々木

「サハラの薔薇」＊

下村

よう子

譲
敦史

「十津川警部出雲伝説と木次線」

くのか」
「老前破産」＊

麟

宇山

佳祐

「ペコロスの母の忘れもの」岡野

雄一

博子

のだけ少量持つ～」

真梨

幸子

合わせて使いやすい実用的なバッグ」
「作りおきなし！朝１０分！考えないお

麻琴

伊集院

弁当」

静

初江

＊印は小牛田図書館・南郷図書館の両館

私のスケート人生」
浅田

重信

真央

で所蔵しています

～小牛田図書館・南郷図書館のご案内～
開館時間
休 館 日

昭子

10:00～18:00
月曜日、第１木曜日、祝日(小牛田図書館は祝日が土・日曜日の場合
は開館)、年末年始
※３月１日、５日、12日、19日、21日、26日
４月２日、５日、９日、16日、23日、29日（南郷のみ）、30日

網戸の蚊指で押さえるヴェノスの正月迎える真夏の朝

お雑煮を姑の味に近づけんと小皿を廻して家族で味見

半年を凜と咲き継ぐ忍冬師走の陽を浴び花色の増す

海照らす茜棚雲かがやかに新しき年今明けむとす

あら玉の戌年わが世とシリウスは夜空にひときは輝き放つ

読み初めに「佐藤愛子」をひらきたり優柔不断な私はわたし

氏神の神木なりし銀杏の樹黄落を積む年貢の如く

ほろほろと降りくる雪に夫想ふ雪見障子に面影浮かぶ

中

七

上

福

沼

菅

佐

扇

米

谷

村

海

野

島

澤

原

藤

子

倉

しげ子

俊

松

教

美

子

明

昭

喜久子

京

はつ子

照

雄

ゆり子

照

輝

文 芸

焼餅は焦げ目なければ風味なし頑くなな夫初夢に出づ

熊

藤

智惠子

《小牛田歌会詠草》一月歌会

おみくじも星占いも何のその出たとこ勝負で米寿超えたり

齋

木

明

子

妻の顔見ればベッドにほっとする戦に死なず老いて倒るる

鈴

木

子

ぞ

手をたたくうかららよりも嬉しそうひ孫は初めて三歩をあゆむ

鈴

島
光

い

すいかずら

餅搗きの思い出遥かあいどりの母の手さばき七臼八臼

福

て

《せせらぎ短歌会詠草》一月歌会

指す打つの二人の棋士に栄誉賞

原

田

いくさ

放射能色も臭いもなき恐さ

斎

子

《小牛田川柳同好会作品》

節節が自己主張して春を待ち

晃
昭

形

妻

2018.3

麟
遊佳

「ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで」＊

尾

我

広報みさと

星周

「すぐれものバッグ～基本の形、用途に

福田

「文字に美はありや。」

馳

石井

振り袖に振り回された世が恐い

総入歯餅が笑って離さない
17

健二

荻原

哲夫

葉室

「百年泥」＊

「３８歳から着たい服～本当に似合うも

「おじ様と私～川端康成回想記～」
阪本

「玄鳥さりて」＊

―趣味・芸術の本―

京太郎
葉室

林部

浩

高嶋

「護られなかった者たちへ」＊中山 七里

「なぜアマゾンは『今日中』にモノが届

「浅田真央

西村

「今夜、ロマンス劇場で」

「蒼き山嶺」＊

クロード・ケテル

―小説・エッセイから―

「天翔ける」＊

響

「ヒトラー『わが闘争』とは何か」

由佳

荻原

「ハリケーン」＊

岩野

～小牛田図書館新着資料～

村山

「海馬の尻尾」＊

くらしと健康

相
項

談
目

月

健
日

診

受付時間･会場

虫歯のなかった子
対

（３歳児健診

象

２月実施）

29年11月生
股 関 節 ３／20 14:45 ～ 14:55
検
査 （火） 佐々木整形外科 （バスタオル持参）
４ か 月 児 ３／７ 13:00 ～ 13:15
29年10月生
健
診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）
６ か 月 児 ３／13
相
談 （火）

9:00 ～ 9:20
さるびあ館

29年９月生

１ 歳 ３ か ３／28 13:00 ～ 13:15
28年12月生
月 児 健 診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）

さく や

矢嶋

みさき

朔也くん 渡邉

（牛飼３区）

ゆう な

心咲ちゃん 五井

優凪ちゃん
（藤ケ崎町）

（下小牛田２区）

１ 歳 ６ か ３／14 12:45 ～ 13:15
28年８月生
月 児 健 診 （水）
さるびあ館
（歯ブラシ持参）
２ 歳 児 ３／15
健
診 （木）

9:00 ～ 9:20
27年８月生
さるびあ館
（歯ブラシ持参）

３ 歳 児 ３／８ 13:00 ～ 13:15
26年８月生
健
診 （木）
さるびあ館
（歯ブラシ持参）

☆１歳３か月児健診：図書館から子どもたちへ絵本
のプレゼントがあります。
☆股関節検査：母子健康手帳、保険証、子ども医療
費助成受給者証、バスタオルをお持
ちください。
☆２歳児健診：保護者の方の歯科健診も可能です。
この機会に歯の健康チェックはいか
がですか。
☆３歳児健診：聴覚検査、尿検査を行います。

母子健康手帳交付
場所 さるびあ館、活き生きセンター
受付時間 ８:30～17:00 土・日曜日、祝日は除く
※面接票に記入後、交付となりますので、20分程度
かかります。
お持ちいただくもの ①妊娠届、②マイナンバーが
わかるもの（個人番号カードまたは通知カードな
どの個人番号が記載された証明書）、③顔写真付
きの証明書（運転免許証など）
※来所する際は、事前に健康福祉課にご連絡ください。

こころの健康相談（精神保健相談）
「イライラして気分が落ち着かない」
「夜、眠れな
い」「物忘れが心配だ」など、心に関する悩み事や
心配事の相談に応じます。お気軽にご相談ください。
相談の内容や相談者のプライバシーは守られます。
日時・場所
３月13日
（火）９:30～12:00 活き生きセンター
４月24日
（火）９:30～12:00 さ る び あ 館
内 容 相談医との個別相談
問合先 健康福祉課 ☎32-2945
※予約制となりますので、１週間前までにご連絡を
お願いします。

ゆ

り

あ

おうすけ

渡邉友里愛ちゃん 田村
（不動堂４区）

（駅東２区）

こう が

達曽部紅雅くん

り

桜介くん 木下

（不動堂７区）

かい り

大崎

（志賀町）

の

凛乃ちゃん

ま

櫂吏くん 三浦

（堀 切）

な

眞奈ちゃん

（梅ノ木）

そう ま

石川

蒼真くん 阿部

（和多田沼２）

おとちゃん
（練 牛）

療育支援教室のお知らせ
ことばがゆっくりだったり、落ち着きがなかった
り、遊びが偏っていたりなどのお悩みのある親子の
皆さんと一緒に、いろいろな遊びを通して、一人ひ
とりの伸びて行く芽を見つけだし、成長を支援する
教室を行っています。
日時 ３月12日（月）、19日（月）
９:45～11:15
場所 さるびあ館
対象 ことば、動き、遊びなどが気になっている、
幼稚園に入る前までの親子
定員 親子10組
費用 保険料、おやつ代
申込 利用登録が必要ですので、詳しくは、お問い
合わせください。
問合先 健康福祉課 ☎32-2941

３月は自殺対策強化月間です
～誰も自殺に追い込まれることのない社会の
実現を目指して～
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ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）返礼品取扱事業者の募集
ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の寄附者へ贈る返礼品の取扱事業者を募集します。
象 町内に本社または事業所を有する法人、団体または個人

対

返 礼 品 町内で製造、生産、加工、栽培、販売している商品
申込方法 申込書に必要書類を添えて、３月30日（金）までお申し込みください。申込書は町の
ホームページから入手できます。
申 込 先 まちづくり推進課 ☎33−2180

労働者・事業主のみなさん
職場のトラブル解決を労働局がお手伝いします

東北一斉

個々の労働者と事業主との間のトラブル

日時

（個別労働関係紛争）が増えています。宮城

内容

型肝炎訴訟 無料電話相談会

３月 19 日（月）10:00～19:00
型肝炎被害対策東北弁護団が、 型

労働局では、個別労働関係紛争を未然に防止

肝炎訴訟について、弁護士による無料電話

し、また、紛争の迅速な解決を促進すること

相談を行います（通話料はかかります）
。

を目的として、次の３つの制度を実施してい

対象

型肝炎患者またはそのご家族（患者

が亡くなっている場合は、その相続人）

ます。
○総合労働相談コーナーにおける情報提

電話相談の番号 ☎022-721-8063
予約不要です。電話相談会日時に直接お電

供・相談
○宮城労働局長による助言・指導

話ください。

○紛争調整委員会によるあっせん

問合先

いずれの制度も無料で労使いずれもご利用

（小野寺友宏法律事務所）☎0120-76-0152

いただけます。労働問題でお困りの場合は、
下記総合労働相談コーナーをご利用くださ

型肝炎訴訟東北弁護団事務局

【 型肝炎訴訟とは？】
幼少時の集団予防接種により

型肝炎に感

染したと認められる患者に対し病態に応じて

い。
問合先

宮城労働局総合労働相談コーナー

50 万円～3600 万円の給付金などが支払われ

（宮城労働局雇用環境・均等室内）

る制度です。ただし、給付を受けるためには、

☎022-299-8834

国を相手に訴訟をして証拠に基づき救済要件

古川総合労働相談コーナー

に該当することを確認したうえで国と和解な

（古川労働基準監督署内）☎22-2112

どをする必要があります。

近代文学館運営審議会委員を募集します
近代文学館の運営等を円滑に行うために設置している運営審議会の委員を募集します。
募集人員 ４人以内

任

期 平成 30 年４月１日から２年間

応募資格 町内に在住し、近代文学館、南郷図書館を利用している満 18 歳以上の方で、平日の会
議に出席できる方。詳細はお問い合わせください。
申

込 近代文学館備え付けの申込用紙で３月 23 日（金）まで近代文学館へ

問 合 先 近代文学館 ☎33-3030
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■特設人権相談所を開設します
お 知 ら せ
■「野ネズミ駆除」のお知らせ
農作物の被害を防ぐための野
ネズミ駆除の薬剤散布を行いま
す。ご理解とご協力をお願いし
ます。
実施日 ３月４日（日）
【荒天時は翌日以降に順延】
散布場所 田・畑・農道付近な
ど（畦畔などのネズミ穴に殺
そ剤を投入します。）
使用薬剤 ヤソジオン（ダイフ
ァシン系粒剤）１袋５ｇ入り
※お子さんはもちろん、ペット
や家畜が誤って薬剤を口にし
たり、死んでいるネズミに触
ったりしないようご注意くだ
さい。
問合先 美里町農作物病害虫防
除協議会事務局 産業振興課
☎58-2374
■小牛田昭和写真展
小牛田駅前地区や本小牛田地
区の懐かしい写真などを展示し
ます。入場は無料です。
日時 ３月10日
（土）
13:00～17:00
３月11日
（日）
10:00～15:00
場所 本小牛田コミュニティセ
ンター
主催 美里美空の会
後援 美里町文化協会
問合先 美里美空の会事務局
伊藤 ☎090-6257-3188
■福祉タクシー利用助成券の申
請受付について
平成30年度福祉タクシー利用
助成券の申請受付を行います。
対象となる方は、忘れずに手続
きをお願いします。
日時 ３月28日（水）から

場所 さるびあ館および活き生
きセンター
対象
①身体障害者手帳１級、２級
および３級（内部障害）の方
②療育手帳「Ａ」の方
※生活保護受給者および社会
福祉施設入所者は、対象とな
りません。
持ち物 身体障害者手帳または
療育手帳、印鑑、現在福祉タク
シー利用助成券をお使いの方
は、町から送付した申請書類
問合先 健康福祉課 ☎32-2946
健康福祉課分室 ☎58-0636
近代文学館からのお知らせ
■春のスペシャルおはなし会
もうすぐ春。小牛田図書館で
は春にちなんだ楽しい絵本など
のおはなし会を開催します。一
足早く本の中の春を探してみま
せんか。
日時 ３月24日（土）10:30～
場所 近代文学館２階会議室
費用 参加無料
問合先 近代文学館 ☎33-3030
■「おひざにだっこ」スペシャ
ルおはなし会
毎年開催している「おひざに
だっこの会」の春にちなんだス
ペシャルおはなし会です。絵本
の読み聞かせ、手遊びやわらべ
歌などがいっぱいです。
日時 ３月27日（火）10:30～
場所 近代文学館２階ラウンジ
対象 ０～３歳児と保護者
費用 参加無料
問合先 近代文学館 ☎33-3030
■写真を楽しむ会「わいど」写
真展
広

営 業 品 目

測量設計･災害査定設計･各種構造計算一式

株式
会社

加美測量設計事務所
代表取締役 佐々木 清 則
加美郡加美町字矢越１９１
・

大崎地方を中心に活動してい
る、写真を楽しむ会「わいど」
の作品展です。風景や人物、植
物など、厳選された迫力のある
作品を展示します。美里町在住
の会員による作品も展示します
ので、ぜひ、ご鑑賞ください。
入場無料。
日時 ３月13日（火）まで
10:00～18:00
※最終日は15:00まで
場所 近代文学館町民ギャラリー
休館日 ３月１日（木）、５日
（月）、12日（月）
費用 入場無料
問合先 近代文学館 ☎33-3030
㈱アメリカヤ内事務局
☎33-3344
大 会 の 結 果
■第25回美里町囲碁大会（２月
３日、駅東地域交流センター、
参加者60人、敬称略）
Ａ組 五段以上（一部四段含む）
１位 橋崎 隆二 四段（美里町）
２位 鈴木 伸夫 五段（栗原市）
３位 渡辺 広幸 十段（美里町）
Ｂ組 二段～四段
１位 安田 盛家 三段（美里町）
２位 菊地 清和 三段（大崎市）
３位 鈴木 哲哉 三段（登米市）
Ｃ組 級位～初段（一部二段含む）
１位 渡辺 正夫 ６級（美里町）
２位 遠藤 幸之 二段（大崎市）
３位 橋本 伯樹 二段（大崎市）
ありがとうございます
▽ふるさと応援寄附金をいただ
きました。教育に関する事業に
活用します。
村上 久幸 様（埼玉県新座市）
30,000円

告

採点 スタッフ募集中
公文式

南郷教室

時
間：15 ～19 時（応相談）
時
給：800円～
仕事内容：プリント教材の採点，教室運営の為の業務
※詳しくは面談にてお伝えさせていただきます。

主婦の方、イキイキ働いています！
学習日：月・木
住 所：遠田郡美里町木間塚字高玉上1-3
指導者：関谷 弘子

☆お気軽にお問い合わせください☆

TEL：080－3146－4711
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募
集
■国家公務員国税専門官採用試
験（大学卒業程度）
仙台国税局では、バイタリテ
ィーあふれる国税専門官を募集
しています。国税専門官は、国
の財政を支える重要な仕事を担
い、税務署などにおいて、調査、
徴収、検査や指導などを行う税
務のスペシャリストです。
受験資格
１ 昭和63年４月２日から平成
９年４月１日生まれの方
２ 平成９年４月２日以降生ま
れの方で次に掲げる方
（１）大学を卒業した方および
平成31年３月までに大学を卒業
する見込みの方
（２）人事院が（１）に掲げる方
と同等の資格があると認める方
受験申込受付期間
３月30日（金）～
４月11日（水）まで
受験申込方法 受験申込はイン
ターネット申し込みとします。
国家公務員試験採用情報NAVI
（http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm）
第１次試験日 ６月10日（日）
問合先 仙台国税局人事第二課
試験研修係 ☎022-263-1111
人事院東北事務局
☎022-221-2022
■美里町老人クラブ会員募集
～いっしょに活動しましょう～
町内には老人クラブが15団体
あります。お住まいの地区、ま
たはお住まいの近くに老人クラ
ブがあり、会員のみなさんは、

楽しく健康づくりや文化活動、
社会奉仕活動などに取り組んで
います。老人クラブ会員になっ
て、仲間づくりや生きがいづく
りに活かしましょう。
申込先・問合先
美里町老人クラブ連合会
小牛田地域 鈴木 ☎32-3407
南郷地域
松田 ☎58-1345
■パッチワークサークル・コッ
トンフレンド会員募集
パッチワークサークル・コッ
トンフレンドでは、平成30年度
の新会員を募集しています。
活動日 第２・４木曜日
９:30～11:30
場所 駅東地域交流センター
大会議室
会費 月2,500円（材料費別）
問合先 パッチワークサークル
代表 鈴木 ☎33-1871
講 習 会 ・ 講 座
■平成30年度ひとり親家庭等就
業支援講習会
①介護職員初任者研修課程
（前期）
日時 ４月８日（日）～９月30日
（日）（各日曜日など23回、
平日実習２日間含む）
９:00～17:00
②パソコン講習マイクロソフト
ワード2013
日時 ４月22日（日）～７月29日
（日）（各日曜日14回）
９:00～17:00
場所 宮城県母子・父子福祉セ
ンター
対象 宮城県在住のひとり親家
庭の親または寡婦で、全日程
広

受講できる方
定員 ①15人、②10人
費用 受講料無料
①教材・実習費9,000円程度
②教材・検定料16,000円程度
託児 ３歳以上小学３年生まで
申込期間
①３月12日（月）～22日（木）
②３月19日（月）～４月２日（月）
申込方法 官製ハガキまたは
FAXに講習名と住所、氏名、
電話番号、託児の有無（年齢）
を記入して、①３月22日（木）
②４月２日（月）
（必着）まで
にお申し込みください。
申込先・問合先 宮城県母子福祉
連合会（宮城県母子・父子福
祉センター）
〒983-0832仙台市宮城野区安
養寺3-7-3
☎・FAX 022-256-6512
■初心者のためのゆっくり学べ
るパソコン講座
初心者の方を対象に１年間の
ゆったりコースです。
日時 平成30年４月から水曜日
13:30～15:30
場所 大崎地域職業訓練センター
定員 20人（先着順）
受講料 月3,300円（テキスト
代別）
申込 電話またはFAXでお申し
込みください。※定員になり
次第締め切ります。
申込先・問合先
大崎地域職業訓練センター
☎22-1509
FAX21-9550

告

介護老人福祉施設（長期・短期）

みさとの杜

建物と外廻りの
リフォーム

TEL 0229-33-3255

ご利用者様一人ひとりの
生活を大切にし、家族の
ような温かいサービスを
提供しております
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相
談
■行政相談・町政相談
行政相談委員兼町政相談員が
国や町など行政機関などの業務
に関する苦情や意見、要望など
の相談に応じます。
日時 ３月12日（月）
10:00～12:00
場所 南郷庁舎
問合先 南郷庁舎町民窓口室
☎58-1211
日時 ３月13日（火）
10:00～12:00
場所 中央コミュニティセンター
問合先 総務課秘書室
☎33-2112
■人権相談
人権擁護委員が人権問題や関
連する諸問題の相談に応じます。
日時 ３月８日（木）
10:00～15:00
場所 さるびあ館
問合先 健康福祉課 ☎32-2946
■農家相談
農地などの困りごとについて
相談に農業委員が応じます。
日時 ３月５日（月）、20日（火）
９:00～12:00
場所 南郷庁舎
問合先 農業委員会事務局
☎58-1214
■高齢者に関する相談
高齢者の介護、健康や病気、
お金や財産管理、心配ごとや困
りごとなどの相談に応じます。
日時 月～金曜日、
８:30～17:15
場所 さるびあ館
問合先 健康福祉課 ☎32-2944
■子どもや家庭での悩み相談
生活相談員が子育てやＤＶ等
で悩んでいる方の相談に応じま
す。
問合先 地域包括支援センター
☎32-2941
■いじめ相談
●美里町青少年教育相談
月～金曜日、８:30～17:00
☎58-1209
●宮城県警察「いじめ110番」
24時間ＯＫ ☎022-221-7867

●文部科学省「24時間子供SOS
ダイヤル」 ☎0570-0-78310
■無料生活相談
相談員が生活相談に電話や面
接で応じます。
日時 ３月12日（月）
９:30～11:30
場所 さるびあ館
日時 ３月26日（月）
９:30～11:30
場所 活き生きセンター
相談電話 ☎070-6401-2681
問合先 美里町社会福祉協議会
☎32-2940
■無料法律相談
相続・損害・多重債務・家族
問題等、弁護士が相談に応じま
す（一人当たり30分程度）。完
全予約制で、電話にてお申し込
みください。
日時 ３月16日（金）
13:30～16:30
場所 駅東地域交流センター
問合先 美里町社会福祉協議会
☎32-2940
大崎保健所からのお知らせ
■ＨＩＶ・クラミジア抗体検査
日時 ３月12日（月）、19日（月）
13:00～15:00
場所 大崎合同庁舎２階診察室
※事前に予約が必要です。
※骨髄バンクの登録も同時に行
っています。
問合先 大崎保健所疾病対策班
☎91-0714
■定期相談
●精神保健福祉相談
●アルコール関連問題相談
●思春期・青年期引きこもり相談
場所 大崎合同庁舎２階相談室
※事前に予約が必要です。日時は
電話にてお問い合わせください。

問合先

大崎保健所母子・障害
第二班
☎87-8011
国保医療費のお知らせ
平成29年10月診療の国保医療
費をお知らせします。
被保険者数
6,092人
医療費総額 203,274,609円
町の負担金 180,266,728円
個人負担額
23,007,881円
１人当たりの町の負担 29,591円
※医療費が毎年増え続けていま
す。重複受診は控えましょう。
※社会保険等に加入した場合は、
国民健康保険脱退の手続きが
必要です。
問合先 町民生活課 ☎33-2114
暮らしとこころの相談会
こころの相談を含めた総合的
な相談会を実施します。相談は
無料で、弁護士、社会福祉士お
よび精神保健福祉士との個人面
談です。相談をご希望の方は事
前に電話予約が必要です。
日時 ３月10日（土）、25日（日）
10:00～16:00
場所 法テラス東松島
東松島市矢本字大溜1-1
相談内容 借金、離婚、いじめ、
生活困窮、パワハラ、セクハ
ラ、人間関係など
受付時間 平日９:00～17:00
予約先・問合先 法テラス東松島
☎050-3383-0009
眼 科 診 察
日
（美里町立南郷病院）
診 察 日
３／７(水)
３／28(水)

担 当 医
角田雅宏 先生
角田雅宏 先生

※診察は予約制です。内科外来
で14:00～17:00に受け付けます。
診察時間 13:00～14:30
問合先 町立南郷病院☎58-1234

町内の交通事故発生状況
項目別

総発生
件 数

物損事故
件
数

年 別
平成30年１月

55

(55)

54

(54)

平成29年１月

30

(30)

25

(25)

25

(25)

29

(29)

増

減

１月中に発生した事故、（

人 身 事 故 件 数
件
1

数

死

者

傷

0

(0)

5

(5)

0

(0)

7

(7)

-4

(-4)

0

(0)

-6

(-6)

）は１月からの累計です。

1

者

(1)

(1)

遠田警察署

みんなで守ろう交通ルール
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情報掲示板

休日急患診療医（診療時間

午前９時～午後５時30分）

お悔やみ （１月16日〜２月15日申出分）

３月４日(日) 髙 城 利 江 整 形 外 科 美里町 ☎31-1230
11日(日) 東

泉

18日(日) 横

堂

山

院 涌谷町 ☎42-3333

病

行政区

21日(水) 小牛田内科クリニック 美里町 ☎32-5959
25日(日) 宮 野 内 科 医 院 涌谷町 ☎43-5031
４月１日（日） わ く や 整 形 外 科 涌谷町 ☎43-5553

水道当番店

（休日は緊急の場合のみです）

小牛田地域（土・日曜日、祝日当番）
美里町 ☎32-2007

３月３日、４日 ㈲大友燃料店

大崎市松山 ☎29-9263

３月10日、11日 ㈱ダイテック
３月17日、18日

石橋設備工業 美里町 ☎090-8257-1658

３月21日、31日、４月１日
㈲オノ技建工業
３月24日、25日 ㈲北浦工業

美里町 ☎32-2269
美里町 ☎34-3062

㈲ケー・イー・アイ

美里町 ☎59-1680

３月10日、11日、31日、４月１日

㈲総合設備センター 大崎市鹿島台 ☎56-2248

３月17日、18日

㈲中村住宅設備工業 大崎市鹿島台 ☎56-2397

人口＆世帯数【平成30年２月１日現在】
人

口

男
女
世帯数
１月中の

24,714人
11,999人
12,715人
9,058世帯
出生 15人
転入 52人

（前月比
（前月比
（前月比
（前月比

日程 ●３月８日（木）10:00～11:30
駅東地域交流センター
●３月 15 日（木）10:00～11:30
役場本庁舎 １階町民ホール
内容 コーヒー、手作りクッキーの提供
問合先 小牛田高等学園 ☎32-2112

今月の納期 ４月２日
後期高齢者医療保険料（第９期）※
国民年金保険料（２月分）

７人）
０人）
７人）
６世帯）

※町税などを納期限内に納付いただけなかった
方には、
「美里町納付推進センター」から電話に
よる納付の呼びかけを行っております。
問合先 美里町納付推進センター ☎59-1611

死亡 33人
転出 27人
広

登記

告

土地・建物

故人名義ではないですか？

相続登記を、お早めに！
成年後見

年 齢

県立支援学校小牛田高等学園“こごた Café”

南 郷 地 域（土・日曜日、祝日当番）
３月３日、４日、21日、24日、25日

名

町 １ 区
伊 勢 福 雄
89
下小牛田１区
青 木 盛 雄
68
下小牛田２区
後 藤 みよ子
97
素 山 町
大 友 重 弥
83
桜 木 町
和 田 和 行
77
不動堂４区
髙 野
勝
76
不動堂７区
佐々木 仁 也
92
志 賀 町
宮 本 武 藏
86
御
免
高 瀨 磧 二
91
御
免
三 浦 はる子
84
笹
舘
青 野 くみ子
57
中埣３区
佐々木 富 子
80
松 ケ 崎
野 タエ子
85
大 柳 ３
青 木 博 夫
80
※お悔やみ欄に掲載を希望された方のみ掲
載しております。（敬称略）
※16日以降の申出分については、翌々月の
掲載になります。

院 美里町 ☎34-2230

医

氏

「将来の認知症に備える」
「認知症の方の財産管理」

に

太
陽
光
発
電

行
こ な
うら
！

常設展示場

OPEN!

JR古川駅

アイム
ショールーム

美里町北浦字浦田中４０番地１

新沼則男事務所
（簡裁代理認定） 司法書士
ＴＥＬ：34−1238 ＦＡＸ：34−1239
23
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常設展示場
宮城県大崎市古川旭一丁目10-24（イオン古川店北隣）

0120-073-670

http://www.sugawara-koumuten.com

広報みさと
うた

各課の直通電話番号

写真展『石巻線の詩』

～各課へ直接つながる直通電話をご利用ください～
【役場庁舎・小牛田地域】
総務課（代）
☎33-2111
総務課秘書室
☎33-2112
総合案内相談窓口 ☎33-2164
議会事務局
☎33-2118
企画財政課
☎33-2113
防災管財課
☎33-2142
税 務 課
☎33-2115
会 計 課
☎33-2116
町民生活課
☎33-2114
建設課（東庁舎） ☎33-2143
下水道課(東庁舎) ☎33-2193
水道事業所
☎33-2775
中央コミュニティセンター(まち
☎33-2180
づくり推進課）
トレーニングセンター
☎34-2865
さるびあ館（健康福祉課）
☎32-2941
子ども家庭課
☎33-1411
小牛田保育所
☎32-2676
小牛田子育て支援センター
☎32-1877
牛飼児童館
☎32-2943
不動堂児童館
☎32-4339
青生児童館
☎32-5758

東日本大震災で津波被害を受け、最後まで不通になっ
ていた浦宿～女川間が開通したのは平成 27 年３月 21
日。石巻線が全線開通してから３周年を迎えるのを祝し
て、「写真展‟石巻線の詩“」を開催します。主に小牛
田～前谷地間で撮影した詩情的写真 33 点を展示。他に
旧国鉄時代の「小牛田駅入場券」、石巻線の前身だった
仙北軽貨物鉄道の「社名入り封筒」、昭和 37 年国土地
理院発行の「涌谷町を中心とした地図」、そして懐かし
の石巻線（蒸気機関車時代）の写真６点も展示します。
皆様のご来場をお待ちしております。

「旅情」

町

出 展 者 志摩 勝彦
催事期間 ３月６日（火）～４月１日（日）
９:00～17:00（12:00～13:00 閉所）
※最終日は 15:00 まで
※月曜日休み
所 美里町総合案内所 展示スペース
場
（ 小牛田駅構内）
問 合 先 美里町総合案内所 ☎31-1801

【南郷庁舎・南郷地域】
南郷庁舎（代）
☎58-1211
町民窓口室
☎58-1211
産業振興課
☎58-2374
産業活性化戦略室 ☎58-2374
農業委員会
☎58-1214
徴収対策課
☎58-2303
美里町納付推進センター
☎59-1611
教育委員会教育総務課
☎58-0500
農村環境改善センター
☎58-0123
南郷体育館
☎58-0913
活き生きセンター
（健康福祉課分室）☎58-0636
南郷児童館・南郷子育て支援
センター
☎58-0081
美里町立南郷病院 ☎58-1234
【文化施設】
文化会館
☎33-2730
近代文学館
☎33-3030
南郷図書館
☎58-1212
郷土資料館
☎33-3030
防災行政無線
放送内容確認電話

0229-32-5915

章

美里町の｢み｣をモチーフに、さわや
かに風が吹く、自然いっぱいの大地を
イメージし、住民の団結、自然と住民
の調和を表現しています。先人から受
け継ぐ歴史と文化を宝に、共に飛躍し
ていく願いが込められています。

原子力に依存しない社会を！
人間は核と共存できない
核廃絶と脱原発へ

みーも
美里町物産観光協会
イメージキャラクター
広

美里町公認キャラクター

告

広報に掲載する広告については総務課までお問い合わせください
環境に配慮し再生紙
を使用しています

みさとまちこちゃん

☎33-2111
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