
広報 平成23年　７月15日号
東日本大震災臨時号（5）　　発行人　亘理町災害対策本部　亘理町字下小路７番地４

お断わり
広報わたりは、８月号から通常版に戻ります。役場本庁・
逢隈支所・各仮設住宅集会所で配布します。スーパー・コ
ンビニでの配布は終了しますのでご了承願います。詳しく
はこの面左下のお知らせをご覧ください。

農地のガレキ撤去
農地のガレキ撤去は、環境等に配慮し、

常磐道より東側の農地は町、西側は宮城
県で作業を行っています。

ガレキ撤去後は、除塩作業および農地
復旧作業を進めていきますので農地の耕
耘はご遠慮願います。また丁寧な作業を
心がけるとともに周辺のみなさんへご迷
惑にならないよう行いますので、ご理解、
ご協力をお願いします。

なお、農機具の撤去に関しては、7月中
の意思表示をお願します。
問　産業観光課（☎34−0503）

「肺がん（結核）検診」の実施について
検診へ申し込みの方には、８月上旬に

受診票を郵送します。追加で申し込みを
希望する方は、８月19日（金）まで、保健
福祉課へ申し込んでください。なお、今年
度の肺がんCT検診が中止となったため、
CT検診に申し込まれた方へも受診票を
送付します。

検 診 名 肺がん検診 結核検診

対　象　者 40～64歳
の方

65歳以上
の方

個人負担金 500円 無　料
※ 喀痰細胞検査は、別途1,000円かかり

ます。
検査内容　胸部レントゲン検査
受付時間　9：00～11：00
日　　程

８月17日（水）　逢隈中学校体育館
　　18日（木）　逢隈中学校体育館※
　　19日（金）　吉田小学校体育館※
　　20日（土）　吉田小学校体育館
　　22日（月）　亘理小学校体育館※
　　23日（火）　亘理小学校体育館
　　24日（水）　亘理小学校体育館
　　25日（木）　亘理小学校体育館
　　26日（金）　亘理小学校体育館
　　29日（月）　亘理小学校体育館
　　※ 18日（木）・19日（金）は午前・午

後受付
　　※ 22日（月）は午後のみ受付

　　　　午後受付時間　13：00～14：00
申込・問　保健福祉課 健康推進班
　　　　（☎34−0524）

【原動機付自転車・二輪車等の場合】
①軽自動車税非課税申請書
②被災車両であることを証する書類
③代替車両の登録内容が確認できる書類
④代理申請をする場合は委任状
※車両によっては届出窓口や書類が異な

りますので詳しい内容や手続きについ
ては税務課にお問い合わせください。
問　税務課（☎34−1112）

震災で被災された産婦の方へ
義援金（ケショ）支給のお知らせ

被災された一人でも多くの妊産婦、そ
して女性の苦しみを和らげたいという世
界中の人々の願いが込められ寄せられた
義援金です。
対　　象　被災時に岩手、宮城、福島３県

に住民票があった被災者（居住する家屋
が「全壊」または「半壊」した者、または「警
戒区域」に居住していた者）で、平成23年
3月1日～12月31日に出産した女性
支給金額　一人あたり　50,000円
申請方法　
１. り災証明書等（当該産婦の居住する家

屋が「全壊」または「半壊」した、または
「警戒区域」に居住していたことがわ
かる書類）

２. 住民票等（世帯構成がわかる書類をい
う。以下同じ）

３. 母子健康手帳の出生届出済証明（出生の届
出をした市町村の公印が捺印されたもの）等

（出生の事実がわかる書類をいう）のコピ−
４.申請書
1～4をジョイセフに送付してください

（※郵送のみの受付）。申請後ジョイセフ
から、産婦の指定口座（原則として産婦本
人名義）宛に直接振り込みます。
※ 申請書はジョイセフのホ−ムペ−ジか

らダウンロ−ドできるほか、FAXや郵
送での送付依頼も可能。
申請期限　平成24年2月29日（必着）
※資金が終了した場合は、支給締切。
問　国際協力NGOジョイセフ「ケショ」担当
　　（☎03−3268−3172・℻03−3235−9776）
　　〒162−0843　 東京都新宿区市谷田町

1−10 保健会館新館
　　 http：//www.joicfp.or.jp/jp/tohoku_

earth_quake/tohoku_how/kesho/

被災した自動車等の代替自動車に係わ
る取得税・自動車税の非課税について

震災により自動車が被災し自動車を買
い替えた場合、買い換えた自動車の取得
税や自動車税が非課税となります。
自動車取得税非課税期間

平成23年3月11日から
平成26年3月31日までの取得分
自動車税非課税期間

平成23年度から平成25年度まで
自動車税非課税の要件
●被災自動車の所有者と代替自動車の所

有者が同一であること
●被災自動車１台につき代替自動車1台

であること
●被災自動車が自家用で代替自動車が自

家用であること（自家用から営業用に
はできません）

●被災自動車が普通自動車または軽自動
車で代替自動車が普通自動車または軽
自動車であること（普通自動車または
軽自動車から軽二輪にはできません）

必要書類
【抹消登録済みの普通自動車の場合】
①東日本大震災による被災自動車の代替

自動車に関する届出書
②被災自動車の登録事項証明書および登

録識別等情報通知書（運輸局発行）※備
考欄に｢被災車両｣の記載があるもの

③代替自動車の車検証の写し
詳しくは最寄の県税事務所（仙台南県

税事務所☎022−248−2961）にご相
談してください。

【抹消登録済みの軽自動車（三輪以上）の場合】
①軽自動車税非課税申請書
②被災自動車の検査記録事項等証明書お

よび自動車検査証返納証明書など（軽
自動車検査協会発行）

③代替自動車の車検証の写し
④代理申請をする場合は委任状
※所有者が行方不明で抹消登録等ができ

ない場合や所有者がお亡くなりの場合
等は書類が異なります。

震災復興計画関連

◆町民意向調査にご協力ください
この度の震災から復興に向けた将来の

まちづくりを考えた「震災復興計画」の検
討にあたり、町民のみなさんの意向を把
握するための意向調査を行っています。

調査票は7月12日に調査対象世帯に
郵送していますが、調査票が届かない場
合は震災復興推進課までお問い合わせく
ださい。

調査へのご理解、ご協力をお願いします。
調査対象　荒浜、吉田東部地区にお住ま

いで津波の被害を受けられた世帯
◆�第2回亘理町震災復興会議を開催
します

日　時　7月26日（火）14：00～
場　所　悠里館3階視聴覚ホ−ル
傍聴者の定員　40人（先着順）
問　震災復興推進課（☎34−1225）

くらし

広報紙は8月号から通常版に戻ります
ス−パ−、コンビニ等に設置していた

広報紙は、今号をもって終了します。
今後は、役場本庁・逢隈支所・各仮設住宅

集会所で配布します。町外に避難されてい
る方で送付希望の方へは次のとおり送付
します。
対　　象　震災時町内に住所を有してい

た方で、現在町外に避難されていて広
報紙の送付を希望する方
申込方法　FAX、メ−ル、ホ−ムペ−ジ

ご意見お問い合わせコ−ナ−にて、氏
名、旧住所、新住所を記入のうえ企画財
政課広報担当までお知らせください。

※ メ−ル便を使用しますので郵便局の転
送サ−ビスはご利用になれません。必
ず新旧の住所をお知らせください。
問　企画財政課 企画班
　　（☎34−0505・℻34−7341）
　　E-mail：info@town.watari.miyagi.jp

この広報誌は、
米ぬか油を使用した環境
配慮型「ライスインキ」で
印刷しています。

亘理町の情報は　FM ７９．２MHz
情報をお寄せください  ☎0223－32－2293
メール　aozora792@gmail.com

町税の減免について

東日本大震災に伴い、家屋や土地などに一定以上の損害を受けた方は、その損害に応
じて、次のとおり平成23年度分の町税の減免が受けられます。

なお、8月に町税納税通知書を発送する予定ですが、減免になる方については、既に減
免した後の税額となっておりますので、課税明細をご確認ください。

個人の町民税の減免
減免対象
●東日本大震災により死亡または行方不明に

なったとき（全額免除）
●障害者となったとき（10分の9減額）
●所有する住宅（本人または本人と生計を同一

にする親族が常時生活する住宅）の損害の程
度が半壊以上であるもので、平成22年中の
所得金額の合計額が1,000万円以下の方

所得金額の合計額
減免の割合

大規模半壊以上 半　壊

500万円以下 全額免除 1/2減額

500万円を超え
750万円以下 1/2減額 1/4減額

750万円を超え
1,000万円以下 1/4減額 1/8減額

減免の申請
り災証明を申請されている方は、その判定に

基づいて減免しますので申請の必要はありま
せん。
※3月31日以降に町外に転出した場合や同一

世帯で世帯分離されている場合には、減免申
請が必要となる場合がありますのでご注意
ください。

固定資産税（都市計画税含む）の減免
減免対象
○土地にかかる減免

土地の被害状況に応じて10
分の4から全額免除まで

○家屋に係る減免
家屋の損害の程度に応じて
損害の程度 減免の割合
全　　　壊 全額免除
大規模半壊 8/10減額
半　　　壊 6/10減額

○償却資産に係る減額
償却資産の損害に応じて10
分の4から全額免除まで
減免の申請

り災証明を申請されている方
は、その判定に基づいて減免し
ますので申請の必要はありませ
ん（償却資産を除く）
※償却資産については申請書を

送付しておりますので、該当す
る方は申請により減免します。

課税免除区域について
東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、課税

免除区域を設定することとなりました。
課税免除区域

津波により区域の全部もしくは大部分において家屋が滅失・損壊した区域または、津
波による浸水、土砂の流入等によりこれまでどおり使用ができなくなった区域とし
て、町長が指定した区域。
この区域内に入っている土地・家屋について、平成23年度分の固定資産税（都市計画

税を含む）を免除します。
課税免除区域内に固定資産をお持ちの方には、納税通知書にお知らせのチラシを同

封しますのでご確認ください。
問　税務課（☎34−1112）



空間放射線モニタリング調査推移グラフ
● 空間放射線モニタリング結果は健康に影響を与えるレベルではありません。測

定結果は、亘理町公式ホ−ムペ−ジに掲載しているほか、亘理町災害ラジオ ｢FM
あおぞら｣でも毎日お知らせしています。

放射線に関する講演会
テーマ　「福島第一原子力発電所事故と放射線の影響」
講　師　東北大学名誉教授　中村　尚司 氏
　　　　８月７日（日）　10：00～12：00
　　　　亘理町中央公民館大ホール　入場無料
※駐車場に限りがあります。乗り合わせるなどご協力をお願いします。

問　総務課 安全対策班（☎34−1111）

県指定文化財�伊達成実霊屋御開帳
宮城県指定文化財の伊達成実霊屋を一

般公開します。普段は見ることのできな
い伊達成実木像もあわせて公開します。

また、成実霊屋、歴代墓所についての現
地解説会を実施します。
日時　８月16日（火）8：30～16：30
場所　大雄寺境内
現地解説会　１回目　11：00～11：30
　　　　　　２回目　14：00～14：30
※ 震災により歴代墓所内の墓石や燈籠な

どが倒壊しましたが、霊屋への被害は
ほぼありませんでした。
問　生涯学習課 文化財班
　　（郷土資料館☎34−8701）

郷土資料館　観覧無料
今改めて、より多くのみなさんに亘理

の歴史や文化への理解を深めていただき
たく、しばらくの間、常設展示観覧を無料
としています。
問　郷土資料館（☎34−8701）

クワガタふれあい教室
ヘラクレスオオカブトをはじめとする

世界のクワガタやカブトムシと触れ合
い、夏休みの思い出をつくろう！
日時　８月７日（日）　10：30～15：30
会場　悠里館２階会議室
内容　生体展示・紙芝居・虫相撲大会
　　　 （詳しくは、館内ポスタ−をご覧く

ださい。）
協力　 プレジャ−ランド那須＆那須オオ

クワクラブ
問　図書館（☎34−8700）

株式会社ケーヒン�被災地域支援企画
「お子様に夢と希望と感動を！」

株式会社ケーヒンでは、スポーツラ
ン ドSUGOで 開 催 さ れ るSUPER GT 
RACEシリーズ第4戦に被災された小・
中学生（保護者同伴）を招待します。

いっしょにKEIHIN REAL RACING
を応援しよう！
開 催 日　7月31日（日）
対　　象　小・中学生とその家族
　　　　　※必ず保護者同伴のこと
募集人数　200人（お子さんと保護者）
申込方法　亘理町役場備付の応募用紙に

必要事項を記入のうえ、申込BOXへ投
函してください。
申込締切　7月23日（土）
問　株式会社 ケーヒン角田第三工場
　　総務部　高橋（☎0224−63−3611）

◇防衛医科大学
受　付　9月5日（月）～9月30日（金）
対　象　高卒（見込含）21歳未満の方
試験日　1次：10月29日（土）、30日（日）
　　　　2次：12月7日（水）～9日（金）
◇防衛大学（推薦）
受　付　9月5日（月）～9月8日（木）
対　象　高卒（見込含）21歳未満の方
試験日　9月24日（土）、25日（日）
◇防衛大学（一般）
受　付　9月5日（月）～9月30日（金）
対　象　高卒（見込含）21歳未満の方
試験日　1次：11月5日（土）、6日（日）
　　　　2次：12月13日（火）～17日（土）
◇陸上自衛隊高等工科学校
　（横須賀修悠舘高校）
受　付　11月1日（火）～1月6日（金）
対　象　中卒（見込含）17歳未満の方
試験日　1次：1月14日（土）
　　　　2次：1月28日（土）～31日（日）
問　自衛隊宮城地方協力本部
　　大河原地域事務所（☎0224−53−2185）

相　談

◆人権相談
家族紛争、いじめ、虐待など人権に関す

ること
日時　８月１日（月）10：00～15：00
場所　中央公民館　第２研修室
◆行政相談

国、県、町の仕事についての要望や苦情
日時　７月25日（月）10：00～15：00
場所　町民生活課
問　町民生活課（☎34−1113）

催　し

夏休み映画会
図書館では、映画の楽しさを伝えると

ともに、図書館に親しみを持ってもらう
ことを目的に、映画会を行っています。
日　　時　7月30日（土）10：30～12：10
会　　場　悠里館3階視聴覚ホ−ル
上映作品　【ルイスと未来泥棒】
入 場 料　無料
問　図書館（☎34−8700）

採　用

亘理町水道メ−タ−委託検針員募集
応募資格　30～50歳位の町内在住の方

で普通運転免許もしくは原付免許を保
有している方。自家用車（軽自動車）も
しくは原付バイクを検針時に使用でき
て心身ともに健康な方。
採用人数　1人
勤 務 日　毎月1～7日（1月は3日～10

日）に専属的に勤務
　※検針開始は10月から
業務内容　亘理・吉田南西部の各戸にあ

る水道メ−タ−を検針し、お知らせを
各家庭のポストへ投函する。漏水して
いる場合は各家庭に連絡する。水量異
常などの場合には各家庭に連絡し理由
を聞く。
雇用関係　社会保険および交通費等はなし
申込方法　履歴書（写真貼付）と免許証の

コピ−（表・裏）を上下水道課に持参し
てください。
受付期間　7月15日（金）～8月5日（金）
面 接 日　8月9日（火）予定
申込・問　上下水道課 庶務班（☎34−0515）

平成23年度 自衛官募集
自衛官という、選択もある

◇自衛官候補生
受　付　8月1日（月）～9月9日（金）
　　　　（一般男子は、9月2日（金）まで）
対　象　18歳以上27歳未満の方
試験日　一般男子・高校生男子
　　　　 9月20・21・24・25・26日 の

間指定する1日
　　　　女子　9月28日（水）
◇一般曹候補生
受　付　8月1日（月）～9月9日（金）
対　象　18歳以上27歳未満の方
試験日　1次：9月17日（土）
　　　　2次：10月8日（土）～12日（水）
◇航空学生
受　付　8月1日（月）～9月9日（金）
対　象　高卒（見込含）21歳未満の方
試験日　1次：9月23日（金）
　　　　2次：10月15日（土）～20日（木）
　　　　3次：11月12日（土）～15日（火）
◇看護学生
受　付　9月5日（月）～9月30日（金）
対　象　高卒（見込含）24歳未満の方
試験日　1次：10月22日（土）
　　　　2次：11月19日（土）、20日（日）

特定任意講習会�運転免許更新時講習
日　　時　8月25日（木）19：00～21：00
　　　　　受付は18：30から
場　　所　亘理警察署3階中会議室
講 習 料　1,700円（当日持参）
申込方法　免許有効期限をご確認のう

え、8月12日（金）まで電話またはFAX
にて亘理警察署内亘理地区交通安全協
会窓口に直接申し込み願います。
※申込多数の場合は、２日に分けて開

催することもあります。
特　　典

①6ヵ月以内に免許を更新する方は、
更新時の講習が免除されます。

②各表彰に必要な講習会に認定されま
す。（優良運転者講習会に該当）

注） 70歳以上の方は、更新2ヵ月以内に
高齢者講習を必ず受講しなければな
らないため、特典①の対象にはなりま
せん。また講習会は高齢者講習に替わ
るものではありません。

問　亘理地区交通安全協会
　　（☎・℻34−2032）

子育て支援

●夏まつり
7月23日（土）16：00～17：30
場所　逢隈保育園
対象　未就学児と親
問　逢隈保育園（☎34−1725）

乳幼児健診・母子手帳発行

乳幼児健診（会場：保健センタ−）
３・４ヵ月児健診（23年３月生）

７月20日（水・受付13：00～13：30）
６・７ヵ月児相談（22年12月生）

７月19日（火・受付9：30～9：45）
１歳８ヵ月児健診（21年10月生）

７月27日（水・受付13：00～13：30）
2歳6ヵ月児歯科健診（21年1月生）

8月10日（水・受付9：30～9：45）
3歳6ヵ月児健診（20年1月生）

８月３日（水・受付13：00～13：30）

母子手帳発行（会場：保健センタ−）
7月25日、8月1・8・22・29日
受付　9：00～9：15
問　保健福祉課 子ども家庭班
　　（☎34−1114）
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※ 亘理消防署の測定値は宮城県がサーベイメータで測定、その他は町が独自に簡
易型環境放射線モニタで測定した値です。


