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わらじ作り講習会のご案内

七ヶ宿町放射性物質除去土壌仮置き場の放射能測定結果
　平成29年10月２日に柏木山放牧場の空間放射線量及び地下水放射性物質量を測定した結果、
以下のとおりとなりました。
　平成25年５月から空間線量を測定していますが、追加被ばく量が年間１ｍSvを超えないよ
うに管理され仮置き場が安全に保たれていることを表しています。
　※仮置き場内の４点を定点とし測定しています。

仮置き場の空間線量の推移 ○地下水の測定結果

●お問い合わせ
　総務課　☎３７－２１１１（担当：東根）

単位 :Bq/kg�　
調査項目 測定値

放射性ヨウ素
（Ｉ－ 131） 不検出

放射性セシウム
（Cs－ 134） 不検出

放射性セシウム
（Cs－ 137） 不検出

測定開始時から不検出となっています。

※雪が消えたことにより、放射線量が高くなっています。
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仮置き場の空間線量の推移
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○地下水の測定結果 

 単位:Bq/kg 
調査項目 測定値 

放射性ヨウ素(I－131) 不検出 
放射性セシウム(Cs－134) 不検出 
放射性セシウム(Cs－137) 不検出 

	 	  
測定開始時から不検出となっています。 

 
お問合せ先	 総務課	 ３７－２１１１	  
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安 全 運 転 者 講 習 会 を 開 催 し ま す

平成30年版 みやぎ手帳の予約を受け付けます！

　町内の運転免許所有者を対象に、運転に関する講習会を開催します。冬に入り雪道となる前
に、みんなで交通安全の意識を高め、交通事故のない安心・安全な町づくりを目指しましょう。
◆日　時　11月13日（月）午後６時30分～午後７時30分
◆場　所　七ヶ宿町活性化センター
◆内　容　講話（講師：白石警察署員）　ビデオ上映
◆参加費　無料
◆その他　・優良運転者表彰の申請のために必要な講習です。
　　　　　・研修修了証を持っている方は、当日受付に提出してください。
　　　　　・免許更新時の講習を免除するためのものではありません。

●お問い合わせ　　ふるさと振興課　☎３７－２１９４　（担当：寺尾）

　シルバー人材センターでは「わらじで歩こう七ヶ宿」で
使用するわらじを作る後継者を育てるため、わらじ作り
の講習会を開催します。（わらじ作りに興味のある方な
ら年齢は問いません）
　ぜひみなさまの参加をお待ちしております。
◆日　　時　１回目　平成29年12月９日（土）
　　　　　　２回目　平成30年１月20日（土）
　　　　　　３回目　平成30年２月17日（土）
　　　　　　※ 各午前９時～午前12時までの３時間　

（都合のよい日だけでも参加できます）
◆場　　所　七ヶ宿町高齢者センター「工作室」
◆対 象 者　 わらじ作りに興味のある方
　　　　　　（初めての方も歓迎します）
◆申込方法　 参加申込みは11月25日までシルバー人材

センターへお電話にてお申込みください。
●お問い合わせ　七ヶ宿町シルバー人材センター
　　　　　　　　☎３７－２２３１（担当：増子）

優良運転者表彰とは…
　無事故・無違反である運転者を表彰するもので、他の運転者の交通安全の意識を高める
模範運転を推奨し、交通事故の防止を目的に行われています。
　交通銅章から始まり、交通銀賞、交通金賞、交通栄誉銀賞、交通栄誉金賞とそれぞれ表
彰状、記念品等が授与されます。

【表彰に必要なもの】
◆交通安全協会の会員であること
◆ 無事故無違反証明書
　（町では交通安全協会七ヶ宿支部から証明書発行に必要な手数料を助成しています）
◆ 安全運転者講習会の受講（過去３年以内に２回参加し、かつ１回は過去１年であること）

　文字が大きくて読みやすい！見やすく使いや
すい月間予定表や日記、最新の統計資料、仕事・
生活に役立つ資料などを備えている毎年好評の
みやぎ手帳の予約を受け付けます。購入を希望
される方は電話でお申込みください。

　　◆価　　格　500円（税込み）
　　◆販売時期　11月上旬
　　◆販売数量　100冊
　　　（なくなり次第終了となります）

●申込・お問い合わせ　　ふるさと振興課　☎３７－２１９４（担当：寺尾）

各市町村統計主管課 
または宮城県統計協会 （０２２）２１１-２４５1

平成29年11月上旬 発売予定

宮城県統計協会発行

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号（県統計課内）
電話（022）211-2451　FAX（022）211-2498

（一部の書店及びホームセンター等でも販売予定）

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/kyoukai.html
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この1冊で
“宮城”がわかる！

日記欄の
右側がメモに使え
予定の多い方にも

対応！

日記編と
資料編が分冊で

使えます！！

実物サイズ ※表紙等の色は実物と多少異なります

内ポケットにも入るサイズ
東京都地下鉄路線図も掲載。出張にも便利！
内ポケットにも入るサイズ

東京都地下鉄路線図も掲載。出張にも便利！

使い方自由自在

最新の統計資料

仕事・生活に役立つ資料
●国・県・市町村の主要指標

わたしたちの
ふるさとの資料
●ふるさとの行事
●統計で見る宮城県の1日
●主な文化・レクリエーション施設

●過去５年間の天気がわかります

●都道府県・政令指定都市一覧　
●中央主要官公庁一覧
●県内主要官公庁その他団体等一覧
●宮城県関係国会議員名簿　
●宮城県議会議員名簿　●県庁・市町村一覧　
●県内学校一覧　●県民相談窓口　
●地震から身を守る心得　●救急告示医療機関
●宮城県の観光略図

見やすく使いやすい
月間予定表と日記

   33    32 

12　統計で見る宮城県の 1日

2014年 2014年
出　　生  49.7人 死　　亡  62.6人

2014年 2014年
結　　婚  32.2組 離　　婚  10.5組

2014年 2014年
転　　入  318.2人 転　　出  308.9人

2014年 2014年
住宅着工戸数（新設）  71.3件 乗用車新車登録台数  160.4台

2013年 2014年
観光客入込数  152,577人 旅券発給件数  119件

2014年度 2013年度
自動車燃料消費量（ガソリン）3,662㎘ 水道給水量  322ℓ

（注）年（度）数値を 365 で除した単純平均

2013年度 2013年度
電力消費量 2,469万kwh 電灯消費量 1,370万kwh

2013年度 2013年度
清酒消費量 （1.8ℓビン）20,623本 ビール消費量 （633㎖ビン）226,393本

2013年度 2013年
ごみ処理量 2,264t 外来患者数 21,711人

2014年 2014年
刑法犯認知件数 51.0件 救急自動車出動件数 277.7件

2014年 2014年
交通事故件数 25.0件 交通事故死亡者数 0.23人

2014年 2014年
火災発生件数 2.32件 火災損害額  4,358千円

みやぎ手帳

わらじ作り
達人の仲間に
なりませんか。

参加者
募集！


