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調査への回答はできる限りインターネットで 

スマホからも 
回答できます♪ 

 

 　インターネットでの回答は、「国勢調査オンライン」と検索してく
ださい。 

私でもスマホから
あっという間に

回答完了♪

 
 

 

「かたり調査」にご注意！ 

 

 

個人情報は厳格に保護されます 

 

 

 

国勢調査の詳細は… 

国勢調査２０２０

 

 

 

 

 

 

調査書類の配付 《調査員の服装》 

感染拡大防止のため
マスクを着用
しています。

 
 
 

 
 腕章 
 バッグ

を持ち歩きます。
 

 

総務省統計局長が  
発行した名札を
身に付けています。

 
 

調査の回答期限 

《インターネットでの回答期間》 《調査票（紙）での回答期間》 

 　国勢調査は、法律で回答することが義務付けられています。回答期限
10月7日（水）までに回答を済ませるよう、ご協力をお願いします。

  

９ 10
14（月） ７（水）  

10 10 
１（木）  ７（水） 

　調査への回答はインターネット・郵送・調査員への提出
から選択できます。
　皆さんと調査員の接触機会を減らし、新型コロナウイル
スの感染拡大を防止するため、調査への回答はできる限り
インターネットでお願いします。
　インターネットで回答ができない場合は、郵送での提出
も可能です。郵送される世帯は、調査票に記入漏れなどが
ないようにご注意ください。
　調査員への提出を希望する場合は、調査書類の配布時に
調査員にお伝えください。

　9 月上旬から調査員が皆さんの家を訪問し、調
査書類を配ります。
　調査の説明は、インターフォン越しに会話でき
る世帯には、インターフォン越しに行い、その場
合、調査票は郵便受けに入れて配布します。
　対面して調査の説明が必要な場合には、調査
員はマスクを着用して説明を行います。
　なお、調査員は、右記のような調査員用の腕章
などを身に付けて各世帯を訪問します。

　国勢調査では、金銭を要求したり、銀行口座
の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きす
ることはありません。
　国勢調査を装った詐欺にご注意ください。

　統計法によって、厳格な個人情報保護が定め
られています。
　また、調査に従事する者（調査員および地方
公共団体の職員など）には、守秘義務が課せら
れています。
　インターネットでの回答では、回答中の通信
はすべて暗号化され、24時間不正アクセス防止
の対策を行っています。

　「氏名」や「男女の別」、「出生の年月」、「就業状態」、「従業
地または通学地」など世帯員に関して15項目の調査項目があり、その
他に、世帯について、「世帯員の数」や「世帯の種類」、「住居の種
類」、「住宅の建て方」の4項目の調査があります。

調査項目は全部で19項目 

令和2年国勢調査
と書かれた 
　クリップボード

令和 2 年国勢調査を 10 月 1 日を基準として全国一斉に行います。
国勢調査は、統計法という法律に基づき日本に住んでいるすべての人・世帯
を対象に実施する、日本で最も重要な統計調査です。
今回の調査は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査書類の配布や
受け取りをできる限り皆さんと調査員が対面しない調査方法で行います。

【調査にかかわる問い合わせ先】
開設期間　　　　　　　　9 月 7 日（月）～ 10 月 31 日（土）8 時～ 21 時・土日祝日も利用可
国勢調査コールセンター　☎０５７０－０７－２０２０
IP 電話の場合　　　　　　☎０３－６６３６－９６０７
涌谷町企画財政課　　　　☎０２２９－４３－２１１２
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～中総体代替試合～
令和2年度遠田郡中学校交流戦

　新型コロナウイルス感染症の影響によって令和2年度宮城県中学校総合体育大会が中止となり、毎年
6月に開催されていた遠田郡中学校総合体育大会も中止になりました。その代替試合が、7月23日（木）
24日（金）の2日間、開催されました。県大会出場という目標がない状況ではありましたが、各競技に出
場した選手たちは、輝く汗を流しながら、気迫のこもったプレイを披露していました。



交流戦試合結果

野球（涌谷スタジアム）
涌谷中学校　11−5　  不動堂中学校
涌谷中学校　 0−3　  小牛田・南郷
　　　　　　　　　　合同チーム

サッカー（小牛田中学校グラウンド）
涌谷中学校　  1−6　 小牛田中学校
涌谷中学校　  4−2　 南郷中学校（8人制）

ソフトテニス（美里町牛飼テニスコート）
【男子】
涌谷中学校　  2−1　  不動堂中学校
涌谷中学校　  2−1　  小牛田中学校
【女子】
涌谷中学校　  0−3　  小牛田中学校
涌谷中学校　  2−1　 不動堂中学校
涌谷中学校　  3−0　  南郷中学校

バスケットボール（美里町南郷体育館）
【男子】
涌谷中学校　53−32　小牛田中学校
涌谷中学校　31−37　不動堂中学校
【女子】
涌谷中学校　75−6　  南郷中学校
涌谷中学校　55−23　不動堂中学校

バレーボール（不動堂中学校体育館）
【男子】
涌谷中学校　2−1　不動堂中学校
【女子】
涌谷中学校　0−2　不動堂中学校
涌谷中学校　0−2　小牛田・南郷
　　　　　　　　　合同チーム

剣道（不動堂中学校）
【男子】
涌谷中学校1（1）−1（2）不動堂中学校
【女子】
涌谷中学校　0−3　不動堂中学校

（ ）内は取得本数

ソフトボール（不動堂中学校グラウンド）
涌谷中学校と不動堂中が合同で2チームを
編成しての紅白戦を実施



七十七社会貢献私募債（寄付型）発行に伴う寄贈
涌谷町教育委員会に学校備品を寄贈
　6月22日（月）に、株式会社日本エコライフから涌谷
町教育委員会に学校用備品（iPad6台、デジタルカメラ
2台、トランシーバー4台、デジタイマー1台）が寄付
されました。
　この寄付は、七十七銀行寄付型私募債により行われ
たもので、株式会社日本エコライフ代表取締役佐藤政
彦さんが本町出身であり、母校である涌谷中学校に寄
付いただいたものです。教育活動に有効に活用させて
いただきます。

バイクの交通死亡事故を防ぐために
遠出のバイク交通事故止めっぺ作戦
　8月8日（土）に、遠田地区交通安全協会・遠田警察
署と登米地区交通安全協会・登米警察署が合同で、国
道108号線バイパスにおいて、連休に合わせて「遠出
（遠田）のバイク交通事故止め（登米）っぺ作戦」を展開
し、通行するバイクの運転手に対して、交通安全の啓
発活動を行いました。
　この活動は、昨年、登米市から山形県に戻る途中の
バイクによる交通死亡事故が発生したことを受けて行
われたものです。

教育行政の一助として
月将館小学校に野球用具一式を寄贈
　8月5日（水）に、涌谷ライオンズクラブから月将館
小学校に野球用具一式（グローブ18個、キャッチャー
ミット2個、バット3本、打者ヘルメット5個、キャッ
チャーマスク2個、スロートガード2個）が寄贈されま
した。
　この寄付は、昨年の台風19号によって月将館小学校
が元々所有していた野球用品が水没してしまったこと
を受けて行われたものです。教育活動に有効に活用さ
せていただきます。

台風19号での支援への恩返し
大石田町で給水などの支援を実施
　令和2年7月豪雨により最上川が氾濫した、涌谷町
と友好交流協定を結ぶ山形県大石田町に対して、涌谷
町では7月30日（木）から8月7日（金）までの9日間にわ
たって被災地支援として職員を派遣しました。
　支援の内容としては、7月30日（木）から8月1日（土）
までの期間、大石田町内全域が断水となっていたため
給水支援を行い、その後、8月2日（日）から8月7日（金）
までの期間、災害ごみ置き場での支援活動をしてまい
りました。
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日本遺産認定1周年記念イベント
Go to Golden WAKUYAを開催しました
　8月15日（土）16日（日）の2日間、天平ろまん館・黄
金山神社で、「みちのくＧＯＬＤ浪漫」の日本遺産認
定1周年記念イベントを開催しました。
　黄金山神社で限定御朱印が頒布されたことから、大
勢が来場。涌谷町産「金のいぶき」などを使った飲食
提供や沢遊びコーナーなど、大いににぎわいました。
15日（土）には、砂金採り大会を実施し、子どもの部・
一般の部・親子ペアの部の3部門で、出場者は額に汗
しながら砂金採りに勤しみました。

JA新みやぎファーマーズマーケット元気くん市場
涌谷町の農産物・加工品が購入できます
　令和2年7月3日（金）に、仙台市太白区茂庭に、JA
新みやぎ管内の農産物や加工品、海産物を購入できる
ファーマーズマーケット元気くん市場仙台南店がオー
プンしました。
　涌谷町からも生産者が、採れたばかりの農産物や作
り立ての加工品を出品しています。平日にもかかわら
ず大勢の買い物客が新鮮な商品を求めて訪れています。
涌谷町産の商品が購入できることを、仙台方面にお住
まいの家族や知人にお知らせください。

遠藤釈雄町長コラム
逝きし人達
　深い思い出を残し、縁ある人達が多く逝去した先月。
私さえ耐え難い思いをしたのだから、家族の悲しみは
察して余りある。兄妹のように思っていた方、同級生等。
　先日、カーステレオで「フランク永井さん」の唄を
聞いた。ある曲が流れ始めると、私の想いは高校時代
へと戻っていった。それは得意のサックスで同級生が
聞かせてくれた曲だったのである。「夜霧の第二国道」、
亡き友を想い出し涙が溢れた。合掌。

《遠藤釈雄町長の公務（7月16日～8月15日）》

●7月20日（月）　第1回農業委員会総会（役場）
●7月28日（火）　虐待防止等対策連絡協議会
　　　　　　　　（町民医療福祉センター）
●8月 3日（月）　宮城県市町村長会議（仙台市）
●8月 4日（火）　新型コロナウイルス感染症対策本
　　　　　　　　部会議（役場）
●8月 7日（金）　涌谷町議会定例会8月会議
●8月15日（土）　戦没者追悼式（城山公園）・日本遺
　　　　　　　　産一周年イベント（天平ろまん館）

子育て支援サークル・おひさまスマイル活動報告

セルフフットケア講座
　コロナの影響で3月から活動休止中でしたが、感染予防対策をし
ながら8月3日（月）に、町民医療福祉センターで『セルフフットケ
ア講座』を開催しました。
　講師は涌谷町在住のネイリストの櫻井あいさん。巻き爪にならな
いための正しい足の爪の整え方や持ちの良いペディキュアになるコ
ツまでのお話しを聞き、その後実践。一人一人から足の悩みを聞き、
丁寧なアドバイスを受けながら、自分でケアして好きな色のペディ
キュアを塗り、コロナで曇りがちだった心も晴れ晴れするような足
先のオシャレを楽しみました。
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７職員の福祉および利益の保護の状況

８公平委員会（宮城県人事委員会へ委託）の
　業務の状況

３職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

４職員の分限および懲戒処分の状況

５職員の営利企業等従事許可

６職員の研修および勤務成績の評定の状況

●職員の健康診断の状況

●職員の勤務時間（一般職の標準的なもの） ●時間外勤務および休日勤務などの状況

●休暇制度の概要

●職員の研修の実施状況

●勤務成績の評定の実施状況

●公務災害補償制度の状況

区分 受診者数 内容等
総合健康診断

（人間ドック） 87人 40歳以上の希望する職員

定期健康診断 238人 上記以外の職員

婦人検診 乳がん42人
子宮がん38人

30歳以上の希望する職員
の乳･子宮がん検診

脳ドック 24人 頭･頚部検査など
計（延べ人数） 429人

加入団体 災害件数
地方公務員災害補償基金宮城県支部 0件

●年次有給休暇の取得状況
　（平成31年1月1日～令和元年12月31日）
　全職員に対し、1年につき20日間付与（前年に未使用日数が
ある場合は、最大20日を翌年へ繰越し）

区分 概要 備考
病気休暇 公務上の傷病、結核性疾患、公務外の傷病 有給

特別休暇

公民権行使、ボランティア、公の職務執行、
社会貢献活動、結婚、妊産婦の母胎等の健
康保持、産前・産後、妻の出産、保育時間、
忌引、夏季休暇など

有給

介護休暇 配偶者、子、父母などの介護 無給

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 0件
（２）不利益処分に関する不服申し立て状況の状況 0件

人事行政の運営などの状況に関する

問い合わせ先

総務課総務班　☎43-2111

1週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
38時間45分 8時30分 17時15分 12時～13時

職員一人当たりの平均取得日数 取得率
8.9日 23.3％

勤務総時間数 職員1人当たりの月平均時間数
18,596時間 10.5時間

（１）分限処分者　休職　　　5人
（２）懲戒処分者　減給　　　1人
　　　　　　　　訓告など　2人

（１）報酬を得て事業または事務に従事する場合　3人

研修区分 受講者数 研修内容など

研修所
研修　

階層別研修 21人 勤続年数、職階による
研修

各種専門研修 11人 専門知識・技術等の習
得

職場内研修 125人
新規採用職員研修、危
機管理研修、財政再建
研修

その他の研修 10人 町村会新規採用職員
研修、民間研修

計 167人

評定回数 2回 評定時期 4月・10月
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