
　福島県では、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故により、
県民が被った風評被害等の払しょくや、福島県のブランド・イメージ回復のために活動する皆さま
を支援することを目的として給付金を給付いたします。これは、東京電力からの賠償金とは別に給
付するものであり、棚倉町が給付事務を行います。平成23年３月11日時点で棚倉町に生活の本拠と
して住居のあった方が対象となります。
　なお、給付金額は次のとおりです。

　※１…誕生日が、平成４年３月12日から平成23年12月31日までの方（ただし、平成23年３月12
日以降に生まれた方は、母親の方が平成23年３月11日の時点で棚倉町に生活の本拠のあっ
た方が対象となります。）

　※２…平成23年３月11日から平成23年12月31日までの間に妊娠されていた期間がある方

▶給付金の支給時期　平成 24 年７月上旬に申請用紙を世帯主宛に送付します。送付した申請書に必
　　　　　　　　　　要事項を記入後返送していただき、審査が完了した方から順次口座振替によ
　　　　　　　　　　り給付いたします。
▶給付金の申請期間　平成24年12月28日㈮締め切りとなります。
▶給付金の手続き等　給付手続きの詳細につきましては、広報たなぐら７月号に掲載いたします。
▶お 問 い 合 わ せ　総務課　行政係　☎ 33-2111

　このたびは弊社原子力発電所の事故により、棚倉町の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしており
ますことを深くお詫

わ
び申し上げます。

　さて、このたび、福島県県南地域における自主的避難等に係る損害賠償につきまして、６月中旬ごろか
ら世帯主様宛に請求書類を順次郵送させていただきます。
　なお、詳細につきましては、別途案内チラシを配布させていただきますので、ご不明な点があれば下記
連絡先までお問い合わせください。

◆東京電力自主的避難等ご相談専用ダイヤル◆
☎０１２０－９９３－７２４　　受付時間：午前９時～午後９時

お知らせ版は再生紙を使用しています

東京電力からのお知らせ

～自主的避難等に係る賠償金ご請求の開始について～

～棚倉町地域給付金についてお知らせします～

給付対象者 給付金額 給付要件

18歳以下の方（※１） 10 万円
平成 23 年３月 11 日時点で棚倉町に生活の本
拠があった方妊娠されていた方（※２） 10 万円

上記以外の方 ４万円

ら 版せ知おお
たなぐら 棚倉町役場

企画情報課　☎33–2112
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寝具類等洗濯乾燥消毒サービスについて

栃木県、茨城県竜巻災害義援金を募集します

　布団や毛布などの寝具類を干したり、洗濯したりすることが困難な方に対して、衛生を保つための洗
濯及び乾燥消毒のサービスを行います。
▶対 象 者　①65歳以上の一人暮らしで、寝具類の衛生管理が困難な方
　　　　　　②高齢者（65歳以上）のみの世帯で、寝具類の衛生管理が困難な方
　　　　　　③身体障がい者等（身体が不自由な方 ) で、寝具類の衛生管理が困難な方（家族により衛

生管理が行われている方は除きます。）
▶方　　法　一人につき、下記の品物を３点まで申し込めます。

掛け布団・敷き布団・毛布・二重毛布・羽毛布団・羊毛布団・かい巻き・肌掛け・丹前
（座布団、こたつ布団等は、該当しません。）
ただし、羽毛布団・羊毛布団を申し込みの方は、その他のもの１点の併せて２点までとなります。

　　　　　　〔例〕掛け布団、敷き布団、二重毛布の３点　　羽毛布団、二重毛布の２点
羊毛布団、二重毛布の２点

▶実 施 日　預かり…７月18日㈬　　配　達…７月25日㈬
▶料　　金　経費の３割
▶申込方法　申請が必要ですので保健福祉センター、地域包括支援センター、担当ケアマネージャー、

または民生委員へお申し込みください。
▶申込期限　７月10日㈫
▶そ の 他　替え布団が無い方については無料で布団を貸し出しますので、併せてお申し込みください。
▶お問い合わせ　健康福祉課　高齢者係　☎ 33-7801

　５月６日に発生した竜巻災害により、栃木県内、茨城県内では家屋の倒壊等の被害が発生し、災
害救助法が適用されました。福島県共同募金会並びに日本赤十字社福島県支部では、この災害によ
り被災された方々を支援する目的で義援金を募集することにしました。
▶受付期限　７月31日㈫まで

※ゆうちょ銀行窓口における期間中の振込手数料は無料です。
※東邦銀行窓口における同行間の送金手数料は無料です。
※税制上の優遇措置を希望する場合は、お問い合わせください。
▶お問い合わせ　福島県共同募金会棚倉町共同募金委員会・日本赤十字社福島県支部棚倉町分区
　　　　　　　　（棚倉町社会福祉協議会内）　☎ 33-2623

栃木県竜巻災害義援金受付方法 茨城県竜巻災害義援金受付方法
共同募金（ゆうちょ銀行）
　口座記号番号　００１６０－９－７７８
　加入者名義　栃木県共同募金会（竜巻災害義援金）

日本赤十字社
①ゆうちょ銀行
　口座記号番号　００１４０－６－７７６
　加入者名義　日赤栃木県支部栃木県竜巻災害義援金
・通信欄に「栃木県竜巻」と明記する。
・受領証の発行を希望する場合、その旨通信欄に記載する。
②東邦銀行
　口座番号　南福島支店（普）６１２６１７
　口座名義　日本赤十字社福島県支部

共同募金（ゆうちょ銀行）
　口座記号番号　００１２０－３－７７４
　加入者名義　茨城県共同募金会 (竜巻災害義援金 )

日本赤十字社
①ゆうちょ銀行
　口座記号番号　００１９０－９－７７１
　加入者名義　日赤茨城県支部茨城県竜巻災害義援金
・通信欄に「茨城県竜巻災害義援金」と明記する。
・受領証の発行を希望する場合、その旨通信欄に記載する。
②東邦銀行
　口座番号　南福島支店（普）６１２５９５
　口座名義　日本赤十字社福島県支部



　町では、中学１年生から高校１年生までの女子
を対象に助成をしております（自己負担額：1 回
1,500円）ので、ご希望の方は、お早目に接種を受
けましょう。
　郡内の指定医療機関は下記のとおりです。接種
の際は、事前に予約をしてください。

※６月から東白川中央医院も指定医療機関になりました。
※郡外の指定医療機関で接種を希望する方は、下

記までお問い合わせください。
▶お問い合わせ
　健康福祉課　健康づくり係　☎ 33-7801
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　保護者や地域住民の方などを対象に、教科書の
展示会を開催します。
▶期　　間　６月15日㈮～６月28日㈭
▶会　　場　町文化センター　１階創作室
▶閲覧時間　火曜日～金曜日：午前９時～午後５時
　　　　　　土・日及び最終日：午前９時～午後４時
　　　　　　※月曜日は休館
▶お問い合わせ　教育総務課　☎33-7881

子宮頸
けい

がんワクチンのお知らせ

　飼い犬の年１回の狂犬病予防注射は、法令で義
務付けられています。室内外犬を問わず、全ての
飼い犬が対象です。
　５月16日から20日にかけて実施しました「狂犬
病予防定期集合注射」において注射を受けなかっ
た犬の飼い主の方は、最寄りの動物病院で予防注
射を受けさせてください。なお、予防注射を受け
た場合は、必ず「狂犬病予防注射証明書」を住民
課に持参のうえ、「平成24年度狂犬病予防注射済
票」( 交付手数料550円) の交付を受けてください。
▶お問い合わせ　住民課　消防環境係　☎ 33-2116

狂犬病の予防注射について

▶日　　時　７月29日㈰　午前６時出発
▶集合場所　文化センター（倉美館）駐車場
▶参加対象　町内在住の小学生以上
　　　　　　※小学生は保護者同伴とします。
▶参 加 費　1,000 円（小学生は 500 円）
▶定　　員　40名
▶申込受付　６月26日㈫　午前９時から
　　　　　　※定員になり次第締め切ります。
▶持 ち 物　昼食、飲み物、雨具等
▶お問い合わせ・お申し込み
　生涯学習課（文化センター内） ☎ 33-0111 FAX33-9611

尾瀬ハイキング参加者募集！

平成24年度教科書展示会のお知らせ

▶月　日　①７月２日㈪  ②８月６日㈪  ③９月３日㈪
　　　　　④10月４日㈭  ⑤11月１日㈭  ⑥12月６日㈭
▶時　間　午前９時 45 分～ 11 時 30 分
▶場　所　保健福祉センター　検診室
▶対象者　棚倉町に住む未就園児（０～４歳）とその保護者
▶内　容　ヨーガインストラクターによる「リラックスヨーガ」
▶定　員　各回30名ずつ（各回ごとに申し込みを受け付けます。）
▶その他　動きやすい服装でご参加ください。
　　　　　お子様は、専門保育士が別室にて保育します。
　　　　　託児が必要な方は、申し込み時にお伝えください。
▶お問い合わせ・お申し込み
　健康福祉課 健康づくり係（保健福祉センター） ☎33-7801

子育てママのリラックスヨーガ教室

医療機関名 住　　所 電話番号
あらまちクリニック 棚倉町大字棚倉字北町 33-8018
大木医院 棚倉町大字棚倉字古町 33-2424
東白川中央医院※ 棚倉町大字流 33-3263
木村医院 矢祭町大字戸塚字山崎 46-3528
塙厚生病院 塙町大字塙字大町 43-1145

▶指定医療機関（東白川郡内）
飼い犬のしつけ方教室の開催について
▶日　時　７月20日㈮　午前10時～正午（学科）
　　　　　７月30日㈪　午前９時30分～11時30分（実技）
▶場　所　県南保健福祉事務所　別棟会議室
▶内　容　学　科　犬の飼い方・しつけ方の講義
　　　　　実　技　飼い犬同伴でのしつけ方の手法
▶お問い合わせ・お申し込み
　県南保健福祉事務所 衛生推進課 ☎ 0248-22-5487

講演会・郷土芸能鑑賞

重要無形文化財「組踊」特別観賞会

▶日　　時　６月29日㈮　午前９時～正午
▶会　　場　文化センター　大ホール
　講 演 会　懸田弘訓先生
　演　　題　「被災地の無形の民俗文化財の現状と課題」（仮）
　芸能鑑賞　「都々古別神社の御田植」
※入場無料、事前の申し込みは不要です。

▶日　　時　７月３日㈫　午後２時～４時
▶会　　場　文化センター　大ホール
▶演　　目　琉球舞踊・組踊「花売の縁」
▶入 場 料　無料（全席自由）
※入場には整理券が必要となりますので、
事前に予約してください。

▶予約受付　６月 18日㈪から

▶お問い合わせ　生涯学習課（文化センター内）☎ 33-0111



▶相談内容
　不動産登記や会社登記、相続・遺言、多重債務、

少額の裁判、成年後見等に関する法律相談、震
災による困りごと相談など

▶日　　時　７月５日㈭　午後５時～８時
▶場　　所　マイタウン白河２階（白河市本町２）
※事前に予約（祝日を除く月曜日～金曜日の午前

10時～午後12時30分、午後１時30分～４時）
をお願いいたします。緊急を要するものについ
ては、最寄りの相談員を紹介します。

▶お問い合わせ・予約先
　白河司法書士総合相談センター　☎ 0248-23-1785

▶相談内容　子どもが抱える人権問題
　　　　　　（いじめ、嫌がらせ、虐待、体罰など )
▶電話番号　☎ 0120-007-110（フリーダイヤル）
▶期　　間　６月25日㈪～７月１日㈰【７日間】
▶時　　間　午前８時30分～午後７時
　　　　　　　ただし、６月30日㈯・7月１日㈰
　　　　　　　は、午前10時～午後５時
※人権擁護委員、法務局職員が相談に応じます。
※強化週間以外の日も相談に応じています。
　（土日祝日は除く、午前８時30分～午後５時15分）
▶お問い合わせ
　福島地方法務局　人権擁護課　☎024-534-1994

　今年度の町民プールについて、施設の老朽化によ
りプール本体及び設備の傷みが激しく使用ができな
いため、開放しませんのでお知らせします。
▶お問い合わせ　町総合体育館　☎ 33-3160

ら 版せ知おお 24.6.15（4）
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CM001

国際環境規格　ISO14001取得

民 生 委 員 弁 護 士
開 催 日 ９日㈪ 19日㈭
時 間 午前９時～正午 午前10時～午後３時
場 所 保健福祉センター　相談室
お問い合わせ 町社会福祉協議会　☎33-2623

開 催 日 19日㈭　※予約制
時 間 午後１時30分～３時
場 所 県南保健福祉事務所
お問い合わせ
お申し込み

県南保健福祉事務所
障がい者支援チーム ☎0248-22-5649

7月の各種相談のご案内

法律相談（無料）のご案内

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間電話相談について

棚倉町民プールに関するお知らせ

総合体育館 赤館公園 14 区コミュニティセンター
6/4 0.24/0.24 6/4 0.38/0.47 6/4 0.24/0.32

花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場
6/4 0.21/0.24 6/4 0.27/0.33 6/5 0.38/0.37

板橋集会所 一色集会所 堤集会所
6/5 0.23/0.27 6/5 0.34/0.72 6/5 0.19/0.27

小菅生集会所 どろぼう坂 小爪・祝部内集会所
6/5 0.31/0.34 6/6 0.54/0.67 6/6 0.27/0.33

山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所
6/6 0.29/0.37 6/6 0.23/0.31 6/6 0.31/0.39
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場

6/7 0.22/0.34 6/7 0.18/0.19 6/7 0.28/0.33
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

6/7 0.13/0.15 6/7 0.18/0.21 6/5 0.17/0.17
※左 : 地上１ｍ / 右 : 地上 10cm での測定値 ( 単位 : μＳｖ )
▶お問い合わせ　住民課　☎ 33-2116

町内放射線測定値を報告します

心配ごと相談

心の健康相談

●倉 美 館 情 報●
日　　時 事　業　名　及　び　内　容

８月22日㈬

開場18：00
開演18：30

松竹特別公演
「初蕾（はつつぼみ）」
　

▶主　催　倉美館運営協会
▶お問い合わせ・チケット予約　町文化センター　☎33-9610

出演
山本陽子・藤田朋子
美木良介・江原真二郎
芦川よしみ　ほか

★７月７日（土）午前９時より電話予約受付開始
　（初日は電話１回につきチケット４枚まで予約可）

全席指定　３，５００円


