
　現在、棚倉町地域給付金（県南・会津・南会津地域給付金）の申請受付を行っております。まだ、
申請がお済みでない方は、早めに申請されますようお願いします。

▶申請方法　【郵送（返送）で申請する場合】
　　　　　　７月上旬に発送した申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒に
　　　　　　より郵便局の窓口へ提出するか、ポストへ投函してください。
　　　　　　※なお、郵送で申請した方の中で、印鑑の押印もれや通帳の写し等の添付書類の
　　　　　　　不備が多く見られますので、郵送する前にもう一度内容をご確認ください。

　　　　　　【窓口で申請する場合】
　　　　　　申請書、受取口座の通帳の写し、印鑑を持参してください。
　　　　　　（通帳の写しは窓口でもコピーできます。）
　　　　　　申請窓口　役場２階　総務課
　　　　　　受付時間　≪午前の部≫　午前８時 30 分～正午
　　　　　　　　　　　≪午後の部≫　午後１時～５時 15 分

▶申請期限　平成24年12月10日㈪　※郵送の場合は当日消印有効
▶お問い合わせ　総務課　棚倉町地域給付金担当　☎ 33-2111

お知らせ版は再生紙を使用しています

棚倉町地域給付金（県南・会津・南会津地域給付金）の
申請はお済みですか？

9月2日㈰は棚倉町長選挙の投票日です
◆投 票 日 時　９月２日㈰　午前７時～午後６時
◆期日前投票　期　　間　８月 29 日㈬～９月１日㈯
　　　　　　　時　　間　午前８時 30 分～午後８時
　　　　　　　場　　所　役場２階　第４会議室（土曜日は役場１階ロビー）
　　　　　　　持参するもの　入場券
◆開 票 結 果　棚倉町ホームページ　http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ に接続してください。
　　　　　　　　　　　　　　　※パソコンからも携帯電話からもご覧になれます。
　　　　　　　　　　　　　　　※結果が判明次第お知らせしますが、午後８時 30 分頃になる予定です。
　　　　　　　防 災 行 政 無 線　確定後、直ちに放送いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　※夜間のため、屋内（戸別受信機）のみの放送といたします。
　　　　　　　開票及び選挙会は９月２日㈰の午後７時より保健福祉センターで行います。
▶お問い合わせ　町選挙管理委員会　☎33-2111

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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▶実施月日及び検診定員

　受付時間　午前９時～９時45分
　　　　　　午後１時～１時30分
▶検診方法及び料金

※70歳以上の方、平成23年度町県民税非課税世
帯の方、生活保護世帯の方は無料となります。

▶検診場所　保健福祉センター
▶申込受付期間　受診希望日の５日前まで
　　　　　　　　（定員になり次第締め切ります。）
▶そ の 他
　ペースメーカー・シャントチューブ・ポートの

ある方、豊胸手術を受けた方、妊娠中・授乳中
の方は、検診をお控えください。

※町の乳がん検診は、２年に１回の受診間隔と
なっています。その間、しこり等の気になる症
状がある場合は、次回の検診を待たずに医療機
関を受診しましょう。

▶お問い合わせ・お申し込み
　健康福祉課　健康づくり係（保健福祉センター内）
　☎ 33-7801

ら 版せ知おお 24.8.15（2）

平成24年度乳がん検診のお知らせ

▶日　　時　11月３日㈷　午前９時30分～午後３時
▶会　　場　ルネサンス棚倉（駐車場）
▶出店募集内容
◦飲食店、物販等20店舗　→　出店料3,000円
◦フリーマーケット10区画【１区画（2ｍ×2ｍ）】
　　　　　　　　　　　　→　出店料2,000円
▶申 込 先　商工農林課（役場２階）
▶申込期限　９月14日㈮まで
　※先着順で、定数になり次第締め切ります。
▶お問い合わせ
　城下町棚倉わくわくフェスタ実行委員会
　（商工農林課内）　☎ 33-2113

　町内への定住促進を図るため、将来とも末長く
棚倉町に居住する見込みの方に、結婚相手を紹介
し、婚姻が成立した場合、紹介者に対して報奨金
を交付しています。（※ただし、営利を目的とし
た結婚斡

あっ
旋
せん

業者には支給されません。）
▶支 給 要 件
　①紹介により結婚された方のいずれかが、町内

に住所を有し、婚姻届を受理された時点で年
齢が満30歳以上であること。

　②婚姻後は、棚倉町に住所を有し、定住する見
込みであること。

▶報奨金の額　一組あたり３万円
▶手　続　き
　報奨金の支給を受けようとする紹介者は、結婚

された方の婚姻届が受理された日から起算して
６か月以内に、企画情報課に用意してある「結
婚紹介者報奨金支給申請書」に必要事項を記入
のうえ、提出してください。

　※なお、町のホームページでも申請書がダウン
ロードできますので、ご利用ください。

▶お問い合わせ
　企画情報課　情報管理係　☎ 33-2112

城下町棚倉わくわくフェスタ出店者募集

「棚倉町結婚紹介者報奨金」の支給制度について

▶日　時　９月15日㈯　午前９時開会
　　　　　（開場は午前８時より）
▶会　場　町文化センター
▶その他
　記念品または敬老祝金は期日を指定し、事前に

支給いたします。（該当者には通知いたします。）
　なお、当日会場での支給はいたしませんのでご

注意ください。
▶お問い合わせ
　健康福祉課　高齢者係（保健福祉センター内）
　☎ 33-7801

敬老会のお知らせ

▶日　　時　10月27日㈯、28日㈰
▶会　　場　郡山市民文化センター
▶入 場 料　無料
▶応募締切　９月28日㈮
　　　　　　※応募多数の場合は抽選となります。
※詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、
　お問い合わせください。
▶お問い合わせ　県庁 文化振興課 ☎024-521-7154

「ふるさとの祭り2012」
メイン会場観覧者募集

月　日 対象年代 検診定員
午前 午後

９月４日㈫ 50歳以上 40名 30名
９月13日㈭ 40名 30名
９月18日㈫ 30～49歳 40名 30名

９月24日㈪ 午前：50歳以上
午後：40～49歳 80名 30名

10月２日㈫ 午前：50歳以上
午後：40～49歳 40名 15名

年　齢 検診方法 料金
30～39歳の方 視･触診＋超音波検査 1,000円
40～49歳の方 視 ･ 触診＋マンモグラフィ（２方向）2,000円
50歳以上の方 視 ･ 触診＋マンモグラフィ（１方向）1,500円

　　



▶申 込 受 付 日　役場開庁日　※土 ･ 日 ･ 祝日は受け付けていません。
▶受　付　時　間　午前９時～正午、午後１時～５時
▶受　付　場　所　役場２階　商工農林課
▶検　査　料　金　無料
▶申し込みできる方　棚倉町に住所を有する方で、各世帯につき１品
　　　　　　　　　※持ち込んだ食品等の検査が終了すれば、次の検査の申し込みができます。
▶検査対象食品等

▶検査内容及び結果報告
　・測定機器により、セシウム 134・セシウム 137 を測定します。
　・検査結果は、申込者へ直接通知いたします。また、町ホームページでも公表しています。
▶注意事項
　・食品等の検査対象品の持ち込みは、申込受付時に指定された日となります。
　・申込者多数の場合、検査日が受付後１週間程度かかることが想定されますので、あらかじめご了承ください。
▶お問い合わせ・お申し込み　商工農林課　☎33-2113

ら 版せ知おお（3）24.8.15

食品等、農作物等の放射性物質簡易分析検査を実施しています

▶日　時　9月28日～12月14日の毎週金曜日
　　　　　午後１時30分～３時30分
▶場　所　保健福祉センター
▶参加費　無料　　▶定　員　10名（送迎有）
▶対象者　年度当初、教室の案内があった65～85

歳の方（二次予防事業対象者）
※ご希望の方は９月７日㈮までにお申し込みください。
▶お問い合わせ・お申し込み
　健康福祉課　高齢者係（保健福祉センター内）　☎ 33-7801

　山本不動健康保養の森「きのこまつり」につい
ては、町内で採取された野生きのこの摂取及び出
荷が制限されているため、今年も中止することに
決定いたしました。ご理解のほどよろしくお願い
します。
▶お問い合わせ　商工農林課　商工観光係　☎ 33-2113

　野生きのこのシーズンを迎えようとしていま
す。福島県におきましては、昨年度から野生きの
この放射性物質のモニタリング検査を行ってお
り、その結果棚倉町で採取された野生きのこにつ
いても当時の国の暫定規制値を超える放射性セシ
ウムが検出され、摂取及び出荷が制限されていま
すので、取り扱いに十分注意してください。
　今年度も野生きのこについてモニタリング検査
を実施し、結果を皆様にお知らせいたしますので、
野生きのこの発生情報がございましたら、県南農
林事務所または町へお知らせいただくとともに、
モニタリング検査にご協力をお願いします。モニ
タリング検査の結果は、新聞や県ホームページな
どで公開されます。
▶お問い合わせ
　県南農林事務所 森林林業部 林業課 ☎ 33-2121
　商工農林課　☎ 33-2113

高齢者筋力向上トレーニング教室のお知らせ

山本不動健康保養の森「きのこまつり」開催中止のお知らせ野生きのこの採取･出荷等について

出荷等を予定されている方 自家消費する方

◦町内で収穫された農畜産物
◦町内で採取した土壌（農地に限る）

◦自家消費農畜水産物等
◦町内外の知人等から譲り受けた食品等
◦飲料に用する井戸水（参考値としての取り扱いとな
ります。）

検査に必要な量：１キログラム 検査に必要な量：500グラム

【注意すること】
◦申し込みの際、生産者の氏名・住所・食品等の採取
場所が必要となります。
◦出荷制限及び摂取制限を受けている食品や、流通（販
売）している食品等については対象外とします。

【注意すること】
◦申し込みの際、生産者の氏名・住所・食品等の採取
場所が必要となります。
◦出荷制限及び摂取制限を受けている食品や、流通（販
売）している食品等については対象外とします。

◦販売を目的とした検査は対象外です。
◦検査結果は、販売を目的とした証明書等には使用で

きません。



ら 版せ知おお 24.8.15（4）

JISQ14001:2004
登録番号 JSAE287

CM001

国際環境規格　ISO14001取得

民 生 委 員 弁 護 士
開 催 日 10日㈪ 20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 20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

9月の各種相談のご案内総合体育館 赤館公園 14 区コミュニティセンター
7/30 0.22/0.26 7/30 0.35/0.43 7/30 0.21/0.26

花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場
7/30 0.19/0.20 7/30 0.23/0.27 7/31 0.36/0.46

板橋集会所 一色集会所 堤集会所
7/31 0.23/0.22 7/31 0.29/0.54 7/31 0.20/0.27

小菅生集会所 どろぼう坂 小爪・祝部内集会所
7/31 0.29/0.48 8/1 0.53/0.58 8/1 0.25/0.31

山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所
8/1 0.28/0.27 8/1 0.23/0.27 8/1 0.25/0.28
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場

8/2 0.17/0.21 8/2 0.18/0.18 8/2 0.26/0.28
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

8/2 0.12/0.14 8/2 0.18/0.18 7/31 0.15/0.17
※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

　法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、９月10日㈪から16日㈰までの７日間、全国一斉「高
齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間として、身体的・心理的虐待や差別、いやがらせなど高齢者・
障害者の抱える人権問題について、電話相談を実施します。相談は、人権擁護委員及び法務局職員が応
じます。秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
　なお、強化週間の期間以外の日（土・日・祝日を除く）においても、午前８時30分から午後５時15分
まで相談に応じていますので、ご利用ください。
▶日　　時　９月10日㈪から16日㈰までの７日間　午前８時30分～午後７時
　　　　　　※９月15日㈯・16日㈰は、午前10時～午後５時
▶電話番号　☎ 0570-003-110
▶お問い合わせ　福島地方法務局　人権擁護課　☎024-534-1994

全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間の実施について

　出産や手術における大量出血等の際に、特定の
血液製剤を投与されたことによって、Ｃ型肝炎ウ
イルスに感染された方に、給付金を支給する仕組
みがあります。請求手続は、平成 25 年１月 15
日までです。詳しくは、厚生労働省のホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください。
▶お問い合わせ
　厚生労働省　相談窓口　☎0120-509-002
　（平日 : 午前９時 30 分～午後６時）

防衛大学校（推薦）
　試験日：９月29日㈯、９月30日㈰
防衛大学校（総合選抜）
　試験日：９月29日㈯
※各試験ともに受付締切日は９月５日㈬で、試験
　会場は郡山市内（予定）です。
▶お問い合わせ
　自衛隊福島地方協力本部　白河地域事務所
　☎ 0248-24-0372

特定の血液製剤によりＣ型肝炎ウイルスに
感染された方へ、給付金のお知らせです

自衛官各種採用試験のお知らせ

日　時 事　業　名　及　び　内　容 チケット料金 主　催

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）」
★好評発売中（良い席はお早めに）

全席指定
３，５００円

倉 美 館
運営協会

●倉 美 館 情 報● ▶お問い合わせ　町文化センター　☎ 33-9610

☆休館日は、毎週月曜日 ･ 祝日です。
☆購入後の返金及び交換は一切できません。公演名、日時、座席番号などを必ずご確認の上、お買い求めください。




