Information

インフォメーション

「お知らせ」や「募集」など、暮らしに役立つ情報をお届けします

お知らせ
復興庁から東日本大震災で被災された方へ

軽 自動車税の減免制度について

住 まいの復興給付金 給付申請はお済ですか

身体障がい者や精神障がい者等の方が利用する

東日本大震災で所有していた住宅が被害にあわ

軽自動車で、一定の要件に該当する軽自動車につ

れた方で、消費税率８％引上げ（平成26年４月１
日）以降に、新たに住宅を建築・購入、補修した
場合に、消費税の増税分相当の給付が受けられま
す。詳しくは、お電話、ホームページでご確認く
ださい。

いては減免の対象となります。
申請時期
平成27年５月25日㈪まで
提出書類等
・軽自動車税減免申請書

住まいの復興給付金を申請するためには
申請書を入手して、提出に必要な書類（罹災証
明書等）を揃え、申請書に必要事項を記入します。
申請書は、住まいの復興給付金事務局あてに郵
送してください。
〈罹災証明に関するお問い合わせ〉
町役場 税務課 固定資産係 ☎33-2118
〈申請書郵送先〉
〒983-8799 仙台東郵便局私書箱15号
住まいの復興給付金申請係
申請書の入手方法

・運転する方の免許証のコピー
・身体障がい者手帳等のコピー
・車検証のコピー
・印鑑
・障がい者以外の方が運転する場合、「家族運転
証明書」または「常時介護証明書」
そ の 他
既に減免を受けている方につきましては、郵送
された「減免を受けた軽自動車等の現況報告書」
を２月末までに提出して下さい。

①ホームページからダウンロード
http://fukko-kyufu.jp または
住まいの復興給付金 で検索

■お問い合わせ・申請先
税務課 課税徴収係 ☎33-2118

②町役場 建設課 都市計画係にもございます。
■住まいの復興給付金に関するお問い合わせ

自 動車の登録・検査の手続きはお早めに

住まいの復興給付金事務局コールセンター

自動車の登録・検査手続きは、毎年３月に集中

ナビダイヤル

☎0570-200-246

または☎022-745-0420
ホームページ

住まいの復興給付金 で検索

し、窓口や車検場が大変混雑いたします。名義変
更や住所変更、廃車、車検などの手続きは２月中
に行うなど、お早目の手続きをお願いいたします。

こちらの制度もございます

すまい給付金
消費税率の引き上げによる住宅取得者の負担
緩和のため創設された制度です。詳しくは、お
電話、ホームページでご確認ください。
※上記「住まいの復興給付金」との併用はできません。

■すまい給付金に関するお問い合わせ
ナビダイヤル ☎0570-064-186
または☎045-330-1904
ホームページ
すまい給付金 で検索

■お問い合わせ

東北運輸局福島運輸支局
登録関係 ☎050-5540-2015
検査関係 ☎024-546-0342

今月の納税
○国民健康保険税（普通徴収分）
････････８期
○後期高齢者医療保険料（普通徴収分）･･７期

納期限は３月２日㈪です。
■お問い合わせ

税務課

☎33-2118
広報
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八 溝山周辺地域定住自立圏
シンポジウムを開催
人口減少と超高齢社会の到来が想定される中で、

スマホと歩こう

め ざせ！300万歩ウォーキング 八溝３県名所めぐりの旅
八溝山周辺地域定住自立圏（福島・栃木・茨城

圏域の連携した取組としてシンポジウムを開催し

の８市町）の名所を、仮想の旅で巡りながら楽し

ます。各市町が抱える課題を共有しましょう。

める、スマートフォンを使ったウォーキングイベ
ントが開催されています。目標は一日8,000歩で、

内
容
・基調講演 演題「人口減少と超高齢社会に備えて」
講師

元総務大臣

増田寛也氏

・パネルディスカッション
日

時

２月20日㈮

午後１時30分開演

会

場

栃木県大田原市
那須野が原ハーモニーホール

年間300万歩。大自然の宝庫、八溝山周辺の魅力を
満喫しながら仮想の旅に出かけましょう！
※本イベントは、富士通㈱の健康サービス「からだライ
フ」のシステムを利用しています。

主

催

大田原市

共

催

八溝山周辺地域定住自立圏

アプリ入手から登録の流れ

入 場 料 無料

申 込 み 事前申し込みが必要となりますので、 １ アプリを入手
[Google play][App store]で
電話またはメールにてお申し込みく
ださい。
（住所・氏名・人数をお伝え
催

富士通 で検索ください。
２ 利用コードの入力

ください。）
主

スマホ歩数計

八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会

利用コード「8641」を入力し、サービスの利用
規約を確認し、同意します。

■お問い合わせ・お申し込み
栃木県大田原市

総合政策部

３ ユーザー情報の入力
政策推進課

☎0287-23-8701

「姓名（全角カタカナ）」
「性別」
などの情報を入
力し、手順にそって登録メールを送信。

seisakusuishin@city.

４ 歩き旅を選択

ohtawara.tochigi.jp

スマホ歩数計

アプリを立ち上げ、「歩き

旅」をタッチし、「八溝３県名所めぐりの旅」

ス ポーツ大会出場選手激励金を交付します
スポーツで東北・全国大会等へ出場する個人及
び団体への激励金を交付します。該当する方は、
交付申請書を提出してください。
（申請書が提出さ
れなかった場合は交付されませんので、該当する

を選択すれば登録完了（すでに「歩き旅」を利
用されている方は、 コース変更

をしてくだ

さい。）
そ の 他 登録は無料で、誰でも参加できます。
■イベントに関するお問い合わせ

方は忘れずに申請してください。）なお、出場する

健康福祉課 健康づくり係

大会の要項等の提出が必要です。

（保健福祉センター内） ☎33-7801
または町ホームページをご覧ください。

対 象 者
町内に住所を有している児童・生徒・学生の団

■アプリ・不具合に関するお問い合わせ

体及び個人。ただし、国民体育大会及び国際大会

からだライフお問い合わせ窓口

に限り町内に住所を有する者及び町内出身者も該

☎03-5520-5520（アナウンス開始後に「５」をプッシュ）

当します。

町長と気軽にトーク！

該当大会
日本体育協会加盟団体及びその下部組織が主催

今月のトーク
（対話）
の日は

又は共催する東北・全国大会等。
（予選の無い大会

2月19日㈭です。

出場は該当しません。）

詳しくは企画情報課まで

■お問い合わせ

総合体育館

広報
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お問い合わせください。
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福島県で働く全ての方へ

確 認しましょう！最低賃金（パートやアルバイトの方も適用されます）
時 間 額

689円

平成26年10月４日発効

特定（産業別）最低賃金（県内の次の業種に働く方に適用されます。）
特定（産業別）最低賃金
業
種

最低賃金額 効力発生年月日
時間額
平成 26 年

非鉄金属製造業最低賃金

８０２円

11 月 28 日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低
賃金（医療用計測機器製造業（心電計製造業を除く。）を除く。）

７５３円

12 月 13 日

自動車小売業最低賃金（二輪自動車小売業（原動機付き自転車を含む。）を除く） ７８５円

12 月 17 日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・
同部品、眼鏡製造業最低賃金

７８７円

12 月 27 日

輸送用機械器具製造業最低賃金

７８９円

12 月 27 日

■お問い合わせ

福島労働局賃金室 ☎024-536-4604 又は最寄りの労働基準監督署へ

里 親入門講座
〜里親を知っていますか？〜を開催します
地域でできる里親による子育て支援について学
ぶ講座です。
日

時

２月24日㈫ 午前10時〜11時30分

場

所

ニコニコこども館（郡山市こども総
合支援センター）３階研修室

対

象

申込期限

里親について関心のある方
２月17日㈫

■お問い合わせ・お申し込み
福島県県中児童相談所
☎024-935-0611

平 成26年度第二回ハローワーク白河介護職
ミニ面接相談会を開催します
介護の事業所４社を招き、担当者と直接相談や
面接ができる「介護職ミニ面接相談会」を開催し
ます。仕事の内容や、やりがい等について事業所
から説明いただきます。介護職に興味のある方は
是非ご参加ください。
時

３月13日㈮ 午後１時30分〜３時30分

場

所

ハローワーク白河

そ の 他

地下１階会議室

事前予約が必要となります。

■お問い合わせ・お申し込み
ハローワーク白河
☎0248-24-1256

職業相談部門

ふ くしま大卒等ジョブフェアを開催します
平成28年３月新規大学等を卒業予定の方を対象
に、県内事業所の説明会を開催します。
開 催 日 ３月19日㈭
場
所 ビッグパレットふくしま
内
容
・若手応援企業を中心に170社が参加予定
・事業所ののブースにおける人事担当者の事業・
職務内容の説明、今後の採用計画等の情報提供、
ハローワーク等各機関による職業相談・情報提
供等を行います。
○オリエンテーション 10時30分〜11時40分
○事業所ＰＲタイム
11時50分〜12時40分
○合同企業説明会
13時30分〜16時
主
催 厚生労働省福島労働局(ハローワーク)、
福島・郡山新卒応援ハローワーク
そ の 他 ①事前申し込み不要
②参加事業所は、１週間前までに福
島労働局ホームページで公開
■お問い合わせ
福島労働局 職業安定課 ☎024-529-5396

社川小学校敷地内磁界測定値を報告します

測定結果
︵ 月分︶

日

学生の皆さんへ

12

A 地点（体育館裏自動計測器） 最高値 1.8ミリガウス
12月12日 手動計測による値
B 地点
（遊歩道と送電線の一番近い場所）
3.4ミリガウス

※「世界保健機関（ＷＨＯ）」による磁界の許容値は、50,000ミリガウス以下です。
※１ミリガウス＝１/1,000ガウス

■お問い合わせ

商工農林課

☎33-2113
広報
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貸 金業・多重債務に関するご相談を受け付けています
福島財務事務所では、次のような相談を受け付
けています。一人で悩まずご相談ください。
・返済しきれない借金に関すること
・貸金業者や、いわゆる「ヤミ金融」に関すること
・不正に利用されている預貯金口座に関すること

受付日時
月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前８時30分〜正午、午後1時〜４時30分
■相談窓口 福島財務事務所 理財課
☎024-533-0064（相談窓口直通）

募

傾 聴ボランティア養成講座を開催
コミュニケーションの基本は、相手の気持ちに
寄り添い耳を傾けて「聴く」ことです。良い聞き
手になるための技術を学びませんか？初めての方
を対象としますので、お気軽にご参加ください。
日時（全４回）

内

容

第１回 ３月９日㈪ 開講式、講義「傾聴とは」〜知識と技法〜
午後１時30分〜３時
講師：志賀令明教授
第２回 ３月16日㈪
役割演技実習
午後１時30分〜３時

講師：志賀令明教授

第３回 ３月17日㈫
社会福祉施設等で体験実習
〜26日㈭のうち１回
第４回 ３月27日㈮ 活動事例発表：傾聴ボランティアほほえみ会
午後１時30分〜３時 ふりかえり・まとめ、閉講式

講

師

福島県立医科大学 看護学部
志賀令明教授
場
所 保健福祉センター 研修室 ほか
募集人数 15名
対
象 傾聴ボランティアに興味があり、全
日程参加できる方
参 加 費 無料
申込期限 ３月４日㈬
■お問い合わせ・お申し込み
町社会福祉協議会 ☎33-2623

町内放射線測定値を報告します
城跡公園

棚倉駅前

町 営住宅入居者を募集
募集住宅
①愛宕平団地（平成10年度建築・中層耐火４階建て）
１戸 ２ＬＤＫ（２号棟１階）
（棚倉町大字関口字愛宕平56-1）
②真町住宅（昭和29年度建築・木造平屋建て）
１戸 ３Ｋ
（棚倉町大字棚倉字南町176-2）
③日向前住宅（昭和49年度建築・簡易耐火平屋建て）
１戸 ３Ｋ
（棚倉町大字棚倉字日向前11-1）
申込期限 ２月13日㈮ 午後５時まで
（期日厳守）
入居の時期 ３月２日㈪から
家 賃 等
住宅の家賃は、入居者の収入等により決定され
ます。また、入居申し込みにあたり、様々な入居
資格要件がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
■お問い合わせ・お申し込み
建設課

都市計画係

逆川交差点

関口集会所
上台集会所

1/14 0.12/0.12 1/14 0.12/0.14 1/14 0.12/0.13
玉野屯所

福井集会所

天王内集会所

1/14 0.11/0.12 1/14 0.19/0.27 1/14 0.17/0.18
瀬ヶ野集会所

富岡屯所

福岡集会所

1/14 0.14/0.14 1/14 0.17/0.18 1/14 0.13/0.15
強梨生活改善センター

大梅集会所

戸中屯所

1/14 0.18/0.25 1/14 0.15/0.18 1/14 0.14/0.16
近津駅前

八槻中央集会所

下山本集会所

1/14 0.10/0.12 1/14 0.13/0.17 1/14 0.14/0.17
山本生活改善センター

下手沢集会所

岡田集会所

1/14 0.17/0.28 1/14 0.15/0.19 1/14 0.09/0.09

※左 : 地上１ｍ / 右 : 地上 10cm での測定値（単位 : μＳｖ /h）
■お問い合わせ 住民課 ☎ 33−2116
広報
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水道水測定値を報告します
１月13日採水

1/14 0.14/0.15 1/14 0.11/0.14 1/14 0.11/0.16
仁公儀集会所

集

施設名（採水場所）

ヨウ素131

（単位 :Bq/kg)

セシウム134 セシウム137

棚倉町上水道（堤 ･ 関口）

ＮＤ

ＮＤ

山岡簡易水道（山田）

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ
ＮＤ

高野西部簡易水道（漆草）

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

瀬ヶ野簡易水道（瀬ヶ野）

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

川前簡易給水施設（戸中）

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

芝原浄水場（西郷村）

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

※「ＮＤ」とは、検査結果が検出下限値を下回ったことを
指します。検出下限値は、測定機器や測定条件（測定時
間等）により測定ごとに異なり、本結果においては全て
１Bq以下です。

■お問い合わせ

上下水道課

☎ 33-2119

