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棚倉町役場
企画情報課　☎33-2112

検 診 日　10月18日㈰
受付時間　午前８時～ 10時
会　　場　保健福祉センター　検診室
申し込み　
・�希望者は電話でお申し込みくださ
い。
・�６月に検診を受けた方は受診できま
せん。
・�申し込み者には受診録を送付いたし
ます。５月に送付された受診録があ
る方は、そのまま使用ください。
・�国保以外の方で特定健診を受診され
る方は、検診当日、自分の加入して
いる健康保険者が発行した「特定健
康診査受診券」「保険証」と町が送
付した「受診録」「確認票」をお持
ちください。

項　目 対　象 料　金

特定健康診査
国保加入者（40～ 74歳） 1,000円
国保以外の健康保険加入者
（40～ 74歳）

加入医療保険者にお
問い合わせください。

健康診査
生活保護受給者、後期高齢者
医療保険加入者、19 ～ 39歳
で健診を受けていない方

無　料

結核検診 65歳以上の方 無　料
胃がん検診 35歳以上の方 500円
肺がん検診 40歳以上の方 500円
大腸がん検診 40歳以上の方 500円
前立腺がん検診 50歳以上の男性の方 500円
肝炎ウイルス検診 40歳以上（過去に受けていない方） 500円
※対象年齢は平成28年３月31日時点の年齢です。
　�今年度75歳になる方は、健診当日の年齢が基準になります。
※�70歳以上の方、生活保護世帯の方、平成26年度町県民税非課税世
帯の方は無料です。

内　容 対　象　者 料　金

貧血・眼底・心電図・尿酸の４項目
国保加入者（40～ 74歳） 500円
後期高齢者医療保険加入者 500円
生活保護受給者 無　料

貧血・眼底・心電図・尿酸・クレアチニンの５項目
19～39歳の健康診査対象者

1,000円
国保以外の健康保険加入者

希望者は健診当日、受付でお申し込みください。　※70歳以上の方、平成26年度町県民税非課税の方も有料です。

　５年に一度、胃がん・肺がん・前
立腺がん・大腸がん検診が無料で受
診できるようになりました。対象者
には無料クーポンを送付しています
ので、この機会に受診ください。

がん検診無料対象者（対象検診）　※年齢は平成27年３月31日時点
35歳（胃がん）
40歳・45歳（胃がん、肺がん、大腸がん）
50歳・55歳・60歳（胃がん・肺がん・前立腺がん・大腸がん）
65歳（前立腺がん）

▶このページのお問い合わせ・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

特定健康診査・がん検診の

　　　　追加健（検）診を行います
　毎年６月に実施している上記健（検）診を受診されなかった方を対象に、追加健（検）診を実施します。年
に１回は健（検）診を受け、自分の健康管理につとめましょう。

追加項目検査も併せて受診できます

働く世代のがん検診が無料になります

お知らせ版は再生紙を使用しています

いきいき健康たなちゃんポイント対象事業
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棚倉町戦没者追悼式

及び慰霊祭を開催します
　町主催の「戦没者追悼式」及び遺族会連合会主
催の「戦没者慰霊祭」を下記により執り行いま
す。戦没者のご家族の皆様には、ご出席いただき
ますようご案内いたします。
日時　９月30日㈬
　　　追悼式　午前10時から
　　　慰霊祭　午前11時頃から（追悼式終了後）
場所　町文化センター
▶お問い合わせ
　健康福祉課　福祉係　☎33-2117

無料職業紹介所をご利用ください
　町では、雇用情勢の改善を図るため、求人・求
職の紹介、あっせんを行う「棚倉町無料職業紹介
所」を開設しています。お仕事を探している町民
の皆さん、従業員を募集している事業主の方々、
どうぞご利用ください。
開所時間　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日、祝日を除く）
場　　所　棚倉町役場２階　商工農林課内
申込方法　�求人・求職の申込み用紙にご記入いた

だき、当紹介所に登録いただきます。
対　　象
○�求職の申込　�棚倉町民及び棚倉町に移住を予定

している方
○�求人の申込　�棚倉町の事業所及び求職者が通勤

できる近隣市町村の事業所
▶お問い合わせ　商工農林課　☎33-2113

ふくしま就職応援センター

からのお知らせ
　専門の相談員による就職相談・職業紹介や生
活・就労相談を行い、就職等を支援しますので、
お気軽にご相談ください。予約制での面談を行っ
ていますので、まずはお問い合わせください。
開館時間　午前10時～午後７時
開 館 日　月～土曜日（休日、年末年始を除く）
場　　所　白河市郭内１　NTT白河ビル１階
　　　　　（白河駅前、駐車場有）
▶お問い合わせ
　ふくしま就職応援センター
　白河窓口
　�☎0248-27-0041

マイナンバー制度事業者向け説明会
　今年10月からスタートするマイナンバー制度
（社会保障・税番号制度）において、事業者の方々
は、従業員の給与・年金等の行政手続きの際、マ
イナンバーを適切に取り扱う必要があります。
　事業主の皆様が準備しなければならない事柄を
説明しますので、ぜひご参加ください。（参加無料）

日　　時 会　　場
10月２日㈮
　13：30～ 16：00

白河市立図書館
地域交流会議室
（定員150名）

10月８日㈭
　①９：30～ 12：00
　②13：30～ 16：00

パルセいいざか
第１階会議室
（定員各回100名）

申込方法
・�福島県情報政策課ホームページから詳細を確認
の上、お申し込みください。
・�先着順（定員になり次第締め切ります）
・申込期限は、開催日１週間前までとなります。
・�申込終了後に「申込確認画面」を印刷し、当日
持参ください。
・�携帯電話・スマートフォンからも申し込みでき
ます。

▶お問い合わせ
　県情報政策課　マイナンバー担当
　☎024-521-7136

2015ミュージックフェスティヴァルin棚倉開催
　郡内の音楽活動団体等330名余りが出演しま
す。入場無料ですので、ぜひお越しください。
日　　時　10月３日㈯　12：30�開演
会　　場　町文化センター　大ホール
出演団体
コーラス　�社川小学校、棚倉小学校、棚倉中学校、

修明高校、コーラスたなくら、子ども大
学かわごえ合唱団川越ジュニアコーラス

吹奏楽　�棚倉小学校、棚倉中学校、修明高校、塙
工業高校、白河実業高校、石川高校、倉
美館吹奏楽団

和太鼓　塙工業高校
大正琴　琴城流大正琴福島県南支部
主　　催　�2015ミュージックフェスティヴァル

in棚倉実行委員会
▶お問い合わせ
　実行委員会事務局
　倉美館吹奏楽団
　山田　☎090-5844-5693
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漏水の早期発見・早期修理を！
　漏水等による水道料金、水道管やメーター器の
修理費用は、使用者の個人負担となります。
　水の無駄遣いを防止するため、日頃から点検を
心掛け、月に１度は水道メーターを確認しましょ
う。
○漏水の確認方法
　�水道の蛇口を全部閉
め、メーター器の銀
色のパイロット（写
真矢印部分）が回っ
ていれば、漏水の疑
いがあります。

○漏水を修理するには
　�漏水を発見したときは、速やかに町指定の給水
装置工事事業者（水道工事店）に修理をご依頼
ください。

○こんな時は、上下水道課へご連絡ください
　�水道管の本管、本管からメー
ター接合部までの給水管の漏
水は、町が修理します。

　�雨が降っていなのに地面が常
に湿っており、その範囲が広くなるなど、漏水
が疑われるときは上下水道課へご連絡くださ
い。

▶お問い合わせ　上下水道課　☎33-2119

東白クリーンセンターからのお願い
　この度、東白クリーンセンターではごみ焼却施
設の老朽化に伴う改良工事を行います。
　工事期間中は、もえるごみの焼却処理が一部困
難になりますので、住民の皆様方には、下記の通
りご協力いただきますようお願いいたします。

①　�各地区のごみ収集は午前８時30分から行い
ます。必ず午前８時30分までに、各地域の
指定された集積所にごみを出すようにしてく
ださい。時間外や、収集車でのごみ収集後に
ごみが出された場合には、収集されませんの
でご注意ください。

②　�現在もごみの分別にご協力をいただいている
ところですが、もえるごみの袋の中に、まだ
プラスチック製容器包装製品や紙製容器包装
製品が含まれていることがあります。

　　�ごみの減量のため、改めて分別の徹底をお願
いいたします。

▶お問い合わせ　東白クリーンセンター　☎43-0378

臨時福祉給付金のお知らせ
　所得の低い方に対し、消費税率が引き上げられ
たことによる影響を緩和するため支給される「臨
時福祉給付金」の申請を受け付けています。
　対象と思われる方へ申請書を送付しましたの
で、期間内に申請してください。やむを得ない場
合を除き、期間内に申請がない場合は、支給でき
ませんのでご注意ください。
　なお、対象と思われる方で申請書が届いていな
い方（申告が必要な方で申告がされていない方
等）は、お問い合わせください。
※�子育て世帯臨時特例給付金と併せて受給が可能
です。

支給対象　�平成27年１月１日に棚倉町に住民票
がある方で、平成27年度町県民税
（均等割）が課税されていない方

　　　　　※�ただし、ご自身を扶養している方が
課税されている場合や生活保護の受
給者などは対象外です。

受付期間　８月11日㈫～�11月12日㈭
　　　　　※郵送は11月12日㈭消印有効
受付時間　�午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土日祝日を除く）
受付場所　�棚倉町役場　臨時給付金特設窓口
　　　　　（１階　上下水道課わき）
申請方法　�申請書に必要書類を添付し、受付窓口

に持参するか、返信用封筒で郵送して
ください。

▶お問い合わせ　健康福祉課　福祉係　☎33-2117

家族介護教室を開催します

　介護の知識習得、介護者同士での交流、自分自
身のヘルスアップを図る教室です。
日　時　10月13日㈫　午後１時30分～３時30分
場　所　保健福祉センター　研修室
内　容　食べやすい・飲みこみやすい食事の工夫
　　　　～栄養・食事・姿勢について～
講　師　特別養護老人ホーム寿恵園　管理栄養士
対　象　家族を介護している方、する予定の方
定　員　15名程度（先着順）
参加費　無料
持参物　筆記用具、たなちゃんポイントカード
申込方法　�10月６日㈫までに、電話または直接窓

口で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　☎33-7801

いきいき健康たなちゃんポイント対象事業
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証明書自動交付機

サービスを休止します
　システム改修作業のため、役場正面玄関に設置
されている「証明書自動交付機」のサービスを、
2日間休止いたします。ご不便をおかけいたしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。
休止期間　10月３日㈯、４日㈰の終日
▶お問い合わせ　住民課　住民係　☎33-2116

「外出は　明るい笑顔と　反射材」
９月21日～30日は

秋の全国交通安全運動期間です

９月は食生活改善普及運動
健康増進普及月間です

１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ
～健康寿命をのばそう～

労働困りごと相談会を開催
　皆さんの職場の中で起きている賃金や労働時間
などの労働条件、解雇、退職等の労働に関する困
りごとや疑問などについて、現地及び電話での相
談会を開催します。（相談無料、秘密厳守）
日　時　10日18日㈰　午前９時～午後５時
場　所　①�県労働委員会事務局（福島市、自治会

館４階）
　　　　②郡山市労働福祉会館（郡山市）
その他　�相談は、平日の来所・電話・E-mail等

で随時受け付けております。お気軽にご
相談ください。

▶お問い合わせ・事前予約・電話相談先
　福島県労働委員会事務局　☎024-521-7594
　メール　roudousoudan@pref.fukushima.lg.jp

原子力損害賠償巡回法律相談を開催
　県では、福島県弁護士会と連携し弁護士による
対面の法律相談を実施しております。相談は無料
ですので、請求手続きについて不明などお気軽に
ご相談ください。（事前に予約が必要です。）
実施日　10月15日㈭、11月19日㈭、12月10日㈭
　　　　午後１時30分～３時45分
会　場　白河商工会議所　２階交流室
対象者　�原子力事故に伴い損害を受けている個人

または事業者
▶予約先　県　原子力損害対策課
　☎024-523-1501（受付　平日�8：30 ～ 17：15）
▶お問い合わせ　県南地方振興局　☎0248-23-1524

白河司法書士総合相談センター（無料）を開催
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

開 催 日　10月1日㈭、11月５日㈭、12月３日㈭
　　　　　午後５時～８時
場　　所　白河市産業プラザ人材育成センター
　　　　　（税務署隣）
そ の 他　�事前に予約をお願いいたします。緊急

を要するものは、最寄りの相談員を紹
介します。秘密は厳守します。

▶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
　（祝日を除く月～金曜日の午前10時～ 12時30分、午後1時30分～４時）

10月の心配ごと相談のご案内
民 生 委 員 弁護士（要予約）

開 催 日 13日㈫ 15日㈭
時 間 午前９時～正午 午前10時30分～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

○�左：地上１ｍ/右：地上10㎝での測定値（単位：μSv/ｈ）
▶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
総合体育館 赤館公園 14区コミュニティセンター

9/1 0.14/0.15 9/1 0.13/0.12 9/1 0.13/0.19
花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場

9/1 0.10/0.13 9/1 0.10/0.11 9/1 0.17/0.19
板橋集会所 一色集会所 堤集会所

9/1 0.14/0.16 9/1 0.17/0.31 9/1 0.13/0.18
小菅生集会所 富岡・三森線　瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所
9/1 0.16/0.23 9/1 0.15/0.16 9/1 0.14/0.15
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所

9/1 0.18/0.23 9/1 0.12/0.13 9/1 0.14/0.16
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場
9/1 0.14/0.15 9/1 0.10/0.13 9/1 0.16/0.27
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

9/1 0.10/0.11 9/1 0.12/0.13 9/1 0.10/0.12

〒963－6192　福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地　TEL 0247－33－2111（代表）FAX 0247－33－3715
ホームページ http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ E-mail info@town.tanagura.fukushima.jp
棚倉町Facebookを開設し、イベント、旬な写真等を紹介しています。町ホームページからご覧ください。


