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棚倉町役場
企画情報課　☎33-2112

選挙日程のお知らせ

福島県議会議員一般選挙
告示日　11月５日㈭
投票日　11月15日㈰
期日前投票
　期間　11月６日㈮～ 11月14日㈯
　時間　午前８時30分～午後８時
　場所　棚倉町役場２階　第４会議室
　　　 （土・日曜日は役場１階ロビー）
　持参するもの　入場券

木造住宅耐震診断者派遣事業

を実施します
条　件　①所有者自らが居住する住宅
　　　　② 昭和56年５月31日以前に建築または、

着工された戸建住宅
　　　　③ 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工

法等による木造３階建て以下の住宅
　　　　④ 過去にこの補助による耐震診断を受け

ていない住宅
必要書類　建設課までお問い合わせください。
そ の 他　・ 募集件数は１件です。先着順となり

ますので、お早めにお申し込みくだ
さい。

　　　　　・ 診断費用の大部分は町で負担します
が、１診断につき6,000円の個人負
担が伴います。

▶お問い合わせ・お申し込み
　建設課　都市計画係　☎33-2114

棚倉町議会議員一般選挙
告示日　12月１日㈫
投票日　12月６日㈰
立候補予定者等説明会
　日時　11月４日㈬　午前９時30分から
　場所　棚倉町役場３階　正庁
立候補届出関係書類の事前審査
　日時　11月24日㈫　午前９時から
　場所　棚倉町役場３階　正庁

※ 期日前投票所投票立会人を募集しています。詳しくは棚倉町選挙管理委員会までお問い合わせください。
▶お問い合わせ　棚倉町選挙管理委員会（総務課内）☎33-2111

塙厚生病院で特定健康診査・

がん検診が受けられます
　今年度、まだ健（検）診を受けていない方は、
ぜひ受診しましょう。
実施期間　平成27年12月１日～平成28年２月29日
　　　　　（上記期間の平日のみ）
検診項目　・特定健診（国保加入者のみ）
　　　　　・ 胃がん（カメラまたはバリウムを選

択できます）、肺がん、大腸がん、
前立腺がん検診

料　　金　・特定健診：1,000円
　　　　　・胃がん：2,000円、肺がん：500円
　　　　　　大腸がん：500円、前立腺がん：500円
そ の 他　・ がん検診のうち、胃がん、肺がん、

大腸がんだけでの受診もできます。
　　　　　・ 前立腺がんは特定健診受診者のみと

なります。
申込期限　１月29日㈮
　　　　　※ 定員がありますので、お早目にお申

し込みください。
　　　　　※ 今年６月・10月の健診を受けた方

は受診できません。
▶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

11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 ９日㈪ 19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
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福島県県民健康調査「甲状腺検査」

（２回目）の実施について
　県及び福島県立医科大学では、東京電力福島第
一原発事故を踏まえ、２回目の「甲状腺検査（本
格検査）」を実施します。対象者には直接、福島
県立医科大学より案内（検査実施日の約１ケ月
前）が届きますので検査の内容等についてご確認
下さい。ご不明な点がありましたら福島県立医科
大学へお問い合わせ下さい。
対象者　 平成23年３月11日の時点で０歳から18

歳までの、福島県内に住んでいた方（平
成４年４月２日～平成24年４月１日生）

幼稚園、小・中学校の検査日
　在籍している幼稚園・学校ごとに検査を実施し
ます。

検査会場 検査実施日
棚倉幼稚園 10月28日㈬
棚倉小学校 10月29日㈭
社川小学校・社川幼稚園 11月30日㈪
高野小学校・高野幼稚園 11月９日㈪
近津小学校・近津幼稚園 10月30日㈮
山岡小学校 11月18日㈬
棚倉中学校 11月18日㈬

※ 町外の学校に通学している方は、通学先の学校
で検査することになります。

幼稚園、小・中学校以外での検査日
対象者　①学校で検査できなかった方
　　　　② 平成４年４月２日～平成９年４月１日

生の方及び平成23年４月２日～平成
24年４月１日生の方

検査会場 検査実施日
ルネサンス棚倉 12月３日㈭10：00 ～ 17：00
町保健福祉センター 12月16日㈬10：00 ～ 17：00
▶お問い合わせ
　福島県立医科大学　放射線医学県民健康管理センター
　☎024-549-5130

高齢者インフルエンザ予防接種

ワクチン変更に伴う自己負担額について
　町では、平成27年11月２日㈪から12月29日㈫
までの期間、65歳以上の方（一部の要件に該当
する場合は60歳以上65歳未満の方）を対象に高
齢者インフルエンザ予防接種を実施します。

（ 接種方法など、詳しくは広報たなぐら10月
　 号17ページをご覧ください。 

）
　今年度から、予防効果を高めるため、今までの
３価ワクチンから、４価ワクチンに変更となりま
した。
　ワクチンの変更に伴い、医療機関で支払う自己
負担額（町負担額2,000円を差引いた額）が変更
になる場合があります。自己負担額については、
各医療機関にお問い合わせください。

４価ワクチンとは
　冬場に流行する季節性インフルエンザは、毎年
流行するウイルスが異なります。これまで全国的
に３価ワクチン（Ａ型２種類＋Ｂ型１種類）が導
入されてきました。
　４価ワクチン（Ａ型２種類＋Ｂ型２種類）は、
近年流行しているＢ型２種類の混合流行に対応で
きるよう、Ｂ型も２種類としたものです。
▶お問い合わせ
　健康福祉課　健康づくり係
　（保健福祉センター内）
　☎33-7801

○ 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

9/29 0.14/0.15 9/29 0.12/0.13 9/29 0.12/0.20
花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場

9/29 0.10/0.12 9/29 0.11/0.12 9/29 0.18/0.21
板橋集会所 一色集会所 堤集会所

9/29 0.12/0.14 9/29 0.18/0.32 9/29 0.12/0.16
小菅生集会所 富岡・三森線　瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所

9/29 0.18/0.22 9/29 0.13/0.14 9/29 0.13/0.16
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所

9/29 0.15/0.22 9/29 0.11/0.12 9/29 0.14/0.15
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場

9/29 0.12/0.13 9/29 0.11/0.14 9/29 0.15/0.30
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

9/29 0.09/0.11 9/29 0.10/0.12 9/29 0.09/0.12

プレミアム付商品券
　　　　使用期限について

　今年６月27日から販売した「プレミアム付商
品券」（完売）の使用期限は、今年の12月31日
までとなっています。
　期限内に必ず使用するようにしてください。な
お、商品券の返金・換金はできませんのでご注意
ください。
■お問い合わせ
　商工農林課　商工観光係　☎33-2113

！
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2016年版県民手帳など予約受付中
○県民手帳［各500円］
　・横罫版（紺色）
　・カレンダー版（シャンパンゴールド）
　　 使いやすい月間予定表、最新の統計資料、役立つ便覧等
○県勢要覧［1,500円］
　県勢全般がわかる総合統計書
引き渡し  10月下旬から、企画情報課窓口での代

金引換となります。
▶お問い合わせ・お申し込み
　企画情報課　情報管理係
　☎33-2112

家族介護者交流会
　介護をしている方同士で交流し、心身のリフ
レッシュを図ります。
日　時　11月25日㈬
　　　　午前９時30分～午後３時30分
場　所　母畑温泉八幡屋（石川町）
　　　　（保健福祉センターからバスが出ます）
対　象　 介護認定を受けている家族を在宅で介護

している方
定　員　 20名（申込者が多数の場合には、初回

の方を優先させていただきます）
参加費　無料
申込期限　11月13日㈮
▶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

地域とふれあいの黒羽矯正展を開催します
日　時　11月23日㈪　勤労感謝の日
　　　　午前９時から午後３時
場　所　黒羽刑務所（栃木県大田原市）
内　容　 刑務所作業品の展示・販売、ステンド製

品等の製作体験教室（有料）、刑務所内
見学、給食体験（有料）、ステージイベ
ント、パネル展、裁判員制度紹介、性格
検査コーナー、ちびっこ刑務官撮影会　
等

▶お問い合わせ
　黒羽刑務所　☎0287-54-1198

休眠会社・法人の整理のお知らせ
　法務局では、休眠会社・法人の整理作業を行い
ます。
○休眠会社・法人とは
①最後の登記から12年を経過している株式会社
　（特例有限会社は含まれません）
② 最後の登記から５年を経過している一般社団法

人又は一般財団法人（公益社団法人及び公益財
団法人を含みます）

　平成27年12月14日までに「まだ事業を廃止し
ていない」旨の届出又は登記の申請をしない限
り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解
散の登記をします。ご不明な点は、法務省ホーム
ページまたは下記までお問い合わせください。
▶お問い合わせ　福島地方法務局法人登記部門
　　　　　　　　☎024-534-1904

福島県最低賃金が

平成27年10月３日から変わりました

時間額　705円
　福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイ
マー、アルバイト等の名称に関わらず、県内すべ
ての労働者に適用され、使用者に対しては、罰則
をもってその金額以上の支払いが強制されます。
※最低賃金には、次の賃金は含まれません。
　・精皆勤、通勤、家族手当
　・時間外、休日の割増賃金および深夜手当
　・ 臨時に支払われる賃金、１ヶ月を超える期間

ごとに支払われる賃金
▶お問い合わせ
　福島労働局労働基準部賃金室
　☎024-536-4604

第二回ハローワーク白河介護職ミニ面接相談会
　介護の事業所４社の担当者と、直接相談や面接
ができる相談会を開催します。仕事の内容、やり
がい等について事業所から説明をいただきますの
で、興味のある方はぜひ参加ください。（事前予
約が必要です。）
日　時　11月13日㈮　午後１時30分～３時30分
場　所　ハローワーク白河　地下１階会議室
▶お問い合わせ・お申し込み
　ハローワーク白河　職業相談部門
　☎0248-24-1256
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　ご当地キャラと遊ぼう。
ステージでの楽しいイベ
ントも予定しています。
　ご当地キャラグッズ、
ご当地萌えキャラグッズ
も販売しています!!

ご当地萌えキャラグッズ販売
小峰シロ、天竺華輪、
山本八重さん

（ご当地萌えキャラはグッズ販売のみとなります。）

　大道芸人の皆さんが、迫力のパフォーマンスを
披露！

◀成　龍

エラギ・
ファイヤーアーツ▶

◀BallonArtist
  NOZOMI

　ステージでのイベントをはじめ、美味しいもの
いっぱい、魅力いっぱいのエリアです。

大食いタレント
ジャイアント白田がやって来る!!

東白川大食い選手権
　郡内特産品の大食い選手権に
出場するチームを募集していま
す。
参加チーム　３人１チーム
　　　　　（老若男女問わず）
　　　　　先着10組
試合方法　・ 予選を通過した上位４チームが決勝

戦へ進みます。
　　　　　・ 決勝戦で食べていただくのは、郡内

の特産品です。
申込期間　10月22日㈭まで
申込方法　 申請書がありますので、商工農林課窓

口までお越しください。

ステージイベント
　姉妹都市川越市から、「今福
囃子連」の皆さんにお越しいた
だきます。
川越まつり囃子が、棚倉町に鳴
り響きます。

　日常ではちょっと体験できない「わくわく」を
提供します。町内外の企業・団体にご協力いただ
き、たくさんの体験ブースを設けます。

出店協力団体
京セラ㈱福島棚倉工場、日
本精工㈱福島工場、国立那
須甲子青少年自然の家、福
島県立テクノアカデミー郡
山、福島県ハイテクプラザ、
だがしや楽校　棚倉げんき
塾、アクアマリンふくしま

　城跡北側駐車場では、自衛隊車両を展示します！
ぜひお越しください。

ご当地キャラエリア

大けやきエリア

本丸エリア

わくわく東白川ご当地キャラ祭inたなぐら
　４会場　インフォメーション

サイエンスエリア

その他にも

出　場
チーム
募集中

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｃ
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〒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。

〒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。

わくわく東白川ご当地キャラまつりin棚倉
会場及び駐車場のご案内

当日会場へのお車の乗入れはできません。
来場される方は、指定駐車場からシャトルバスを
ご利用ください。


