
　総合型地域スポーツクラブとは
　いろいろな種類のスポーツを、子どもからお
年寄りまで、初心者から経験者まで、誰でも楽
しむことができるスポーツクラブです。定期的
にスポーツ活動、教室、イベントなどを開催し、
気軽にスポーツを楽しむことを目指しています。
現在、６月の設立に向けて準備委員会での協議
が進められています。

募集期間
　平成28年５月16日㈪～
　（募集開始後随時募集していきます）
年会費
　未就学児　無料
　18歳以下　1,000円
　19歳以上　2,000円
■お問い合わせ　町総合体育館　☎33-3160

総合型地域スポーツクラブ 棚倉スポーツクラブ　会員募集

　町選挙管理委員会では、投票率が低い20代から40代への選挙啓発の一環として、７月に予定されて
おります参議院議員通常選挙の期日前投票所投票立会人を公募します。
※投票立会人とは、投票が公正かつ適正に行われているか立ち会う方です。

募集期間　平成28年５月18日㈬から６月２日㈭まで
募集方法　町選挙管理委員会（町役場総務課内）にある用紙または町のホームページ内の用紙で応募

ください。
募集人員　32名以内（応募者数によってはご希望に添えない場合があります。）
応募資格　棚倉町の選挙人名簿に登録されている方で、50歳未満の方（６月末現在）
立会日時　選挙公示日の翌日から投票日の前日までの16日間
　　　　　　午前８時30分から午後８時まで（各日２名ずつ）
立会場所　棚倉町役場内　期日前投票所
手 当 等　報酬として１日9,500円が支給されます。（その他交通費等は支給されません。）
■お問い合わせ　町選挙管理委員会（総務課内）☎33-2111

参議院議員通常選挙の期日前投票所投票立会人を公募します

実施月日
　６月５日㈰【小雨決行】
実施方法
・行政区ごとに実施しますので、１世帯から１

名の参加をお願いします。
・作業は、道路、河川、公園等に投棄されてい

るゴミ(空き缶、空き瓶等)の回収を行います。
 ゴミの処理方法
　　クリーンアップ作戦用に配布する専用袋を

使用し、回収したゴミは分別を行い、各行政
区で指定した回収場所へ午前８時30分までに
置いてください。ゴミは当日に回収運搬しま
す。

 作業上の注意
・道路付近の作業では、交通状況に十分注意し

実施してください。
・この作業は、環境の美化活動でありますので、

家庭内のゴミ・粗大ゴミ・
土砂は回収しません。

　ご協力をお願いします。

■お問い合わせ
　住民課　消防環境係　☎33-2116

６月は環境月間です

環境美化清掃「クリーンアップ作戦」にご協力お願いします

棚倉町役場
地域創生課　☎33–2112
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　固定資産税 年税額の全部を第１期納期限
（５月31日）までに納付した場合に報奨金を
交付しています。報奨金の額は、第２期の納
付額に0.09を乗じた額*です。
前納報奨金の交付は、年税額から前納報奨金
を差し引いた「差引納付の方法」によって交
付します。
　*100円未満の端数は切り捨てとなり、報奨
金が1,000円未満である場合には交付されま
せん。また、交付限度額は20,000円です。
計算例
第１期納付額　19,300円（納期限５月31日)
第２期納付額　19,000円（納期限８月１ 日)
第３期納付額　19,000円（納期限９月30日)
第４期納付額　19,000円（納期限11月30日)

固定資産税
口座振替による全期前納について

町県民税の前納報奨金制度は
廃止になりました

固定資産税年額　 76,300円  を
口座振替により５月31日に全額納付する場合

報奨金  ＝  1,700円

　19,000円(第２期納付額)×0.09＝1,710円
　100円未満切り捨て ≒1,700円

口座振替額  ＝  74,600円

 76,300円(固定資産税年額)－1,700円(報奨金)

　固定資産税の年額76,300円から、報奨金
1,700円を差し引いた74,600円が、５月31日
に口座から引き落としとなります。
手続きの期限
・口座振替により固定資産税を納付される方

で、全期前納を希望される方は５月20日㈮
までに役場税務課で手続きをしてください。

・昨年も全期前納にされた方は、毎年自動的
に全期前納となります。変更がなければ連
絡の必要はありません。

■お問い合わせ
　税務課　課税徴収係　☎33-2118

〔
〔

〕
〕

民 生 委 員 弁護士（要予約)
開 催 日 13日㈪ 16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

６月の心配ごと相談のご案内

　この制度は、税収の早期確保などを目的に
創設されたものですが、一括納付したくても
資力のない方や町県民税の特別徴収者には適
用されないこと等、不公平が生じていること
から、既に多くの自治体がこの制度を廃止し
ています。このような状況を踏まえ、棚倉町
においても、平成28年度から町県民税の前納
報奨金を廃止することになりました。
　なお、町県民税の前納報奨金制度は廃止い
たしますが、今まで通り、納付書または口座
振替制度による一括納付はできますので、引
き続き、早期納税にご協力をお願いいたしま
す。
○口座振替で全期前納されている方へ
　現在、町県民税を口座振替により一括納付
されている方で、期別振替への変更を希望さ
れる場合、税務課またはご利用の金融機関に
て振替方法の変更の届け出が必要となります。
ご不明な点がございましたら、税務課までお
問い合わせください。
■お問い合わせ
　税務課　課税徴収係　☎ 33-2118

親子ふれあい教室
対 象 者　幼稚園・小学生と保護者(登録制)
定　　員　20組
活 動 日　６月～１月（月１回、土曜日）
活動時間　午前９時30分～正午
主な活動　ハイキング、料理など
　　　　　(親子で一緒の体験活動）
活動場所　子どもセンター　他

キッズクラブ
対 象 者　小学３年生～６年生（登録制）
定　　員　25名
活 動 日　６月～２月（月１回、土曜日）
活動時間　午前９時30分～正午
主な活動　野外活動、創作活動、自然活動など
活動場所　子どもセンター　他
　学校等を通じて配付した募集チラシにより、
直接子どもセンターに申し込みください。
■お問い合わせ
　子どもセンター　☎ 57-5310

平成28年度受講生募集
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「がんばろう！
福島ＭＳＣＣラ
リー2016」が、
今年も棚倉町を
会場に開催され
ます。迫力ある
走りをぜひ観戦
ください。
日　時　６月11日㈯
　　　　10：00　受付開始　観戦エリア入口
　　　　12：12　競技開始（１回目）
　　　　13：30　篠塚建次郎選手との同乗走

行体験とお楽しみ抽選会
　　　　17：06　競技開始（２回目）
場　所
　ルネサンス棚倉クラブハウス東側
　(観戦エリア）
※観戦エリア以外での観戦はできません。
駐車場
　棚倉運動広場（町総合体育館脇）
その他
①観戦にあたっては、主催者の指示に従って

観覧してください。
②観戦チケットは、５月23日㈪から役場地域

創生課窓口で配布します。
　(数に限りがありますのでお早目にお越し下さい。)
■お問い合わせ
　地域創生課　歴史観光係　☎ 33-2112

がんばろう！福島MSCCラリー2016
全日本ラリー選手権 　町では、豊かな自然を守り、里山をまちづ

くりに生かすため、里山を保全・整備する事
業を行っています。その一環として、私たち
の身近なホタルとサクラを活用した取り組み
をします。

たなぐらホタル・サクラプロジェクト

　町では、公共下水道又は農業集落排水の公
共ますへ排水設備を接続した場合、接続した
公共ますひとつにつき３万円の助成金を交付
する制度を設けております。当該助成金制度
は平成28年３月末をもって終了する予定でし
たが、このたび、交付する期間を平成31年３
月末までに延長することとなりました。
　下水道が整備されたエリアにお住まいで、
下水道に接続していない方につきましては、
ぜひ助成金を活用のうえ、下水道への接続を
お願いいたします。
■お問い合わせ
　上下水道課　下水道係　33-2119

排水設備設置工事助成金の交付対象期間延長について

　棚倉町にはどんなホタルがいるのでしょう？
　｢光らないホタルもいる？」｢飛べないホタ
ルも？」｢ホタルは清流にすむ？」といった、
ホタルについての基礎知識やホタルを愛する
人々による全国各地の取り組みを紹介する講
演会を開催します。
講　　師　兵庫県立人と自然の博物館
　　　　　主任研究員　八木　剛　先生
日　　時　６月２日㈭
　　　　　午後６時30分～８時
場　　所　町立図書館　ホール
申込期限　５月27日㈮まで

目からウロコなホタルの講演会
～ホタルの常識・非常識～

～エドヒガンってどんな桜？
エドヒガンによる里山の魅力アップ～

　ソメイヨシノやシダレザクラは野生の桜で
はなく、エドヒガンという野生の桜から生ま
れました。棚倉町の里山には少ないながらも
エドヒガンが自生しています。町では里山の
魅力アップを図るため、エドヒガンの種を採
取し苗を育て里山に植栽する事業に取り組み
ます。今回はエドヒガンの特徴や苗の育て方
などを紹介し、馬場都々古別神社でエドヒガ
ンのタネ拾いを行う学習会を開催します。
講　　師　兵庫県立人と自然の博物館
　　　　　主任研究員　石田　弘明　先生
日　　時　６月19日㈰　午後１時～３時30分
場　　所　役場３階正庁及び馬場都々古別神社
募集人数　30名
申込期限　６月10日㈮まで
そ の 他
　採取した種を苗にするま
で育てていただくことにな
ります。
■お問い合わせ・お申し込み
　産業振興課　商工係　33-2113

エドヒガンの学習会
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　町では、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方、従業員を
募集している事業主の方、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　産業振興課内
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転入を

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　産業振興課　商工係　☎33-2113

無料職業紹介所をご利用ください

　希望される方は整備課へお申し込みください。
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(１つの敷地に一世帯が居住する住宅)
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　整備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、

希望する方はお早めに申請してください。
○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
　整備課　都市計画係　☎33-2114

木造住宅耐震診断者派遣事業を実施します

総合体育館 赤館公園 14 区コミュニティセンター
4/20 0.12/0.14 4/20 0.10/0.12 4/20 0.14/0.19

花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場
4/20 0.12/0.14 4/20 0.10/0.11 4/20 0.17/0.20

板橋集会所 一色集会所 堤集会所
4/20 0.12/0.15 4/20 0.19/0.32 4/20 0.14/0.17

小菅生集会所 富岡・三森線  瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所
4/20 0.19/0.24 4/19 0.16/0.15 4/19 0.15/0.19

山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所
4/19 0.16/0.17 4/19 0.11/0.14 4/19 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

4/19 0.12/0.15 4/19 0.10/0.12 4/19 0.16/0.24
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

4/19 0.10/0.10 4/19 0.10/0.12 4/20 0.10/0.11

※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　消防環境係　☎33-2116

町内放射線測定値を報告します

　平成28年７月１日より、白河相談窓口（白
河市高山西162-21）の開設時間が下記のとお
り変更されます。
【現　在】　午前９時～午後５時
【変更後】　午前９時～午後３時
■お問い合わせ
　原子力損害賠償全般に関すること　☎0120-926-404
　土地・建物・家財の賠償に関すること　☎0120-926-596

東京電力ホールディングスから
原子力損害賠償に関するお知らせ

　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います。相談
は無料ですので、請求手続きについて不明な
点などお気軽にご相談ください。
実施場所　白河商工会議所　２階交流室
　　　　　(白河市道場小路96-5）
実施日時　６月16日㈭　午後１時30分～３時45分
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
予約方法　平日の午前８時30分～午後５時15分

の間に電話でお申し込みください。
■お問い合わせ・お申し込み
　☎024-523-1501（県庁　原子力損害対策課内)

原子力損害賠償　巡回法律相談のご案内

　町内の空間放射線量を把握するため、主要
な道路・歩道等の測定を実施します。

実施期間　６月から12月
実施場所　町内の主要な道路・歩道等
実施方法　歩行による空間放射線量測定
　　　　　(地上１ｍ及び50㎝）
■お問い合わせ　住民課　消防環境係　33-2116

放射線量測定のお知らせ


