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医療機関
情報

診療科目

内　　科

整形外科

月

○

○

火

○
水

○
午後
のみ

木

○

○

金

○

ときクリニック
診療科目
内　　科
小 児 科

火

○

水

○

木

○

金

○

木

○

☎0240-25-1222

◉ 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00
◉ 来院時送迎の受付　9：00～15：30

蒲生歯科医院
金

○

診療科目

歯　　科

月

○

火

○

水

○
☎0240-25-2061

◉ 受付時間　9：30～11：30　14：00～16：00
◉ 来院時送迎あり

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

お知らせならは

こんにちは、産業振興課長の根本です。
震災前、農業は楢葉町の基幹産業でした。専業農家のほか、多くのご家庭

が兼業で農家を営み、家族が協力して米を作り、食卓には畑からもぎった
ばかりの新鮮な野菜が並んだものです。産業振興課では、そんな当たり前
の日常が取り戻せるように、あるいは新しい形の農業が町に根づくこと
を目指しています。
1日も早い復興に向けて、さまざまな不安や迷いをお持ちの皆様が安心

して営農を再開できるよう、農家の皆さんに寄り添いながら進めてまい
ります。関連施設の災害復旧をはじめ、再開してゆくための悩みなどの
お話を伺いながら、新たな営農への取組などを含め最適な支援ができる
よう心がけています。
また、農地や林地など土地利用についての相談窓口としての機能、そして

避難中に数が増え人の生活圏まで出没しているイノシシ対策なども産業
振興課の重要な業務です。電話での相談を含め、お気軽にお問い合わせく
ださい。

根本健次産業振興課長

利用できる施設
サービス等

☎0240-25-3113
☎0240-25-5726
☎0120-444-948
☎0240-25-2131
☎0246-38-3082

●楢葉町サイクリングターミナル（宿泊、レストラン）・・・
●天神岬温泉しおかぜ荘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ブイチェーンネモト宅配サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●町内送迎バス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●あおぞらこども園　一時預かり保育 ・・・・・・・・・・・・・・・

管理職からの各課紹介

こんにちは 産業振興課　●農業振興係　●農政係　●農林土木係
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Nemoto Kenji

iOSAndroid

総 務 課
税 務 課
住 民福祉課
復興推 進課
政 策 広報室
産業 振興課
新産業創造室
建 設 課
環 境 防災課

☎0240-23-6100
☎0240-23-6101
☎0240-23-6102
☎0240-23-6103
☎0240-23-6150
☎0240-23-6104
☎0240-23-6105
☎0240-23-6106
☎0240-23-6108

放射線対策課
生 活支 援課
会津美里出張所
出 納 室
議 会事務局
教育総 務課
あおぞらこども園

☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155
☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-26-0808
☎0246-38-3082

県立ふたば復興診療所
                     （ふたばリカーレ）

☎0240-23-6500
◉ 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30

● 講演会テーマ ●

『ニュートリノの小さな質量の発見』
東京大学宇宙線研究所所長

梶田　隆章 氏

　1959年、埼玉県東松山市生まれ。
理学博士。東京大学特別栄誉教授、東京
大学宇宙線研究所長。東京大学理学部
附属素粒子物理国際研究センター助手、
東京大学宇宙線研究所助手、助教授、教授
を経て現職。
　岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下
1000メートルに設置された実験装置
「カミオカンデ」と「スーパーカミオカン
デ」を使った実験に参加した。最も小さい
と考えられる素粒子のひとつのニュートリ
ノについて、地球の大気で生まれた大気
ニュートリノを観測。移動中に粒の種類が
変わる現象「ニュートリノ振動」を観測して
ニュートリノに質量があることを発見し、
2015年にノーベル物理学賞を受賞した。

日時 平成28年 11月27日㈰
開演 10時30分（開場9時30分）
場所 楢葉町コミュニティセンター 大ホール

講師プロフィール
講演会
参加無料

9月下旬から10月初旬にかけて、町内
で稲刈りが行われました。昨年までの
実証栽培で安全性が検証されたた
め、晴れて6年ぶりの営農。手塩にかけ
た『天のつぶ』、早く食べたいですね。

秋の全国交通安全運動出動式で、あお
ぞらこども園の宮本勇登くん（5歳）が
一日警察署長を務めました。小さな署
長さんは、敬礼姿もりりしく運転者に
交通安全を呼びかけました。

10月3日まで総合検診が行われまし
た。年に一度のからだのメンテナン
ス。受診率が高いほど、医療機関の受
診率や医療費が低い傾向があるそう
です。健診結果は11月中旬に郵送！

聴講ご希望の方は、事前に
下記までお申込みください。

放射線対策課
☎0240-23-6109

【お申込み・お問い合わせ先】

（当日の受付も可能です。）

電車で来場される方へ

JR竜田駅から会場まで、また講演会
終了後は会場から広野駅まで送迎バス
を運行します。

竜  田
JR常磐線

広  野

コミュニティ
センター

〈開演前〉

〈終了後〉

梶田隆章先生講演会を開催!



　放射線に対する不安や疑問を抱えていたり、避
難指示区域等において営農再開を検討されたりし
ている農家の皆さま等が、より安全・安心に農作業
に取り組んでいただけるよう、放射線の基礎や健
康への影響などについてやさしく解説します。

火事と救急は119番

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

◉お問い合わせ先
あおぞらこども園（いわき仮設園舎） ☎0246-38-3082
住民福祉課社会福祉係　　　　　    ☎0240-23-6102

★楢葉会場

★いわき市内会場

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

サロン「ふらっと」 毎週水曜日13：30～15：00 毎　回

お知らせならは

すこやか掲示板
日にち

11月9日 水

曜日 時　間 場　所

16:00～18：30 男めし
サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

10:00～10：30  受付11月8日 火
こども園仮設園舎
子育て支援センター
（いわき市中央台飯野）

離乳食
教室

行　事

楢葉町 大切なお知らせ

◉お問い合わせ先
　公立双葉准看護学院再開準備事務所  ☎0244-32-0990

◉お申込み・お問い合わせ先   農作業における放射線対策と健康講座事務局
                                                         （一般財団法人日本環境衛生センター東日本支局福島支所）TEL  024-522-3715　FAX  024-522-3725

　公立双葉准看護学院は、震災と原発事故の影響で現
在休止中ですが、平成29年4月に南相馬市において再
開いたします。相双地方の看護師不足に対応するため、
次により学生を募集いたします。

　双葉農業普及所は、毎月県内5か所で、避難され
ている農家の皆さんの相談窓口を設置しています。
　窓口では、相談者の現在の状況を聞き取らせて
いただきながら、皆さんが必要な情報（農産物・
土壌モニタリング結果、原子力災害に対応した農業
技術情報、資金・事業の紹介など）をわかりやすくご
説明しますので、お気軽にお越しください。

季節の変わり目です。
運動して体調を整えましょう！

元気アップ教室
スケジュール

作町仮設住宅 集会所

上荒川仮設住宅 第2集会所

高久第10仮設住宅 第2集会所

四倉仮設住宅 集会所

林城仮設住宅 集会所

高久第8仮設住宅 集会所

サポートセンター空の家

小名浜相子島 談話室

高久第6仮設住宅 談話室

高久第5仮設住宅 談話室

高久第9仮設住宅 第１集会所

毎週月曜日

毎週火曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

毎週金曜日

毎週水曜日

毎週火曜日

毎週木曜日

毎週木曜日

毎週金曜日　

毎週金曜日

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

13：30～15：00

11月　7日

11月　8日

11月10日

11月11日

11月11日

11月14日

11月15日

11月17日

11月18日

11月25日

11月25日

※都合により通常と曜日が異なります。ご注意ください。

※

※

平成29年度 あおぞらこども園入園児募集
　来年度の入園申込みを受付けています。対象は生後
6か月から小学校就学前のお子さんで、平成23年4月
2日から平成28年10月1日までの間に生まれたお子さん
です。なお、0～2歳児及び長時間保育を希望されるお子
さんは、保護者の就労等によ
り家庭での保育が困難であ
る『保育の必要性』が認めら
れた場合、対象となります。
　詳しくは、あおぞらこども
園または住民福祉課へお問
い合わせください。

年　齢 生　年　月　日

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

平成28年4月2日～平成28年10月1日

平成27年4月2日～平成28年  4月1日

平成26年4月2日～平成27年  4月1日

平成25年4月2日～平成26年  4月1日

平成24年4月2日～平成25年  4月1日

平成23年4月2日～平成24年  4月1日

◉お問い合わせ先　相双農林事務所双葉農業普及所　☎0240-23-6474

農作業時における放射線対策と健康講座

11月10日（木） 双葉町役場いわき事務所  産業課（いわき市東田町地内）
11月11日（金） 大熊町役場いわき出張所  産業建設課（いわき市好間工業団地内）
11月17日（木） 郡山市富田町若宮前応急仮設住宅集会所（富田町仮設住宅）
11月18日（金） 葛尾村役場地域振興課
11月24日（木） 浪江町役場産業振興課

※町村問わず最寄りの窓口にお越しください。

※各開催日の１週間前までに電話またはFAXでお申込みください。

平成28年11月　9日（水） 福島県環境放射線センター
平成28年11月11日（金） 川俣町中央公民館
平成28年11月17日（木） 飯舘村交流センター  ふれ愛館　　
平成28年12月　2日（金） 福島県男女共生センター  女と男の未来館
平成28年12月　7日（水） いわき市社会福祉センター
平成28年12月15日（木） 福島県環境創造センター交流棟コミュタン福島

（時間は、いずれも午前10時～午前12時）

（時間はいずれも13：00～15：30）

平成28年度
個人事業税（２期）課税のお知らせ
　個人で事業を営まれている方で、個人事業税の課税対
象となる方へは、8月に納税通知書を発付しております
が、2期分については、11月10日（木）に納税のお知らせ
を発送する予定です。納期限は、11月30日（水）となりま
すので、忘れずに納めましょう。
　なお、税務署へ所得税の確定申告書を提出された時
期等により、納期が異なる場合があります。

　福島県内各税務署は11月に、平成28年分年末調整説明会
を予定しています。詳しくは、源泉徴収義務者あてに送付し
ています、年末調整関係書類をご確認ください。
　なお、年末調整関係書類については、税務署にお届けのあ
る住所あてに送付していますので、お手元に届いていない方
につきましては、相馬税務署法人課税第一部門までお問い
合わせください。

※個人事業税とは、県内で、個人で事業を営まれている方について、税務署に
　提出した所得税の確定申告をもとに課税される税金です。

◉お問い合わせ先　相双地方振興局県税部課税課
　                            課税第一チーム　☎0244-26-1126

◉お問い合わせ先  相馬税務署法人課税第一部門  ☎0244-36-3942

相馬税務署からのお知らせ

年末調整説明会の開催について

〇事前申し込みが必要です。
　11月4日（金）までにご連絡ください。

～福島県農林水産部農業振興課主催～

浪江消防署
0240-34-7360

富岡消防署
0240-25-2119

消防署からの
お知らせ

消防署連絡先

平成27年中の
全国の火災状況

①総出火件数は39,111件です。
②火災による死者は1,563人、
負傷者数は6,309人です。

③②の中で住宅火災による死者
数が914人です。

④③の住宅火災による死者の
約7割が高齢者です。

これから空気が乾燥し、火災の発生し
やすい季節となります。右記に主な出火
原因と対策を記載しますので火災予防
にご協力ください。

①家のまわりに可燃物を放置しない。
②自動車やオートバイのカバーは防炎品にする。
③センサーライトなどを設置し家の周囲を明るくする。
④ご近所との協力体制が重要です。

出火原因
第１位
「放火」

■ 対    策

①ポイ捨てをしない。
②寝たばこをしない。
③定期的に灰皿内の吸い殻を片付ける。
④吸い殻を捨てる際は、一度水に浸してから捨てる。

出火原因
第2位

「たばこ」

■ 対    策

①調理中はその場を離れない。
②こんろの周囲に可燃物を置かない。
③着衣着火を防ぐため、防炎品のエプロンを使用する。
④こんろの周囲、グリル内は定期的に清掃する。

出火原因
第3位

「こんろ」

■ 対    策

入
園
該
当
児

■助 成 対 象　接種日に65歳以上の方など
■接 種 期 間　10月15日（土）～12月26日（月）
■自己負担金　1,000円
〇詳細は、住民福祉課保健衛生係へお問い合わせください。
〇県外に避難されている方は、避難先市町村の予防接種
担当課へお問い合わせください。

お待ち
しています！

公立双葉准看護学院
学生募集について

平成29年度学生募集要項
●学科・修業年限及び入学定員
学科：准看護学科　修業年限：2年　入学定員：30名

●受 験 資 格 　中学校卒業以上の心身健全なる者
●卒業後の資格 准看護師試験受験資格が得られ、合格後准看護師

の免許を取得することができます。准看護師から看護
師になるためのコースに進むことができます。

出願書類及び
受験手続

願書受付期間
願書提出先

試験日程及び
受験科目

合格発表

入学願書、調査書及び卒業証明書
入学検定料10，000円

平成29年2月1日（水）
●筆記試験（国語、数学）　●面接　●作文
試験会場：福島県立テクノアカデミー浜（予定）

平成29年１月４日（水）から１月27日（金）必着

公立双葉准看護学院再開準備事務所

平成29年2月10日（金）午前11時　準備事務所

１１月の営農相談窓口の開設日程【双葉農業普及所からのお知らせ】　　

インフルエンザ予防接種が
始まっています！


