
　ゆず太郎と楢葉町の自然（山・川）をモチーフにした
オリジナルナンバープレートが4月に誕生します。
　これまでどおり、プレートの地色は総排気量50cc以下
が白色、90㏄以下が黄色、125cc以下がピンク色です。
　あなたの愛車にも、かわいいゆず太郎プレートをぜひ！

楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

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 ）

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 ・・・・・・・・・・・・・・・

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
☎0240-23-6190
☎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

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.9

お知らせだよ 2017

2.17

楢葉町 大切なお知らせお知らせならは

こんにちは、環境防災課長の阿部です。
環境防災課は、ごみの回収や狂犬病予防に関することから原子力安全

対策までと、守備範囲が広く、また災害時には町の先頭に立つ重要な部署
です。3係6人、協力し合って業務を行っています。
防災交通係の主な業務としては、町の防災体制に関する計画の企画立案、

消防施設の整備、消防団の運営です。防犯対策として、防犯カメラ、防犯灯
の設置や交通安全対策等の広報活動を行います。また、災害等の有事の
際、災害対策本部本部班としての業務を担うのも我々です。
原子力安全対策係は、原子力に関する広報や安全対策が主業務です。

事故を起こした福島第一原子力発電所は、廃炉まで30～40年と言われて
いますが、発電所の状況把握に努めるとともに、町原子力施設監視委員会
の事務局として、町民の皆様へ情報を発信しています。
環境係は、廃棄物に関する全般的な業務やごみの回収、公害対策、狂犬

病の予防、飼い犬の登録及び墓地公園の管理や販売を行っています。
庁舎1階の正面窓口が執務室になります。お気軽にお声をかけてください。

阿部和宏 環境防災課長

管理職からの各課紹介

こんにちは
環境防災課　●防災交通係　●原子力安全対策係　●環境係

9Vol.

Abe Kazuhiro

楢葉町役場　税務課窓口（いわき出張
所では交付できません。）
総排気量50cc以下、90㏄以下、125cc
以下の原動機付自転車
ナンバーの番号指定はできませんので
ご了承ください。

■新規登録の場合（新規登録時には、従来のナンバー
プレートかゆず太郎プレートのどちらかを選択）

■現在使用しているナンバープレートと交換の場合

1 印鑑　2 販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれか

1 印鑑　2 現在使用しているナンバープレート

○住民登録地がわかるもの（運転免許証など）
○現在の楢葉町内の居住地がわかるもの（郵便物など）

楢葉町に住所がない方は次のものもご用意ください。

注意点
交換によりナンバープレート番号が変更になります。これに
伴って、自賠責保険等の変更手続きが必要な場合があり
ますので、ご加入の保険会社にお問い合わせください。
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交付場所

対象車種

交付時に必要なもの

その他

NEWS

◉お問い合わせ先　総務課行政係　☎0240-25-2111(代表）

平成29年度 楢葉町非常勤職員の募集

◉お問い合わせ先　税務課　☎0240-23-6101

125㏄以下
の原動機付
自転車

イエー
イ

　楢葉町では、下記のとおり非常勤職員を募集します。採用を
希望される方は、受付期限までにお申込みください。
◆受付期間　平成29年2月27日（月）まで
１ 募集職種、採用予定人員、職務内容及び勤務地

２ 任用期間

募集職種

募集職種 申し込み資格

一般事務
採用予定人員 職務内容 勤務地

行政事務の補助業務に従事します。 楢葉町・会津美里町１０名（１名）

保育士・幼稚園教諭 保育及び幼児教育に関する専門的業務に従事します。 楢葉町１名

介護支援専門員 介護認定調査業務に従事します。 楢葉町またはいわき市１名
いわき市１名

用務員 小・中学校の用務に従事します。 楢葉町１名

※採用予定人員の（ ）は会津美里出張所の募集数

採用される日（平成２９年４月１日予定）から平成３０年３月３１日まで

4 そ の 他 詳細については、ホームページまたは下記担当までお問い合わせください。

3 申し込み
   資       格

高等学校卒業以上の学歴をお持ちの65歳未満の方で、次表
の募集職種に応じた資格を満たす方

パソコン操作が可能な方

保育士及び幼稚園教諭の免許を有する方

ケアマネージャの資格を有する方

保健師の資格を有する方

パソコン操作が可能な方

一般事務

保育士・幼稚園教諭

介護支援専門員

保健師

用務員

税務課
飯高主事

楢葉町オリジナル
ナンバープレートの
交付が始まります！
交付開始は4月3日月！！

保健師 町民の健康管理、訪問健康指導に従事します。



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

★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

3月14日 火

曜日 時　間 場　所

10:00～12：00

男めし

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）

16:00～18：303月  8日 水
サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

離乳食
教室

行　事

楢葉町 大切なお知らせ

春まで、あと一歩。寒い季節を
元気で乗り越えましょう！

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

3月　6日

3月　7日

3月　9日

3月10日

3月10日

3月13日

3月14日

3月16日

3月17日

2月24日

2月24日

※都合により通常と曜日が異なります。ご注意ください。

※

※

※「男めし」は事前申し込みが必要です。3月6日（月）までにご連絡ください。

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

風邪ひいて
ませんか～？

2月は全国生活習慣病予防月間

　双葉地方水道企業団では、安心して水道水をお使いいただくために、ご
家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を実施しています。
　この検査は、随時皆様からのお申込みを受け付けておりますので、検査
を希望される方は、以下の方法により検査受託事業者へお申込みください。

蛇口における水道水中の
放射性物質モニタリング検査について

◉お問い合わせ先　双葉地方水道企業団  施設課浄水係　☎0240-25-5341

◉お問い合わせ・説明希望連絡先

◉お問い合わせ先　環境防災課　 ☎ 0240-23-6108

◉お問い合わせ先
    環境省福島環境再生事務所  減容化施設整備課  ☎ 024-563-6954

◉お問い合わせ先

検査受託事業者:㈱江東微生物研究所環境衛生事業部いわき
①郵送の場合／〒970-1144  福島県いわき市好間工業団地4-18
②FAXの場合／0246-36-7142

お申込み
方法

お申し込みには、平成28年8月及び平成29年1月広報に同封した専用の申込用紙（チラシ）
が必要です。紛失等の場合は、双葉地方水道企業団までご連絡ください。

すでに町内に戻ってお住まいの方は
住居者確認票の届出を！

住宅防火 いのちを守る ～７つのポイント～住宅防火 いのちを守る ～７つのポイント～
つの習慣

つの対策

3

4

住宅用火災警報器を
設置しましょう！

産業振興課　☎0240-23-6104

■展示室利用時間

■自動車税に関すること

■自動車の登録手続きに関すること

平日、土曜日　9：00～17：00

OK!

国土交通省東北運輸局  福島運輸支局
　　　　　　　　        ☎ 050-5540-2015
いわき自動車検査登録事務所
　　　　　　　　　    ☎ 050-5540-2016

相双地方振興局県税部課税課
　     課税第二チーム　☎ 0244-26-1127

☆青色申告を始めましょう！
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/attach/pdf/index-11.pdf
☆収入保険制度に関する農業競争力強化プログラムの内容について
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/attach/pdf/index-10.pdf

※詳しい内容は農北農政局ＨＰに掲載してあります。

東北農政局 福島県拠点 地方参事官室
☎ 024-534-4142   FAX 024-533-8293　住所：福島市浜田町1番9号

環境省からのお知らせ
　平成28年11月から稼働している仮設焼却施設（波倉）の
処理状況等をお知らせします。引き続き、安全第一で処理
を進めてまいります。

　町では、避難指示の解除に伴い、緊急時に円滑な対応をと
ることなどを目的に、町内に戻られている住民の方々の把
握に努めています。
　楢葉町役場環境防災課の窓口
に用紙を備えてありますので、町
内に住み始めた方はすみやかに
届出をお願いします。

　自動車税は、4月1日午前零時現在で車検
証上の所有者（割賦販売の場合は使用者）に
課税されます。
　自動車を下取りに出したり、他人に譲り渡
したり、廃車した場合等は、平成29年3月31日
までに必ず運輸支局で名義変更や抹消登録
の手続きを行ってください。
　また、車を所有する方が亡くなられた場合
も、必ず運輸支局で相続する方への名義変更
や抹消登録等の手続きを
行ってください。

　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減
少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする仕組み
です。（加入には保険料・積立金が必要です。）詳しい内容は法案成立
後明らかになりますが、収入保険制度は青色申告を行っている農業
者（個人・法人）が対象となります。
　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツール
です。青色申告には、税制上のメリットもあります。青色申告に取り組
んではいかがでしょうか。
　平成29年分の所得から青色申告を始めるためには、個人の場合、
平成29年3月15日（水）までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申
請書」を提出する必要があります。

　広報ならは12月号でお知らせしました上繁岡大堤のため池放射性物質除
去工事は、大堤の底に堆積している放射性物質を除去する工事です。
　本工事の１月25日時点での進ちょくは、全体施工面積18,988㎡のうち約
16.2％（3,100㎡）になっています。
　工事状況をご理解いただくために展示室を設置しました。展示室には、写
真や工事の内容などをわかりやすく掲示しています。自由に見学できますの
でぜひご利用ください。また、楢葉町民の方で工事内容の説明を希望される
場合はご連絡ください。

①寝たばこは、
②ガスコンロなどのそばを離れるときは、
③ストーブは燃えやすいものから

絶対やめる
必ず火を消す

離して使用する

①

②

住宅用
火災警報器

防炎品

③住宅用消火器等

④隣近所の
協力体制

作業プラント

展示室設置場所

しゅんせつ船

展示室内部の状況

あなたの自動車は、
正しく登録されていますか？

点検方法
ボタンを
押す

ひもを
引く

ピーピーピー
火事です

半年に１回は点検しましょう！
音が鳴らない場合→異常

この場合は電池切れ、
または本体の故障のためすぐに

交換してください。

政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、
青色申告を行っている農業者を対象とした収入保
険制度の導入が決定されました。
新たに青色申告を始めるには3月15日（水）までに
最寄りの税務署への申請が必要です。

2017年のテーマは
「グッバイ、たばこ」

東北農政局
福島県拠点からのお知らせ

　「禁煙」は、生活習慣病を予防する第1歩です。
　喫煙は「ニコチン依存症」という病気です。喫煙に
よるさまざまな病気のリスクは、禁煙をすることで速
やかに減少します。禁煙がなかなかうまくいかないと
きには、町の保健師やかかりつけの医師など身近な
医療関係者に相談してみましょう。

１ 廃棄物処理状況　

２ 各種モニタリング結果について

『ため池放射性物質除去工事』の
進ちょくは現在16.2%超

上繁岡

募集職種
（２）除染仮置場からの搬出状況

仮置場 運搬量（袋） 搬出工程（予定） 搬出状況
営　団 6,263 H28.11～H28.12 終　了
波　倉 6,765 H28.10～H28.11 終　了
山田浜 3,476 H28.11～H29.　1 運搬中

6,661ｔ

（１）焼却灰
放射性物質濃度（Bq/kg）

主　灰
飛　灰

14,000～71,000※1

18,000～73,000※1
約998ｔ
約389ｔ

総発生量

募集職種
（２）放射性物質濃度測定結果 
モニタリング項目 測定日 測定結果 単　位

H28.12.14
134Cs
137Cs
134Cs
137Cs

排ガス

地下水
（下流）

ND(1.0)※2 Bq/㎥
ND(1.0)※2 Bq/㎥

H28.12.2
ND(0.98)※2 Bq/ℓ

Bq/ℓND(1.1)※2

総処理量 6,661ｔ

（１）仮設焼却施設処理

※1 放射性物質濃度は焼却開始からの累計です。　※2 NDとは検出下限値［（　）内の数値］未満を意味します。

（３）空間線量率測定結果

μSv/h

μSv/h

0.175～0.183

0.168～0.180

0.132～0.153

0.134～0.153

0.130～0.139

0.125～0.144

施設稼働前
（H28.10.1～10.22)

施設稼働後
（H28.12.1～12.31)

単位仮設焼却施設
入口

仮設焼却施設
管理棟前

仮設灰保管施設
東側

平成28年12月末時点


