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◉ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会）開催日程
会　　場開 催 日

11月28日（月）
受付時間

13:15～14:30
13:15～14:30
 9:45～11:00
13:15～14:30
10:15～11:00
13:15～14:00

開催時間

11月29日（火）
11月30日（水）

◉下記日程の「元気アップ教室」でも測定ができます。
会　場

アリオス本館３Ｆ　中リハ室※
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

高久第10応急仮設住宅  第２集会所

時　間
11月28日（月）
11月29日（火）
11月30日（水）
12月 1日（木）

時　間
10:00～12:00
9:30～11:00
13:30～15:00
9:30～11:00

12月　1日（木）
12月　2日（金）

〞 〞

元気アップ教室
　測定プラス

※アリオスは上履きをご持参ください。

上荒川仮設住宅　第３集会所
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

サポートセンター「空の家」
会津美里町宮里仮設住宅　北集会所

13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30
10:30～12:00
13:30～15:00

ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会） のお知らせ

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.7

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせお知らせならは

2016

11.18

遠藤俊行 新産業創造室長

◉お問い合わせ先
　復興推進課　☎0240-23-6103　ＦＡＸ：0240-25-5564

管理職からの各課紹介

こんにちは 新産業創造室　●新産業創造係

7Vol.

Endo Toshiyuki

16

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

　当日は、姿勢や動作を分析するシステ
ムでの測定を行います。分析により、身体
の不調の理由や気になる体型の原因を
解析し、あなたに合った健康メニューを
提案します。Jヴィレッジのトレーナーが
優しく楽しく指導してくれます。
　「検診は受けなかったけど、測定はやっ
てみたい」という方も大歓迎です。

新たな街並み「コンパクトタウン」の
名称募集について
楢葉町は、町民と町内事業者の暮らしを再生し、また新

たな居住を促進するため、復興拠点の整備を進めています。
その中心となる「コンパクトタウン」。より多くの方に広く
知っていただき、親しまれるよう名称を募集します。
すてきな名前をつけてください。
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分譲住宅
ゾーン

災害公営
住宅ゾーン

蒲生歯科医院
（H28.7.1 開院）

ふたば復興診療所
（H28.2.1 開所）
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（H29 春
再開予定）

楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

利用できる施設サービス等

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

学校再開にあたり教育委
員会（教育総務課）が移転
しました。

☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155
☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-23-6190
☎0246-38-3082

　こんにちは、新産業創造室長の遠藤です。
　新産業創造室は、震災後の平成25年9月に設置されました。皆さまには震災前
の〝商工観光課〞の方がなじんでいるでしょうか。
　当室の主な業務は、
① 生活する上で必要な買い物環境の整備　
② 雇用を生み出す新たな産業団地の整備　
③ 復興を成し遂げていく町をＰＲし、風評を払拭する産業の活性化　　　　　　
　などで、言い換えれば、「生活環境の充実と活気あふれる元気な町づくり」を担
当しています。
　また、商工事業者の再生や生業の再建も大切ですので、商工会などと連携しな
がら事業再開の支援に努めています。
　さらには、イノベーション・コースト構想を具現化させて、ロボット開発をはじめ
とする最先端技術の集積にも努め、若者にも魅力のある町、若者が定着する町に
なるといいですね。
　天神岬では、新しい温泉も掘削しています。サマーフェスティバルや秋空散策あるこう
会など、イベントも担当していますので、皆さまに「わくわく！」をたくさんお届けします。

検診結果が教えてくれる、あなたのからだの今とこれから

体を動かし健康づくりをしたい方
背筋を伸ばして若々しく暮らしたい方

最近、足腰が気になる方
少しおしっこの悩みがある方

運動できる服装で
飲み物を持参し、
直接会場に

お出かけください。

はがき（11月30日㈬消印有効）またはＦＡＸ(任意の様
式)、メールにて募集します。施設名称とその理由、住所、
氏名、年齢、連絡先を明記のうえ、お申し込みください。

■はがきの送付先
　〒979-0696 楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
                                     楢葉町復興推進課 行き
■ＦＡＸ番号　0240-25-5564
■メール番号　fukkou-n@town.naraha.lg.jp

応募方法

平成28年11月30日（水）まで募集期間
応募された中から、厳正に１点を選考します。選考方法
1採用名称は、街並みの愛称、名施設管理上の総称等として使用します。
2応募に関して取得した個人情報は、名称募集以外には使用しません。
3採用された名称は、その一部を変更または補正する場合があります。

その他

検診結果はいかがでしたか？結果は、あなたのからだの今の状態です。
検診結果の読み解き方、健康づくり、たばこ、こころの状態など、
専門スタッフ（医師や保健師、栄養士や心のケア、スポーツインストラクタなど）が
一緒に考え応援します。気になることがある方、興味がある方、ぜひお越しください。

待ってま
～す！

こんな方にお勧めです。
お気軽にお越しください。

ヘルシーアップ、
元気アップのいずれも

申込みは
必要ありません。

姿勢や動作を分析！

楢葉町大字下小塙字麦入31
楢葉南小学校（楢葉まなび館）内
☎0240-23-6190

小池百合子東京都知事が被災地への訪問とオリンピック・パラリ
ンピックのフラッグツアーのため、福島県を訪問されました。楢葉
町ではＪヴィレッジ、県立ふたば復興診療所、そして天神岬をご覧
になり、みるーる天神の記念碑に祈りと献花を捧げられました。

慶應義塾大学大学院教授の岸博幸さんが来庁されました。
今月14日に楢葉町復興戦略アドバイザーに就任し、強力な助っ
人として復興に向け、ご協力いただくことが決定しました。
詳報は広報ならは12月号で！

11月2日 11月7日

移転先

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
内科／月～金　　整形外科／月・水（午後のみ）・金

ときクリニック

☎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

内科・小児科／火～金

蒲生歯科医院

☎0240-25-2061

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

歯科／月～金

●楢葉町サイクリングターミナル
 （宿泊、レストラン）☎0240-25-3113
●天神岬温泉
　しおかぜ荘 ············ ☎0240-25-5726
●ブイチェーンネモト
　宅配サービス·········☎0120-444-948
●町内送迎バス·········☎0240-25-2131
●あおぞらこども園
　一時預かり保育····· ☎0246-38-3082

◆場所  天神岬スポーツ公園
◆期間  平成28年12月2日（金）～平成29年1月22日（日）

WINTER ILLUMINATION in ならは

※イベントの詳細は、ホームページやタブレットでご確認ください。

12月2日（金）点灯式・プロジェクションマッピングほか
12月3日（土）プロジェクションマッピング

オープニングイベント
Opening Event

点灯時間
17：00～21：00

医療機関
情報

◉お問い合わせ先　楢葉町イルミネーション実行員会　☎0240-23-6105　



［ 楢葉町役場 ］

　東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、
応急仮設住宅等（注１）に2年を超えて入居していた方が、自宅等（注2）へ移転した
場合に要した費用について、福島県から補助金が交付されます。

1 対象世帯 3 必要書類（申請時に必要な書類）

2 補助額 4 申請先

県内外の応急仮設住宅等から、県内（県内避難世
帯は楢葉町）の自宅等へ移転した世帯が対象とな
ります。

町で確認を行った後に、申請者へ書類を返送しま
すので、下記の申請先まで郵送してください。

※平成29年3月31日までに完了する自宅等への移転が対象となり
ます。
※事業開始前（平成27年12月6日まで）に既に移転が完了している世
帯の申請は、平成28年3月31日で「受付を終了」しました。
※楢葉町で実施している移転費用の補助を含む事業（防災集団移転
促進事業等）の対象世帯、応急仮設住宅等の不適正利用が認めら
れる世帯については対象外となります。

■（注１）応急仮設住宅等とは
　　建設型仮設住宅、借上げ住宅・公営住宅等のみなし仮設住
宅、その他自治体の支援により無償提供されている住宅

■（注２）自宅等とは
　　避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅、災害公営住宅
(地震・津波被災者向け)、その他公営住宅等

単身世帯複数世帯
県外からの移転

県内からの移転

10万円

5万円

※申請時に必要な書類は、楢葉町本庁舎、いわき出張所及び会津美里
出張所に備え付けてあります。上記の必要書類一式を、申請期限の2週
間前までにいわき出張所生活支援課に提出し、確認を受けてください
（本庁舎または会津美里出張所でも受け付けます）。

〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
　　　　　　　　　　　福島県避難者支援課　宛

❶自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書（第1号様式）
❷応急仮設住宅退去等確認書（第2号様式）
❸自宅等移転後の公共料金の領収書等の写し（第3号様式に貼付）
❹補助金の入金口座が確認できる預金通帳の写し

申請期限があります。ご注意ください。

平成29年1月から６５歳以上の方も
雇用保険の対象となります。

労使困りごと相談窓口のご案内
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◉試験職種、採用予定人員及び職務内容
職務内容試験職種

保健師

試験職種

保健師

採用予定人員

若干名 健康管理に関する技術的
かつ専門的業務に従事します。

◉受験資格

受験資格
保健師の免許を有する方。
３年以上の保健衛生に関する職務経験を有する方。

これまでいわき出張所で行っていた障がい福祉に関する業務は、12月
1日から楢葉町役場で行うことになりました。ご相談や申請等の際は、
楢葉町役場にご連絡いただくようお願いいたします。

火事と救急は119番

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント
3つの習慣・4つの対策

1 寝たばこは、絶対やめましょう。
2 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
3 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。

3つの
習慣

1 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
2 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
3 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置しましょう。
4 お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

4つの
対策

寒さと乾燥が厳しくなってきました。
手洗い、うがいを励行しましょう。

元気アップ教室
スケジュールすこやか掲示板

　これまで65歳に達した日以降に雇用された方
は、雇用保険の適用除外でしたが、1月以降は、1週
間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用の見込みがあれば、原則として雇用保険の対象
となります。詳しくは最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）にお問い合わせください。

　職場の中で起きている、賃金や退職、人間関係など
に関する困りごとや疑問についての相談をお受けし
ます。相談は無料で秘密は厳守します。相談は、平日の
面談や電話での相談のほか、ファックスや電子メール
で随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

　楢葉町では、平成29年4月採用の楢葉町職員『保
健師』採用試験を次のとおり実施しますので、受験を
希望される方は受付期間内にお申込みください。

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生ま
れた者で、次表の受験資格を満たす者。

なお、申込み方法及び詳細については、町ホーム
ページまたは下記までお問い合わせ願います。

お知らせならは

2 4

校正に伴い
線量計を回収しています。

ご協力をお願いします。

楢葉町職員『保健師』
採用試験のご案内

【平成29年4月採用】

受付期間／平成28年11月30日（水）まで
試験期日／平成28年12月20日（火）

◉お問い合わせ先　福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル  ☎0120-303-059    楢葉町生活支援課  ☎0246-25-5561

◉お問い合わせ先
　福島県労働委員会事務局（福島市中町8-2）
　☎024-521-7594　ＦＡＸ 024-542-7596
　Ｅmail  roudousoudan@pref.fukushima.lg.jp

 

１.交通遺児等育成資金の貸付
自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が
残った方の子で、中学校を卒業するまで

■対象者

2.重度後遺障碍者の介護料支給
自動車事故により「脳」「脊髄」または「胸腹部臓器」
に重度の後遺障害を持ち、自賠責保険の後遺障害
等級が次に該当する方
Ⅰ種（常時要介護） １級１号または２号
                 （平成14年3月31日以前の事故は1級3号または4号）
Ⅱ種（随時要介護） 2級1号または2号
                （平成14年3月31日以前の事故は2級3号または4号）

■対象者

特Ⅰ種（最重度）　　　68,440円～136,880円
 Ⅰ種（常時要介護）　58,570円～108,000円
  Ⅱ種（随時要介護）　29,290円～　54,000円

■支給額

一時金…155,000円　毎月…1万円または2万円■貸付金額

市町村民税が非課税または均等割のみ課税など■貸付条件
なし■利　子

自動車事故被害者
救済制度のお知らせ

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

◉お申込み・お問い合わせ先　放射線対策課　☎0240‒23‒6109

★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

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

12月　5日

12月　6日

12月　8日

12月　9日

12月　9日

12月12日

12月13日

12月15日

12月16日

　1月　6日

　1月　6日

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

※

※

※都合により曜日が異なります。ご注意ください。

双葉農業普及所 12月の営農相談窓口
12月　2日（金）  双葉町役場いわき事務所　産業課（いわき市東田町地内）
12月　9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）
12月15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）
12月15日（木）  葛尾村役場地域振興課
12月16日（金）  浪江町役場産業振興課

相双農林事務所双葉農業普及所
☎0240-23-6474　FAX 0240-27-4747

　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。（午前10時～正午）
　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。

お問い
合わせ先

「消しましょう  その火  その時  その場所で」【平成28年度防火標語】

（時間はいずれも午前１０時～正午）　※町村問わず最寄りの窓口にお越しください。

■助 成 対 象　接種日に65歳以上の方など
■接 種 期 限　12月26日（月）まで
■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。

インフルエンザ予防接種が
始まっています！

◉お問い合わせ先
　放射線対策課　放射線管理係　☎0240-23-6109

◉お問い合わせ先　独立行政法人自動車事故対策機構  福島支所
　　　　　　　　☎024-522-6626

◉お問い合わせ先　総務課行政係　☎0240-23-6100

◉お問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0240-23-6102

12/1~一部窓口が変更！
障がい福祉事務
［いわき出張所］

●障害福祉サービス・障害児通所サービス
●身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
●自立支援医療費　●重度心身障害者医療費助成
●補装具費　●特別児童扶養手当
●特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当
●ＮＨＫ放送受信料の免除　●有料道路通行料金の割引
●人工透析患者通院交通費助成　等

障がい福祉に関する業務

福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金

5万円

3万円

■1楢葉町への必要書類の提出期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の15日
■2福島県避難者支援課への補助金申請期限　　　
（期限日までの消印有効）　　　　　　　　　　　　　　　　
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の末日

！

日にち

12月  7日

12月22日

水

木

曜日 時　間 場　所

10：00～14：00

10：00～12：00

12月15日 木 16：00～18：30 男めし

もろ
もろ塾

行　事

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

※「男めし」は事前申し込みが必要です。12月9日（金）までにご連絡ください。

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）

ママため
サークル

　ガラスバッジ（Dシャトル）及び高機能累積線量計
（DOSE-e）は、1年に1度校正が必要です。
　これらを貸出している皆様には、町から校正のお知らせを
郵送させていただきますので、お知らせに同封してある返送用
封筒で郵送していただくか、役場窓口までご持参いただけます
ようお願いします。
　なお、各仮設住宅の集会所等での回収・交換も順次実施して
います。日程等の詳細は、仮設住宅へのチラシの投函や集会所
等への掲示でお知らせしています。

・・

元気
ですか？

窓口業務が
一部変更
されます。

■ テーマ『ニュートリノの小さな質量の発見』

2015年ノーベル物理学賞受賞
梶田隆章先生の講演会

東京大学宇宙線研究所所長

梶田 隆章 氏
聴講ご希望の方は、下記までお申込みください。（当日参加可能）

■日時：平成28年11月27日（日）   ■開演：午前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

開催
間近！！

講演会
参加

無料

いよいよ！
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◉ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会）開催日程
会　　場開 催 日

11月28日（月）
受付時間

13:15～14:30
13:15～14:30
 9:45～11:00
13:15～14:30
10:15～11:00
13:15～14:00

開催時間

11月29日（火）
11月30日（水）

◉下記日程の「元気アップ教室」でも測定ができます。
会　場

アリオス本館３Ｆ　中リハ室※
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

高久第10応急仮設住宅  第２集会所

時　間
11月28日（月）
11月29日（火）
11月30日（水）
12月 1日（木）

時　間
10:00～12:00
9:30～11:00
13:30～15:00
9:30～11:00

12月　1日（木）
12月　2日（金）

〞 〞

元気アップ教室
　測定プラス

※アリオスは上履きをご持参ください。

上荒川仮設住宅　第３集会所
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

サポートセンター「空の家」
会津美里町宮里仮設住宅　北集会所

13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30
10:30～12:00
13:30～15:00

ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会） のお知らせ

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.7

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせお知らせならは

2016

11.18

遠藤俊行 新産業創造室長

◉お問い合わせ先
　復興推進課　☎0240-23-6103　ＦＡＸ：0240-25-5564

管理職からの各課紹介

こんにちは 新産業創造室　●新産業創造係

7Vol.

Endo Toshiyuki

16

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

　当日は、姿勢や動作を分析するシステ
ムでの測定を行います。分析により、身体
の不調の理由や気になる体型の原因を
解析し、あなたに合った健康メニューを
提案します。Jヴィレッジのトレーナーが
優しく楽しく指導してくれます。
　「検診は受けなかったけど、測定はやっ
てみたい」という方も大歓迎です。

新たな街並み「コンパクトタウン」の
名称募集について
楢葉町は、町民と町内事業者の暮らしを再生し、また新

たな居住を促進するため、復興拠点の整備を進めています。
その中心となる「コンパクトタウン」。より多くの方に広く
知っていただき、親しまれるよう名称を募集します。
すてきな名前をつけてください。

ホームセンター

郵便局

至
南相馬市

国
道
6号

至 いわき市

至 天神岬

交流館

スーパー
テナント

従業員用駐車場

来客用駐車場

独立店舗

調整池

→

→

→

分譲住宅
ゾーン

災害公営
住宅ゾーン

蒲生歯科医院
（H28.7.1 開院）

ふたば復興診療所
（H28.2.1 開所）

あおぞら
こども園
（H29 春
再開予定）

楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

利用できる施設サービス等

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

学校再開にあたり教育委
員会（教育総務課）が移転
しました。

☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155
☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-23-6190
☎0246-38-3082

　こんにちは、新産業創造室長の遠藤です。
　新産業創造室は、震災後の平成25年9月に設置されました。皆さまには震災前
の〝商工観光課〞の方がなじんでいるでしょうか。
　当室の主な業務は、
① 生活する上で必要な買い物環境の整備　
② 雇用を生み出す新たな産業団地の整備　
③ 復興を成し遂げていく町をＰＲし、風評を払拭する産業の活性化　　　　　　
　などで、言い換えれば、「生活環境の充実と活気あふれる元気な町づくり」を担
当しています。
　また、商工事業者の再生や生業の再建も大切ですので、商工会などと連携しな
がら事業再開の支援に努めています。
　さらには、イノベーション・コースト構想を具現化させて、ロボット開発をはじめ
とする最先端技術の集積にも努め、若者にも魅力のある町、若者が定着する町に
なるといいですね。
　天神岬では、新しい温泉も掘削しています。サマーフェスティバルや秋空散策あるこう
会など、イベントも担当していますので、皆さまに「わくわく！」をたくさんお届けします。

検診結果が教えてくれる、あなたのからだの今とこれから

体を動かし健康づくりをしたい方
背筋を伸ばして若々しく暮らしたい方

最近、足腰が気になる方
少しおしっこの悩みがある方

運動できる服装で
飲み物を持参し、
直接会場に

お出かけください。

はがき（11月30日㈬消印有効）またはＦＡＸ(任意の様
式)、メールにて募集します。施設名称とその理由、住所、
氏名、年齢、連絡先を明記のうえ、お申し込みください。

■はがきの送付先
　〒979-0696 楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
                                     楢葉町復興推進課 行き
■ＦＡＸ番号　0240-25-5564
■メール番号　fukkou-n@town.naraha.lg.jp

応募方法

平成28年11月30日（水）まで募集期間
応募された中から、厳正に１点を選考します。選考方法
1採用名称は、街並みの愛称、名施設管理上の総称等として使用します。
2応募に関して取得した個人情報は、名称募集以外には使用しません。
3採用された名称は、その一部を変更または補正する場合があります。

その他

検診結果はいかがでしたか？結果は、あなたのからだの今の状態です。
検診結果の読み解き方、健康づくり、たばこ、こころの状態など、
専門スタッフ（医師や保健師、栄養士や心のケア、スポーツインストラクタなど）が
一緒に考え応援します。気になることがある方、興味がある方、ぜひお越しください。

待ってま
～す！

こんな方にお勧めです。
お気軽にお越しください。

ヘルシーアップ、
元気アップのいずれも

申込みは
必要ありません。

姿勢や動作を分析！

楢葉町大字下小塙字麦入31
楢葉南小学校（楢葉まなび館）内
☎0240-23-6190

小池百合子東京都知事が被災地への訪問とオリンピック・パラリ
ンピックのフラッグツアーのため、福島県を訪問されました。楢葉
町ではＪヴィレッジ、県立ふたば復興診療所、そして天神岬をご覧
になり、みるーる天神の記念碑に祈りと献花を捧げられました。

慶應義塾大学大学院教授の岸博幸さんが来庁されました。
今月14日に楢葉町復興戦略アドバイザーに就任し、強力な助っ
人として復興に向け、ご協力いただくことが決定しました。
詳報は広報ならは12月号で！

11月2日 11月7日

移転先

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
内科／月～金　　整形外科／月・水（午後のみ）・金

ときクリニック

☎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

内科・小児科／火～金

蒲生歯科医院

☎0240-25-2061

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

歯科／月～金

●楢葉町サイクリングターミナル
 （宿泊、レストラン）☎0240-25-3113
●天神岬温泉
　しおかぜ荘 ············ ☎0240-25-5726
●ブイチェーンネモト
　宅配サービス·········☎0120-444-948
●町内送迎バス·········☎0240-25-2131
●あおぞらこども園
　一時預かり保育····· ☎0246-38-3082

◆場所  天神岬スポーツ公園
◆期間  平成28年12月2日（金）～平成29年1月22日（日）

WINTER ILLUMINATION in ならは

※イベントの詳細は、ホームページやタブレットでご確認ください。

12月2日（金）点灯式・プロジェクションマッピングほか
12月3日（土）プロジェクションマッピング

オープニングイベント
Opening Event

点灯時間
17：00～21：00

医療機関
情報

◉お問い合わせ先　楢葉町イルミネーション実行員会　☎0240-23-6105　



［ 楢葉町役場 ］

　東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、
応急仮設住宅等（注１）に2年を超えて入居していた方が、自宅等（注2）へ移転した
場合に要した費用について、福島県から補助金が交付されます。

1 対象世帯 3 必要書類（申請時に必要な書類）

2 補助額 4 申請先

県内外の応急仮設住宅等から、県内（県内避難世
帯は楢葉町）の自宅等へ移転した世帯が対象とな
ります。

町で確認を行った後に、申請者へ書類を返送しま
すので、下記の申請先まで郵送してください。

※平成29年3月31日までに完了する自宅等への移転が対象となり
ます。
※事業開始前（平成27年12月6日まで）に既に移転が完了している世
帯の申請は、平成28年3月31日で「受付を終了」しました。
※楢葉町で実施している移転費用の補助を含む事業（防災集団移転
促進事業等）の対象世帯、応急仮設住宅等の不適正利用が認めら
れる世帯については対象外となります。

■（注１）応急仮設住宅等とは
　　建設型仮設住宅、借上げ住宅・公営住宅等のみなし仮設住
宅、その他自治体の支援により無償提供されている住宅

■（注２）自宅等とは
　　避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅、災害公営住宅
(地震・津波被災者向け)、その他公営住宅等

単身世帯複数世帯
県外からの移転

県内からの移転

10万円

5万円

※申請時に必要な書類は、楢葉町本庁舎、いわき出張所及び会津美里
出張所に備え付けてあります。上記の必要書類一式を、申請期限の2週
間前までにいわき出張所生活支援課に提出し、確認を受けてください
（本庁舎または会津美里出張所でも受け付けます）。

〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
　　　　　　　　　　　福島県避難者支援課　宛

❶自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書（第1号様式）
❷応急仮設住宅退去等確認書（第2号様式）
❸自宅等移転後の公共料金の領収書等の写し（第3号様式に貼付）
❹補助金の入金口座が確認できる預金通帳の写し

申請期限があります。ご注意ください。

平成29年1月から６５歳以上の方も
雇用保険の対象となります。

労使困りごと相談窓口のご案内

楢葉町 大切なお知らせ
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◉試験職種、採用予定人員及び職務内容
職務内容試験職種

保健師

試験職種

保健師

採用予定人員

若干名 健康管理に関する技術的
かつ専門的業務に従事します。

◉受験資格

受験資格
保健師の免許を有する方。
３年以上の保健衛生に関する職務経験を有する方。

これまでいわき出張所で行っていた障がい福祉に関する業務は、12月
1日から楢葉町役場で行うことになりました。ご相談や申請等の際は、
楢葉町役場にご連絡いただくようお願いいたします。

火事と救急は119番

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント
3つの習慣・4つの対策

1 寝たばこは、絶対やめましょう。
2 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
3 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。

3つの
習慣

1 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
2 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
3 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置しましょう。
4 お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

4つの
対策

寒さと乾燥が厳しくなってきました。
手洗い、うがいを励行しましょう。

元気アップ教室
スケジュールすこやか掲示板

　これまで65歳に達した日以降に雇用された方
は、雇用保険の適用除外でしたが、1月以降は、1週
間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用の見込みがあれば、原則として雇用保険の対象
となります。詳しくは最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）にお問い合わせください。

　職場の中で起きている、賃金や退職、人間関係など
に関する困りごとや疑問についての相談をお受けし
ます。相談は無料で秘密は厳守します。相談は、平日の
面談や電話での相談のほか、ファックスや電子メール
で随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

　楢葉町では、平成29年4月採用の楢葉町職員『保
健師』採用試験を次のとおり実施しますので、受験を
希望される方は受付期間内にお申込みください。

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生ま
れた者で、次表の受験資格を満たす者。

なお、申込み方法及び詳細については、町ホーム
ページまたは下記までお問い合わせ願います。

お知らせならは

2 4

校正に伴い
線量計を回収しています。

ご協力をお願いします。

楢葉町職員『保健師』
採用試験のご案内

【平成29年4月採用】

受付期間／平成28年11月30日（水）まで
試験期日／平成28年12月20日（火）

◉お問い合わせ先　福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル  ☎0120-303-059    楢葉町生活支援課  ☎0246-25-5561

◉お問い合わせ先
　福島県労働委員会事務局（福島市中町8-2）
　☎024-521-7594　ＦＡＸ 024-542-7596
　Ｅmail  roudousoudan@pref.fukushima.lg.jp

 

１.交通遺児等育成資金の貸付
自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が
残った方の子で、中学校を卒業するまで

■対象者

2.重度後遺障碍者の介護料支給
自動車事故により「脳」「脊髄」または「胸腹部臓器」
に重度の後遺障害を持ち、自賠責保険の後遺障害
等級が次に該当する方
Ⅰ種（常時要介護） １級１号または２号
                 （平成14年3月31日以前の事故は1級3号または4号）
Ⅱ種（随時要介護） 2級1号または2号
                （平成14年3月31日以前の事故は2級3号または4号）

■対象者

特Ⅰ種（最重度）　　　68,440円～136,880円
 Ⅰ種（常時要介護）　58,570円～108,000円
  Ⅱ種（随時要介護）　29,290円～　54,000円

■支給額

一時金…155,000円　毎月…1万円または2万円■貸付金額

市町村民税が非課税または均等割のみ課税など■貸付条件
なし■利　子

自動車事故被害者
救済制度のお知らせ

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

◉お申込み・お問い合わせ先　放射線対策課　☎0240‒23‒6109

★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

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

12月　5日

12月　6日

12月　8日

12月　9日

12月　9日

12月12日

12月13日

12月15日

12月16日

　1月　6日

　1月　6日

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

※

※

※都合により曜日が異なります。ご注意ください。

双葉農業普及所 12月の営農相談窓口
12月　2日（金）  双葉町役場いわき事務所　産業課（いわき市東田町地内）
12月　9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）
12月15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）
12月15日（木）  葛尾村役場地域振興課
12月16日（金）  浪江町役場産業振興課

相双農林事務所双葉農業普及所
☎0240-23-6474　FAX 0240-27-4747

　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。（午前10時～正午）
　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。

お問い
合わせ先

「消しましょう  その火  その時  その場所で」【平成28年度防火標語】

（時間はいずれも午前１０時～正午）　※町村問わず最寄りの窓口にお越しください。

■助 成 対 象　接種日に65歳以上の方など
■接 種 期 限　12月26日（月）まで
■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。

インフルエンザ予防接種が
始まっています！

◉お問い合わせ先
　放射線対策課　放射線管理係　☎0240-23-6109

◉お問い合わせ先　独立行政法人自動車事故対策機構  福島支所
　　　　　　　　☎024-522-6626

◉お問い合わせ先　総務課行政係　☎0240-23-6100

◉お問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0240-23-6102

12/1~一部窓口が変更！
障がい福祉事務
［いわき出張所］

●障害福祉サービス・障害児通所サービス
●身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
●自立支援医療費　●重度心身障害者医療費助成
●補装具費　●特別児童扶養手当
●特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当
●ＮＨＫ放送受信料の免除　●有料道路通行料金の割引
●人工透析患者通院交通費助成　等

障がい福祉に関する業務

福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金

5万円

3万円

■1楢葉町への必要書類の提出期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の15日
■2福島県避難者支援課への補助金申請期限　　　
（期限日までの消印有効）　　　　　　　　　　　　　　　　
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の末日

！

日にち

12月  7日

12月22日

水

木

曜日 時　間 場　所

10：00～14：00

10：00～12：00

12月15日 木 16：00～18：30 男めし

もろ
もろ塾

行　事

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

※「男めし」は事前申し込みが必要です。12月9日（金）までにご連絡ください。

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）

ママため
サークル

　ガラスバッジ（Dシャトル）及び高機能累積線量計
（DOSE-e）は、1年に1度校正が必要です。
　これらを貸出している皆様には、町から校正のお知らせを
郵送させていただきますので、お知らせに同封してある返送用
封筒で郵送していただくか、役場窓口までご持参いただけます
ようお願いします。
　なお、各仮設住宅の集会所等での回収・交換も順次実施して
います。日程等の詳細は、仮設住宅へのチラシの投函や集会所
等への掲示でお知らせしています。

・・

元気
ですか？

窓口業務が
一部変更
されます。

■ テーマ『ニュートリノの小さな質量の発見』

2015年ノーベル物理学賞受賞
梶田隆章先生の講演会

東京大学宇宙線研究所所長

梶田 隆章 氏
聴講ご希望の方は、下記までお申込みください。（当日参加可能）

■日時：平成28年11月27日（日）   ■開演：午前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

開催
間近！！

講演会
参加

無料

いよいよ！



［ 楢葉町役場 ］

　東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、
応急仮設住宅等（注１）に2年を超えて入居していた方が、自宅等（注2）へ移転した
場合に要した費用について、福島県から補助金が交付されます。

1 対象世帯 3 必要書類（申請時に必要な書類）

2 補助額 4 申請先

県内外の応急仮設住宅等から、県内（県内避難世
帯は楢葉町）の自宅等へ移転した世帯が対象とな
ります。

町で確認を行った後に、申請者へ書類を返送しま
すので、下記の申請先まで郵送してください。

※平成29年3月31日までに完了する自宅等への移転が対象となり
ます。
※事業開始前（平成27年12月6日まで）に既に移転が完了している世
帯の申請は、平成28年3月31日で「受付を終了」しました。
※楢葉町で実施している移転費用の補助を含む事業（防災集団移転
促進事業等）の対象世帯、応急仮設住宅等の不適正利用が認めら
れる世帯については対象外となります。

■（注１）応急仮設住宅等とは
　　建設型仮設住宅、借上げ住宅・公営住宅等のみなし仮設住
宅、その他自治体の支援により無償提供されている住宅

■（注２）自宅等とは
　　避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅、災害公営住宅
(地震・津波被災者向け)、その他公営住宅等

単身世帯複数世帯
県外からの移転

県内からの移転

10万円

5万円

※申請時に必要な書類は、楢葉町本庁舎、いわき出張所及び会津美里
出張所に備え付けてあります。上記の必要書類一式を、申請期限の2週
間前までにいわき出張所生活支援課に提出し、確認を受けてください
（本庁舎または会津美里出張所でも受け付けます）。

〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
　　　　　　　　　　　福島県避難者支援課　宛

❶自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書（第1号様式）
❷応急仮設住宅退去等確認書（第2号様式）
❸自宅等移転後の公共料金の領収書等の写し（第3号様式に貼付）
❹補助金の入金口座が確認できる預金通帳の写し

申請期限があります。ご注意ください。

平成29年1月から６５歳以上の方も
雇用保険の対象となります。

労使困りごと相談窓口のご案内

楢葉町 大切なお知らせ

5

◉試験職種、採用予定人員及び職務内容
職務内容試験職種

保健師

試験職種

保健師

採用予定人員

若干名 健康管理に関する技術的
かつ専門的業務に従事します。

◉受験資格

受験資格
保健師の免許を有する方。
３年以上の保健衛生に関する職務経験を有する方。

これまでいわき出張所で行っていた障がい福祉に関する業務は、12月
1日から楢葉町役場で行うことになりました。ご相談や申請等の際は、
楢葉町役場にご連絡いただくようお願いいたします。

火事と救急は119番

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント
3つの習慣・4つの対策

1 寝たばこは、絶対やめましょう。
2 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
3 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。

3つの
習慣

1 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
2 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
3 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置しましょう。
4 お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

4つの
対策

寒さと乾燥が厳しくなってきました。
手洗い、うがいを励行しましょう。

元気アップ教室
スケジュールすこやか掲示板

　これまで65歳に達した日以降に雇用された方
は、雇用保険の適用除外でしたが、1月以降は、1週
間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用の見込みがあれば、原則として雇用保険の対象
となります。詳しくは最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）にお問い合わせください。

　職場の中で起きている、賃金や退職、人間関係など
に関する困りごとや疑問についての相談をお受けし
ます。相談は無料で秘密は厳守します。相談は、平日の
面談や電話での相談のほか、ファックスや電子メール
で随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

　楢葉町では、平成29年4月採用の楢葉町職員『保
健師』採用試験を次のとおり実施しますので、受験を
希望される方は受付期間内にお申込みください。

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生ま
れた者で、次表の受験資格を満たす者。

なお、申込み方法及び詳細については、町ホーム
ページまたは下記までお問い合わせ願います。

お知らせならは
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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

12月　5日

12月　6日

12月　8日

12月　9日

12月　9日

12月12日

12月13日

12月15日

12月16日

　1月　6日

　1月　6日

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

※

※

※都合により曜日が異なります。ご注意ください。

双葉農業普及所 12月の営農相談窓口
12月　2日（金）  双葉町役場いわき事務所　産業課（いわき市東田町地内）
12月　9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）
12月15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）
12月15日（木）  葛尾村役場地域振興課
12月16日（金）  浪江町役場産業振興課

相双農林事務所双葉農業普及所
☎0240-23-6474　FAX 0240-27-4747

　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。（午前10時～正午）
　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。

お問い
合わせ先

「消しましょう  その火  その時  その場所で」【平成28年度防火標語】

（時間はいずれも午前１０時～正午）　※町村問わず最寄りの窓口にお越しください。

■助 成 対 象　接種日に65歳以上の方など
■接 種 期 限　12月26日（月）まで
■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。

インフルエンザ予防接種が
始まっています！

◉お問い合わせ先
　放射線対策課　放射線管理係　☎0240-23-6109

◉お問い合わせ先　独立行政法人自動車事故対策機構  福島支所
　　　　　　　　☎024-522-6626

◉お問い合わせ先　総務課行政係　☎0240-23-6100

◉お問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0240-23-6102

12/1~一部窓口が変更！
障がい福祉事務
［いわき出張所］

●障害福祉サービス・障害児通所サービス
●身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
●自立支援医療費　●重度心身障害者医療費助成
●補装具費　●特別児童扶養手当
●特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当
●ＮＨＫ放送受信料の免除　●有料道路通行料金の割引
●人工透析患者通院交通費助成　等

障がい福祉に関する業務

福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金

5万円

3万円

■1楢葉町への必要書類の提出期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の15日
■2福島県避難者支援課への補助金申請期限　　　
（期限日までの消印有効）　　　　　　　　　　　　　　　　
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の末日

！

日にち

12月  7日

12月22日

水

木

曜日 時　間 場　所

10：00～14：00

10：00～12：00

12月15日 木 16：00～18：30 男めし

もろ
もろ塾

行　事

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

※「男めし」は事前申し込みが必要です。12月9日（金）までにご連絡ください。

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）

ママため
サークル

　ガラスバッジ（Dシャトル）及び高機能累積線量計
（DOSE-e）は、1年に1度校正が必要です。
　これらを貸出している皆様には、町から校正のお知らせを
郵送させていただきますので、お知らせに同封してある返送用
封筒で郵送していただくか、役場窓口までご持参いただけます
ようお願いします。
　なお、各仮設住宅の集会所等での回収・交換も順次実施して
います。日程等の詳細は、仮設住宅へのチラシの投函や集会所
等への掲示でお知らせしています。

・・

元気
ですか？

窓口業務が
一部変更
されます。

■ テーマ『ニュートリノの小さな質量の発見』

2015年ノーベル物理学賞受賞
梶田隆章先生の講演会

東京大学宇宙線研究所所長

梶田 隆章 氏
聴講ご希望の方は、下記までお申込みください。（当日参加可能）

■日時：平成28年11月27日（日）   ■開演：午前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

開催
間近！！

講演会
参加

無料

いよいよ！



楢葉町 大切なお知らせ

3

◉ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会）開催日程
会　　場開 催 日

11月28日（月）
受付時間

13:15～14:30
13:15～14:30
 9:45～11:00
13:15～14:30
10:15～11:00
13:15～14:00

開催時間

11月29日（火）
11月30日（水）

◉下記日程の「元気アップ教室」でも測定ができます。
会　場

アリオス本館３Ｆ　中リハ室※
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

高久第10応急仮設住宅  第２集会所

時　間
11月28日（月）
11月29日（火）
11月30日（水）
12月 1日（木）

時　間
10:00～12:00
9:30～11:00
13:30～15:00
9:30～11:00

12月　1日（木）
12月　2日（金）

〞 〞

元気アップ教室
　測定プラス

※アリオスは上履きをご持参ください。

上荒川仮設住宅　第３集会所
サポートセンター「空の家」
サロン「ふらっと」

サポートセンター「空の家」
会津美里町宮里仮設住宅　北集会所

13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30
10:30～12:00
13:30～15:00

ヘルシーアップ教室（検診結果の相談会） のお知らせ

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.7

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせお知らせならは

2016

11.18

遠藤俊行 新産業創造室長

◉お問い合わせ先
　復興推進課　☎0240-23-6103　ＦＡＸ：0240-25-5564

管理職からの各課紹介

こんにちは 新産業創造室　●新産業創造係

7Vol.

Endo Toshiyuki

16

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

　当日は、姿勢や動作を分析するシステ
ムでの測定を行います。分析により、身体
の不調の理由や気になる体型の原因を
解析し、あなたに合った健康メニューを
提案します。Jヴィレッジのトレーナーが
優しく楽しく指導してくれます。
　「検診は受けなかったけど、測定はやっ
てみたい」という方も大歓迎です。

新たな街並み「コンパクトタウン」の
名称募集について
楢葉町は、町民と町内事業者の暮らしを再生し、また新

たな居住を促進するため、復興拠点の整備を進めています。
その中心となる「コンパクトタウン」。より多くの方に広く
知っていただき、親しまれるよう名称を募集します。
すてきな名前をつけてください。

ホームセンター

郵便局

至
南相馬市

国
道
6号

至 いわき市

至 天神岬

交流館

スーパー
テナント

従業員用駐車場

来客用駐車場

独立店舗

調整池

→

→

→

分譲住宅
ゾーン

災害公営
住宅ゾーン

蒲生歯科医院
（H28.7.1 開院）

ふたば復興診療所
（H28.2.1 開所）

あおぞら
こども園
（H29 春
再開予定）

楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

利用できる施設サービス等

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

学校再開にあたり教育委
員会（教育総務課）が移転
しました。

☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155
☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-23-6190
☎0246-38-3082

　こんにちは、新産業創造室長の遠藤です。
　新産業創造室は、震災後の平成25年9月に設置されました。皆さまには震災前
の〝商工観光課〞の方がなじんでいるでしょうか。
　当室の主な業務は、
① 生活する上で必要な買い物環境の整備　
② 雇用を生み出す新たな産業団地の整備　
③ 復興を成し遂げていく町をＰＲし、風評を払拭する産業の活性化　　　　　　
　などで、言い換えれば、「生活環境の充実と活気あふれる元気な町づくり」を担
当しています。
　また、商工事業者の再生や生業の再建も大切ですので、商工会などと連携しな
がら事業再開の支援に努めています。
　さらには、イノベーション・コースト構想を具現化させて、ロボット開発をはじめ
とする最先端技術の集積にも努め、若者にも魅力のある町、若者が定着する町に
なるといいですね。
　天神岬では、新しい温泉も掘削しています。サマーフェスティバルや秋空散策あるこう
会など、イベントも担当していますので、皆さまに「わくわく！」をたくさんお届けします。

検診結果が教えてくれる、あなたのからだの今とこれから

体を動かし健康づくりをしたい方
背筋を伸ばして若々しく暮らしたい方

最近、足腰が気になる方
少しおしっこの悩みがある方

運動できる服装で
飲み物を持参し、
直接会場に

お出かけください。

はがき（11月30日㈬消印有効）またはＦＡＸ(任意の様
式)、メールにて募集します。施設名称とその理由、住所、
氏名、年齢、連絡先を明記のうえ、お申し込みください。

■はがきの送付先
　〒979-0696 楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
                                     楢葉町復興推進課 行き
■ＦＡＸ番号　0240-25-5564
■メール番号　fukkou-n@town.naraha.lg.jp

応募方法

平成28年11月30日（水）まで募集期間
応募された中から、厳正に１点を選考します。選考方法
1採用名称は、街並みの愛称、名施設管理上の総称等として使用します。
2応募に関して取得した個人情報は、名称募集以外には使用しません。
3採用された名称は、その一部を変更または補正する場合があります。

その他

検診結果はいかがでしたか？結果は、あなたのからだの今の状態です。
検診結果の読み解き方、健康づくり、たばこ、こころの状態など、
専門スタッフ（医師や保健師、栄養士や心のケア、スポーツインストラクタなど）が
一緒に考え応援します。気になることがある方、興味がある方、ぜひお越しください。

待ってま
～す！

こんな方にお勧めです。
お気軽にお越しください。

ヘルシーアップ、
元気アップのいずれも

申込みは
必要ありません。

姿勢や動作を分析！

楢葉町大字下小塙字麦入31
楢葉南小学校（楢葉まなび館）内
☎0240-23-6190

小池百合子東京都知事が被災地への訪問とオリンピック・パラリ
ンピックのフラッグツアーのため、福島県を訪問されました。楢葉
町ではＪヴィレッジ、県立ふたば復興診療所、そして天神岬をご覧
になり、みるーる天神の記念碑に祈りと献花を捧げられました。

慶應義塾大学大学院教授の岸博幸さんが来庁されました。
今月14日に楢葉町復興戦略アドバイザーに就任し、強力な助っ
人として復興に向け、ご協力いただくことが決定しました。
詳報は広報ならは12月号で！

11月2日 11月7日

移転先

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
内科／月～金　　整形外科／月・水（午後のみ）・金

ときクリニック

☎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

内科・小児科／火～金

蒲生歯科医院

☎0240-25-2061

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

歯科／月～金

●楢葉町サイクリングターミナル
 （宿泊、レストラン）☎0240-25-3113
●天神岬温泉
　しおかぜ荘 ············ ☎0240-25-5726
●ブイチェーンネモト
　宅配サービス·········☎0120-444-948
●町内送迎バス·········☎0240-25-2131
●あおぞらこども園
　一時預かり保育····· ☎0246-38-3082

◆場所  天神岬スポーツ公園
◆期間  平成28年12月2日（金）～平成29年1月22日（日）

WINTER ILLUMINATION in ならは

※イベントの詳細は、ホームページやタブレットでご確認ください。

12月2日（金）点灯式・プロジェクションマッピングほか
12月3日（土）プロジェクションマッピング

オープニングイベント
Opening Event

点灯時間
17：00～21：00

医療機関
情報

◉お問い合わせ先　楢葉町イルミネーション実行員会　☎0240-23-6105　


