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お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.2

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせ

医療機関
情報

県立ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
● 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30

診療科目

内　　科

整形外科

月

○

○

火

○
水

○
午後
のみ

木

○

○

金

○

☎0240-23-6500

ときクリニック
● 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00

診療科目
内　　科
小 児 科

火

○

水

○

木

○

金

○

☎0240-25-1222
● 来院時送迎の受付　9：00～15：30

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

お知らせならは

2016

6.17

こんにちは、総務課長の磐城です。
総務課では職員の人事や給与などを所管するほか、議会や行政全体

の総合調整を行っています。また、町の台所として予算や財政に関する
ことも管理しています。
大震災以降は、被災者支援や復興業務など膨大な事業量が発生し、そ

れらに迅速に対応するため、何度も組織の見直しを行ってきました。現
在、総務課は行政、財政係に加え、財産管理係（町の財産や町営住宅など
を管理）、入札監理係（復興事業の増大に伴う適正な入札執行）、さらに
損害賠償支援係（公共の損害賠償や個人の賠償支援）と、計5つの係があ
り、総勢16名の体制で業務に当っています。
町民のみなさまに直接対応する業務が少ない部署ではありますが、各

課に属さない案件などについては、総務課が対応しますので、どうぞお気
軽にご相談いただきたいと思っております。

磐城  恭 総務課長

「ならは応援団」が役場庁舎
前の国道沿いに、今年も花の

チカラを植えてくれました。
人が協力することのチカラ

も大きく、1,500株のマリーゴ
ールドはあっという間に、

花壇の中で明るく微笑みまし
た。（6月2日）

相談・受付の窓口 利用できる施設・サービス等
●粗大ごみ等の回収
●ステーションごみの回収
●東京電力による片付け支援等
●住宅再建の相談
●双葉地方水道企業団
●東京電力コールセンター
●東京電力損害賠償相談窓口

☎0120-03-3965
☎0240-25-8993
☎080-1221-3522
☎0240-23-6321
☎0240-25-5315
☎0120-175-655
☎0120-926-404

☎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

明日のために この一票が大切です。
第24回参議院議員通常選挙　投票日 ７月１０日（日）

◉お問い合わせ先　選挙管理委員会　☎0240-23-6100

暮らしのインフォメーション

管理職からの各課紹介

こんにちは 総務課　●行政係　●財政係　●財産管理係　●入札監理係
　　　　●損害賠償支援係

2Vol.

※詳細は、別途発送の選挙管理委員会からのお知らせ、または町ホームページでご確認ください。

○投票日　平成28年7月10日（日）
※投票所によって、閉まる時刻が異なります。
　ご注意ください。

※投票所によって開設する期間・時間が異なります。お間違いのないようご確認ください。

○公　示　日　平成28年6月22日（水）
○期日前投票　平成28年6月23日（木）～7月9日（土）

選挙の日程

期日前投票所

当日投票所 7月10日(日)

6／23㈭～7／4㈪ 5㈫ 6㈬ 7㈭ 8㈮ 9㈯時間 期間

楢葉町コミュニティセンター

いわき市高久第10仮設住宅  第1集会所

いわき市上荒川仮設住宅  第2集会所

会津美里町宮里仮設住宅  北集会所

午前9時～午後6時

午前8時30分～午後8時

午前9時～午後6時

午前9時～午後6時

楢葉町コミュニティセンター

楢葉小・中学校中央台仮設校舎体育館

会津美里町宮里仮設住宅  北集会所

午前7時～午後8時

午前7時～午後7時

午前7時～午後5時

Iwaki Yasushi

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



第1篇（赤色）発災と避難の日々　　　全213頁　1,300円
第2編（緑色）復興と避難指示の解除　全212頁　1,300円
（2編同時購入の場合、セット価格2,500円）

「消しましょう  その火  その時  その場所で」 火事と救急は119番

住民健診の意向調査を同封しています。健康第一！
　この機会を逃すと来年になって
しまいます。
  「受診する」、「受診しない」に関わ
らず、同封している「平成28年度楢
葉町住民健診意向調査票」に必要事
項を記入し、期日までに必ずご提出
ください。
　なお、この調査は住民健診の申し
込みも兼ねています。

●対象者：20歳以上の方（平成28年4月
～平成29年3月末の間に20歳にな
られる方）対象年齢をご確認の上、
ご記入ください。
●提出期限：平成28年6月30日（木）
●提出の方法 　 　　　　　　　　　　
同封の返信用封筒に入れて郵送する
か、楢葉町役場・いわき出張所・会津美
里出張所のいずれかの窓口にご提出
ください。

◉お問い合わせ先　政策広報室　☎0240-23-6150
楢葉町役場、いわき出張所、会津美里出張所の各窓口でご購入
いただけます。

　国民年金は、20歳から60歳までの保険料納付等の
状況により年金受給額が決定します。免除申請をされた方は、満額納付した
場合と比べて、老齢基礎年金が免除期間に応じて減額支給となりますので、
くれぐれもご注意ください。
　なお、免除申請をしていた期間の保険料は10年以内であれば、後から追納し
て老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です（追納制度）。

ご 注 意

そ族昆虫に
サヨウナラ

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！
 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。

　作業は1時間以内で終了します。ダ
ニや蚊及びハエ等を駆除して快適に
生活しましょう。ただし、床下防除工
は床下換気口が設置されていない
場合は実施できませんのでご了承く
ださい。
　ご希望の方は、「広報ならは」6月
号に封入した「住宅床下そ族昆虫防
除工申込書」に必要事項をご記入の
上、7月31日（日）までにFAXでお申
込みください。または楢葉町役場、
いわき出張所の各窓口に提出してく
ださい。

◉お問い合わせ先
　環境防災課  ☎0240-23-6108

◉お問い合わせ先
　環境防災課  ☎0240-23-6108

◉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　国保年金係・保健衛生係　☎0240-23-6102

梅雨の間は運動不足になりがちですね。
こんな時こそからだを動かしましょう！

★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

高久第5仮設住宅 談話室

高久第9仮設住宅 第１集会所

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

飯野仮設住宅 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

金曜日

金曜日

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

金曜日

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日　

金曜日

金曜日

金曜日

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

6月24日

6月24日

7月　4日

7月　5日

7月　7日

7月　8日

7月　8日

7月11日

7月12日

7月14日

7月15日

7月15日

7月22日

7月22日

お知らせならは

◇浪江消防署  0240-34-7360
◇富岡消防署  0240-25-2119

すこやか掲示板
日にち

6月23日

6月24日

7月12日

木

金

火

曜日 時　間 場　所

10:00～11：45

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

10：00～10：30  受付

ママため
サークル

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）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

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）

乳がん
検診

7月  7日 木
　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

子宮がん
検診

離乳食
教室

行　事

楢葉町 大切なお知らせ

〇対象の方には受診録をお送りしています。
〇1日で受診できる人数には限りがありますので、日程の変更を
ご希望の方はご連絡ください。   

〇事前申し込みが必要です。7月7日（木）までにご連絡ください。
〇持ち物が必要になりますのでご準備ください。
　　●赤ちゃんがご家庭で使用しているスプーンや食器
          （ない場合にはお貸しします。）
　　●親子手帳
　　●赤ちゃんの着替えやミルク等
　　●その他（飲み物、タオル、おむつなど）   

元気アップ教室
スケジュール

熱中症対策はお早めに
熱中症は「気付く」ことで防げます！
大切な家族、知人、自分の健康を守るために！

【平成28年度全国統一防火標語】

１「水分」をこまめに取ろう
２ 塩分をほどよく取ろう

３ 睡眠環境を快適に保とう
４ 丈夫な身体づくり

消防署からの
お知らせ

金婚ご夫婦、受付中！金婚ご夫婦、受付中！
　今年度の楢葉町敬老会は、9月11日（日）に楢葉町コミュニティセンター
で開催することが決まっています。敬老会について詳しいことは別途お
知らせしますが、この席上で表彰する金婚ご夫婦を受け付けています。
　ご夫婦が力を合わせて、家庭を築き社会に貢献されてきた50年間
に対し、敬意をもって表彰します。ご夫婦の歴史を記念してぜひお申
込みください。

㊗
50年

楢葉町主催 福島民報社・福島県老人クラブ連合会

昭和40年9月16日～昭和41年9月15日
（戸籍上の婚姻によります。）

対象となる婚姻

申込み期限

お問い合わせ先

昭和41年1月1日～昭和41年12月31日
（こちらは事実婚を含みます。）

平成28年8月19日（金）

☎0240-23-6102

平成28年7月15日（金）

☎0240-25-1077

国民年金保険料の免除申請について
　現在、国民年金に加入している方で、平成23年3月11日時点で楢葉
町に住所を有していた方は、ご本人からの申請により、国民年金保険
料が全額免除となります。昨年、申請をされた方は平成28年6月分まで
の保険料が免除となっていますが、7月分以降も免除を希望される場
合は7月以降に再度、申請が必要です。
　申請は楢葉町役場、またはお近くの日本年金機構事務所で行うこと
ができます。

◉お問い合わせ先
　住民福祉課国保年金係　　  ☎0240-23-6102
　日本年金機構平年金事務所  ☎0246-23-5611

来てね

住宅床下そ族昆虫防除工
申込み受付中

消防署
連絡先

楢葉町災害記録誌 
－語り継ぐ震災、築く未来へ－
を販売

　巨大地震と津波の襲来、そして原子力発電所の事
故による全町避難。4年数か月に及ぶ避難指示解除ま
での私たちの記録。だれもが感じた大きな不安や恐
怖、感謝、ふるさとへの思い－。
　千年に一度と言われる未曾有の災害の記録を形
に残すため、楢葉町災害記録誌（本編）第1編及び第
2編を発行しました。すでに、これらのダイジェスト
版についてはお配りしていますが、迫力ある写真を
豊富に使った、詳細な本編をぜひお求めください。

同封の
うす緑色の用紙に
記入してご提出を！

年金担当の
坂本です。



第1篇（赤色）発災と避難の日々　　　全213頁　1,300円
第2編（緑色）復興と避難指示の解除　全212頁　1,300円
（2編同時購入の場合、セット価格2,500円）

「消しましょう  その火  その時  その場所で」 火事と救急は119番

住民健診の意向調査を同封しています。健康第一！
　この機会を逃すと来年になって
しまいます。
  「受診する」、「受診しない」に関わ
らず、同封している「平成28年度楢
葉町住民健診意向調査票」に必要事
項を記入し、期日までに必ずご提出
ください。
　なお、この調査は住民健診の申し
込みも兼ねています。

●対象者：20歳以上の方（平成28年4月
～平成29年3月末の間に20歳にな
られる方）対象年齢をご確認の上、
ご記入ください。
●提出期限：平成28年6月30日（木）
●提出の方法 　 　　　　　　　　　　
同封の返信用封筒に入れて郵送する
か、楢葉町役場・いわき出張所・会津美
里出張所のいずれかの窓口にご提出
ください。

◉お問い合わせ先　政策広報室　☎0240-23-6150
楢葉町役場、いわき出張所、会津美里出張所の各窓口でご購入
いただけます。

　国民年金は、20歳から60歳までの保険料納付等の
状況により年金受給額が決定します。免除申請をされた方は、満額納付した
場合と比べて、老齢基礎年金が免除期間に応じて減額支給となりますので、
くれぐれもご注意ください。
　なお、免除申請をしていた期間の保険料は10年以内であれば、後から追納し
て老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です（追納制度）。

ご 注 意

そ族昆虫に
サヨウナラ

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！
 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。

　作業は1時間以内で終了します。ダ
ニや蚊及びハエ等を駆除して快適に
生活しましょう。ただし、床下防除工
は床下換気口が設置されていない
場合は実施できませんのでご了承く
ださい。
　ご希望の方は、「広報ならは」6月
号に封入した「住宅床下そ族昆虫防
除工申込書」に必要事項をご記入の
上、7月31日（日）までにFAXでお申
込みください。または楢葉町役場、
いわき出張所の各窓口に提出してく
ださい。

◉お問い合わせ先
　環境防災課  ☎0240-23-6108

◉お問い合わせ先
　環境防災課  ☎0240-23-6108

◉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　国保年金係・保健衛生係　☎0240-23-6102

梅雨の間は運動不足になりがちですね。
こんな時こそからだを動かしましょう！

★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

高久第5仮設住宅 談話室

高久第9仮設住宅 第１集会所

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

飯野仮設住宅 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

金曜日

金曜日

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

金曜日

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日　

金曜日

金曜日

金曜日

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

6月24日

6月24日

7月　4日

7月　5日

7月　7日

7月　8日

7月　8日

7月11日

7月12日

7月14日

7月15日

7月15日

7月22日

7月22日

お知らせならは

◇浪江消防署  0240-34-7360
◇富岡消防署  0240-25-2119

すこやか掲示板
日にち

6月23日

6月24日

7月12日

木

金

火

曜日 時　間 場　所

10:00～11：45

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

10：00～10：30  受付

ママため
サークル

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）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

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）

乳がん
検診

7月  7日 木
　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

サポートセンター
「空の家」
（いわき市中央台高久）

子宮がん
検診

離乳食
教室

行　事

楢葉町 大切なお知らせ

〇対象の方には受診録をお送りしています。
〇1日で受診できる人数には限りがありますので、日程の変更を
ご希望の方はご連絡ください。   

〇事前申し込みが必要です。7月7日（木）までにご連絡ください。
〇持ち物が必要になりますのでご準備ください。
　　●赤ちゃんがご家庭で使用しているスプーンや食器
          （ない場合にはお貸しします。）
　　●親子手帳
　　●赤ちゃんの着替えやミルク等
　　●その他（飲み物、タオル、おむつなど）   

元気アップ教室
スケジュール

熱中症対策はお早めに
熱中症は「気付く」ことで防げます！
大切な家族、知人、自分の健康を守るために！

【平成28年度全国統一防火標語】

１「水分」をこまめに取ろう
２ 塩分をほどよく取ろう

３ 睡眠環境を快適に保とう
４ 丈夫な身体づくり

消防署からの
お知らせ

金婚ご夫婦、受付中！金婚ご夫婦、受付中！
　今年度の楢葉町敬老会は、9月11日（日）に楢葉町コミュニティセンター
で開催することが決まっています。敬老会について詳しいことは別途お
知らせしますが、この席上で表彰する金婚ご夫婦を受け付けています。
　ご夫婦が力を合わせて、家庭を築き社会に貢献されてきた50年間
に対し、敬意をもって表彰します。ご夫婦の歴史を記念してぜひお申
込みください。

㊗
50年

楢葉町主催 福島民報社・福島県老人クラブ連合会

昭和40年9月16日～昭和41年9月15日
（戸籍上の婚姻によります。）

対象となる婚姻

申込み期限

お問い合わせ先

昭和41年1月1日～昭和41年12月31日
（こちらは事実婚を含みます。）

平成28年8月19日（金）

☎0240-23-6102

平成28年7月15日（金）

☎0240-25-1077

国民年金保険料の免除申請について
　現在、国民年金に加入している方で、平成23年3月11日時点で楢葉
町に住所を有していた方は、ご本人からの申請により、国民年金保険
料が全額免除となります。昨年、申請をされた方は平成28年6月分まで
の保険料が免除となっていますが、7月分以降も免除を希望される場
合は7月以降に再度、申請が必要です。
　申請は楢葉町役場、またはお近くの日本年金機構事務所で行うこと
ができます。

◉お問い合わせ先
　住民福祉課国保年金係　　  ☎0240-23-6102
　日本年金機構平年金事務所  ☎0246-23-5611

来てね

住宅床下そ族昆虫防除工
申込み受付中

消防署
連絡先

楢葉町災害記録誌 
－語り継ぐ震災、築く未来へ－
を販売

　巨大地震と津波の襲来、そして原子力発電所の事
故による全町避難。4年数か月に及ぶ避難指示解除ま
での私たちの記録。だれもが感じた大きな不安や恐
怖、感謝、ふるさとへの思い－。
　千年に一度と言われる未曾有の災害の記録を形
に残すため、楢葉町災害記録誌（本編）第1編及び第
2編を発行しました。すでに、これらのダイジェスト
版についてはお配りしていますが、迫力ある写真を
豊富に使った、詳細な本編をぜひお求めください。

同封の
うす緑色の用紙に
記入してご提出を！

年金担当の
坂本です。



楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.2

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせ

医療機関
情報

県立ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
● 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30

診療科目

内　　科

整形外科

月

○

○

火

○
水

○
午後
のみ

木

○

○

金

○

☎0240-23-6500

ときクリニック
● 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00

診療科目
内　　科
小 児 科

火

○

水

○

木

○

金

○

☎0240-25-1222
● 来院時送迎の受付　9：00～15：30

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ）

お知らせならは

2016

6.17

こんにちは、総務課長の磐城です。
総務課では職員の人事や給与などを所管するほか、議会や行政全体

の総合調整を行っています。また、町の台所として予算や財政に関する
ことも管理しています。
大震災以降は、被災者支援や復興業務など膨大な事業量が発生し、そ

れらに迅速に対応するため、何度も組織の見直しを行ってきました。現
在、総務課は行政、財政係に加え、財産管理係（町の財産や町営住宅など
を管理）、入札監理係（復興事業の増大に伴う適正な入札執行）、さらに
損害賠償支援係（公共の損害賠償や個人の賠償支援）と、計5つの係があ
り、総勢16名の体制で業務に当っています。
町民のみなさまに直接対応する業務が少ない部署ではありますが、各

課に属さない案件などについては、総務課が対応しますので、どうぞお気
軽にご相談いただきたいと思っております。

磐城  恭 総務課長

「ならは応援団」が役場庁舎
前の国道沿いに、今年も花の

チカラを植えてくれました。
人が協力することのチカラ

も大きく、1,500株のマリーゴ
ールドはあっという間に、

花壇の中で明るく微笑みまし
た。（6月2日）

相談・受付の窓口 利用できる施設・サービス等
●粗大ごみ等の回収
●ステーションごみの回収
●東京電力による片付け支援等
●住宅再建の相談
●双葉地方水道企業団
●東京電力コールセンター
●東京電力損害賠償相談窓口

☎0120-03-3965
☎0240-25-8993
☎080-1221-3522
☎0240-23-6321
☎0240-25-5315
☎0120-175-655
☎0120-926-404

☎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

明日のために この一票が大切です。
第24回参議院議員通常選挙　投票日 ７月１０日（日）

◉お問い合わせ先　選挙管理委員会　☎0240-23-6100

暮らしのインフォメーション

管理職からの各課紹介

こんにちは 総務課　●行政係　●財政係　●財産管理係　●入札監理係
　　　　●損害賠償支援係

2Vol.

※詳細は、別途発送の選挙管理委員会からのお知らせ、または町ホームページでご確認ください。

○投票日　平成28年7月10日（日）
※投票所によって、閉まる時刻が異なります。
　ご注意ください。

※投票所によって開設する期間・時間が異なります。お間違いのないようご確認ください。

○公　示　日　平成28年6月22日（水）
○期日前投票　平成28年6月23日（木）～7月9日（土）

選挙の日程

期日前投票所

当日投票所 7月10日(日)

6／23㈭～7／4㈪ 5㈫ 6㈬ 7㈭ 8㈮ 9㈯時間 期間

楢葉町コミュニティセンター

いわき市高久第10仮設住宅  第1集会所

いわき市上荒川仮設住宅  第2集会所

会津美里町宮里仮設住宅  北集会所

午前9時～午後6時

午前8時30分～午後8時

午前9時～午後6時

午前9時～午後6時

楢葉町コミュニティセンター

楢葉小・中学校中央台仮設校舎体育館

会津美里町宮里仮設住宅  北集会所

午前7時～午後8時

午前7時～午後7時

午前7時～午後5時

Iwaki Yasushi

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




