
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師に、詐欺・悪質

商法評論家として様々

なメディア等で幅広く

活躍中の多田文明氏を

招いて、悪徳商法にだ

まされないための講演

会を開催します。 

入場無料です。皆さ

んどうぞおいでくださ

い。 

 

■日時 １月３１日（日） 

１３：３０～１５：００ 

■会場 国見町観月台文化センター 

大研修室 

■講師 多田 文明 氏 

■演題 「悪徳商法にだまされないために」 

■問い合わせ  

まちづくり交流課商工観光係 

☎５８５－２２３８ 

  

 

 

 

素敵な出会いは良いコミュニケーション

から始まります。友達とのコミュニケーシ

ョンは得意だけど異性とのコミュニケーシ

ョンは苦手という方、人との関わり方が上

手くなりたいという方はぜひご参加くださ

い。コミュニケーションについて勉強して

みたいという方にも、楽しんでいただける

内容となっています。 

 

■日時 ２月１１日（木・祝日） 

    １８：３０～２０：３０ 

■会場 国見町観月台文化センター 

    第１会議室 

■講師 アズ・コミュニケーション 

 前田 文 氏 

■対象 １８歳以上の独身の方 

■定員 男性１２名 女性１２名 

※参加無料 申し込みは電話又はメールで 

■主催 スマイル国見若人の会 

■問い合わせ・申込 保健福祉課社会福祉係 

☎５８５－２７９３ 

メールhoken@town.kunimi.fukushima.jp 

 

 

現在第十回特別弔慰金の受付を平成３０

年４月２日まで受け付けています。請求期

間を過ぎると特別弔慰金を受けることがで

きなくなりますので、ご注意ください。 

 

■請求期限 平成３０年４月２日 

■支給対象者 

戦没者等の死亡当時のご遺族で 

１ 平成２７年４月１日までに戦傷病者

戦没者遺族等援護法による弔慰金の

受給権を取得した方 

２ 戦没者等の子 

 

 

 

３ 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 

④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、

生計関係を有していること等の要件

を満たしているかどうかにより、順

番が入れ替わります。 

４ 上記１から３以外の戦没者等の三親

等内の親族（甥、姪等）※戦没者等

の死亡時まで引き続き１年以上の生

計関係を有していた方に限ります。 

■支給内容 

額面２５万円、５年償還の記名国債 

■問い合わせ 保健福祉課社会福祉係 

 ☎５８５－２７９３ 
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婚活セミナー 

出会いを育むコミュニケーション 

消費者行政活性化事業 

「多田文明」講演会 

戦没者等のご遺族の皆さまへ 

弔慰金の手続きはおすみですか？ 



 

 

 

 国見町では、税・社会保障の分野におい

て、次の事務手続きなどの際にマイナンバ

ーの記載と本人確認が必要となります。 

 窓口における申請などには、「個人番号カ

ード」または「通知カード＋本人確認書類」

が必要となりますので、ご持参ください。 

   

■本人確認について 

 マイナンバーを取り扱う際には、本人

確認が必要となります。 

①個人番号カードの場合 

 個人番号カードのみで個人番号と本人

確認が可能です。 

②通知カードの場合 

  通知カードと運転免許証などの顔写真

付き身分証明書の２つで確認します。 

 ※顔写真付きの身分証明書が無い場合は、

健康保険証と納税通知書等公的機関の

発行した書類２つを用意してください。 

  

■問い合わせ  

・制度全般に関すること 

総務課文書広報係 ☎５８５－２１１３ 

・カードに関すること 

住民生活課戸籍係 ☎５８５－２１１５ 

■マイナンバーを利用する主な手続き 

※住所や氏名の変更の際にも、個人番号カ

ード又は通知カードをご持参ください。カ

ードに記載されている住所や氏名を変更し

ます。 

 

 

町による粗大ごみの収集

日は、毎月第１・第３水曜

日です。 

 粗大ごみを出すときは、

収集日の前日（平日の８：

３０～１７：１５）までに、

品目及び数量を住民生活課

へご連絡ください。 

 なお、２月の収集日は３

日と１７日です。 

 

■問い合わせ・連絡先 

住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

 

 

 

町では、これまで不燃ごみや粗大ごみとして処理されて

いた使用済小型家電の回収を平成２７年１２月２１日（月）

より開始しました。これにより、使用済小型家電に含まれ

る有用金属（レアメタルや貴金属等）の再資源化、ごみ減

量化の推進を図ります。 

 回収場所や回収できる小型家電については、先に配布し

たチラシ「使用済小型家電のリサイクルにご協力ください。」

でご確認ください。 

 なお、回収用のボックスに入らないデスクトップパソコ

ンなどは、町のイベント時に回収を実施予定しており、イ

ベント回収の日時等は広報紙などでお知らせしますので、

回収ボックスの周辺には置かないでください。 

 

■問い合わせ 住民生活課住民防災係☎５８５－２１１６ 

内  容 担当課・係 

町税等に関する手続き 

※平成２８年分から順次実

施となります。 

税務課 

課税係・収納係 

母子保健（妊娠届など）、

予防接種の実費徴収免除 

保健福祉課 

保健係 

国民健康保険、後期高齢者

医療、子ども医療費 

保健福祉課 

国保係 

介護保険、老人福祉法に基

づく福祉措置 

保健福祉課 

長寿介護係 

児童手当、児童扶養手当、

特別児童扶養手当、重度心

身障害者医療費、ひとり親

等家庭医療費、障がい者福

祉、生活保護 

保健福祉課 

社会福祉係 

特別支援教育就学奨励費、

要保護準要保護就学援助

費 

学校教育課 

学校教育係 

保育所入所、幼稚園入園、

私立幼稚園就園奨励費 

幼児教育課 

幼児教育係 

町営住宅の入退去 建設課管理係 

１月１日よりマイナンバーの利用が始まりました 

粗大ごみの収集 使用済小型家電リサイクルの実施 



 

個人番号カードを申請された方に、１月

下旬より順次個人番号カードを交付開始す

る予定です。申請された方には「個人番号

カード交付通知書兼照会回答書」を送付し

ます。通知書に必要事項を記入し、次に示

す必要書類を持参の上、住民生活課戸籍係

窓口にご来庁ください。 

 

■持参いただくもの 

 ・本人確認書類…運転免許証、パスポー

ト、顔写真有の住民基本台帳カード等

の顔写真付き証明書を１点、複数お持

ちの方は２点(暗証番号の入力をお願

いする場合があります。) 

 ※顔写真付きの証明書をお持ちでない方

…保険証、年金手帳・証書、介護保険

証等を２点 

 ・記入した照会回答書・・・１枚 

 ・通知カード・・・・・・・１枚 

 (お持ちの方のみ) 

・住民基本台帳カード・・・１枚 

(個人番号カードと引き換えになります。) 

 

 

 

 

■交付日・時間 

 ・窓口業務を行う平日 

 ８：３０～１７：１５(木曜日の窓口延

長時の交付受付は１８：３０まで) 

 ・個人番号カード交付臨時窓口 

２月と３月の第２・第４日曜日 

８：３０～１６：３０ 

■その他 

・カード交付の期限は「交付通知書に記

載の通知日より１ヶ月」です。 

・交付の際、顔認証システムを用いるこ

とがありますので、あらかじめ、ご了

承お願いします。 

 ・代理人による個人番号カードの受け取

りは「病気、身体の障害等によるやむ

を得ない理由」がある方のみ可能です。

ご希望の方は、担当までご連絡くださ

い。 

■問い合わせ 住民生活課戸籍係 

☎５８５－２１１５ 

 

 

 

 

 

消費税引き上げに伴う臨時的な給付金

「臨時福祉給付金」の申請締め切りが平成

２８年２月９日（火）となっています。 

対象者は町県民税非課税の方が対象（た

だし、ご自身を扶養されている方が課税さ

れている場合などは、対象外となります。）   

申請をまだされていな方は期限内に申請

してください。ご自身が対象になるか、制

度のことなど不明な点については、保健福

祉課社会福祉係まで問い合わせください。 

 

■問い合わせ 保健福祉課社会福祉係 

 ☎５８５－２７９３ 

 

 

東日本大震災に係る被災者生活再建支援

金（基礎支援金）の申請期間が次のとおり

再延長されました。 

  

申 

請 

期 

間 

 延長前 延長後 

基礎 

支援金 

平成２８年 

４月１０日 

平成２９年 

４月１０日 

加算 

支援金 

平成３０年 

４月１０日 

左記のとおり 

（延長なし） 

 

■問い合わせ 住民生活課住民防災係  

☎５８５－２１１６ 

マイナンバー 個人番号カードを交付します 

～通知カードをまだ受け取られていない方へ～ 

 国見町での通知カードの保管期間は「平成２８年３月３１日」までです。まだ受け

取られていない方はお早めに窓口来庁をお願いします。 

臨時福祉給付金の 

申請締め切りがまもなくです 

被災者生活再建支援金 

（基礎支援金）の申請期間の再延長 
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■環境放射能測定結果 
①各地の放射線量率                   （単位：マイクロシーベルト/時） 
地区 測定場所 測定条件 1/6 1/13 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．14 0．12 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．12 0．12 
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．08 
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．15 0．13 
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．09 
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．09 
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．14 0．12 
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．15 0．18 
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．08 0．08 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．19 0．19 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．11 0．11 

◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 
②保育所・幼稚園・小学校・中学校の放射線量率      （単位：マイクロシーベルト/時） 
測定場所 測定条件 1/6 1/13 測定場所 測定条件 1/6 1/13 
藤田保育所 50ｃｍ 0．12 0．11 国見小学校 50ｃｍ 0．07 0．09 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．06 0．05 県北中学校 1ｍ 0．07 0．07 

◆問い合わせ 学校教育課 ☎585-2158 
③仮置場空間線量率            （測定：地上１ｍ、単位マイクロシーベルト/時） 

仮置場 測定地点 1/6 1/13 仮置場 測定地点 1/6 1/13 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 0．10 0．11 森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側 
町道沿 

0．10 0．09 
中心 0．08 0．09 

藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 0．12 0．11 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．09 0．08 

中心 0．11 0．10 中心 0．10 0．10 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

進入口 0．10 0．09 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．07 0．11 

中心 0．10 0．12 中心 0．09 0．10 

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．07 0．07 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

進入口 0．08 0．10 

中心 0．08 0．08 中心 0．07 0．08 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

進入口 0．09 0．10 大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．12 0．10 

中心 0．11 0．11 中心 0．12 0．13 

※森江野方部 1号は、森江野方部会で測定しています。 
※搬入中の仮置場は、敷地内の中心でも測定しています。 ◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 
 
④県北浄化センターにおける環境放射線    ⑤県北浄化センター脱水汚泥に含まれる放射性物質 
 モニタリング調査結果（単位：マイクロシーベルト/時）    濃度モニタリング調査結果（単位：ベクレル/ｋｇ） 

測定場所 測定条件 12/1 12/28 
 

 採取月日 核種濃度 備考 
副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．15 0．17 最小値 12/9・24・25・29 0 セシウム 

134・137 合計 汚泥保管テント（アスファルト） 1ｍ 0．13 0．15 最大値 12/13 99 
※12月末下水汚泥保管量 約 19,330ｔ（テント数 58張）公益財団法人福島県下水道公社測定 
※現在、日々発生する量の全量を場外へ搬出しています。  ◆問い合わせ 下水道係 ☎585-2984 
 
⑥飲料水（水道水）の放射性物質モニタリング検査結果 

測定場所 取水場所 
1/6 1/13 

ヨウ素 セシウム ヨウ素 セシウム 
町水道事業 観月台文化センター ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 
泉田・泉田下簡易水道 泉田字石田後地内 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

ＮＤ：検出限界値未満 検出限界値：1Bq/kg 
※福島県内の水道水モニタリング検査結果については、福島県ホームページ（東日本大震災関連情
報/各種モニタリング結果）で公表しています。     ◆問い合わせ 水道係 ☎585-2997 


