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国民健康保険税
（第 2 期）

8 月 31日金は国民健康保険税の納期限です。忘れずに納めましょう。
問保健福祉課国保係　☎ 585-2785

個人町県民税（普通徴収）の納期限（第 2 期分）は、前年中に所得のあった個人に課税される税金のうち、
給与支払者（会社など）を通じて納める方法（特別徴収）以外の事業所得者などの個人の方が納めて

いただくものです。
　納税通知書は 6 月 15 日に送付していますので、納期限（8 月 31 日金）までに必ず納付されるようお願い
します（口座振替を利用している方は、預金の残高確認をお願いします）。

【 個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税等の課税に関すること】問税務課課税係　☎ 585-2778
【納税に関すること】問税務課収納係　☎ 585-2780

8月31日金は、個人町県民税（普通徴収）の
納期限（第 2期分）です

お知
らせ

コチラも
忘れずに！

J アラート全国一斉情報伝達訓練お知
らせ

■ 訓練日時　8 月 29 日水　午前 11 時頃

■ 訓練内容　自宅に設置されている防災行政無線
　　　　　　  （デジタル同報系）戸別受信機および
　　　　　　  各地区中央集会所等に置されている屋
　　　　　　  外拡声子局に右の放送が流れます。

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国一斉
情報伝達訓練を実施します。

※戸別受信機から放送が聞こえなかった場合は、
　住民生活課まで連絡ください。

上りチャイム音♪
「これは、Ｊアラートのテストです。」× 3
「こちらは、ぼうさいくにみこうほうです。」

下りチャイム音♪

問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

平成 25 年 9 月 5 日にグランドオープンした「くに
みももたん広場」が、この度オープンから 5 周年

を迎え、記念式典を開催します。
　町内外から多くの子どもたちや保護者にご利用いた
だき、今年 4 月には延べ利用者が 15 万人を達成し、子
どもたちの心身の健康と子育て支援になくてはならな
い施設となっています。
　式典には、国見町のマスコットキャラクター「くに
みももたん」も参加し、子どもたちとのふれあいや記
念撮影を行います。おたのしみ会も行いますので、ぜ
ひ来場ください。

国見町屋内遊び場「くにみももたん広場」
オープン 5周年記念式典

お知
らせ

■日 時　9 月 1 日土　午前 10 時 30 分から
■会 場　くにみももたん広場

問幼児教育課　☎ 585-2119

みんなで
遊びに来てね！
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内臓脂肪を燃やす会
かい

？【メラメラ編】募集

昨年大好評だった運動教室を、今年はシリーズ化（6回コース）で開催します。
参加希望者は保健福祉課保健係までお電話を！受付期間は8月 31日まで！

みんなで内臓脂肪をメラメラ燃やしましょう！

★運動メインの教室ですので、関節等の痛みがある方の申込みはご遠慮ください。
★教室では簡単なアンケート、体重・体脂肪・腹囲・血圧測定を行います。
★運動しやすい服装で、上履き・タオル・水分を準備してきてください。

■問い合わせ・申込先　
　保健福祉課保健係　☎ 585-2783

平成 31年 4月 1日から
「働き方改革関連法」が施行されます

お知
らせ

時間外労働の上限規制の導入など「働き方改革関連法」が
平成 31 年 4月 1日から順次施行されます。

ポイント 1　時間外労働の上限規制が導入されます
時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、
年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度に設定す
る必要があります。【施行：平成 31 年 4月 1日～　※中小企業は平成 32 年 4月 1日～】

ポイント 2　年次有給休暇の確実な取得が必要です
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年 5日、時季を指定して有
給休暇を与える必要があります。【施行：平成 31 年 4月 1日～】

ポイント 3　正規雇用者と非正規雇用者の間の不合理な待遇差が禁止されます
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣
労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。【施行：平成 32
年 4月 1日～　※中小企業は平成 33 年 4月 1日～】

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（平成 30年 6月 29 日成立、同年 7月 6日公布）

概 要

詳しくは、福島労働局HPトップページ
働き方改革

開催スケジュール
１回目 9月 14日金

■場 　 所　上野台体育館
■時 　 間　午前 9時 30 分から午前 11 時 30 分
■講 　 師　YAGOメディカルフィットネスクラブ健康運動指導士
■定 　 員　20 名程度 ( 先着順 )

２回目 9月 28日金
３回目 10月 10日水
４回目 10月 24日水
５回目 11月 14日水
６回目 11月 21日水

忘れずに準備しましょう！
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ペットはマナーを守って
飼育してください

お知
らせ

・犬などのペットを散歩させる際には、ビニール
　袋等を持参し、フンは放置せずに必ず持ち帰っ
　て、飼い主の責任で処理してください。

・飼い犬を迷子にさせないでください。（鑑札、注
　射済票番号を装着することで、飼い主がわかり
　ます。）

・ペットが逃げてしまったら、保健所、役場、警
　察等へすぐ連絡しましょう。

・ねこの放し飼いは、ご近所への迷惑や交通事故
　の発生につながりますので、室内での飼育に努
　めてください。

・野良ねこへエサを与えるとその場所がねこのた
　まり場になり、ご近所への迷惑につながります。
　ねこにエサを与える方は「ご自身が飼い主であ
　る」ことに責任を持って飼育してください。

　　　　　　　　　　問住民生活課住民防災係
　　　　　　　　　　　☎ 585-2116

　　　　　　　　　　問福島県動物愛護センター
　　　　　　　　　　　☎ 024-953-6400

粗大ごみを出すときは、収集日の前日（平日
の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分）までに、

品目・数量・ごみ置場の番号を住民生活課へご連
絡ください。受付の無いものは回収できません。

町による粗大ごみ収集日

問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

t9月5日水、19日水

粗大ごみ収集日と
ごみの出し方

お知
らせ

ごみの出し方のルールを守ってください

・ごみ袋には名前を書いて出してください。
・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で簡単
　に汚れが落ちたものだけを入れてください。
　汚れがあるものは「もやせるごみ」として出
　してください。

・ごみ置場にごみを出す際は、必ずネット等を
　かけるなどして、カラス等がいたずらしない
　よう注意してください。

町では、使用済小型家電の回収を行っていま
すが、回収ボックスに入らない小型家電の

回収を次のとおり実施します。ごみの減量化と再
資源化に協力ください。

■ 日　時　8 月 26 日日
　　　　　  午前 8 時 30 分から正午まで
■ 場　所　国見町役場　１階　住民生活課
■ 対象品　パソコン、ラジカセ、電話機、ビデオ
　　　　　   デッキ、カーステレオなど、回収ボッ
　　　　　 クスに投入できない縦 15㎝×横 30㎝
　　　　　  以上の小型家電

問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

小型家電リサイクル
特別回収

お知
らせ

・不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清掃に関
　する法律）に反して決められた場所以外に、廃
　棄物を投棄することです。

・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律
　第 25 条第 1 項第 14 号」に違反することになり、
　【5 年以下の懲役若しくは 1 千万円以下の罰金】
　に処され、またはこれを併科されます。「知らな
　かった」としても法律に反していれば逮捕され
　ることも十分にあり得ます。

問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

不法投棄は犯罪ですお知
らせ

不法投棄はダメ！ゼッタイ！
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町内各地の空間線量率
（測定：地上 1m、単位：マイクロシーベルト / 時）

地　区 測定場所 8/1 8/8

小　坂
小坂農村総合管理センター（土） 0．11 0．10
泉田中集会所（土） 0．09 0．09

藤　田
石母田財産区事務所（アスファルト） 0．07 0．07
観月台文化センター（芝生） 0．09 0．09

森江野

上野台運動公園管理棟（アスファルト） 0．06 0．07
森江野町民センター（アスファルト） 0．07 0．07
塚野目集会所（アスファルト） 0．09 0．10
桜の森（土） 0．10 0．11

大木戸
大木戸ふれあいセンター（土） 0．07 0．08
貝田駅（土） 0．11 0．13

大　枝 国見東部高齢者活性化センター（土） 0．08 0．09
問住民生活課　☎ 585-2158

飲料水（水道水）の放射能物質モニタリング検査結果　　　　（ND：検出限界値未満　検出限界値：1Bq/kg）

測定場所 取水場所
8/1 8/8

ヨウ素　 セシウム ヨウ素　 セシウム
町水道事業 国見町役場 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

※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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問上下水道課水道係　☎ 585-2997

仮置場の空間線量率および地下水の放射能濃度 （測定：地上 1m、単位：マイクロシーベルト / 時）
仮置場 測定地点 測定日① 測定日② 仮置場 測定地点 測定日① 測定日②

藤田方部 1 号
（山崎字前柳）

進入口 0．08 0．08 森江野方部 1 号
（大字徳江・塚野目）

南側中央部 0．09 0．10
中心 ― ― 中心 0．16 0．17

藤田方部 2 号
（石母田字日矢来）

進入口 0．08 0．08 森江野方部 2 号
（徳江字江添）

南側中央部 0．10 0．07
中心 0．07 0．08 中心 0．11 0．12

藤田方部 3 号
（藤田字滑沢三）

東側町道沿 0．08 0．09 大木戸方部 2 号
（高城字西）

進入口 0．07 0．07
中心 0．08 0．08 中心 0．07 0．07

藤田方部 4 号
（藤田字鶉町六）

進入口 0．07 0．06 大木戸方部 3 号
（大木戸字大久保）

東側中央部 0．11 0．10
中心 0．07 0．08 中心 0．08 0．09

小坂方部 1 号
（泉田字大松山）

進入口 0．07 0．07 大枝方部 1 号
（大字西大枝）

進入口 0．06 0．04
中心 0．10 0．09 中心 0．09 0．10

小坂方部 2 号
（新内谷）

西側中央部 0．08 0．08 ※ 7/25、30、31 の地下水の放射能濃度は、全ての仮置場
において「不検出」となっています。中心 0．06 0．08

※藤田方部 1 号、2 号、3 号、4 号と小坂方部 2 号は 7/24 と 7/31 の測定値。小坂方部 1 号と森江野方部 2 号、大枝方
部 1 号は 7/25 と 8/2 の測定値。森江野方部 1 号と大木戸方部 2 号、3 号は 7/25 と 7/30 の測定値。
問住民生活課　☎ 585-2158

保育所・幼稚園
小学校・中学校の空間線量率

（単位：マイクロシーベルト / 時）
測定場所 測定条件 8/1 8/8

藤田保育所
地上 50cm

0．12 0．12
くにみ幼稚園 0．06 0．06

国見小学校 0．04 0．04
県北中学校 地上 1m 0．08 0．08

問学校教育課　☎ 585-2892

お知
らせ

各種放射線の
モニタリング結果
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松浦ピアノ教室主催の教室生（子どもたち）によ
るピアノ演奏発表会を行います。ぜひ、来場くだ
さい。

　■日 時　8月 19日日　午後 2 時から
　■会 場　観月台文化センター・ホール
　■入場料　無料

　　問観月台文化センター　☎ 585-2676

【国見町文化芸術振興事業】
観月台文化センター・ホール情報

お知
らせ

松浦ピアノ教室発表会

　■日 時　9月 9日日　午後 2 時から

　■会 場　観月台文化センター・ホール
　■料 金　一般 500 円（全席自由）
　　　　　　 ※小学生・中学生・高校生は無料

　　問観月台文化センター　☎ 585-2676

若い音楽家たちの演奏会
～気軽に、手頃に、最良の芸術を！～

観月台クラシックス


