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お知らせ版
編集・発行　国見町総務課

広報くにみ 　  令和 2 年

10月16日号

問国見町選挙管理委員会　☎ 585-2112

11 月 8 日執行　町議会議員選挙
選挙名が『再選挙』から『補欠選挙』に変わります

これまで、11 月 8 日執行の町長選挙と併せて、『町議会議員再選挙』（定数 2）を行うことをお知らせして
いましたが、この度、町議会議員 2 名が辞職したことに伴い、『町議会議員補欠選挙』（定数 4）として

行うことになりました。
ー経過ー　
　昨年 6 月に行われた町議会議員一般選挙では、議員定数 12 名に対し、立候補者数が 10 名であったため無投
票当選となりました。その結果、2 名の当選人の不足が発生したため、任期満了に伴う町長選挙に併せて、議
員の当選人の不足を補う『町議会議員再選挙』（定数 2）を同時に行うことのお知らせをしてきたところです。
　今回、町議会議員 2 名が辞職したことに伴い、当選人の不足数と併せて議員の欠員数が議員定数の 6 分の 1
を超えたため、公職選挙法の規定により議員の欠員を補う『町議会議員補欠選挙』（定数 4）として行うことに
なりました。（10 月 16 日現在）

お知
らせ

※投票所入場券がなくても投票することができます。

投票日当日に都合の悪い方は、告示日の翌
日から期日前投票を行うことができます。

期日前投票 ■期間及び時間
　11 月 4 日水から 11 月 7 日土
　午前 8 時 30 分から午後 8 時まで
■会　場
　観月台文化センター 1 階　多目的スペース　

有権者のみなさんが安心して投票できるよう、投票所内では感染症予防対策を徹底して選挙を行いますの
で、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
■投票所における対策

・投票管理者、投票立会人、投票事務従事者はマスクを
   着用します。

・投票所にはアルコール消毒液を設置します。
・投票所内は、定期的に換気を行います。
・記載台など不特定多数の方が触れる箇所は、こまめに
   消毒します。投票用の鉛筆は 1 回使用するごとに回収
   して消毒します。

■有権者のみなさんへのお願い
・マスク着用や咳エチケット、来場前・帰宅後の手洗い
　などの対策をお願いします。

・アルコール消毒液による手指消毒にご協力ください。
・投票所では、できる限り密にならないよう、周りの方　
   との距離の確保にご協力ください。また、混雑状況に
   よっ ては、入場制限を行う場合がありますので、ご 
   了承ください。

投票所における新型コロナウイルス感染症対策にご協力を‼

任期満了に伴う町長選挙及び議員定数不足に伴う町議会議員補欠選挙（定数 4）を行います。
町の未来を決める大切な選挙です。みなさんそろって投票しましょう。

投票日は 11 月 8 日日です
国見町長選挙・国見町議会議員補欠選挙
町の未来を決めるあなたの大切な一票
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第 44 回国見町駅伝競走大会を開催しますお知
らせ

競技者同士の交流を図るとともに、「する ( 走る )」・「観 ( み ) る」・「支える」スポーツの多様な関わりを促
進することなどを目的に上野台運動公園を起点・終点とした周回コースで国見町駅伝競走大会を開催し

ます。
　大会開催に伴いコース内の全面通行止を実施しますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
　なお、観覧の際は、ソーシャルディスタンスを十分に確保し、マスクの着用をお願いします。また、大声で
の声援はご遠慮ください。

■日　時
　11 月 1 日日　午前 8 時開会式　午前 9 時スタート
■コース
　上野台運動公園の周りを走る周回コース　６区間　12.4 ｋｍ

問生涯学習課文化スポーツ係　☎ 585-2676

新型コロナに負けない健康生活を教えます！お知
らせ

高齢者やその家族を対象に長寿・健康づくり講演会　「新型コロナウイルス感染症から身を守りながら健康
に生活するポイント」を開催します。

■日　時　
　11 月 13 日金　午後 2 時～午後 3 時 30 分　
■会　場　
　観月台文化センター　大研修室
■参加費　
　無料（事前申込制）　
■講　師　
　東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科　
　准教授　菅谷洋子氏

■内　容　
　新型コロナウイルス感染症を過度に恐れて、過　　
あ剰な自粛になっていませんか？
　感染症予防の方法を正しく理解し、正しく恐れて、
　健康に生活を送る方法を学びましょう！
■申込期限　
　11 月 6 日金（先着 20 名）
　事前に電話で保健福祉課国保係へ申込みください。　

問保健福祉課国保係　☎ 585-2785

「くにみ産業祭」の終了についてお知
らせ

「くにみ産業祭」は、平成 26 年度より農商工の振興と発展のために開催してきました。
今年度以降の開催について、関係者のみなさまと協議した結果、「くにみ産業祭」としての目的は達

成されたとして、終了することになりました。
　町民のみなさまの多大なるご協力をいただいたことにあらためて感謝申し上げます。

問産業振興課産業振興係　☎ 585-2986
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狂犬病予防注射を受けさせましょうお知
らせ

狂犬病は発症するとすべての哺乳類（ヒトを含む）が、ほぼ 100％死亡する病気です。現在、日本では犬
などを含めて狂犬病の発生はありませんが、周辺国を含むほとんどの地域で依然として発生しており、

万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
　まだ、飼い犬に対して狂犬病予防注射を受けさせていない方は、12 月 31 日までに注射を受けさせてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    問環境防災課環境防災係　    ☎ 585-2116
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    問福島県動物愛護センター　☎ 024-953-6400

11 月 4日水、18日水

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・ごみ置場の番号を環境防災課へ連絡し
てください。受付の無いものは収集いたしません。

町による粗大ごみ収集日

問環境防災課環境防災係　☎ 585-2116

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。

・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。

問環境防災課環境防災係　☎ 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！

令和 2 年国勢調査への回答はお済みですかお知
らせ

国勢調査は、10 月 1 日現在、国内に住むすべての人と世帯を対象に実施しています。9 月中に調査員が訪
問して調査書類を配布していますが、回答したことが確認できない世帯には、調査員が調査票回収のた

めに再度訪問します。
　まだ回答がお済みでない方は、配布している紙の調査票にご記入いただき、次のいずれかの方法で必ず回答
をお願いします。
○郵送で提出：「郵送提出用封筒」に入れてご投函ください（切手不要）。
○調査員に提出：後日、調査員が訪問した際にご提出ください。

問企画情報課情報統計係　☎ 585-2927
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【64 歳以下の方を追加】
インフルエンザ予防接種費用助成

お知
らせ

【伊達市・伊達郡インフルエンザ予防接種実施医療機関】
　必ず予約をしてから受診してください。次の医療機関以外で接種を希望する方は、各自医療機関に問い合わせください。

対象者
①生後 6 か月～ 15 歳

（中学 3 年生相当）以下
②妊婦

15 歳（中学生除く）～ 64 歳以下
新型コロナ対策のため今年度助成拡大　

①接種時 65 歳以上の方
②接種時 60 歳以上 65 歳未満の方で、　
　心臓・腎臓・呼吸器などに慢性の重
　い障害があり、身体障害者手帳 1 級
　に相当する方

接種期間 12 月 28 日月まで 11 月 1 日日～ 12 月 28 日月 12 月 28 日月まで

自己負担金
費用助成額

費用助成額：1 人 1,000 円（1 回のみ）
（生活保護世帯の方は全額助成）

自己負担金は、医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額を
支払いください。

自己負担金　1,400 円
（生活保護世帯は無料）

※福島県立医科大学付属病院で接種する場合　
　は異なります

実施医療機関 福島市・伊達市・伊達郡の実施医療機関 県内の実施医療機関

問保健福祉課保健係　☎ 585-2783

今年度は、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時期に流行する恐れがあることから、リスク回避の
ため、インフルエンザの予防接種をお勧めしています。希望する方は、早めに医療機関で接種を行いましょう。

※　　  のある医療機関では、生後 6 か月～ 14 歳以下は実施しません。

市町名 医療機関名 市町名 医療機関名

国見町

（医）武田胃腸科内科医院　☎ 585-2630

伊達市

（医）大泉ほんだクリニック　☎ 563-7587

（医）博寿会 村上医院　☎ 585-2152 伊達セントラルクリニック　☎ 575-3215

公立藤田総合病院　☎ 585-2121 保原中央クリニック　☎ 575-3231

桑折町

井上内科クリニック　☎ 581-2202 （医）敬仁会なかのクリニック　☎ 575-2246
（医）佐藤外科医院さとう整形外科クリニック

☎ 581-0123
（医）あづま脳神経外科病院附属ほばらクリニック

☎ 574-2522
まつもとクリニック　☎ 582-4800 梁川病院　☎ 577-2155

遠藤内科医院　☎ 582-6788 おの整形外科クリニック　☎ 527-1055

伊達市

（医）かしの木内科クリニック　☎ 551-1411 こばやし子ども・内科クリニック　☎ 577-0663

大山クリニック　☎ 583-2136 （医）阪内医院　☎ 577-2222

（医）菊地整形外科　☎ 583-2633 （医）もり医院　☎ 577-7780

ミツバチいたみと眠りのクリニック　☎ 572-5328 （医）神岡クリニック　☎ 586-1318

（医）桑名医院　☎ 583-3024 （医）掛田中央内科　☎ 586-1315

だて耳鼻科パオパオ　☎ 583-4178 （医）せきね医院　☎ 572-2333

池田皮膚科クリニック　☎ 574-2525 さとう整形外科内科クリニック　☎ 572-7606

（医）石川小児科内科クリニック　☎ 575-5523

川俣町

あんざい整形外科クリニック　☎ 565-3511

大木内科医院　☎ 575-3343 鈴木内科医院　☎ 565-2688

（医）小野寺整形外科医院　☎ 575-2001 むとうこどもクリニック　☎ 565-2435

（医）尚仁会 上保原内科　☎ 575-3800 （医）慈心会 村上医院　☎ 565-3637

熊谷耳鼻咽喉科医院　☎ 576-3435 済生会川俣病院　☎ 566-2323

さとうファミリークリニック　☎ 574-2811 済生会春日診療所　☎ 566-2707

（医）すずき医院　☎ 575-2563 佐藤医院　☎ 566-2321

（医）武田小児科　☎ 575-2439 山木屋診療所　☎ 563-2024

（医）ながえクリニック　☎ 575-1118
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マイナンバーカード申請・交付などの休日臨時窓口お知
らせ

平日に来庁が困難な方のために、マイナンバーカードの交付・申請などの休日臨時窓口を開設しています。
9 月からはマイナポイント事業も本格的にスタートし、多くの方がマイナンバーカードを申請しています。

この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう！

■日 時　
   10月 25 日日、11 月 29 日日、12 月 13 日日、1 月 31 日日、2 月 28 日日、3 月 28 日日　
　午前 9 時 ~ 午後 4 時
■場 所　
　税務住民課戸籍係
■内 容
　・マイナンバーカードの交付
　・マイナンバーカードの申請サポート ( 無料で写真撮影 )
　・有効期限満了に伴うマイナンバーカードなどの更新の手続き
　・マイナポイントの予約 ( マイキー ID の設定 )
　※マイナポイントの申込みの支援は行いません。
　※マイナンバーカード関連業務以外の業務 ( 各種証明書の発行・住民異動届など ) は行いません。

問税務住民課戸籍係　☎ 585-2115

マイナちゃん

「2021 年版福島県民手帳」などの販売お知
らせ

福島県統計協会では、10 月上旬より「2021 年版福島県民手帳」、「令和 2 年版福島県勢要覧」を発売して
います。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は町内会回覧による申込受付は行いませんので、購入希
望の方は、次の販売場所又は書店などでお買い求めください。

◎ 2021 年版福島県民手帳　
　価格：600 円 ( 税込 )
　内容：月間・年間スケジュール、県内の主な行事、充実した統計データ、県内観光施設の割引パスポートなど
　カバーの色：2 種類（深緑…横罫版、りんどう色…カレンダー版）
◎令和 2 年版福島県勢要覧　
　価格：1,500 円 ( 税込 )
　内容：県内市町村・都道府県勢一覧、自然・人口・産業・所得・福祉・教育・観光など
■販売場所
　企画情報課情報統計係
■販売期間
　12 月 25 日金まで　
　※在庫が無くなり次第販売終了

問企画情報課情報統計係　☎ 585-2927
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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 9/30 10/7

小　坂
小坂農村総合管理センター（土） 0．12 0．11
泉田中集会所（土） 0．09 0．08

藤　田
石母田財産区事務所（アスファルト） 0．06 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） 0．07 0．06
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） 0．10 0．09
桜の森（土） 0．11 0．14

大木戸
大木戸ふれあいセンター（土） 0．08 0．07
貝田駅（土） 0．13 0．15

大　枝 国見東部高齢者活性化センター（土） 0．10 0．10
問環境防災課原発災害対策室　☎ 585-2158

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 2 号
（石母田字日矢来）

進入口 0．06 0．07 森江野方部 1 号
（大字徳江・塚野目）

南側中央部 原状回復工事のため
　測定なし中心 — ― 中心

藤田方部 3 号
（藤田字滑沢三）

東側町道沿 原状回復工事のため
　測定なし

森江野方部 2 号
（徳江字江添）

南側中央部 0．07 0．07
中心 中心 0．08 0．07

藤田方部 4 号
（藤田字鶉町六）

進入口 0．07 0．09 大木戸方部 2 号
（高城字西）

進入口 0．06 0．07
中心 ― ― 中心 ― ―

小坂方部 1 号
（泉田字大松山）

進入口 0．06 0．07 大木戸方部 3 号
（大木戸字大久保）

東側中央部 0．09 0．10
中心 ― ― 中心 ― ―

小坂方部 2 号
（新内谷）

西側中央部 原状回復工事のため
　測定なし

※ 9/29、30 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

※藤田方部 2 号、4 号は 9/23 と 9/29 の測定値。小坂方部 1 号、森江野方部 2 号は 9/24 と 9/30 の測定値。大木戸方部 2 号、
3 号は 9/23 と 9/30 の測定値。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問環境防災課原発災害対策室　☎ 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 9/9 9/23

藤田保育所
地上 50cm

0．10 0．10
くにみ幼稚園 0．05 0．05

国見小学校 0．04 0．05
県北中学校 地上 1m 0．10 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

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
9/18 10/2

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

町県民税（第 3 期）

納期限は 11月 2日月です

忘れずに納めましょう！

【 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】
問税務住民課課税係　☎ 585-2778

【納税に関すること】
問税務住民課収納係　☎ 585-2780

■ ご確認ください！
＊個人町県民税（普通徴収）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）以外の方が納めていただくものです。
　納期限（11 月 2 日月）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。


