
葛 尾 村 議 会

●１１⽉期議会との情報交換会概要●

今⽉の村との情報交換会の概要について、次のとおりお知らせします。

○平 成 28年 11⽉ 期 の 開 催 状 況
◇開 催 ⽇ １１⽉７⽇
◇会 場 村役場２階視聴覚室
◇出 席 者 ・村議会議員

・村（村⻑、教育⻑および各課⻑等）
・環境省福島環境再⽣事務所
・復興庁福島復興局
・仮設焼却炉受託業者（ＪＦＥ・奥村・⻄松・⼤豊共同企業体）

◇主 な 内 容
○共同企業体
・廃棄物仮設焼却施設の現状報告について
○環境省福島環境再⽣事務所
・フォローアップ除染の進捗状況について
・汚染廃棄物対策地域内の死亡家畜の処理⽅針について
・仮設焼却施設の処理スケジュールの変更について
・⽚付けごみの回収状況について
・合併処理浄化槽清掃とし尿くみ進捗状況について
・農林系廃棄物の収集状況について
・家屋等の解体⼯事の進捗状況について
○福島復興局
・福島⽣活環境整備、帰還再⽣加速事業等の採択状況について
○復興推進室
・帰還困難区域の取扱いに関する国の説明会の概要（野⾏地区）
○住⺠⽣活課
・市町村別避難者数および帰村者数について
・村消防団員の配置の変更について
○地域振興課
・宿泊交流館せせらぎ荘の運営状況について
・原⼦⼒被災１２市町村農業者⽀援事業等の説明会について
・⽶の全量全袋検査の実施について

広 報

発 ⾏ 葛尾村役場総務課 公式ホームページ http://www.katsurao.org/
メルマガ登録 http://katsurao.inf-gov02.jp/regist.html

〒979-1602 広報担当電⼦メール hp@vill.katsurao.lg.jp
福島県双葉郡葛尾村⼤字落合字落合１６
TEL 0240-29-2111（代表） 葛尾村ホームページ 葛尾村メールマガジン

FAX 0240-29-2123 (携帯⽤)はこちら→ の登録はこちら →

平成28年11月　広報かつらお（お知らせ版）-1-



○教育委員会
・公⺠館まつり２０１６&村⺠のつどい開催について
○三春出張所
・応急仮設住宅の現状と課題について

情報交換会は今回をもって終了となりました。今後は各常任委員会および全員協議会等で
意⾒交換を進めて参ります。

●議会だより●

平成28年第5回臨時議会
○平成2８年第５回臨時会は１０⽉２４⽇に開催され、提出された案件について、原案の
とおり可決された。

《議決議案》
議案第６9号

葛尾村避難地域復興拠点推進交付⾦基⾦条例の制定について
避 難地域 復興拠 点推進 交付 ⾦を利 ⽤し、 復興拠 点等の整 備事業に要する財源に

充てるための基⾦を設置するため、本条例を制定した。

議案第70号
⼯事請負変更契約（災害公営住宅（落合地区）建築⼯事）について
災害公営住宅（落合地区）建築⼯事について、変更契約を締結することについて、議

会の議決を求めた。

《補正予算》
議案第71号
平成２８年度葛尾村⼀般会計補正予算（第3号）について

（単位：千円）

歳⼊歳出それぞれ、１億３千１４３万円を追加し、予算総額を１０７億８千１４３
万円とするものです。補正予算の内容は、歳⼊では、分担⾦および負担⾦８５２万９千
円、国庫⽀出⾦１億２千２９０万１千円など。歳出では設計委託料９２万９千円、舗装
⼯事費１億３千５０万円１千円などです。

問 議会事務局 ℡0240ｰ29ｰ2160

補正前の額 10,650,000

補正額 131,430

計 10,781,430

補正前の額 10,650,000

補正額 131,430

計 10,781,430

歳⼊

歳出
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住 ⺠ ⽣ 活 課

住 ⺠ ⽣ 活 係

● ⾒守り⽀援サービスが始まりました●
葛尾村は、村外に避難されている⾼齢者等（※）の皆さまを対象とした「⾒守り⽀援サ

ービス」を開始しました。
現在、サービス対象の⽅のお宅に葛尾村⾒守り⽀援事業のスタッフが訪問し、⾒守

りきずなシステム機器のお届けと使い⽅のご説明をしております。また、緊急通報
機器の設置に先⽴ち、設置場所の状況及び環境確認のために事前調査をさせていた
だいております。

訪問前に訪問⽇時の通知を郵送しておりますので、⽇程の変更をご希望の⽅はサポ
ートセンターまでご連絡ください。

※65歳以上の⾼齢者のいる世帯、または20歳以上の⾝体障がい者⼿帳所持者のいる世帯

『⾒守り⽀援サービス』について
「⾒守り⽀援サービス」とは、「⾒守り

きずなシステム」と、「緊急通報システ
ム」をあわせたサービスで、⾼齢者の皆
さま等が安⼼安全に暮らせるお⼿伝いを
いたします。

「⾒守りきずなシステム」は、簡単な ⾒守りきずなシステム機器
操作で健康状態の登録と閲覧ができます。
また、⽇々の健康情報をもとに、村の保健師と⾒守
りきずなシステム機器サポートセンターが連携し、
対象者に対して電話で「お元気ですかコール」を⾏
い、皆さまを⾒守ります。

「緊急通報システム」は、24時間365⽇体制で利
⽤者からの通報・相談に対応します。

これらのサービスは無料ですので、安⼼してお使
いください。

緊急通報機器

受付時間：平⽇ 午前9 時 午後5 時（⼟⽇祝⽇・年末年始を除く） お問合せ先

問 葛尾村サポートセンター（⾒守り⽀援サービス）
℡0120-916ｰ417（通話は無料）
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●油流出事故を防ぎましょう！●
冬本番をむかえ、ご家庭、事業所でも暖房器具を使⽤するため、灯油等を取扱う機会

が多くなります。
万が⼀、灯油タンクからの移し替えや配管の破損などにより河川へ油が流出した場合

は、⽕災の危険はもちろんのこと、下流の⽔道や農業⽤⽔、漁業などに重⼤な影響を及
ぼすだけでなく、周辺住⺠の⽅々にも油の臭気などで多⼤な迷惑をかけることになりま
す。また、その処理の費⽤を原因者に負担していただく場合もあります。

⽇頃から、油の流出事故を防ぐように⼼がけ、特にホームタンクをお持ちの⽅は次の
ことに注意しましょう。

灯油を使う季節の前に確認
・地震の際の転倒防⽌のため、ホームタンクを固定しましょう。
・ホームタンクや暖房器具、配管に⻲裂や⽼朽化がないか必ず確認しましょう。もし、

異常を⾒つけたら、早めに交換や修理を依頼して使⽤しましょう。

灯油を使う場合
・給油中はその場を離れないようにしましょう。
・使⽤後はバルブやコックなどを完全に閉めましょう。
・ホームタンクの残量を定期的に確認しましょう。もし、タンク内の油の減り⽅が著し

いときは、油漏れがないか確認しましょう。
・屋根からの落雪、除雪時の配管破損に注意しましょう。
・不要になった油は、適正に処分しましょう。

油流出事故が発⽣した場合または発⾒した場合
・すぐに布や新聞紙等で回収しましょう。油の汚染を広げてしまうので、⽔で流すこと

はしないようにしましょう。
・万が⼀、河川等に流⼊させてしまった場合、または河川等に油が流れているのを発⾒

した場合は、速やかに市役所、町村役場、消防署または県の地⽅振興局に通報してく
ださい。

※油以外にも川で⿂が死んでいる、⾊のついた⽔が流れているなどの異常を⾒つけた場
合にも、近くの市役所、町村役場等に連絡してください。

●「⼈権擁護委員の⽇」＝特設⼈権相談開設＝●
いじめ、⼈権等で悩んだり困ったりしていませんか？
法務⼤⾂から委嘱された⼈権擁護委員による相談所が開設されます。
相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご利⽤ください。

⽇ 時 １２⽉６⽇（⽕）
午前１０時 午後３時

場 所 葛尾村役場三春出張所
２階第１会議室

⼈権擁護委員
松本 惇夫さん（落合）
松本 富美⼦さん（野川）

問 住⺠⽣活課 住⺠⽣活係 ℡0240-29-2112
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福島県労働委員会事務局からのおしらせ

●第３回労働困りごと相談会●

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、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。

○開催⽇時および場所等

問 福島県労働委員会事務局 福島市中町８－２ ⾃治会館４階
℡024-521ｰ7594 FAX：024-521-7596
メール：roudousoudan@pref.fukushima.lg.jp

福島県相双地⽅振興局からのおしらせ

●『そうそうこども科学祭２０１６』のご案内●
「遊び」ながら「ものづくり」や「科学」を楽しく学ぼう！
第５回となる「そうそうこども科学祭２０１６」が開催されます。当⽇は、地元企業

や⾼校⽣が⼯夫を凝らした体験型ブースを準備する予定です。また、ドローン操縦体験
イベントもあります。

申込不要。参加無料。当⽇は、「なみえ焼そば」などの屋台でのふるまいもあります。
※屋台のふるまい（無料）は数量限定です。

◇⽇ 時 平成２８年１２⽉１０⽇（⼟）
午前１０時 午後３時

◇会 場 テクノアカデミー浜（南相⾺市）
◇対 象 ⼩学⽣および中学⽣

問 福島県相双地⽅振興局企画商⼯部
℡0244ｰ26ｰ1142

厚⽣労働省福島労働局委託事業｢福島雇⽤促進⽀援事業｣

●福島広域雇⽤促進⽀援協議会からのお知らせ●

【個⼈向け】⾏くしかない！！就職⾯接会in広野・楢葉

参 加 無 料 ⼊退場⾃由 予約不要
○⽇ 時 １１⽉３０⽇（⽔） １３：００ １５：００（受付１２：３０ ）
○場 所 広野町公⺠館 （双葉郡広野町中央台1-1）
○参加企業 １９社
※⾯接希望者には⾃⼰紹介カードを書いていただきますので履歴書は不要です。
（⾃⼰紹介カードは、事前に当協議会ホームページよりダウンロードすることができま
す。）
※履歴書をご持参いただき、希望企業に渡していただくことも可能です。

⽇  時 場  所  等
平成28年12⽉4⽇（⽇）
１０：００ １６：００
平成28年12⽉4⽇（⽇）
１０：００ １７：００

電話相談

現地相談会

電話（県内全域対象）
０２４－５２１－７５９４

須賀川市産業会館 1階会議室および1階研修室
県会津若松合同庁舎 1階会議室および３階会議室
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【個⼈向け】印象ＵＰするなら「キメる！決める！就職マナー講習」

好印象を与える就活の⾝だしなみ、意外と知らない敬語の使い⽅、信頼と好感を築く
⾯接応対などを学びます。
○⽇ 時 １２⽉１５⽇（⽊） １３：００ １５：３０
○会 場 郡⼭市⽴中央公⺠館（郡⼭市麓⼭１－８－４）
○定 員 １５名程度
○申込締切 １２⽉１２⽇（⽉）

◇上記に関する共通事項

受講料・テキスト代無料。申込締切後、当該事業の主旨に基づき
厳正に選考いたします。

締切後、電話にて選考結果のご連絡をいたします。当協議会の各種セミナー、講習会、
⾯接会へご参加いただいた⽅(雇⽤保険受給者)で、証明書が必要な⽅へ参加証明書を発
⾏します。

掲載内容以外にも他の会場や⽇程もございます。詳しくは、チラシまたはホームペー
ジをご覧ください。
○申込⽅法
・申込書設置場所...協議会⽥村窓⼝、各⾏政局、各商⼯会、⽥村市地域職業相談室アル

ファ、ハローワーク
・申込先...FAX、郵送、ホームページ（必要事項を⼊⼒後、送信）

問 福島広域雇⽤促進⽀援協議会 ⽥村窓⼝
（⽥村市役所産業部商⼯観光課内）
℡0247-61ｰ5585 FAX0247-61-5586
ホームページ働きたいネット検索

【企業向け】相双ものづくり塾

製造業に従事する若⼿社員の基礎⼒向上や、中核⼈材のボトムアップを図ることを
⽬的に「ものづくり」には⽋かせない基礎的な講義を始め、再⽣可能エネルギー等
の先進的な講座も⾏い、地域内企業における技術者向上を⽬指します。

◇ロボット⼯学コース
「福島第⼀原発の事故対応および廃⽌措置におけるロボット技術の活⽤と今後の課題」
「精密農業とドローン」「ロボットテストフィールドを核にした利⽤拡⼤の可能性」
「極限環境で活かされるロボット技術とその実⽤化 無⼈探査⽤フィールドロボットの

研究開発」
◇再⽣可能エネルギーコース

「⾵⼒発電の保守メンテナンスの最前線」
◇知的戦略コース

「ものづくりに役⽴つ“知的財産”とブランド商品の開発事例」
◇労務管理コース

「知らぬ間に“ブラック企業”とならないためのポイント」
○定 員 各３０名程度
○会 場 県⽴テクノアカデミー浜（南相⾺市原町区萱浜字巣掛場４５番地の１１２）

開催⽇時など「相双ものづくり塾」に関する問合せ・申込先
（公社）いわき産学官ネットワーク協会

問 ℡0246-21-7570
※申込書は、福島広域雇⽤促進⽀援協議会 ⽥村窓⼝にも設置しております。
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