
町からみなさんへの大切なお知らせです。

　町では、ふるさと納税（寄附金）制度により本町
へ寄附をいただいた町外にお住まいの寄附者に対
し、返礼品を贈呈しています。
現在、多数の返礼品を用意しておりますが、本町へ
の寄附促進及び本町の魅力や地元製品の PR、販路
拡大を図るため、返礼品を追加募集します。
　返礼品は町の特産品であることなど一定の条件が
あります。応募いただいた返礼品は、選考の上決定
致します。詳しくは担当までご連絡ください。
■募集期間　9 月 1 日㈰～ 9 月 30 日㈪

2019 年 11 月より順次、10 年間の太陽光発電固
定価格買取制度が終了します。今後は太陽光発電へ
の対策の一つに、蓄電池による自家消費があります。

東北再生可能エネルギー協会では、蓄電池の専門
家による無料相談や、蓄電池補助金の申請を無料で
実施しています。お申込み、お問い合わせは東北再
生可能エネルギー協会まで。
東北再生可能エネルギー協会福島支部　
補助金事業部℡ 024-526-1231

児童手当を受給している方は、毎年 6 月に「現
況届」を提出していただくことになっております。
まだ提出されていない方は、至急標記担当まで提出
してください。
■提出書類
①現況届
②課税情報の確認に係る同意書
③受給者本人の健康保険証の写
し
※印鑑をご持参願います。
※①と②は、５月末にお送りし
ている通知書に同封しておりま
す。
ご不明な点は標記担当までお問い合わせください。

ふるさと納税の返礼品を募集します。
問  企画財政課 財政係（内線 2002）

太陽光発電の対策はお済みですか？
問  企画財政課 企画調整係（内線 1205）

忘れていませんか？児童手当現況届の提出
問  子育て支援課 子育て支援係（内線 2303）

広報かわまた 7 月号においてお知らせしました
春日神社祭礼の日程について変更がありましたので
お知らせいたします。
■日程
・変更前　10 月 19 日㈯、20 日㈰
・変更後　10 月 12 日㈯、13 日㈰（行事カレンダー記載）

大綱木地区 運行時間

まちなか行
（自宅発）

8：20
9：30

10：30
12：50
14：30

自宅行
（ ま ち な か

25 か所発）

11：30
13：30
15：30
16：30

ふれあいタクシー時刻表・運賃表

区分 大綱木
↔まちなか

大人料金 520 円
小人料金 260 円

令和元年9月末をもって
路線バス「大綱木経由針道線」が廃止となります。

地域の利用実態に応じた効率的・効果的な生活交通体系を構築するために、利用の少
ない「大綱木経由針道線」が令和元年 9 月末をもって廃止となります。ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。なお、大綱木地区につきましては、5 月より「ふれあい
タクシー」が運行開始されましたので、移動の際はふれあいタクシーなどをご利用くだ
さるようご理解とご協力をお願いいたします。

まちなか乗降所一覧
①いきいき荘　②アイル薬局　③鈴木内科医院　④しまむら　
⑤竹屋駐車場（旧絹蔵）⑥えびすや　⑦ファンズ中丁店　⑧けんこう薬局
⑨川俣郵便局⑩佐藤医院　⑪済生会　⑫川俣町役場　⑬中央公民館　
⑭ JA ふくしまみらい　⑮道の駅かわまた　⑯リオンドール　
⑰カインズホーム　⑱セブンイレブン川俣高校前　⑲エイトタウン川俣　
⑳あんざい整形外科　㉑川俣町体育館　㉒中央公園　㉓福島警察署川俣分
庁舎　㉔福島交通川俣営業所　㉕やすらぎ斎場川俣ホール　　　

お問い合わせ先：企画財政課　内線 1202

春日神社祭礼の日程について

▶川俣町役場 ℡ 566-2111　▶中央公民館 ℡ 565-2434 かわまた2019-9 24



I n fo rma t i on

11 月 19 日任期満了による町議会議員一般選挙
が 11 月 5 日㈫告示、11 月 10 日㈰投票で行われま
す。なお、手続等に関する説明会を次のとおり開催
いたします。
■日時　10 月 1 日㈫　午前 10 時
■場所　川俣町役場 3 階大会議室
■内容　立候補届出の手続き、選挙運動について
■その他　出席人員は会場の都合の上、立候補予定
者ごとに 2 名以内とします。

福島県議会議員一般選挙

川俣町議会議員一般選挙

告示日　令和元年 10 月 31 日㈭
投票日　令和元年 11 月 10 日㈰

告示日　令和元年 11 月 5 日㈫
投票日　令和元年 11 月 10 日㈰

暮 ら し
町議会議員選挙における立候補予定者説明会について
問  選挙管理委員会　（内線 1102）

町営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

■募集期間　9 月 2 日㈪～ 9 月 17 日㈫
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数
①中道団地（飯坂字中道）１戸
②壁沢団地１号棟（字壁沢）9 戸（2 ～５階）
③壁沢住宅２号棟（字壁沢）7 戸（1・４・５階）
④ふもとがわ団地１号棟（大字鶴沢字笛田）4戸（1～ 4 階）
⑤ふもとがわ団地２号棟（大字鶴沢字笛田）6戸（２～5 階）
⑥賤ノ田団地（字賤ノ田）7 戸（1 ～５階）
※壁沢住宅２号棟については、ＵＩターン者・新婚
世帯への優先選考（以下の入居条件を満たした場合
で、入居期間が最長 10 年間の条件）があります。
■間取り・設備　
各団地で異なりますので、お問い合わせください。
■入居条件
①現に住宅に困窮している方。
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③現に同居し、又は同居しようとする親族があるこ
と。ただし、婚姻の予約者なども含む。
④単身入居の資格が認められる者は満 60 歳以上。

（60 歳未満の場合は別途条件が必要となりますの
で、問い合わせください）。
⑤収入基準は、所得月額 158,000 円以下であるこ
と（収入のある方全員です）。ただし、裁量世帯（入
居者が障害者等）の場合は 214,000 円以下。
⑥入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得
られること。
⑦入居者が暴力団員でないこと。
■家賃　入居者の所得や団地ごとに異なります。
　　　　（別途、共益費等がかかります。）
■駐車場　原則１戸に１台
　　　　　（家賃とは別に使用料有り。一部の住宅
　　　　　は駐車場無し）。
■受付場所・問い合わせ　標記担当まで。
※その他、復興公営住宅（新中町団地）入居者も募
集しています。入居条件等詳しくは町広報誌８月号
または標記担当までお問い合わせください。

成人式の実行委員を募集します！
　令和 2 年川俣町成人式は、来年 1 月 12 日
㈰中央公民館で開催します。
成人式を迎える皆さん、自
分たちで成人式終了後の
記念パーティの企画と運
営をしてみませんか？ 10
月から実行委員会を開催
します。申込みと問合せは中央公民館まで。

　寝たきり、または一人暮らしの高齢者の方に、無
料で次の事業を実施します。
■対象者　おおむね 65 歳以上で、寝たきりの方ま
たは一人暮らしの方
■対象の寝具　対象となる方の常用する寝具（敷掛
布団、毛布）
※ただし、ムートン等クリーニングに手間のかかる
寝具は除きます。
■申請期間　9 月 2 日㈪～ 9 月 13 日㈮
※期間内に申請できない場合は、担当までご相談く
ださい。
■実施予定日　10 月上旬
■実施の方法　指定する日に、町からの事業受託業
者が、申請されたお宅を訪問し寝具をお預かりしま
す。後日、洗濯した寝具を利用者宅に返却します。
■利用料　無料
■申請方法　地区の民生委員の方もしくは担当窓口
に申し出てください。（印鑑が必要です。）

寝具丸洗い乾燥・消毒サービスを実施
問  保健福祉課 地域福祉係（内線 1403）

かわまた 2019-925




