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第 33回矢吹町統計グラフコンクール開催
今年も全国を目指せ！

　第３３回矢吹町統計グラフコンクール(町・町統計調査員協議会主催）
の審査会が、８月３０日に中央公民館で開催されました。
　展示会場の同館ロビーには、町内の小中学生が取り組んだ力作１００
点が並び、工夫を凝らした各作品を前にした審査員の皆さんは、大変悩
みながら次の各賞を選定しました。昨年は３人が「福島県知事賞(県で最
高賞）」を獲得した矢吹町。今年も大いに期待！

入賞者（敬称略）

問　まちづくり推進課　☎ (４２）２１１２

【第１部】小学校１～２年生	

【第３部】小学校５～６年生

【第２部】小学校３～４年生

【パソコン統計グラフの部】小学生以上

各　　　賞 製作者 学校名 学年

町長賞 内藤　結香 三神小 1

教育長賞 高久　彩暖 中畑小 2

議長賞 太田　花歩 三神小 1

統計調査員協議会長賞 相良　悠太 善郷小 2

優秀賞 渡邉　　響 善郷小 2

努力賞 柴山　稜久 矢吹小 1

各　　　賞 製作者 学校名 学年

町長賞 鴫原　　梓 中畑小 4

教育長賞 保原　悠人 矢吹小 3

議長賞 猪合　美冴 三神小 3

統計調査員協議会長賞 佐久間十都 善郷小 4

優秀賞 經　　悠愛 善郷小 3

努力賞 穂積　日向 中畑小 4

各　　　賞 製作者 学校名 学年

町長賞 小澤　秀輝 善郷小 5

教育長賞 猪合　美名 三神小 5

議長賞 保原美花乃 矢吹小 6

統計調査員協議会長賞 福田　悠航 中畑小 5

優秀賞 佐藤　なな 善郷小 5

努力賞 佐藤　彩香　中畑小 6

各　　　賞 製作者 学校名 学年

町長賞 蛭田　準平 矢吹中 3

教育長賞 安田　智樹 矢吹中 3

議長賞 安田　優駿 矢吹中 3

統計調査員協議会長賞 藤田　大誠 矢吹中 1

優秀賞 森　　太雅 矢吹中 3

努力賞 熊田　周真 矢吹中 3

給水装置の取扱いについて
　都市整備課が公道等へ布設した配水管からの分岐部から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給

水用具を給水装置といいます。この給水装置は、水道メーターを除きお客さまの財産ですので、お客さまにて管理

していただくようになります。そのため、原則として給水装置にて漏水等が発生した場合、お客様のご負担で修理

していただきますが、公道等の分岐部から第一止水栓までの給水装置については、都市整備課で管理します。

　また、給水装置の新設・増設・改造・修理などの工事は、蛇口の修理等軽微なものを除いては、矢吹町が指定し

た「矢吹町指定給水装置工事事業者」でなければ行うことができません。給水装置工事の際は、指定工事業者であ

ることを確認のうえ依頼するようお願いします。

問　都市整備課　上下水道係　☎（４２）2116

⑯

平成２８年産米の「全袋検査」の実施について

ＴＥＬ42－2277　ＦＡＸ44－2965

寝具・カーテン・介護用品のことならファミリータウンきたむら２Ｆ

きたむら寝具.インテリア.介護館

●贈り物・御祝・仏事なら

食品衛生法に規定する基準値
セシウム
134．137
合計値

区分 平成24年４月～
飲料水 10 ベクレル
一般食品 100 ベクレル

矢吹町内農産物等の放射性物質検査結果のお知らせ

　測定は予約制となっておりますので、事前に申し込みをしてください。（☎29－8741）なお、測定できるものは
一般流通物を除く、農産物・井戸水・農業用培土等で、測定には１㎏、（きのこに限り500ｇ）からの検体が必要です｡

【野菜】　エダマメ、オクラ、カボチャ、キュウリ、キンジソウ、ゴーヤ、サヤインゲン、ジャガイモ、スイカ、
トウモロコシ、ナス、ニンニク、ネギ、ミニトマト、ミョウガ、メロン、モロヘイヤ
【果樹】　ブルーベリー、カリン

矢吹町放射能測定センターで測定しました町内農産物と井戸水の放射性物質の検査結果は次のとおりです。

今月の検査で、検出限界値を超える農産物等はありませんでした。	 	 	 	 	
（検査日：平成２８年8月1日～平成２８年8月３１日　　　　　総数：３２件）　　　　　　　　　　　　　　単位：ベクレル（Bq/ｋｇ）

問　産業振興課　農政係　☎（４２）２１１５

　福島県産米の信頼回復のため、昨年に引き続き、今年も全ての米について放射性物質検査を実施しています。

○検査対象　今年収穫されるすべての米（販売流通米、自宅で食べる米、親戚や知り合いに譲る米、くず米）

○町内検査実施場所

事　業　所　名 住　所 電　話　番　号

1 ＪＡ東西しらかわ　西部営農センター 八幡町６４３ （４２）４１４２

2 ＪＡ夢みなみ　三神支店 白山８３６ （４５）２１１１

3 ㈲中央商事 沢尻１０５－２ （４５）２３０６

4 ㈲内山商店 一本木４８０ （４２）２８０２

町から郵送されましたバーコードラベルは、米を袋に入れる前に貼ってください。
※１：昨年のバーコードラベル（オレンジ色）は使用できませんのでご注意ください。

※２：バーコードラベルが足りなくなった場合、またはバーコードラベルが届いていない場合は、必ず　　　

　　　役場産業振興課までご連絡ください。

※３：自宅で食べる米・親戚や知り合いに譲る米・くず米・直販米を検査する場合は予約が必要です。　

　　　詳しくは JAや集荷業者へご相談ください。

※詳しくはお問い合わせください。
問　産業振興課　農政係　☎（４２）２１１５

重	要 米作付け農家の皆様へのお願い
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矢吹小学校大規模改修事業が完了しました

飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術費用の一部助成について
　町では、飼い犬及び飼い猫に不妊手術または去勢手術を受ける飼い主に、手術に要する費用の一部を助成してい
ます。
　助成を受けるには、手術を行う前に助成金交付申請書を提出し、申請の中身を審査後手術するようになります。
交付対象者
　１．町内に住所を有する方 。
　２．犬または猫が矢吹町の所在で生後９０日以上経過していること 。
　３．法的診療施設の開設届けをしている動物病院で手術を受けること 。
　４．町税等に滞納のない方。
　５．飼い犬にあっては、登録を受け予防接種を受けていること。 
助成額（一頭につき）
　　　犬　オスの去勢手術　２，０００円　メスの不妊手術　５，０００円
　　　猫　オスの去勢手術　２，０００円　メスの不妊手術　５，０００円

問　まちづくり推進課　☎（４２）２１１２

　矢吹小学校大規模改修事業は、平成２６年１０月に工事開始以来、３年に
わたる工事が平成２８年９月に完成を迎えました。この大規模改修にあた
り、矢吹小学校は平成２４年に県内で初めて文部科学省の「スーパーエコス
クール実証事業」の採択を受け、校舎改修・体育館改修・太陽光発電整備を
目的に大規模改修を主に西校舎と東校舎及び体育館の２期に分けて進めてき
ました。

　スーパーエコスクール実証事業とは、①エネルギーの効率的・効果的な利用
を促進する改修による省エネ化、②太陽光発電を活用した創エネルギー導入の
取り組み等により、学校運営上必要なエネルギーを実質ゼロとする「ゼロエネ
ルギー化」を推進するものです。

矢吹小学校見学会の開催
　矢吹小学校の大規模改修事業の完了に伴い、ふくしま教育週間中の学校開放日にあわせ、町民の皆さんを対象
とした見学会を下記のとおり開催します。ぜひお越しください。

日時　１１月１日㈫～２日㈬　午前９時～１１時、午後２時～４時
　　　※正面玄関で受付後、ご案内時間帯に自由に見学できます。
　　　※なお、午前９時～１０時、午後２時～３時の時間には、設計者による施設の説明を受けることができます。
内容　校舎及び体育館の見学

問　　教育振興課　施設整備係　☎（４４）４４００

⑲ ⑱

「　浄化槽　いつものために　まさかのために　」
～１０月１日は ｢浄化槽の日｣ ～

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。そのため、微生物が活躍しやすい環境を保つよう
に維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法で
それぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
●合併浄化槽設置のための支援制度があります。
　　公共下水事業及び農業集落排水事業の整備区域以外の地域において、合併浄化槽を設置する場合、その設置者

に対して予算の範囲内で補助金を交付します。詳しい内容については、お問い合わせください。
●維持管理は専門業者と委託契約を結びましょう。
　　あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば、保守点検や清掃を定期的に実施してもらえるので面倒なこと

はありません。
●保守点検は県知事の登録を受けた浄化槽管理士のいる業者に委託してください。
　　主な点検内容は、浄化槽が正しく稼働しているか、機器の調整、修理、消毒剤の補給や汚泥の蓄積状況の確認

などです。
●清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。
　　浄化槽は適正に使用していても、１年程度経過すると微生物が汚泥となって溜まります。
　　汚泥が溜まりすぎると機能に支障をきたし、水質の低下や悪臭の原因となりますので、年一回の清掃が必要に

なります。

　排水設備工事は必ず「矢吹町
下水道排水設備指定工事店」に
依頼してください。（町条例）
　町では、責任ある施工をして
もらうため、公益財団法人福島
県下水道公社が実施する試験に
合格した「責任技術者」を有す
る業者（指定工事店）以外は、
排水設備工事ができないことに
なっています。工事が正しく施
工されないと、下水がながれに
くくなり、悪臭やガスが家内に
入り込むといったことが起きて
しまいます。
　また、給排水工事に伴う、物
件設置等の事前協議について、
３カ月間前までには協議願いま
す！！

都市整備課からのお願い！！排水設備工事は指定工事店で！！

問　都市整備課　上下水道係　　☎（４２）２１１６

改造工事の依頼 設計・見積 契約 町へ申請書提出

申請書審査

確認通知書送付

着工指示着　工完　成町の検査

指定工事店から

引渡し

問　都市整備課　上下水道係　☎（４２）２１１６

指定検査機関の法定検査を受けてください。
浄化槽管理者（使用者等）は、保守点検、清掃とは別に浄化槽法の規定に基づき、設置後使用開始３カ
月経過後～５カ月の間とその翌年から年１回の受検が義務付けられています。

排水設備工事のながれ

都市整備課


