くらしの情報
お知らせ

火災の危険性など、多くの人の迷惑

む）により、名義変更した場合

となるためです。また、環境省で定

・農地の貸借が行なわれた場合（水

める構造基準を満たしていない焼却

利費の支払者を確認願います）

役、
1,000 万円（法人の場合は１億円）

平成 23 年度の土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行いま

催 し

資産税納税者本人、または委任状に

むために止むを得ない行為（廃ビ

より委任を受けた人

ニールの焼却は禁止）は例外として

■縦覧に必要なもの

認められています。

本人確認ができるもの（運転免許

企画環境課環境係☎ 582-2115

証など）
４月 1 日

〜５月２日

午

前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（土曜
日・日曜日・祝日を除く）
税務住民課

税務住民課課税係☎ 582-2114

犬を散歩させるときは
フンを入れる袋を持参
散歩中の犬のフンの後始末は、飼

さんの意見を反映させるため、社会
教育委員を次のとおり公募します。

■申込受付期間

福島いのちの電話「伊達支部」
設立総会・講演会を開催

14 日

25 年３月 31 日

■申込書の請求

福島いのちの電話は、自殺防止の

■業務内容

台国税局人事第二課または人事院東

社会教育に関して提言

ため、電話相談活動を展開していま

をしたり、必要な調査などを行いま

す。孤独や不安の中にあって、精神

す。年２回程度の会議があります。

的に危機的状況に追い込まれている

■応募資格

人たちが心をかよわせ、悩みを一人

す人

で抱え込まないようにすることを目

①応募日現在、町内に在住している

的としています。

20 歳以上の人

次の要件をすべて満た

〜４月

最寄の税務署、仙

北事務局
仙台国税局人事第二課
☎ 022-263-1111（内線 3236）

ご芳志

②議員、国や地方公共団体の常勤職

れています。散歩するときは、後始

達支部」が設立され、設立総会およ

員でない人

ご芳志ありがとうございます

末ができる用意（シャベル、ビニー

び講演会を開きます。

③社会教育に精通するとともに関心

・安全・防犯の面で地域社会に貢献

下町内会周辺）において、３月から

ありません。また、オシッコをする

13:50~ 講演会

■応募締切

家計消費状況調査を実施していま

場合も道路、公園、他人の所有地を

■場所

応募は、４月８日の消印まで有効）

す。原則として、調査は同一世帯を

汚すことのないよう配慮してくださ

ホール」

■応募方法

１年間継続して行います。

い。

■講演会 「いのちの大切さについ

イズ用紙を用い、次の事項を必ず記

て」 講師

入してください。住所、氏名、生年

人と犬が共存できるよう、飼い主

れた民間業者（㈳新情報センター）

は犬を飼っていない人に対しても配

が行っています。調査員がご家庭へ

慮しながら飼養するようご協力くだ

調査票の記入のお願いにお伺いした

さい。

参加は無料ですので、ぜひご参加
ください。
13:00 ~ 総会

伊達市役所 1 階「シルク

山﨑信子氏

福島いのちの電話事務局
☎ 536-0032

があり、積極的な参画意欲のある人

街路灯 15 灯（自動点滅器付・

できる人

20 Ｗ蛍光灯）
４月８日

（郵送での

小山田 貴

様

職業、応募の理由（動機）
。
■問い合わせ・提出先

かんがい農地面積等
異動届け出について

「結核のお話〜診断と治療〜」に

平成23年度国家公務員
「国税専門官採用試験」（大卒）

なります。

福島営業所長

月日、年齢、連絡先（電話番号）、

生涯学習課生涯学習係☎ 582-3129

年４月１日現在の農地面積が基準と

東北電力株式会社

様式（任意）はＡ４サ

第17 回元気セミナー
元気で楽しくすごすために

土地改良区費の水利費賦課は、毎

するため

④平日の日中に開かれる会議に出席

企画環境課環境係☎ 582-2115

ます。

ついて講演があります。結核は過去
の病気ではなく、このところじわり

仙台国税局では、税務のスペシャ
リストとして活躍するバイタリ

と増えています。
参加は無料ですので、お気軽に参

ティーあふれる税務職員を募集しま

まちの人口（住基人口から）
３月１日現在
休日当番医

人口

診療時間：午前９時〜午後５時

男

月日

医療機関

電

話

３/13 遠藤内科医院

582-6788

３/20 大泉ほんだクリニック

563-7587

３/21 伊達市立梁川病院

577-2155

野外での焼却は禁止です
快適な生活環境の維持を

となる農地面積などに異動がある場

■日時 ３月 24 日

廃棄物の野外焼却、いわゆる「野

合は、
次のとおり届け出てください。

■場所 公立藤田総合病院１階ホー

大学校で研修を受けた後、仙台国税

３/27 大木内科医院

575-3343

■届け出が必要な場合

ル（総合受付前）

局管内（東北６県）の税務署に配属

４/ ３ 大山クリニック

583-2136

焼き」は一部の例外を除き、禁止に
なっています。
これは、
「野焼き」によって黒煙・

平成 23 年度の水利費賦課の基準

・農地の売買などにより所有権に異
動が出た場合

スス・有害ガス・ダイオキシンなど

・地区除外をする場合

を発生し、人や樹木などへの被害や

・経営移譲など（死亡した場合も含
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４月 1 日

今回、
新たに福島いのちの電話「伊

■日時 3 月 26 日

☎ 582-2115

格があると認める人

平成 23 年４月〜平成

るため、放置することは衛生的では

企画環境課企画財政係

⑵人事院が⑴に掲げる人と同等の資

２人

町内の一部の地域（上成田、松原

社団法人新情報センター
☎ 0120-00-4612

込みの人

■委嘱期間

ル袋など）をして出かけましょう。

際には、調査へのご協力をお願いし

年３月末までに大学を卒業する見

■募集人員

上成田・松原下町内会周辺で
家計消費状況調査を実施

本調査は総務省統計局から委託さ

⑴大学を卒業した人および平成 24

い主の義務として県の条例で定めら

フンには多くの雑菌が含まれてい

KOORI

戸籍の窓口

で次の要件に該当する人

桑折町社会教育委員を
募集します
町では社会教育の推進を図り、皆

れます。

やキャンプファイヤー、農林業を営

■場所

伊達西根堰土地改良区☎ 582-2319

以下の罰金又はその両方」に処せら

町内に土地・家屋を所有する固定

■期間

■問い合わせ・届け出先

どや災害時の応急対策、どんと焼き

■縦覧できる人

②平成２年４月２日以降生まれの人

■届出期限 ３月 18 日

なお、河川敷・道路側の草焼きな

す。

４月１日生まれの人

募 集

プライバーシー保護のため︑ホームページ掲載分の

これに違反すると「５年以下の懲

①昭和 57 年４月２日から平成２年

﹁おめでとう︑お悔やみ﹂情報は削除しました︒ご了承ください︒

炉による焼却はできません。

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

●大かや園 ３/14・21・28
休 園 日 ４/ ４・11・18・25
●健康相談日３/22・４/20 ☎ 582-5155

役場☎ 582-2111（代表）
、FAX 582-2479
町長室専用メールアドレス mayor@town.koori.fukushima.jp
町長室専用ファックス FAX 582-6344

す。

加ください。
午後４時

■講師 公立藤田総合病院内科長
伊藤

理氏

公立藤田総合病院地域医療連携
室☎ 585-2121

女
世帯数

前月比

13,114 人 （− 10 ）
6,247 人 （ − 6 ）
6,867 人 （ − 4 ）
4,490 世帯 （ ＋ 2 ）

２月の転入転出者数
男

13 人

女

15 人

計

28 人

男

11 人

４/10

女

14 人

ては、問い合わせください。

４/17（医）
小野寺整形外科医院 575-2001

計

25 人

■受験資格

※都合により、変更となる場合があります

仙台国税局に採用されると、税務

されます。
受験資格などの詳しい内容につい

（ 医 ）お の 整 形 外 科 クリ
575-1118
ニック

転入

転出

KOORI
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