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Spr ing has come.  The v iews are 
beautiful. Lots of little birds visit our 
garden. My family and I are going 
to grow vegetables in the garden. 
Kanamay, Simon and Daniel can play 
outside. They enjoy the warm weather 
and green spaces. 
In Golden Week, we went to Kuzumaki 
pasture to play. Kanamay, Simon 
and Daniel had a lovely time playing 
with the rabbits. On the weekend we 
went shopping in Kanbun. We took 
Kanamay, Simon and Daniel to see the 
cows at the farm near Ekari Junior High 
School. Simon and Daniel where scared 
of the cows. Kanamay said: “cows are 
cute.” I said cows are tasty. 

　春が来ました。景色が美しいです。たくさん
の小鳥が庭にやってきます。私たちは庭に野菜
を育てようとしています。佳
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は外で遊びます。彼らは暖かい天気と野原を
満喫しています。 
　GWにくずまき高原に行き、子供たちはうさ
ぎをとても喜びました。週末には、かんぶんに
行くついでに江刈中学校近くの牛舎に連れて行
きました。祭

さい

聞
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と楕
だ
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は牛を怖がりましたが、
佳
か
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な
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め

は「牛さん達がかわいいね」と言ったので、
私は牛はおいしいねと答えました。 
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マラキ・ブルム
(英語指導助手・32歳)

②

Information

　東京電力福島第一原子力発電所の事故が原因と思われる
放射性物質が岩手県内でも確認され、県が５月11日に県内
５カ所の牧草地の牧草を調査したところ、滝沢村で暫定許
容値(300ベクレル/㎏ )を超える放射性セシウムが検出さ
れました。
　このため、滝沢村を除く岩手県北西部の11市町村で、５
月18日に牧草を採取して放射性物質を調査しましたが、全
ての市町村で暫定許容値を下回る結果となりました。
　当町では、くずまき高原牧場（土谷川）の牧草を採取し
ましたが、暫定許容値以下の、40ベクレル/㎏でした。
　町では、５月14日に畜産農家に採草の自粛と放牧の見合
わせをお願いしておりましたが、安全が確認された５月20
日、直ちに要請を解除するとともに、通常の飼養管理を行
うよう通知しました。
　　問 農林環境エネルギー課　（内線145）

　東日本大震災により被災された方の病院など窓口の
一部負担金の支払猶予は、６月30日で終了するため７
月１日から「国民健康保険一部負担金等免除証明書」
が必要になります。葛巻町の国保に加入している人で、
この証明書が必要な人の申請を受け付けます。
　次の要件にあてはまる人は、役場④番窓口で申請し
てください。
①自宅が全半壊(全半焼)またはこれに準ずる被災をし
た

②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
③主たる生計維持者が行方不明
④主たる生計維持者が事業を廃止または休止した
⑤主たる生計維持者が失業し、現在収入がない
⑥福島原発の避難指示地域または屋内待避指示地域に
指定された

⑦福島原発の計画的避難区域または緊急時避難準備区
域に指定された

【申請受付期間】６月30日(木)まで
　申請の際は被保険者証、り災証明書などが必要にな
ります。被災の状況により必要な書類が異なりますの
で、お問い合わせください。
　問 住民会計課（内線127）

■町社会福祉協議会では、東日本大震災に対し、義援
金を受け付けています。
　お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社、中央共
同募金会を通じて被災者へ配分されます。皆さまのご
協力をお願いいたします。
【受付窓口・問い合わせ先】
　葛巻町社会福祉協議会　66-2111（内線581）
【募集期間】
　平成23年９月30日まで

　なお、５月27日現在の義援金は
　221件　5,836,294円
　となりました。ありがとうございます。

■町は、被災市町村への職員派遣や、町内の宿泊施設
への被災者受け入れを引き続き行っています。
　▶職員の派遣　のべ186人（５月31日現在）
　▶被災者の受け入れ　宿泊施設　11人

今後も町民の皆さんのご協力をお願いします。

　平成23年度から「農業者戸別所得補償制度」が本格
実施され、対象作物を販売目的で生産する農家などで、
一定の要件を満たす場合に交付金が交付されます。
　また、昨年度実施したモデル対策による助成に加え
て、畑地への作付けが対象となる「畑作物の所得補償
交付金」が新たに導入されます。

　交付申請の手続きは、下記の日程のとおり各地区を
訪問し受け付けを行いますので、日程を確認のうえ最
寄りの受付会場にお越しください。
　なお、昨年度交付申請された人については、すでに
郵送でお知らせしています。
【申請受付期間】６月30日(木)まで
問　葛巻町水田農業推進協議会
　　担当　農林環境エネルギー課（内線142・145）

平成23年度
「農業者戸別所得補償交付金交付申請受付」日程表

月　日 会　　　場 時　間 対　象　地　区

６月14日
（火）

元木生活改善センター 10:00～
　11:30 元木

小屋瀬農村センター 13:30～
　15:00 小屋瀬

ゆきわりそう 10:30～
　11:30 吉ヶ沢

土谷川生活改善セン
ター

13:30～
　14:30 土谷川

６月15日
（水）

星野生活改善センター 10:00～
　11:30 星野・馬場

小田林業研修セン
ター

13:30～
　15:00 小田・垂柳

冬部生活改善センター 10:00～
　11:30

下冬部・田屋・根地
戸・市部内・境の
沢・名前端・毛頭沢

田野構造改善センター 13:30～
　15:00

前里・田部馬渕・正
路・寺畑・触沢・上
田野

６月16日
（木）

江刈農村センター 10:00～
　11:30

泉田・小苗代・中
村・寺田

橋場生活改善センター 13:30～
　15:00 大沢・橋場・野中

遠矢場林業研修セン
ター

10:00～
　11:30

江刈馬渕・遠矢場・
車門

五日市生活改善セン
ター

13:30～
　15:00 山岸・五日市・栗山

６月17日
（金） 総合センター

10:00～
　12:00

田代・平船・田子・
城内小路・下町・新
町

13:30～
　17:00

浦子内・茶屋場・四
日市・江刈川
※上記日程に来られ
ない方

☆畑作物の所得補償交付金
畑地または水田に、麦、大豆、そば、なたねなど
を作付けし販売する農家などへ交付されます。

　倒産や解雇などによる離職者（特定受給資格者）や、雇
い止めなどにより離職された人（特定理由離職者）は、申
請により23年度の国保税の軽減を受けることができます。
　▶対象者
　　離職した日に65歳未満の人で、平成22年３月31日以降
　に雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職
　者」となった人
　▶軽減期間
　　離職の翌日から翌年度末まで。ただし、平成22年度分
　の国保税は減免対象にはなりません。再就職して健康保
　険に加入する場合はその時点まで
　▶軽減内容
　　前年の給与所得を30/100とみなして算定されます
　▶必要なもの
　　印鑑、雇用保険受給者資格証　　

　　問 住民会計課　（内線132 ～ 134）

　町は、消費生活に関する相談や苦情を素早く処理するた
め、問題の解決に役立つ情報をお知らせしたり、関係機関
へ取り次いだりするお世話をする消費生活相談員を置いて
います。来年３月までの１年間、町内の女性団体から推薦
を受けた次の６人に相談員をお願いしています。（敬称略）

■巧みな誘い文句で不要な商品を買わされたとき
■訪問販売で長時間居座られ、契約を強要されたとき
　このほか、消費生活に関して困っていることなど何でも
気軽にご相談ください。
　　問 住民会計課　（内線121）

牧草の放射性物質は許容値以下 医療費支払猶予が終わります

がんばろう岩手！

戸別補償制度の交付申請受付

非自発的離職者の国保税を軽減

悩まないで相談してください

畜産 被災者支援農業

国民健康保険

消費者相談

こんなときには相談を
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