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交通事故防止に努めましょう！交通事故防止に努めましょう！

狂犬病予防注射のお知らせ

　平成25年度公衆衛生事業功労者表彰式が東京
「大手町サンケイプラザ」において行われ、団体の
部で遠原団地町内会が日本公衆衛生協会会長表彰
を受賞されました。
　遠原団地町内会は、昭和45年４月に設立して以
来、衛生事業の推進にも積極的に取り組んできま
した。
　以前には、福島県地区衛生組織連合会 公衆衛生
功労団体（知事・会長連名表彰）など多数を受賞し
ており、永年にわたり活動を続けてきた実績が認
められ、今回、受賞となりました。
　おめでとうございます。

　社会福祉協議会吾妻協議会ボランティア活動部
会（大谷ユキエ部会長）では、３月７日（金）、「ひと
り暮らし高齢者夕食宅配」事業を実施いたしました。
　当日は、吾妻方部の民生児童委員の方々にご協
力をいただき、212名のお宅にお弁当をお届けし
ました。
　この事業は毎年行われており、大変好評で、「お
いしかった」「ごちそうさま」などのメッセージが寄
せられております。
　ボランティア活動
部会ではこのほかに
も「ふれあい昼食会」
などを行っており、
吾妻地区の福祉向上
に寄与しています。

　今年も４月６日～15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。
歩行者・自転車利用者・ドライバーの方、みんなで、交通事故防止に努めましょう。

～福島市交通安全年間スローガン～「ゆずりあい　目指せ無事故の　福島市」

　吾妻地区衛生委員会（渡辺武会長）では、本市のご
み処理状況について、２月14日（金）、「あらかわク
リーンセンター」と「金沢第二処分場」を衛生委員
25名が視察いたしました。
　両施設に搬入されるごみは膨大な量でありました
ので、ごみとして廃棄するだけでなく、ごみと資源物
として分別することや、
不用になったものを
再使用できるように
することなど、暮らし
の中でごみの減量を
行うことの大切さを
改めて実感しました。

　平成26年度の狂犬病予防注射を実施いたします。
＜手数料＞
　●予防注射　１頭あたり3,200円
※昨年度より100円値上げとなります。　
※なお、新規登録手数料は
　１頭あたり別途3,000円が必要です。
　お釣りのないようにお願いします。
※案内のハガキを忘れずにお持ちください。
【問い合わせ】
　吾妻支所 市民係　☎526－3350

吾妻地区衛生委員会が視察研修を実施吾妻地区衛生委員会が視察研修を実施吾妻地区衛生委員会が視察研修を実施
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実施日 会　場 時　間

４月17日 
（木）

庭坂内町集会所 ９：30～11：00
吾妻学習センター
分館 13：30～15：00

4月18日 
（金） 吾妻支所

９：30～11：00
13：30～15：00
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５月の
使用申請受付日の

お知らせ

４月10日㈭…登録団体の受付・抽選（電話は不可）
　　11日㈮…登録団体の受付　　　　（電話も可）
　　12日㈯…登録団体以外の受付も可（電話も可）

図書室からおはなし会のお知らせ ＊カレンダーの○印の日です。

■仙台フィルハーモニー管弦楽団が福島市民
や避難者を元気づけるために、楽しいコンサ
ートを開きます■ビバルディの『四季』からは
「春」、ディズニー映画の『ピノキオ』からは
「星に願いを」など、おなじみの曲をたくさん
演奏します。気軽に参加してください■

●日　時　４月26日㈯午後２時30分開場、３時開演、４時終了予定
●会　場　本館・多目的ホール
●出　演　仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる
　　　　　弦楽四重奏「カルテット・フィデス」の皆さん
●定　員　400名（中学生以下は家族と一緒に参加してください）
●参加費　無料
●申込み　本館へ。電話（☎526-3353）でも可。現在受付け中です。
●注　意　多目的ホールは上履きが必要です。また、学習センターが満杯

の場合は、野田中学校か福島製鋼の駐車場をご利用ください。

福島を元気に！ ファミリーコンサート
「音楽の力による復興センター・東北」協力事業

●受付は９時30分から 電話は10時から（本館☎526-3353／分館☎591-4560）

■１年間を通して学習する、学習
センター主催の「学級・講座」
の参加者を募集しています■年
齢や性別、時間、お住まいの場所
などで学級が異なります■まるで

募 中

７月12日（木）
水保小学校　13時から13時40分
庭塚小学校　14時から14時50分
庭坂小学校　15時から15時40分

移動図書館しのぶ号
４月17日（木）

水保小学校　13時から13時40分
庭塚小学校　14時から14時50分
庭坂小学校　15時から15時40分

移動図書館しのぶ号

◆本館◆
＊おはなしのにじ
　●日　時　4月19日㈯午前10時30分から11時
　●対　象　4歳以上のおともだち
　●テーマ　「春のいろ」
＊おひざにだっこのおはなしかい
　●日　時　4月24日㈭午前10時30分から11時
　●対　象　3歳までの乳幼児と保護者
◆分館◆
＊おひざにだっこのおはなしかい
　●日　時　4月10日㈭午前10時30分から11時
◆特別図書整理期間のお知らせ◆
　本館は、4月10日㈭～16日㈬は特別
図書整理期間のためお休みとなります。

集
学生時代のように、同じ顔ぶれの
同級生たちと１年間、様々なこと
に挑戦する中から新しい仲間が出
来て、学ぶ楽しさが見つかるはず
です。ふるってご参加ください■

※色の付いている日は休室日です。

４月の図書室カレンダー
●本館●

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30

●分館●
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

平成26年 4 月 1 日発行

吾 

妻
川
柳
会
マ
ン
ネ
リ
に
な
ら
ぬ
生
活
老
い
防
ぐ　
　

伊
藤　

利
太

窓
枠
で
景
色
切
り
取
る
コ
タ
ツ
談　
　
　

江
本　

ち
よ

５月の
使用申請受付日の

お知らせ

４月10日㈭…登録団体の受付・抽選（電話は不可）
　　11日㈮…登録団体の受付　　　　（電話も可）
　　12日㈯…登録団体以外の受付も可（電話も可）

図書室からおはなし会のお知らせ ＊カレンダーの○印の日です。

■仙台フィルハーモニー管弦楽団が福島市民
や避難者を元気づけるために、楽しいコンサ
ートを開きます■ビバルディの『四季』からは
「春」、ディズニー映画の『ピノキオ』からは
「星に願いを」など、おなじみの曲をたくさん
演奏します。気軽に参加してください■

●日　時　４月26日㈯午後２時30分開場、３時開演、４時終了予定
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●出　演　仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる
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●定　員　400名（中学生以下は家族と一緒に参加してください）
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　２月14日㈮午前９時より地区社会福祉協議会による研修会が
実施されました。
　午前中は、27名が参加し、サービス付き高齢者住宅『羽山ヒル
ズ一番館』、住宅型有料老人ホーム『あっとほーむ笹谷Ⅱ』の施設
を見学し、地域に求められる福祉施設等を学習しました。
　また、午後１時30分から吉井田支所２階大会議室において、
地区社会福祉協議会構成員及び地区内の皆さん37名が参加し、
地域にある社会福祉施設関係者の４名の方々から地域に潜む課
題等の意見をいただき、続いて意見交換を実施しました。
　これらの関係者のみなさんからいただいた貴重な意見は、今
後の地区社会福祉協議会の方向性を考えさせられ地域が一体と
なって連携を強化し、より住み良い環境づくりを図っていかなけ
ればと再認識しました。
　なお、お忙しい折、参加いただきました施設関係者の皆さん
は、次の４名の方々です。
・福島市清明・吉井田地域包括支援センター　野田幸利 所長
・ライフ吉井田小規模多機能型居宅介護事業所　森重勝 所長
・グループホーム方木田・デイサービス方木田　田村喜恵子 管理者
・吉井田学童クラブ　横山明子 施設長

今年も狂犬病の集団予防接種を行ないます。
環境課から送付されたハガキをご持参ください。
●日　時　平成26年４月９日（水）
　　　　　午後１時30分～３時まで
●場　所　吉井田支所駐車場
●費　用　予防接種１頭3,200円
　　　　　新規登録１頭3,000円
※狂犬病の予防接種は、毎年１回必ず受けてください！
なお、他の実施場所等の詳細は、市政だより３月号Ｐ14
をご覧ください。

地域の環境美化のために、ゴミを出す場合は必ずルールを守りましょう。
ルール１　可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、粗大ごみは、地域で指定された当日の朝８時30分までに出しましょう。

※前日には、絶対出さないでください。
ルール２　市で収集できないものは、絶対出さないでください。

●ピアノ、コンクリート、タイヤ、ドラム缶、消火器等は市で処理できないので、販売店か専門業者へ依頼ください。
●家電リサイクル法対象家電品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等）は、家電小売店または専門業者へ依頼ください。
●パソコンは、メーカー等へ依頼ください。
●バイクは、廃棄二輪車取扱店へ依頼ください。

　２月７日㈮午前９時から午後２時30分まで、地
区町内会連合会関係者で『災害の対応について』を研
修テーマに市内下記施設を見学し各施設が持つ災害
時の役割り等について学習しました。今後、これら
の施設等で学んだ災害時の対応について、町内会と
地区内の施設・企業が連携をはかり防災に対して意
識を高めることが必要であると再認識しました。
・福島市保健福祉センター
  （飲料水の確保と災害時の避難施設）
・平和通り地下駐車場（災害時の飲料水確保）
・JRA福島競馬場（災害時の
飲料水確保と避難施設）

・NEXCO東日本高速道路㈱
東北支社福島管理事務所
（災害時の高速道路の役割
と機材等）

　２月８、９、15日の大雪により市内各所で道路
網が遮断され学校も休校となるなど日常生活に支障
をきたす困難な状況となりました。
　国県市の除雪車がフル稼働しても、思うように除
雪ができない状況の中、地区内の建設関係業者のみ
なさんが率先して除雪にご協力いただき生活道路が
確保できましたことは、地域の力がいかに重要であ
るかということが改めて感じさせられました。
　御礼と感謝を申し上げますと
ともに今後も地域のため、ご協
力の程よろしくお願いします。
　また、道路上を塞ぎ交通安全
上支障をきたす樹木は、所有者
の責任で伐採をお願いします。

○平成26年５月10日㈯　平成26年度荒川フェスティバル
　※フェスティバルで掲揚するこいのぼりの寄附を募集しています。
○平成26年９月13日㈯　平成26年度敬老会（吉井田小学校）

除 雪 御 礼除 雪 御 礼除 雪 御 礼

狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ

平成26年度の吉井田支所の主な日程平成26年度の吉井田支所の主な日程

吉井田地区社会福祉協議会研修会吉井田地区社会福祉協議会研修会吉井田地区社会福祉協議会研修会 地区町内会連合会市政研修会地区町内会連合会市政研修会地区町内会連合会市政研修会

ゴ ミ 出 し の マ ナ ーゴ ミ 出 し の マ ナ ーゴ ミ 出 し の マ ナ ー
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４月はお休みです

「市民学習プラン」支援事業のご案内「市民学習プラン」支援事業のご案内「市民学習プラン」支援事業のご案内

　市民のみなさまの手による生涯学習イベントを支援
します。本市の市民との協働によるまちづくりの一環
の事業です。
　サークルや町内会などの団体を対象
に、一般市民向けの講義・学習会を開催
する際の講師報償金などについて支援し
ます。
　詳しい内容については、吉井田学習セ
ンター窓口までご相談ください。

みなさんの自主的な学習を支援します

第10回吉井田ブロック少年会卓球大会結果第10回吉井田ブロック少年会卓球大会結果第10回吉井田ブロック少年会卓球大会結果第10回吉井田ブロック少年会卓球大会結果

開催日：２月１日㈯
場　所：国体記念体育館 サブアリーナ
主　催：少年会育成会吉井田ブロック連絡協議会
○高学年の部
　優　勝　吉倉育成会
　準優勝　八木田育成会
　第３位　方木田育成会

○低学年の部（合同チーム）
　優　勝　八木田・吉倉・
　　　　　成川東育成会
　準優勝　方木田・仁井田育成会

開催日：２月９日㈰
場　所：吉井田学習センター「ホール」
主　催：少年会育成会吉井田ブロック連絡協議会
○高学年の部
　優　勝　門間　晴風
　準優勝　菊田　大亮
　第３位　鈴木　　和

○低学年の部
　優　勝　門間　心那
　準優勝　佐藤　謙伸

第12回吉井田地区ドッジボール大会結果第12回吉井田地区ドッジボール大会結果第12回吉井田地区ドッジボール大会結果第12回吉井田地区ドッジボール大会結果

ヤングカレッジよしいだヤングカレッジよしいだヤングカレッジよしいだヤングカレッジよしいだ
●対　象　主に市内に居住または勤務する概ね18～35歳

の青年男女
●期　間　５～３月　毎月２回程度

主に第２・４木曜日
午後７時～９時（変更になる場合あり）

●活動内容　スポーツ、運動、料理や趣味の講座など、幅広く活
動していくなかで、若者同士の交流を広げ、新たな
出会い・仲間作りを楽しみます。その他随時参加者
の希望を取り入れながら活動していきます。

●経　費　年会費500円（その他活動内容によって随時徴収）
●申込み　４月２日㈬より学習センターへ

歴史散歩

吉井田女性スクール　SAKURAコース吉井田女性スクール　SAKURAコース吉井田女性スクール　SAKURAコース吉井田女性スクール　SAKURAコース
●対　象　主に吉井田地区に居住する概ね30～60歳の

女性
●期　間　５月～３月　毎月１～２回　

主に第３土曜日
午前９時50分～12時

●活動内容　健康的な食生活、環境、防災をテーマとした学
習会や施設見学などのほか、参加者の希望も
取り入れて活動しています。

●経　費　年会費1,000円（通信資料代等）
材料費は随時

吉井田キティーズ吉井田キティーズ吉井田キティーズ吉井田キティーズ
●対　象　主に吉井田地区に居住する２～４歳の幼児と

保護者
●期　間　５月～２月　毎月１～２回

主に第２・４月曜日
午前10時～正午

●活動内容　お母さん方が自主的に運営に参加しながら、
子どものしつけや育児について学びあいま
す。（親子体操・施設見学・読み聞かせなど）

●経　費　年会費2,600円（保険代含む）材料費等は随時
●申込み　４月２日㈬より学習センターへ

吉井田ことぶき学級吉井田ことぶき学級吉井田ことぶき学級吉井田ことぶき学級
●対　象　主に吉井田地区に居住する60歳以上の男女
●期　間　５月～２月　毎月１～２回

主に第１・３月曜日
午後１時30分～３時

●活動内容　参加者が共に学習し、仲間作りをしながら充実
した時を過ごします。
（健康講話・時事講話・施設見学等）

●経　費　1,000円（保険代含む）材料費等は随時
●申込み　４月２日㈬より学習センターへ

ギター・ウクレレ教室

もちつき 料理教室

新たな出会い・学びをぜひ学習センターで新たな出会い・学びをぜひ学習センターで新たな出会い・学びをぜひ学習センターで
吉井田学習センターでは年間をとおして活動する各種学級の参加者を募集しています。趣味や教養などの学びを通じ、仲間作りをしてみませんか？吉井田学習センターでは年間をとおして活動する各種学級の参加者を募集しています。趣味や教養などの学びを通じ、仲間作りをしてみませんか？吉井田学習センターでは年間をとおして活動する各種学級の参加者を募集しています。趣味や教養などの学びを通じ、仲間作りをしてみませんか？

平成26年度
各種講座受講生募集!!

平成26年度
各種講座受講生募集!!
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7,275 7,412
14,687

5,747
（３月1日現在）

　平成25年度福島市住民自治組織会長表彰受賞者
が決定し、松川地区からは５名の町内会長が受賞さ
れました。おめでとうございます。

●功労表彰（自治組織会長職10年以上）
渡邊　幸雄　様（原中町内会）
安齋　康勝　様（宮組町内会）
丹野　大壽　様（関北町内会）

●一般表彰（自治組織会長職６年以上）
植木　昭吉　様（本町町内会）
三島　昭二　様（小南下町内会）

　去る３月５日、松陵中学校創立50周年を記念
し、中学校の美術部員の生徒さんが制作した絵画が
松川支所に寄贈されました。
　寄贈された絵画には、「初夏のめがね橋」が描かれ
ており、縦1.6メートル、横1.3メートルの大作で
す。松川支所の玄関
ホールに飾っておりま
すので、支所にお越し
の際には、美術部生徒
さんの素晴らしい作品
をぜひご覧ください。 ※全コース参加費５００円

申込・連絡先
福島市こでらんに博松川地区実行委員会事務局
（松川支所内）☎567－2111

　平成26年度の狂犬病予防注射を下記により実施
しますので、環境課から送付されたハガキと予防
注射代金を持参してください。

■日時・場所
・４月10日㈭　10:00～11:00　金谷川集会所
　　　　　　　 13:30～15:00　松川支所
・４月11日㈮　10:00～11:00　水原集会所
　　　　　　　 13:30～14:30　下川崎多目的
　　　　　　　　　　　　　　　　 集会所

　　　　　　　 ■料金:予防注射のみ　3,200円
　　　　　　　 　　　:新規登録　　　3,000円

※新規登録と予防注射を受ける場
合は6,200円となります。

松陵中学校創立50周年記念制作の絵画
松川支所に寄贈！

松陵中学校創立50周年記念制作の絵画
松川支所に寄贈！

松陵中学校創立50周年記念制作の絵画
松川支所に寄贈！

平成25年度福島市住民自治組織会長表彰
～松川地区から５名の方が受賞～

平成25年度福島市住民自治組織会長表彰
～松川地区から５名の方が受賞～

平成25年度福島市住民自治組織会長表彰
～松川地区から５名の方が受賞～

平成25年度福島市住民自治組織会長表彰
～松川地区から５名の方が受賞～

狂犬病予防接種は、毎年１回必ず受けてください狂犬病予防接種は、毎年１回必ず受けてください狂犬病予防接種は、毎年１回必ず受けてください狂犬病予防接種は、毎年１回必ず受けてください

　犬の散歩には、ふんの始末がつきも
のです。散歩のときはシャベルやビ
ニール袋などを持って出かけ、飼い主
が責任を持って持ち帰りましょう。飼
い主は近隣への気配りも忘れずに。

犬のふんの後始末を忘れずに！犬のふんの後始末を忘れずに！犬のふんの後始末を忘れずに！犬のふんの後始末を忘れずに！

◆松川地区面的除染の進捗状況について松川の除染

狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ

春のぶらぶらめぐり春 のぶらぶらめぐり春 のぶらぶらめぐり春 のぶらぶらめぐり
～松川四地区を満喫できる全５コース～

オールまつかわ

発
注 工区名 地区 施工

件数 実施中 完了 実施中
・完了 進捗率

年
度

松川
５工区

東北本線東側
金谷川・松川 767 59 627 686 89.4 

松川
６工区

東北本線西側松川町
（石合・原） 796 180 853 1,033 129.8 

松川
７工区

松川町
（美郷・石合町・本町） 841 106 632 738 87.8 

松川
８工区

東北本線・旧４号国道
西側　金谷川・松川 643 60 460 520 80.9 

合　　計 3,047 405 2,572 2,977 97.7

平成26年３月１日現在
※24年度分（国道４号東側）の１～４工区は完了しました。

日・地区 名称・主な内容

４/27㈰
水原

子安地蔵と右輪台桜並木ぶらぶらめぐり
すぐに駆けつけ救済してくれる子安地蔵をお参りして、
隠れた桜の名所を散策。

５/３㈯
金谷川

新緑の阿武隈峡遊歩道ぶらぶらめぐり
阿武隈峡遊歩道をガイドと歩いて森林浴！その後は福
大の手作り釜でピザ作り！

５/10㈯
下川崎

わくわく工場見学とものづくり体験DEぶらぶらめぐり
下川崎佐久間の工場見学と親子で楽しむものづくり体
験と史跡めぐり！カツの試食もあるよ！

５/17㈯
松川

江戸時代と大正ロマン!?ぶらぶらめぐり
奥州街道八丁目宿と松川駅周辺エリアを散策する２
コースがあります。

百縁笑店祭
同時開催
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　赤ちゃんから就学前のお子さんを
お持ちの方の交流の場です。
日　時　４月16日㈬　午前10時～11時30分
場　所　松川学習センター　和室
※詳しくは、あいあい子育て支援センター（あいあい保
育園☎548－7877）又は市健康推進課（☎525－
7674）へ

４/23㈬

金谷川小学校
水原小学校
下川崎小学校
原東集会所前
松川小学校

時　　　間
10：00～10：40
11：00～11：40
13：00～13：40
13：50～14：20
14：40～15：30

巡回場所巡回日

移動図書館しのぶ号巡回日程移動図書館しのぶ号巡回日程移動図書館しのぶ号巡回日程

　子育てを楽しんでいますか？
　ひとりで悩んでいませんか。親と子のふれあいや、講
話・実技・実習を通して子育てについて学習します。保
護者どうしの交流も生まれます。
●実施日　原則月１回　第２木曜日
　　　　　午前10時～11時30分
●場　所　松川学習センター和室ほか
●対　象　乳幼児とその保護者（父母・祖父母・養育者）
●年会費　200円（保険代）※実習時は実費負担
●内　容　講話、実習、館外学習など　※託児あります。
●定　員　20組
◎25年度に行った活動内容
　読み聞かせ、人形劇、うどん打ち、歌と手遊び、だんごさし、など
◎開講式　５月15日㈭　午前10時～
◎申込み　４月２日㈬～４月24日㈭

　成長期の様々な悩みを解決しませんか？
　楽器の演奏や体を動かしたりリズムをとったりして、
潜在的な機能の活性化を図ります。
●実施日　５月から２月まで年10回
　　　　　原則第３水曜日　午前10時～11時30分
●場　所　松川学習センター和室
●対　象　乳幼児とその保護者（父母・祖父母・養育者）
●年会費　200円（保険代）
●講　師　音楽療法士　近藤　美智子　先生
●内　容　ミュージックセラピー
●定　員　30組（幼児の年齢は問わない）
◎開講式　５月21日㈬午前10時～
◎申込み　４月２日㈬～４月24日㈭

～輝く女性をめざしませんか！～
　料理、教養、健康、手工芸などの学習を
自分たちで企画し、楽しく交流しながら、
魅力ある女性をめざして自分を磨いてみま
せんか？
●実施日　原則毎月１回程度
　　　　　第３木曜日の午前中
●場　所　松川学習センターほか
●対　象　成人女性
●年会費　1,500円
●内　容　開講式で皆さんと
　　　　　協議し決定します。
◎25年度に行った内容
　館外学習（白石市）、洋菓子作り、手芸、
郷土料理、太極拳、健康体操など

　今年度の「ことぶき学園」は、80名の受講生でスタートし、１年間
活動して来ました。このたび、閉講式を行い、下記の皆さんが皆勤賞
と精勤賞を受賞されました。
　なお、美郷長寿会の元村フテ様は五年連続で皆勤となりましたので、
特別賞を受賞されました。表彰された皆さん、誠におめでとうござい
ます。来年度も皆さんの参加をお待ちしております。

平成26年度受講生募集します！

まつかわ家庭教育（すくすく）まつかわ家庭教育（すくすく）まつかわ家庭教育（すくすく）

平成25年度 ことぶき学園受賞おめでとう

まつかわ家庭教育講座（ラッコ）まつかわ家庭教育講座（ラッコ）まつかわ家庭教育講座（ラッコ）

☆特別賞（五年連続皆勤賞）

レディースまつかわレディースまつかわレディースまつかわ

平成26年 4 月 1 日発行
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地区だより2014. 4 月号 平成26年 4 月 1 日発行

　平成25年度に吾妻地区管内で行われた主な工事について、お知らせ
いたします。

平成25年度
吾妻地区実施事業等の報告について

❺市道南林２号線　道路改良工事

❼市道中谷地前・石方原線　道路改良工事

❻市道天神前・川原南線　道路改良工事

❹市道遠原一・松ノ下線　道路改良工事

❸市道山神・原線　道路改良工事❶

❹
❸

❺

❻

❷

❼

10

❾
❽

11

13

12
14

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

No 路線・施設等 工事種別 工事箇所 工事内容 完了（予定）日 備　考 担当課

❽ 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第8工区） 下水道工事 町庭坂字町尻　地内 マンホールポンプ1基 H27. 7 .31 繰越事業

下水道建設課
❾ 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第6工区） 下水道工事 町庭坂字小峠　外地内 開削φ200m/m　L=188m H26. 8 .29 繰越事業

10 町庭坂堀河町汚水幹線
管渠布設工事（第7工区） 下水道工事 町庭坂字町下　外地内 開削・推進φ75・150・200・

400・600m/m　L=523m H26. 8 .29 繰越事業

11 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第9工区） 下水道工事 笹木野字西原　外地内 開削φ200m/m　L=136m H26. 5 .30 繰越事業

12 野田小学校
改築工事

笹木野字町尻地内
北校舎改築工事 H26. 3 .14 H24年度からの継続

事業（震災関連）

教育総務課

耐震補強設計 南校舎耐震補強設計 H26. 3 .14
設備工事 太陽光発電設備設置工事 H26. 3 .14

13 水保小学校 改修工事 土船字原野町地内 プール改修工事 H25. 6 .25 ゼロ市債事業

14 吾妻中学校 耐震補強工事 町庭坂字原田地内 校舎耐震補強工事 H26. 3 .14 H24年度からの繰越
事業

改修工事 プール改修工事 H25. 6 .19 ゼロ市債事業

No 路線・施設等 工事種別 工事箇所 工事内容 完了（予定）日 備　考 担当課

❶ 市道佐原・折戸線　 道路舗装
修繕工事 町庭坂字高橋　外地内 L=601.8m H26. 3 .28 経年劣化により損傷して

いる舗装の補修を行う。 吾妻支所

❷ 吾妻地区排水処理調査 排水路工事 笹木野字笹木野原外地内 A=150ha H26. 3 .24 現況調査 道路建設課

❸ 山神・原線 道路改良
（舗装）工事 下野寺字山神地内 L=197.6m　W=5.0m H25. 8 .23 完成

吾妻支所
❹ 遠原一・松ノ下線 道路改良工事 町庭坂字遠原一地内 L=70.3m　W=6.0m H26. 8 .30 継続事業
❺ 南林2号線 道路改良工事 在庭坂字南林地内 L=54.4m　W=5.0m H25.10.25 継続事業

❻ 天神前・川原南線 道路改良
（舗装）工事 庄野字川原南外地内 L=186.0m　W=6.0m H26.12.27 継続事業

❼ 中谷地前・石方原線 道路改良工事 在庭坂字上屋敷地内 L=118.0m　W=6.0m H25. 9 .20 継続事業

地区だより2014. 4 月号 平成26年 4 月 1 日発行

　平成25年度に吾妻地区管内で行われた主な工事について、お知らせ
いたします。

平成25年度
吾妻地区実施事業等の報告について

❺市道南林２号線　道路改良工事

❼市道中谷地前・石方原線　道路改良工事

❻市道天神前・川原南線　道路改良工事

❹市道遠原一・松ノ下線　道路改良工事

❸市道山神・原線　道路改良工事❶

❹
❸

❺

❻

❷

❼

10

❾
❽

11

13

12
14

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

No 路線・施設等 工事種別 工事箇所 工事内容 完了（予定）日 備　考 担当課

❽ 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第8工区） 下水道工事 町庭坂字町尻　地内 マンホールポンプ1基 H27. 7 .31 繰越事業

下水道建設課
❾ 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第6工区） 下水道工事 町庭坂字小峠　外地内 開削φ200m/m　L=188m H26. 8 .29 繰越事業

10 町庭坂堀河町汚水幹線
管渠布設工事（第7工区） 下水道工事 町庭坂字町下　外地内 開削・推進φ75・150・200・

400・600m/m　L=523m H26. 8 .29 繰越事業

11 町庭坂堀河町汚水準幹線
管渠布設工事（第9工区） 下水道工事 笹木野字西原　外地内 開削φ200m/m　L=136m H26. 5 .30 繰越事業

12 野田小学校
改築工事

笹木野字町尻地内
北校舎改築工事 H26. 3 .14 H24年度からの継続

事業（震災関連）

教育総務課

耐震補強設計 南校舎耐震補強設計 H26. 3 .14
設備工事 太陽光発電設備設置工事 H26. 3 .14

13 水保小学校 改修工事 土船字原野町地内 プール改修工事 H25. 6 .25 ゼロ市債事業

14 吾妻中学校 耐震補強工事 町庭坂字原田地内 校舎耐震補強工事 H26. 3 .14 H24年度からの繰越
事業

改修工事 プール改修工事 H25. 6 .19 ゼロ市債事業

No 路線・施設等 工事種別 工事箇所 工事内容 完了（予定）日 備　考 担当課

❶ 市道佐原・折戸線　 道路舗装
修繕工事 町庭坂字高橋　外地内 L=601.8m H26. 3 .28 経年劣化により損傷して

いる舗装の補修を行う。 吾妻支所

❷ 吾妻地区排水処理調査 排水路工事 笹木野字笹木野原外地内 A=150ha H26. 3 .24 現況調査 道路建設課

❸ 山神・原線 道路改良
（舗装）工事 下野寺字山神地内 L=197.6m　W=5.0m H25. 8 .23 完成

吾妻支所
❹ 遠原一・松ノ下線 道路改良工事 町庭坂字遠原一地内 L=70.3m　W=6.0m H26. 8 .30 継続事業
❺ 南林2号線 道路改良工事 在庭坂字南林地内 L=54.4m　W=5.0m H25.10.25 継続事業

❻ 天神前・川原南線 道路改良
（舗装）工事 庄野字川原南外地内 L=186.0m　W=6.0m H26.12.27 継続事業

❼ 中谷地前・石方原線 道路改良工事 在庭坂字上屋敷地内 L=118.0m　W=6.0m H25. 9 .20 継続事業
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●A

吉 井 田 平成25年度　吉井田地区
主要事務事業等の進捗状況
平成25年度　吉井田地区
主要事務事業等の進捗状況
平成25年度　吉井田地区
主要事務事業等の進捗状況
平成25年度　吉井田地区
主要事務事業等の進捗状況

●地区協議テーマからの事業
№ 区分 路線・施設等 工事種別 工事箇所 工事内容
Ａ

自治振テーマ
吉井田小学校児童安全確保 市道カラー塗装化 学校周辺市道 カラー塗装

戸井災防応対時害災Ｂ 防災井戸設置 吉井田学習センター敷地 井戸設置

●平成25年度　主要事務事業、震災関連蓮事業、安全安心なまちづくり事業（ハード継続事業）
容内事工所箇事工別種事工等設施・線路分区№

１ 震災関連事業 ｍ531=L内地外　内木松字倉吉事工旧復害災装舗路道線下倉佐・町南道市
２

事務事業

ｍ６＝Ｗ　ｍ03=L内地塚鎧字田井仁事工、査調財化文蔵埋線田井仁町・原上道市
ｍ14－L内地内ノ竹字倉吉事工溝側路道線号１内ノ竹道市３

ｍ６＝Ｗ　ｍ005＝L内地外　花ノ竹字田井仁事工良改路道線野高北・内原川道市４
５ 市道方木田・太田町線（あづま橋） 橋梁補修工事 方木田字下川原地内 伸縮装置補修外
６ 方木田・八木田地区浸水対策事業（芹川） 河川改修工事 八木田字中島地内 L＝114.4ｍ Ｗ＝2.2ｍ H＝1.4ｍ

ｍ4.0＊4.0＝FH　ｍ73＝L内地向老海字田井仁事工路水路水内地向老海田井仁７
ｍ５＝Ｗ　ｍ6.04＝L内地明神字田木八事工良改路道線幡八・明神道市８

事工道水線幡八・明神道市９ 仁井田字西下川原地内～
下野寺字中ノ内前地内 西大橋水菅橋

10 仁井田方木田汚水準幹線菅渠布設（第17工区） 下水道工事 仁井田字谷地南地内 開削φ200ｍ/n　L＝213ｍ
11 荒井南汚水準幹線菅渠布設（第18工区） 下水道工事 吉倉字八幡地内 開削φ200ｍ/n　L＝236ｍ
12 成川方木田汚水準幹線菅渠布設（市単３号） 下水道工事 方木田字西畑外地内 開削φ200ｍ/n　L＝150ｍ

事工強補震耐舎校内地内桜字倉吉事工強補震耐校学小田井吉31
14

安全安心
なまちづ
くり事業

基１置設鏡射反路道内地幡八字倉吉事工置設鏡射反路道線幡八・倉名道市
基１置設鏡射反路道内地田木方本字田木方事工置設鏡射反路道線内古・辻道市51
基１置設鏡射反路道内地堀日三字田井仁事工置設鏡射反路道線台下・向堀日三道市61

基１置設灯路街内地田木方本字田木方事工置設灯路街線原川前・田前道市71
基１置設灯路街内地場簗字田井仁事工置設灯路街線原川下西・場簗道市81

ｍ57＝L内地明神字田木八事工繕修溝側路道線号２明神道市91
ｍ05＝L内地内ノ竹字倉吉事工繕修装舗路道線号２内ノ竹道市02
ｍ08＝L内地原川中字田井仁事工備整路水線原川王十・内ノ竹12

備整路水線林西・原川林前22 （フェンス設置）工事 仁井田字土手下地内 フェンス設置
ｍ58.91＝L内地柳並字田木八事工繕修溝側路道線家白北・柳並道市32
ｍ8.37＝L内地原上字田木方事工繕修溝側路道線原上・屋永道市42

ｍ000,1＝L　草除内地外場道字田井仁業事草除道市線林西・原川林前道市52

●平成25年度　主要事務事業、震災関連蓮事業、安全安心なまちづくり事業（ソフト事業）
区地当該容内業事名業事№

１ ポイ捨てのない美しいまちづくり推進事業（事務事業） ポイ捨てのない美しいまちづくり推進モデル地区指定 八木田町内会

２ 住民自治組織地域活動事業（花いっぱい事業） 町内会連合会主催により国体記念体育館側道にパンジー
の植栽を実施 吉井田地区町内会連合会

３ あらかわクリーンセンター　排ガス放射性物質濃度測定業
務委託事業（震災関連）

焼却工場の排ガスに含む放射性物質の濃度を監視し、生
活環境、健康への影響がないことを継続して確認する。 仁井田及び周辺地区（市内全域）

４ 交通安全立哨・啓発活動事業（安全安心なまちづくり事業）ジャケット、夏冬帽子、のぼり旗の整備 福島市交通対策協議会吉井田支部

５ 吉井田児童サポート隊による防犯パトロール事業（安全安
心なまちづくり事業） 会協火防犯防区地田井吉備整の棒導誘、子帽夏

21竹ノ内・十王川
　原線

24市道永屋・上原線
A吉井田小学校
　児童安全確保

17市道前田・前川
　原線

18市道簗場・西下
　川原線

❻方木田・八木田
　地区浸水対策事業
　（芹川）

19市道神明２号線

20市道竹ノ内２号線

14市道名倉・八幡線 15市道辻・古内線
16市道三日堀向・
　下台線

22前林川原・西林線 23市道並柳・北白
　家線

B災害時対応防災
　井戸
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事業箇所位事業箇所位置図事業箇所位置図事業箇所位置図
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●事業内容の一部（ハード）

●事業内容の一部（ソフト）

№11　市道神明山・倉前線　路肩整備工事 №13　市道屋敷田・南沢線　道路改良工事

№１　福島市こでらんに博 №４　笑顔つなぐまち交流事業

平成25年度　松川地区実施事業報告平成25年度　松川地区実施事業報告
～各種事業について実施内容をお知らせします～～各種事業について実施内容をお知らせします～
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