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役場産業振興課

日本人の２人に１人はがんにかかるといわれています

空き店舗再生事業

「自分の店」を開いてみませんか？
町では、町内の空き店舗を活用し、小売業や

胸部 X 線（肺がん・結核）検診・大腸がん検診を受けましょう

空き店舗を探しています !

飲食店など地域に根ざした「起業」を支援します。

町では、「空き店舗台帳」に掲載する空き

【助成内容】

役場みらい健康課

① 店舗改修費用の 1/2（上限 30 万円）

店舗を募集しています。現在、使用していな

② 家賃の 2/3（上限３万円、最長１年間）

い店舗の活用方法にお困りの方は、ぜひ下記

③ 専門家による無料経営相談、経営指導

連絡先までお問合せください。

令和４年度「胸部 X 線（肺がん・結核）
検診」と「大腸がん検診」を下記のとおり
実施します。
どちらも申し込みは不要です。この機会
にぜひ受診してください。

【申請対象者】

胸部検診と大腸がん検診の日時と場所
月／日
５月８日
（日）

新しく事業を開始しようとする方

▶詳しくは、役場産業振興課（☎３３―０３３６）

②令和５年３月 31 日までに創業できる方

までお問い合わせください。

◆胸部

X 線（肺がん・結核）検診

５月９日
（月）

～レントゲン車によるＸ線検査～
40 ～ 64 歳：肺がん検診

役場総務課防災対策室

（昭和 57 年４月１日以前に生まれた方）

いざというときのために、日ごろから万全の備えを

（昭和 32 年４月１日以前に生まれた方）
【受診】

◉ 40 ～ 59 歳の方

た町内を流れる主な河川（熊野川・相野谷川・井

◦受診票の個人通知はありません。みらい

田川・神内川）について、想定される最大の雨が

健康課または各検診会場で配布します。

降った場合の「洪水浸水想定区域図」と「家屋倒
壊等氾濫想定区域図」をもとに「紀宝町洪水防災

表

マップ」を作成しました。

裏

▶詳しくは、 役場総務課防災対策室（☎３３－
０３３５）までお問い合わせください。

役場環境衛生課

合、補助金を交付しています。この補助金制度を
活用して、家庭から出る生ごみの減量にご協力く
ださい。

できる方。
【補助内容】
容器等の購入に係る費用のうち 1/2（100 円未満
は切り捨て）とし、限度額は右表のとおりです。
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必要事項をご記入のうえ、会場にお持ち
ください。

【対象】
検診時に 20 歳以上の方

補助金額一覧
種類
容器式（コンポスト）
電気式

【通知】
補助限度額

補助基数

4,000 円

１世帯２基

30,000 円

１世帯１基

【補助対象】
町内に在住する方で、堆肥の活用を図ることが

◦受診票は４月下旬に個人通知します。

５月 13 日
（金）

５月 15 日
（日）

～２日分の採便による検査～

生ごみ処理容器購入費用の一部を補助
源化するため、生ごみ処理容器を購入された場

◉ 60 歳以上の方

◆大腸がん検診

生ごみの減量化・資源化を推進するため

町では、家庭から出る生ごみを減量化および資

５月 11 日
（水）

５月 16 日
（月）

受付時間
9：20 ～ 10：40

役場駐車場（防災拠点施設下） 13：30 ～ 15：10
9：20 ～ 9：40

阪松原生活改善センター

10：20 ～ 10：40

平尾井高齢者生産活動センター

11：10 ～ 11：50

上野農事集会所

13：40 ～ 15：10
9：10 ～ 9：40

下り場集落センター

10：20 ～ 10：40

中村多目的集会施設

11：30 ～ 12：00

鵜殿ふれあい会館

14：00 ～ 15：20

永田青年クラブ

【料金】無料

町では、国土交通省および、県により作成され
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５月 10 日
（火）

65 歳以上：肺がんと結核検診

紀宝町洪水防災マップをご活用ください！

家庭や地域の防災活動などでご活用ください。

井田公民館

茶屋地構造改善センター

【対象】

今月の広報きほうに折り込んでいますので、ご

場

下桐原バス停横

①「空き店舗台帳」に掲載されている店舗にて、

Information

会

9：10 ～ 9：30

大里多目的集会施設

10：30 ～ 11：20

浅里飛雪の滝キャンプ場前

13：20 ～ 13：40

北桧杖多目的集会施設下

14：00 ～ 14：20

鮒田構造改善センター

15：00 ～ 15：40

小畑就業改善施設

9：20 ～

9：40

飯盛多目的集会施設

10：30 ～ 11：00

下地生活改善センター

14：00 ～ 15：20

上地多目的集会施設

9：20 ～ 10：00

高岡和田地バス停前

10：40 ～ 11：00

相野谷診療所（駐車場）

11：30 ～ 12：00

給食センター（駐車場）

14：00 ～ 15：30

まなびの郷（下駐車場）

９：30 ～ 11：00

役場駐車場（防災拠点施設下） 13：30 ～ 15：00

※各会場では容器の配布および提出の受け付けもしています。

個人通知はありません。
【料金】200 円（検査負担料）
（検診時に 70 歳以上の方は無料）
【備考】
便秘薬を利用されても検診は可能です。

【申請に必要な物】

容器の配布・提出について
場

容器購入の領収書、 取扱説明書、 振込口座の
わかるもの
▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）

▶詳しくは、役場みらい健康課（☎３３－

までお問い合わせください。

０３５５）までお問い合わせください。

所

配布時間

提出時間

期間：４月 25 日～５月 16 日 期間：５月８日～５月 18 日

みらい健康課

８：30 ～ 17：15

相野谷診療所

８：30 ～ 17：15

８：30 ～ 16：00

※各施設は、土・日・祝日は休みです。
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