
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29年 6月 13日号   編集・発行 国見町総務課 

●「市川由紀乃」が一日駅長に 
  ―道の駅国見 あつかしの郷― 

国見町応援大使・ＮＨＫ紅白歌合戦出場の

演歌歌手、市川由紀乃が道の駅国見あつかし

の郷の一日駅長としてみなさまをお出迎え

します。また、当日は現在ヒット中の「はぐ

れ花」ほかを披露します。 

 

■日時 ６／２４（土） 

    １５：００～１６：００（予定） 

■会場 道の駅国見 あつかしの郷 

    イベント広場 

   

■問い合わせ  

総務課文書広報係 ☎５８５－２１１３ 

●国見カスタムラボ始動 
－第１回キックオフミーティング－ 

国見カスタムラボは、自分たちで考えたイベ

ントを通して若者同士や地域との交流を図り、

これらの必要とされるスキルを「楽しみなが

ら」学ぶ場所です。ラボに「先生」はいません。

学ぶ内容も自分たちで決めます。たくさんの人

と出会い、対話を通じて自分たちが「本当に学

びたいこと」を見つけ、国見流に学びましょ

う！！ 

第１回キックオフミーティング 

■日 時  

  ６／２７（火）１９：００～２０：３０ 

■会 場 

  道の駅国見 あつかしの郷 

  南棟２階 うぐいすの間 

※参加希望者は、氏名、連絡先を電話またはメ

ールで連絡ください。 

 

■申込・問い合わせ  

企画情報課総合政策室  

☎５８５－２２１７ 

メール kikaku@town.kunimi.fukushima.jp 

●「つるし雛」を作ってみませんか。 

 【つるし雛体験教室】 

あたたかみがある、かわいい「つるし雛」

を一緒に作ってみませんか？ 

 

■日 時 ６／２０（火）～２３（金） 

     ４日間１０：００～１５：００ 

■会 場 あつかし歴史館 第１研修室 

■参加料 ４００円～６００円 

     ※材料により変わります。 

※事前申し込み不要。お気軽にお越しくだ

さい。 

■主催・問い合わせ  

くにみひなの会（会長：安田節子） 

 ☎０９０－１３７４－５３２８ 

●地域が育てる“若者”が創る地域 
－プロジェクト学習 保護者説明会－ 

皆さんは、１００年に一度とも言われる「２

０２０年教育大改革」をご存知でしょうか？ 

この改革では、これまでの「知識・技能」に

加え、「思考力・表現力・判断力」や「主体性

を持って多様な人々と協働する態度」などを育

成・評価する教育が始まります。 

この説明会では、それらを踏まえた大学・高

校受験・就職活動の対策や「キャリア教育」の

重要性などについて、首都圏などの教育の第一

線で活躍する講師陣が解説します。 

子どもたちが悩む受験への対策、抱える将来

への不安を地域全体で考え、解決していきまし

ょう。 

■日 時  

  ６／２８（水）１９：００～２０：３０ 

■会 場 

  道の駅国見 あつかしの郷 

  南棟２階 うぐいすの間 

■定 員 

  先着８０名（入場無料） 

■問い合わせ  

企画情報課総合政策室  

☎５８５－２２１７ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●ホールボディカウンターによる放射能内部被ばく検査 

町では東京電力福島第一原発事故に伴う町民の皆様の健康不安解消と長期の健康管理のために、

今年度もホールボディカウンターによる内部被ばく検査を実施します。なお、受検場所により申

込方法が異なりますので、それぞれの方法で申し込みください。 

■対象者 

①平成１１年４月１日以前生まれの国見町民の方（高校生相当年齢者までには個別通知） 

②平成２３年３月１１日時点で国見町に住所があり、その後町外へ転出した方も希望があれば

調査対象とします。（申込み後に要件を確認するため、対象にならない場合もあります。） 

③自主避難等で国見町に居住している方。 

■検査費用 無料 

■受検場所 

 １．バスでの検査 ２．施設での検査 

日程 

７／９（日）定員１５名 

１１（火）定員２０名 

１２（水）定員２０名 

１６（日）定員２０名 

１７（月）定員２０名 

１８（火）定員４０名 

高校生相当

年齢までを

優先的に割

振りのため

日程が限ら

れています。 

平成２９年７月～平成３０年３月 

（お盆、年末年始除く） 

受付時間 受付は３０分区切り 

平日      ９：００～１６：３０ 

第１・２土曜日 ９：００～１１：３０ 

第３日曜日   ９：００～１１：３０ 

場所 森江野町民センター 駐車場 

(財)福島県労働保健センター 

福島市沖高字北貴船１－２ 

※検査場所までの交通手段及び費用は各受

検者負担です。 

申込 

期間 

６／２６（月）～２９（木） 

８：３０～１７：００ 

※氏名、生年月日、住所、連絡先、希望の

検査日程をお聞きします。 

平成３０年３月まで（年末年始・土日祝

日除く） ８：３０～１７：００ 

※検査希望日の１０日前までに申し込みく

ださい。 

■その他 

 ・県民健康調査の健康管理データとして福島県立医科大学（県民健康調査受託先）に提供する

ことについて原則、同意書を提出していただきます。 

・申込みなく受検することはできませんので必ず申込みください。 

■申込・問い合わせ 保健福祉課保健係 ☎５８５－２７８３ 

 

（１）バスでの検査 

  ・検査日程及び定員 、 

             

 

●ガラスバッジによる 

個人外部被ばく線量測定 

８月１日から１０月３１日までの３か月

間、放射線積算線量計(ガラスバッジ)による

外部被ばく線量測定を行います。今回は、一

般住民の方の募集をします。希望される方は

電話で申し込みください。 

■対象 

平成１４年４月１日以前生まれの国見町

民の方（中学３年生以下には個別通知済） 

■費用  無料 

■申込受付期間・時間 

６／２６（月）～２９（木）  

８：３０～１７：００ 

※氏名、生年月日、住所、連絡先をお聞きしま

す。 

■申込先・問い合わせ 

 保健福祉課保健係☎５８５－２７８３ 

●使用済小型家電リサイクルの 

特別回収 
 
町では使用済小型家電の回収を実施し

ていますが、回収ボックスに入らない小型

家電の回収を次のとおり実施します。 

ごみの減量化と再資源化にご協力をお

願いします。 

■日 時  

６／２５（日）８：３０～１７：００ 

■場 所 

国見町役場 １階 住民生活課 

■対象品  

パソコン、ラジカセ、電話機、ビデオ

デッキ、カーステレオなど回収ボック

スに投入できない縦15㎝×横30㎝以

上の小型家電 

■問い合わせ・連絡先 

住民生活課住民防災係 

 ☎５８５－２１１６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●粗大ごみの収集・ごみの 

出し方のお知らせ 

 

 
 

○犬などのペットを散歩させる際には、ビ

ニール袋等を持参し、フンは放置せずに

必ず持ち帰って、飼い主の責任で処理し

てください。 

○飼い犬を迷子にさせないでください。

（鑑札、注射済票番号を装着すること

で、飼い主がわかります。） 

○ペットが逃げてしまったら、保健所、役

場、警察等へすぐ連絡しましょう。 

○ねこの放し飼いは、ご近所への迷惑や交

通事故の発生に繋がりますので、室内で

の飼育に努めてください。 

○野良ねこへエサを与えるとその場所が

ねこのたまり場になり、ご近所への迷惑

に繋がります。ねこにエサを与える方は

「ご自身が飼い主である」ことに責任を

持って飼育してください。 

■問い合わせ・連絡先  

住民生活課住民防災係   

☎５８５－２１１６ 

福島県動物愛護センター  

☎０２４－９５３－６４００ 

 町による粗大ごみの７月の収集日は、 

５日（水）と１９日（水）です。 

 粗大ごみを出すときは、収集日の前日

（平日の８：３０～１７：１５）までに、

品目・数量・ごみ置場の番号を住民生活課

へご連絡ください。受付の無いものは回収

できません。 

～ごみの出し方について～ 

・ごみ袋には名前を書いて出してくださ

い。 

・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で

簡単に汚れが落ちたものだけを入れて

ください。汚れがあるものは「もやせる

ごみ」として出してください。 

・ごみ置場にごみを出す際は必ずネット等

をかけるなどして、カラス等がいたずら

しないよう注意してください。 

  

■問い合わせ・連絡先 

 住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

●平成２９年度教科書展示会 

 

 

 

 
 

 平成２９年度に使用している教科書や平

成３０年度見本本等その他の教科書を展示

し、教職員に対して教科書研究の場を提供

するとともに、広く一般に対しても教科書

に対する理解を深めることを目的とし、次

のとおり展示会が開催されますのでお知ら

せします。 

■日 時 

６／１６（金）～２９日（木） 

■会場・開催時間など 

・福島教科書センター（福島市立図書館） 

 月～土  １０：００～１８：３０ 

 日    １０：００～１６：３０ 

 ※休館日 火曜日 

・伊達教科書センター（保原小学校） 

 月～金  １０：００～１６：３０ 

 ※休館日 土・日曜日、６／１９ 

・二本松教科書センター（二本松市文化センター） 

 火～日  １０：００～１９：００ 

 ※休館日 月曜日 

■問い合わせ 

 学校教育課学校教育係 

 ☎５８５－２８９２ 

●ペットはマナーを守って 

 飼育してください！！ 

●平成２９年度家族介護教室 

 

 
 

 町では、「高齢者の脱水と低栄養予防」を

テーマに家族介護教室を開催します。参加希

望の方は、保健福祉課長寿介護係まで申し込

みください。 

 

■日 時 

 ７／６（木） １０：００～１１：３０ 

■会 場 

 観月台文化センター２階 第１会議室 

■定 員 ２０名 

■講 師  

特別養護老人ホーム国見の里 

管理栄養士 矢吹美和子氏 

 

■問い合わせ 

保健福祉課長寿介護係  

☎５８５－２１２５ 



復興情報 第 110号 平成 29年 6月 13日 

国見町災害対策本部（国見町大字藤田字一丁田二 1番 7） 電話番号 585-2116 

 
①町内各地の空間線量率                  （単位：マイクロシーベルト/時） 
地区 測定場所 測定条件 5/31 6/7 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．11 0．12 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．10 0．09 
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．07 0．07 
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．07 0．11 
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．07 0．06 
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．09 
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．10 0．10 
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．12 0．15 
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．08 0．07 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．13 0．17 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．09 0．07 

◆問い合わせ 住民生活課 ☎585-2158 

②保育所・幼稚園・小学校・中学校の空間線量率      （単位：マイクロシーベルト/時） 
測定場所 測定条件 5/31 6/7 測定場所 測定条件 5/31 6/7 
藤田保育所 50ｃｍ 0．12 0．10 国見小学校 50ｃｍ 0．05 0．04 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．05 県北中学校 1ｍ 0．09 0．10 

◆問い合わせ 学校教育課 ☎585-2892 

③仮置場の空間線量率及び地下水の放射能濃度（測定：地上１ｍ、単位マイクロシーベルト/時） 
仮置場 測定地点 5/23・24 5/30・31 仮置場 測定地点 5/23･24 5/30・31 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 0．09 0．08 森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側中央部 0．10 0．11 

中心 0．08 0．07 中心 0．16 0．16 

藤田方部 2号 
（石母田字日矢来） 

進入口 0．10 0．10 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

南側中央部 0．08 0．09 

中心 0．11 0．11 中心 0．10 0．10 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

東側町道沿 0．10 0．08 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．06 0．07 

中心 0．10 0．11 中心 0．07 0．07 

藤田方部 4号 
（藤田字鶉町六） 

進入口 0．07 0．08 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

東側中央部 0．12 0．11 
中心 0．08 0．07 中心 0．11 0．10 

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．08 0．07 大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．06 0．07 
中心 0．08 0．06 中心 0．08 0．09 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

西側中央部 0．09 0．10 ※5/30、31の地下水の放射能濃度は、全ての仮置場

において「不検出」となっています。 中心 0．09 0．07 
※藤田方部、小坂方部 2号は、5/23と 5/30 の測定値。小坂方部 1 号、森江野方部、大木戸方部、
大枝方部は、5/24と 5/31の測定値。 

                          ◆問い合わせ 住民生活課☎585-2158 

④県北浄化センター内の空間線量率     ⑤県北浄化センター脱水汚泥に含まれる放射能物質濃度 
       （単位：マイクロシーベルト/時）              （単位：ベクレル/ｋｇ） 

測定場所 測定条件 5/1 5/31 
 

 採取月日 核種濃度 備考 
副門入口 1ｍ 0．13 0．11 最小値 5/5,6,10,11,14 0 セシウム 

134・137 合計 汚泥保管テント撤去跡地 1ｍ 0．10 0．11 最大値 5/15,17 45 
震災当時、留め置きされた約 25,075ｔの下水汚泥は、平成 29 年 1月末で全量場外搬出となりまし
た。乾燥施設につきましては、平成 29年度内で解体される見込みです。 
【公益財団法人福島県下水道公社測定および集計】      ◆問い合わせ 下水道係 ☎585-2984 

⑥飲料水（水道水）の放射能物質濃度モニタリング検査結果  

測定場所 取水場所 
5/31 6/7 

ヨウ素  セシウム ヨウ素  セシウム 
町水道事業 国見町役場 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

ＮＤ：検出限界値未満 検出限界値：1Bq/kg 
※福島県内の水道水モニタリング検査結果については、福島県ホームページ（東日本大震災関連情
報/各種モニタリング結果）で公表しています。     ◆問い合わせ 水道係 ☎585-2997 


