
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
町では、これまで震災・原発事故からの復旧・復興
に「オール国見」を合言葉に、全力で取り組んできま
した。この度、震災から５年目という節目を迎えるに
あたり、国見町がこれから復興に向かってＳＨＩＮＫ
Ａ（進化・深化）してくことを、皆さんで確認をし、
気持ちを一つとすることを目的として、町民のつどい
を開催します。申込不要、どなたでも参加できます。 
■日時 ３月１２日（土）１０：００～１２：００ 
■会場 国見町観月台文化センター ホール 
■内容 第１部 震災からの５年 
    ・震災を振り返る/町の人の声（インタビューＶ

ＴＲ）/町政アドバイザー河津賢澄氏の講演 
      第２部 未来に向けて 
    ・国見町長によるこれからのまちづくりの説明/

「ふたり」応援ライブ/ふくしま復興大使佐藤
彩花さんによる復興宣言 

■問い合わせ  総務課 ☎５８５－２１１１   

 
 
 
 

 
 認知症になっても安心して暮らせ
る地域づくりをめざし、認知症サポ
ーター養成講座を開催します。認知
症サポーターは何か特別なことをす
る人ではありません、認知症につい
て正しく理解し、認知症の方やその
家族を温かく見守る応援者です。認
知症とはどのような病気なのか、認
知症の基礎知識や認知症の方との接
し方など一緒に学んでみませんか？ 
■日時 ３月２９日（火） 
■場所 国見町観月台文化センター 

第１会議室 
■定員 ２０名程度 
■申込・問い合わせ 
 保健福祉課長寿介護係 
☎５８５－２１２５ 
 

 
 

 
災害対策拠点機能の充実並びに電気自動車の普及
に伴い、急速充電器を次のとおり設置しました。 
ぜひご利用ください。 
■設置場所 国見町役場 南側駐車場 

観月台文化センター駐車場（体育館脇） 
■利用可能日 ２月１５日（月）～ 
■利用時間 ２４時間   
■充電時間 最長３０分 
■利用方法 ①NCSカード及び NCS加盟の充電用カー
ドをご用意ください。②充電用カードをお持ちでない方
…携帯電話又はスマートフォンで、充電器のＱＲコード
を読み取り、専用サイトにログインするとご利用できま
す。※専用サイト「エコＱ電」に会員登録が必要です。
また、クレジットカード決裁となりますので、登録する
際にカード情報の入力が必要となります。 
■問い合わせ 
 総務課財政係       ☎５８５－２１１４ 
生涯学習課文化スポーツ係 ☎５８５－２６７６ 

              
生きがいデイサービスは、介護
予防を図るため、健康チェック、
趣味活動や健康体操、昼食の提供
などを行う通所サービスです。概
ね６５歳以上で、介護保険認定を
受けていない方が対象で、月３回
程度、観月台文化センターで実施
しています。 
送迎付きで、安心してご利用い
ただけますので、ご近所のお友達
と気軽にご参加ください。随時申
し込み受付をしていますが、４月
から利用開始される場合は、３月
１０日までお申込みください。 
■申込・問い合わせ 
保健福祉課長寿介護係 
 ☎５８５－２１２５ 
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国見町生きがいデイサービス 
利用者募集!! 

電気自動車用急速充電器を設置 

認知症サポーター養成講座の
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血液は、医学の進歩した現代においても
人工的につくることができない貴重なもの
で、病気やけがで必要なとき、多くの方々
の善意である「献血」によって支えられて
います。 
今年度第４回目の国見町の献血が下記に
より実施されますので、一人でも多くの方
のご協力をお願いします。   
■月日 平成２８年３月４日（金） 
■場所及び受付時間 

場      所 受付時間 
伊達みらい農業協同組合 
小坂支店前 

９:００ 
～１１:００ 

(株)国見メディアデバイス
前 

１１:３０ 
～１３:００ 

公立藤田総合病院 
夜間休日入口前(※) 

１４:３０ 
～１７:００ 

※（献血される方は一般外来駐車場をご利用ください） 

■献血基準 
（献血可能日は献血カードで確認できます） 

４００ｍｌ献血 ２００ｍｌ献血 
年齢 
（男性） 

１７歳 
～６９歳※ 

１６歳～６９歳※ 
年齢 
（女性） 

１８歳 
～６９歳※ 

体重 
男女とも 
５０Ｋｇ以上 

男性４５Ｋｇ 
女性４０Ｋｇ以上 

年間総
献血量 

男性 １，２００ｍｌ以内 
女性   ８００ｍｌ以内 

※６５歳以上の方は、６０～６４歳の間に１回以上
献血経験のある方に限ります。 
■次に該当する方は、献血をご遠慮いただ
いています。 

・エイズ（ＨＩＶ）検査が目的の方 
・海外から帰国（入国）して４週間以内の方 
・英国に１９８０年から１９９６年まで１カ月
以上の滞在歴がある方 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスやエイズウイルスの
保有者（キャリア）と言われた方 

・妊娠・授乳中または６カ月以内に出産、流産
された方 
・輸血や臓器の移植を受けたことのある方 
・３日以内に出血を伴う歯科治療（歯石除去を
含む）をした方 
※服薬について、薬の種類によって献血をお願
いできる場合がございます。 
■問い合わせ  
保健福祉課保健係 ☎５８５－２７８３ 

●通知カードをまだ受け取られていない方へ 
国見町での通知カードの保管期間は「平
成２８年３月３１日」までです。 
まだ受け取られていない方はお早めに窓
口来庁をお願いします。（下記の「個人番号
カード交付臨時窓口開設日」にも通知カー
ドの受け取りが可能です。） 

 
●個人番号カードを交付します 
個人番号カードを申請された方に、「個人
番号カード交付通知書兼照会回答書」を順
次送付しますので、通知書に必要事項を記
入していただき、次のものを持参のうえ、
住民生活課戸籍係窓口にご来庁ください。
また、カード交付の期限は「通知書記載の
発行日より１ヶ月」です。 
■持参いただくもの 
・本人確認書類…運転免許証、パスポート、顔
写真有の住民基本台帳カード等の顔写真付
き証明書を１点、 ※顔写真付きの証明書を
お持ちでない方…保険証、年金手帳・証書、
介護保険証等を２点 ・記入した照会回答書
…１枚 ・通知カード…１枚 ・住民基本台
帳カード(お持ちの方のみ)…１枚(個人番号
カードと引き換えになります。) 
■交付日・時間 
・窓口業務を行う平日 
８：３０から１７：１５(木曜日の窓口

延長時の交付受付は１８：３０まで) 
・個人番号カード交付臨時窓口 
２月２８日(日)、３月１３日(日)、２７

日(日) ８：３０～１６：３０ 
■問い合わせ 
住民生活課戸籍係 ５８５－２１１５ 

 

 町による粗大ごみの収集日は、毎月第
１・第３水曜日です。 
 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
及び数量を住民生活課へご連絡ください。 
 なお、３月の収集日は２日と１６日です。 
■問い合わせ・連絡先 
 住民生活課住民防災係  
☎５８５－２１１６ 

献血のお願い マイナンバーのお知らせ 

粗大ごみの収集 



 
 平成２７年８月１日から１０月３０日ま
で実施したガラスバッジの測定結果につい
て、町全体の集計をまとめ、専門家で構成
されている福島県「放射線と健康」アドバ
イザリーグループへ測定結果と被ばくを避
ける方法について助言を依頼し、以下のコ
メントを頂きましたので報告します。 
■配布・回収 
測定希望者３２６名に配布し、３１２名回収
した結果の集計になります。（回収率 ９５．
７％）期限を過ぎて提出した方（１名）や紛
失した方（１３名）の結果は含まれません。 
■測定結果・割合 
最低値は未検出、最高値は０．２ｍＳｖでし
た。 

＜結果数値の見方について＞ 
・実効線量が「X(エックス)」の場合、0.05 ﾐﾘ
ｼｰﾍﾞﾙﾄ未満であることを示します。 
・実効線量の数値は,小数点以下第２位を四捨
五入したものです。（例）0.05 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以
上,0.15 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満⇒0.1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄと表示 

・自然放射線は除いた外部被ばく線量を示す数
値です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問い合わせ  
保健福祉課保健係 ☎５８５－２７８３ 

 

 
 町では昨年の１２月から使用済小型家電
の回収を開始しましたが、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 ２月２８日（日） 

８：３０～１７：００ 
■場 所 国見町役場 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 住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

 
・犬などのペットを散歩させる際は、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。 

・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ください。 

・ねこには避妊・去勢手術を受けさせ、繁殖し
て飼育できなくなった等の理由で捨てられ
る不幸なねこを増やさないように努めてく
ださい。 
■問い合わせ 住民生活課住民防災係 

 ☎５８５－２１１６ 

数 値 人 数 割 合 
X（未検出） ２３２名 ７４.３% 
0.1ｍSｖ ７７名 ２４.７% 
0.2ｍSｖ ３名 １.０% 

【アドバイザリーグループからのコメント】 
１.測定結果について 
  今回の測定は、現状における約３か月間の
積算線量を把握するためのものでしたが、健
康影響が心配されるレベルの線量の方はい
ませんでした。 

２.被ばくを避ける方法について 
  外部被ばくに関しては、線量が高い場所を
知り、普段の生活に不都合が生じない範囲
で、そこから距離をとる、あるいはそこにい
る時間を短くすることが考えられます。 
内部被ばくに関しては、日常生活の中で、

まんべんなく(偏った、又は同じ食品ばかり
を摂取することなく)いろいろな食品をとる
ように心がけることが大切です。なお、食品
中には、自然界に存在しているカリウム 40
などの放射性物質が含まれており、これによ
る放射線を常に受けています。 

３．その他 
今回測定した時期より以前（発災から７月
１１日までの４か月間）の個人外部被ばく線
量については、現在行っている県民健康調査
の基本調査に回答していただければ、推計値
が個人へ通知されます。 

＊外部被ばくは、身体の外にある放射性物質
（線源）から放射線を受けることで、内部被ば
くは、飲食や呼吸又は皮膚（傷口）を通って体
内に入った放射性物質から放射線を受けるこ
とです。 

ガラスバッジ（放射線積算線量計）
測定結果の集計 

使用済小型家電リサイクル 
特別回収のお知らせ 

ペットはマナーを守って 
飼育してください！！ 
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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 
■環境放射能測定結果 
①各地の放射線量率                   （単位：マイクロシーベルト/時） 
地区 測定場所 測定条件 2/10 2/17 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．13 0．14 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．12 0．13
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．09
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．13 0．15
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．08
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．11 0．10
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．13 0．14
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．15 0．18
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．08 0．09
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．18 0．18
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．12 0．11

◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 
②保育所・幼稚園・小学校・中学校の放射線量率      （単位：マイクロシーベルト/時） 
測定場所 測定条件 2/10 2/17 測定場所 測定条件 2/10 2/17 
藤田保育所 50ｃｍ 0．11 0．13 国見小学校 50ｃｍ 0．08 0．08
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．05 県北中学校 1ｍ 0．07 0．08

◆問い合わせ 学校教育課 ☎585-2158 
③仮置場空間線量率            （測定：地上１ｍ、単位マイクロシーベルト/時） 

仮置場 測定地点 2/10 2/17 仮置場 測定地点 2/10 2/17 
藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 0．11 0．13 森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側 
町道沿 0．11 0．11 

中心 0．08 0．09 
藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 0．10 0．15 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．08 0．06
中心 0．10 0．14 中心 0．14 0．10 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

進入口 0．09 0．10 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．09 0．10 
中心 0．09 0．10 中心 0．09 0．11 

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．07 0．08 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

進入口 0．09 0．08 
中心 0．08 0．09 中心 0．08 0．08 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

進入口 0．11 0．11 大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．12 0．09 

中心 0．11 0．13 中心 パイロット輸送作
業中のため未測定 

※森江野方部 1号は、森江野方部会で測定しています。 
※搬入中の仮置場は、敷地内の中心でも測定しています。 ◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 
 
④県北浄化センターにおける環境放射線    ⑤県北浄化センター脱水汚泥に含まれる放射性物質 
 モニタリング調査結果（単位：マイクロシーベルト/時）    濃度モニタリング調査結果（単位：ベクレル/ｋｇ） 

測定場所 測定条件 1/4 1/29 

 

 採取月日 核種濃度 備考 

副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．15 0．16 最小値 1/1～3, 
5～15,17,18 0 セシウム 

134・137 合計 汚泥保管テント（アスファルト） 1ｍ 0．15 0．15 最大値 1/24 111 
※1月末下水汚泥保管量 約 17,968ｔ（テント数 58 張）公益財団法人福島県下水道公社測定 
※現在、日々発生する量の全量を場外へ搬出しています。  ◆問い合わせ 下水道係 ☎585-2984 
 
⑥飲料水（水道水）の放射性物質モニタリング検査結果 

測定場所 取水場所 
2/10 2/17 

ヨウ素 セシウム ヨウ素 セシウム 
町水道事業 観月台文化センター ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 
泉田・泉田下簡易水道 泉田字石田後地内 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 


