
 

 

 

 

 

 

 

 

 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、４月の収集日は６日と２０日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ・連絡先 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 3 月 18 日号   編集・発行 国見町総務課 

粗大ごみの収集 
ペットはマナーを守って 

飼育してください！！ 

平成 28年度 国家公務員 

「国税専門官採用試験」（大学卒業程度）のお知らせ 

 仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集しています。国税専門官は、国の

財政を支える重要な仕事を担い、税務署等において、調査・徴収・検査や指導などを行う税務

のスペシャリストです。 

◇受験資格  

 １ 昭和 61年４月２日～平成７年４月１日生まれの者 

 ２ 平成７年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者 

 （１）大学を卒業した者及び平成 29年３月までに大学を卒業する見込みの者         

 （２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格があると認める者 

◇受験申込受付期間  

 ・インターネット 

…平成 28年４月１日（金）から４月 13日（水）まで 

 ・郵送又は持参 

…平成 28年４月１日（金）から４月４日（月）まで 

◇お問い合わせ先 仙台国税局人事第二課  

022-263-1111内線 3236 

詳しくは・・・         

国税専門官 検 索 

  



 

 

 

●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。（次の「マイナンバーカード（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。） 

 

●マイナンバーカード（個人番号カード）を交付します 
 

マイナンバーカード（個人番号カード）を

申請された方について、「個人番号カード交

付通知書兼照会回答書」を転送不要の郵便に

より送付しますので、通知書に必要事項を記

入し、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。(交付の際、顔認

証システムを用いることがあります。あらか

じめ、ご了承お願いします。) なお、代理

人によるマイナンバーカード（個人番号カー

ド）の受け取りは「病気、身体の障害等によ

るやむを得ない理由」がある方のみ可能です。

ご希望の方は、担当までご連絡ください。 

■交付日・時間 

 ・窓口業務を行う平日 

８：３０～１７：１５(木曜日の窓口延

長時の交付受付は１８：３０まで) 

 ・マイナンバーカード(個人番号カード)交

付臨時窓口 

３月２７日 ( 日 ) 、４月１０日 ( 日 )  

８：３０～１６：３０ 

 

■持参いただくもの 

 ・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、

パスポート、顔写真付きの住民基本台帳

カード等)…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 

(照会回答書をお持ちでない場合、顔写

真付きの本人確認書類２点が必要で

す。) 

 ・通知カード…１枚 

(マイナンバーカード(個人番号カード)

と引き換えになります。) 

 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)…

１枚 

(マイナンバーカード(個人番号カード)

と引き換えになります。) 

■問い合わせ  

住民生活課戸籍係 ☎５８５－２１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーのお知らせ 

マイナンバーカード（個人番号カード）の取得には申請が必要 
○顔写真入りのマイナンバーカード（個人番号カード）の申請方法は、次の４通りです。 

①郵送で申請 

  個人番号カード交付申請書に署名または記名押印し、ご本人の顔写真を貼り、返信用封筒

に入れて郵便ポストへ 

  ②パソコンで申請 

   デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存。交付申請用のＷＥＢサイトにアクセス。

画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信 （交付申請書に記載の申請書ＩＤ

の入力が必要です。） 

  ③スマートフォンによる申請 

   スマートフォンのカメラで顔写真を撮影。交付申請書のＱＲコードを読み込み申請用ＷＥＢ

サイトにアクセス。画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信 

  ④まちなかの証明用写真機からの申請  

   タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書の

ＱＲコードをバーコードリーダーにかざす。画面の案内に従い、必要事項を入力し顔写真を

撮影して送信。（現在、国見町内にはありません。福島市等でご利用ください。） 



 

町の発展に大きく関わった阿武隈川舟運。 

その歴史と人々の関わりについての特別

展示が福島市で開催されます。 

町からは西大枝深山神社の「廻米絵馬」(右

図)が展示されます。 

この機会に是非ご覧ください。 

■期 間 ４月６日（水）～２４日（日） 

    １０：００～１８：００ 

    ※火曜日は１６：３０まで 

■会 場 御倉邸(旧日銀福島支店長役宅) 

     福島市御倉町１番７８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

 福島市ふれあい歴史館  

☎５６３－７８５８

 

 

 

 観月台文化センターが所有する「ベーゼン

ドルファーmod.290」。世界の名器とうたわ

れるこのピアノの「音色」と、観月台文化セ

ンターホールが生み出す「響き」をこの機会

にぜひ体験してみませんか。 

■日時 ４月１６日（土）～１７日（日） 

    １組３０分以内 

    午前の部 １０：００～１２：００ 

    午後の部 １３：３０～１７：００ 

    夜の部  １８：００～２１：３０ 

■会場 国見町観月台文化センター ホール 

■料金 １組 １，０００円 

■観覧 どなたでも観覧いただけます。 

    （無料） 

■問い合わせ 

 国見町観月台文化センター 

 ☎５８５－２６７６ 

    

 

 

 

 国見町自衛隊協力会創立２０周年記念事

業として、陸上自衛隊第６音楽隊の音楽演奏

会が観月台文化センターで開催されます。 

 入場無料となっていますので、ぜひご来場

ください。 

■日時 ３月２６日（土） 

     １３：００～１４：００ 

     （開場１２：３０） 

■会場 国見町観月台文化センター ホール 

■演奏曲目 

  サンダーバードは飛ぶ、春の声、早春賦、

あすという日が など７曲予定 

■問い合わせ 

 国見町自衛隊協力会 会長 三瓶 

 ☎５８５－５０４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国見町の文化財も出展！ 

「阿武隈川舟運図と舟運の歴史」展が開催 

 

ベーゼンドルファー試弾会 
陸上自衛隊第６音楽隊 

音楽演奏会 

 

国見町では、「公式ツイッター」＆「公式フェイスブック」でイベント情報な

ど、さまざまな町の情報を発信しています。ぜひ、ご覧ください。 

 

 
 



復興情報 第 95号 平成 28年 3月 18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 3/9 3/16 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．14 0．13 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．12 0．11 
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．08 
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．11 0．14 
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 0．09 
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．12 0．12 
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．16 0．15 
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．10 0．10 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．19 0．16 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．10 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 3/9 3/16 測定場所 測定条件 3/9 3/16 
藤田保育所 50ｃｍ 0．10 0．11 国見小学校 50ｃｍ 0．06 0．09 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．06 県北中学校 1ｍ 0．07 0．09 

◆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 3/9 3/16 仮置場 測定地点 3/9 3/16 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 0．10 0．11 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 0．08 

藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 0．13 0．12 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．08 0．08 

中心 0．13 0．12 中心 0．10 0．11 

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 0．09 

中心 0．08 0．09 中心 0．08 0．08 

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） 

進入口 0．08 0．08 
中心 0．07 0．08 中心 0．08 0．08 

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．07 0．07 
大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．11 0．11 

中心 0．08 0．08 
中心 

パイロット輸送作
業中のため未測定 小坂方部 2号 

（新内谷） 
進入口 0．11 0．11 
中心 0．11 0．11  

※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 2/4 2/29 

 

 採取月日 核種濃度 備考 

副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．14 0．15 最小値 
2/6,8,12 
16,21 

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 2/26 95 
※2月末下水汚泥保管量 約 16,916ｔ（テント数 54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 
3/9 3/16 

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 


