
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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。 
 つきましては、今年度第１回目の国見町の献血を次のとお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。  
 
■期 日 ６月１３日（月） 
■場所及び受付時間 

受付時間 １号車（場所） ２号車（場所） 
 ９：００～１１：１５ 国見町役場 駐車場 八巻石材工業(株)国見工場前 

１２：００～１３：００ (株)大岩マシナリー国見事業所前 (株)大岩マシナリー国見事業所前 

１４：３０～１５：３０ 一心堂薬局前 (株)福梁製作所前 

１６：００～１７：００ 福島信用金庫国見支店前 清水製作所(株)福島工場前 

 
■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 
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献血のお願い ～６月１３日に実施します～ 

第５回 くにみっ子バザー 
■日 時  ６月１９日（日） ９：３０～１１：００ 
■会 場  国見小学校 体育館 

    ■主 催  国見小学校ＰＴＡ（環境委員会） 



 
 
 

 町では、平成２９年度職員採用候補者試験を実施します。 
 
■内容 
 一般事務（行政）大学卒 資格免許職（保育士・幼稚園教諭） 
募集人員 若干名 若干名 

受験資格 

昭和 62 年 4 月 2 日から平成 7 年 4 月 1
日までに生まれた方で、大学卒業または
平成 29 年 3 月までに卒業見込みの方 

昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた方で
保育士・幼稚園教諭の両方の資格、免許
を有する方、または平成 29 年 3 月まで
に両方の資格、免許を取得見込みの方 

募集期間 
平成 28 年 5 月 26 日（木）から 6月 24 日まで（執務時間中に限ります。） 
郵送の場合は、6月 22 日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。 

１次試験 
・期日 平成 28 年 7 月 24 日（日） 
・会場 福島大学（福島市金谷川１） 

２次試験 １次試験合格者に通知します。 

試験方法 
・１次 教養試験、専門試験、適正検査 
・２次 論文試験、面接及び集団討論、身体検査 

■申込用紙請求 
国見町役場総務課で交付します。郵便により請求する場合は、封筒の表に「大学卒試験

申込用紙請求」または「資格免許職試験申込用紙請求」と朱書きし、１２０円切手を貼っ
た自分宛の返信用封筒（角形２号）を必ず同封してください。 
■申込の方法 
  申込用紙に必要事項を記入して、国見町役場に提出してください。申込書を郵送する場
合は１２０円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に「大学卒試験申込」または「資
格免許職採用試験申込」と朱書きし、必ず簡易書留にて送付してください。 

 
■申込・問い合わせ 総務課庶務係 ☎５８５－２１１１ 

 
 

 
■期 日 ６月１９日（日） 
 
■内 容  
・車上観閲 ８：３０～（荒天時中止） 
   藤田商店街 
（つくだや交差点～むさしや交差点） 

 ・定期点検 ９：００～ 
   国見小学校校庭 
（雨天時グリーンアリーナ９２３） 

 
■問い合わせ  
住民生活課住民防災係  
☎５８５－２１１６ 
 
 

 
 
 
 

平成２３年度の税制改正により平成２６年
１月以降、事業所得、不動産所得または山林所
得を生ずべき業務を行う全ての方について記
帳と帳簿書類の保存が必要となります。 
この度、記帳のしかたなどについてご理解い
ただくために説明会を開催します。 
■日 時 ６月１日（水） 
 ・営業所得・不動産所得  

１０：００～１２：００ 
 ・農業所得 
 １３：３０～１５：３０ 

■会 場 福島県文化センター 小ホール 
■持ち物 筆記用具 
■問い合わせ 
福島税務署 ☎５３４－３１２１ 

記帳説明会の開催 

平成２９年度国見町職員の募集 

国見町消防団定期点検の実施 



 
 
 

 
●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６月３０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。 
●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
民生活課戸籍係にご来庁ください。 
■持参いただくもの 
 ・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証な

ど) ・記入した照会回答書 ・通知カード 
 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 
■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 
５月２９日(日) ８：３０～１６：３０ 

■問い合わせ  
住民生活課戸籍係 ☎５８５－２１１５ 

 
 

 
 
○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 
県北保健福祉事務所食品衛生チーム 
☎５３４－４３０５ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 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 ５月２９日（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 

町による粗大ごみの６月の収集日は、
１日と１５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。 
 受付の無いものは、回収できません。 
 
 
■問い合わせ・連絡先 
住民生活課住民防災係 
☎５８５－２１１６ 

 
 
 

ペットはマナーを守って 
飼育してください！！ 

マイナンバーのお知らせ 

使用済小型家電リサイクルの特別回収 粗大ごみの収集 



復興情報 第 97 号 平成 28 年 5 月 20 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 5/11 5/18 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．15 0．12 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．11 0．10
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．07
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．12 0．11
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．08
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．10
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．14 0．12
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．16 0．14
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．09 0．07
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．19 0．17
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．11 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 5/11 5/18 測定場所 測定条件 5/11 5/18 
藤田保育所 50ｃｍ 0．10 0．11 国見小学校 50ｃｍ 0．08 0．08
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．06 0．06 県北中学校 1ｍ 0．06 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 5/11 5/18 仮置場 測定地点 5/11 5/18 
藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 進入口 0．13 

(5/10) 
0．14 
(5/17) 

森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側 
町道沿 0．10 0．09 

藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 0．11 0．13 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．07 0．07
中心 0．11 0．10 中心 0．08 0．07 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

進入口 0．09 0．09 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

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

藤田方部 4号 
（藤田字鶉町六） 

進入口 0．09 0．07 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

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

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 0．10 0．09 
中心 0．09 0．07 中心 0．07 0．06 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

進入口 0．11 0．10  
中心 0．11 0．11 

※藤田方部 1号は藤田方部会で前日の火曜日に測定、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 4/1 4/28 
 

 採取月日 核種濃度 備考 
副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．17 0．16 最小値 4/24,28 0 セシウム 

134・137 合計 汚泥保管テント（アスファルト） 1ｍ 0．13 0．14 最大値 4/30 142 
震災当時、留め置きされた約 25,075ｔ（保管テント数 67 張）の汚泥が 4月末で約 11,038ｔ処理され、下水汚
泥保管量は約 14,037ｔ（保管テント数 52 張）となり、平成 29 年 3 月末までに全量場外搬出される見込みとな
っています。【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）の放射性物質モニタリング検査結果 

測定場所 取水場所 
5/11 5/18 

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 


