
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 28 年 8 月 19 日号   編集・発行 国見町総務課 

●空き家バンクの受付を 

始めました 
 
 町では、空き家等対策の一環として、空

き家バンクの受付を開始しました。 

 登録した空き家の場所や個人を特定でき

ないように、町のホームページで公開し、

空き家を取得したい方からの問い合わせが

あった場合に、情報を提供する制度です。 

 なお、要項や申請書類などは、町のホー

ムページに掲載してありますのでご覧くだ

さい。また、申請には建築年月日などが必

要となりますので、建築確認書類をご準備

ください。不明な点については、お問い合

わせください。 

 

■問い合わせ  

建設課管理係 ☎５８５－２９７２ 

●粗大ごみの収集・ごみの出し方の 

お知らせ 

 町による粗大ごみの９月の収集日は、７

日と２１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。 

～ごみの出し方について～ 

・プラスチックのごみ袋に、納豆パックや

惣菜が入っていたパック等が入っている

場合がありますが、水洗い等で安易に汚

れが落ちないものは回収出来ませんの

で、「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 

 住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

●「なりすまし詐欺」の不審電話が

多発傾向 

県内で音声ガイダンスによる不審電話が増

加傾向にあります。 

電話に出ると「ＮＴＴ電話の契約が止めら

れるので、９のボタンを押してください」な

どと音声ガイダンスが流れ、指示された番号

を押すとＮＴＴ職員等を名乗る者から、最終

的に現金を要求されるものです。 

電話がかかってきて音声ガイダンスが流れ

た場合は、「なりすまし詐欺」の疑いがあるの

で、すぐに電話を切断し警察へ通報してくだ

さい。 

 

 

■問い合わせ・連絡先 

 住民生活課住民防災係  

☎５８５－２１１６ 

 福島北警察署桑折分庁舎 

 ☎５８２－２１５１ 

●平成２８年社会生活基本調査に 

ご協力ください 
 

 総務省統計局（福島県）では、１０月２０日

現在で社会生活基本調査を実施します。 

 この調査は、わたしたちが１日のうちどのく

らいの時間を仕事、家事、地域での活動などに

費やしているか、過去１年間の自由時間にどの

ような活動を行ったかについて調査し、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推

進、少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資

料を得ることを目的として実施します。 

 １０月上旬から中旬にかけて、調査員が調査

をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨

をご理解いただき、ご回答をお願いします。 

■問い合わせ  

企画情報課情報統計係 

☎５８５－２９７２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●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、「個人番号カード交付通知書兼照

会回答書」を郵便により送付します。 

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カ月」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。 

■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) 

・通知カード…１枚(個人番号カードと引き換え) 

・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) 

■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 

８月２８日(日) 

８：３０～１６：３０ 

■問い合わせ  

住民生活課戸籍係 

☎５８５－２１１５ 

●使用済小型家電リサイクルの 

特別回収 
 

 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 ８月２８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 

●ペットはマナーを守って 

飼育してください！！ 

 
 ○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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●町総合防災訓練の実施 

 

■期 日 ９月１１日（日） 

■場 所 ＜第１部＞ 

各自主防災会（町内会）の

一時避難場所 

     ＜第２部＞ 

上野台総合運動公園 

（希望者のみ参加です。） 

 

■問い合わせ 

住民生活課住民防災係 

 ☎５８５－２１１６ 

●長寿・健康づくり講演会 

 林家時蔵 独演会 

 
■日 時 ９月１０日（土） 

     １０：００～１１：３０ 

     開場９：３０ 

■会 場 国見町観月台文化センター 

     大研修室 

■内 容 講演６０分、落語３０分 

     

  入場無料（定員１００名） 

  事前申込不要 

 

■問い合わせ 

 保健福祉課国保係 

 ☎５８５－２７８５ 

●くにみ演歌まつり 

 
■日 時 １０月９日（日） 

     １４：００～ （開場１３：３０） 

■会 場 国見町観月台文化センター ホール 

■内 容 第１部 

      福島演歌塾ステージ 

       演歌塾全国カラオケ大会ｉｎ長野 出場者９名 

      ゲスト 鴻巣巧一（みちのくレコード） 

          三浦良太（キングレコード） 

     第２部 

      市川由紀乃（キングレコード）オンステージ 

       （市川さんは、国見町応援大使です。） 

■入場料 前売：２，５００円（全席指定） 当日：３，０００円 

 

■問い合わせ 

 国見町観月台文化センター  ☎５８５－２６７６ 

国見町の情報は、 

◆町のホームページ 

◆Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター） 

◆Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック） で随時発信中 



復興情報 第 100号 平成 28年 8月 19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 8/10 8/17 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．13 0．11 
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 0．10 0．11 
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．07 0．08 
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 0．11 0．11 
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 0．08 0．08 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．17 0．16 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．07 0．09 

◆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 8/10 8/17 測定場所 測定条件 8/10 8/17 
藤田保育所 50ｃｍ 0．08 0．09 国見小学校 50ｃｍ 0．08 0．06 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．05 県北中学校 1ｍ 0．11 0．07 

◆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物質濃度（測定：地上１ｍ、単位マイクロシーベルト/時） 

仮置場 測定地点 8/10 8/17 仮置場 測定地点 8/10 8/17 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 
0．12 
(8/9) 

0．12 
(8/16) 

森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側 
町道沿 

0．11 0．10 

藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 0．12 0．11 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．07 0．06 

中心 0．09 0．09 中心 0．08 0．08 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

進入口 0．08 0．08 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．07 0．07 

中心 0．08 0．07 中心 0．09 0．07 

藤田方部 4号 
（藤田字鶉町六） 

進入口 0．09 0．09 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

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

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．08 
0．08 
(8/18) 

大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．09 0．08 
中心 0．06 0．06 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

進入口 0．08 0．08  ※8/10、8/17 の地下水の放射能物質濃度は、全て
の仮置場において「不検出」となっています。 中心 0．11 0．10 

※藤田方部 1 号は藤田方部会で前日の火曜日に測定、小坂方部１号は小坂方部会で 8/10 と 8/18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 7/1 7/29 

 

 採取月日 核種濃度 備考 

副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．14 0．13 最小値 
7/3,6,13,19,21 
25,27,29,31 

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 0．13 最大値 7/8 54 
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 7月末で約 17,159ｔ処理され、下水汚
泥保管量は約 7,916t（保管テント数 38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）の放射能物質濃度モニタリング検査結果 

測定場所 取水場所 
8/10 8/17 

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 


