
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29年 8月 18日号   編集・発行 国見町総務課 

●内臓脂肪を燃やす 会
かい？

 

 最近、お腹まわりが気になってきた、あなた！町の運動教室に参加しませんか？ 

参加希望者は保健福祉課保健係までお電話を！みんなで内臓脂肪をメラメラ燃やしましょう！！ 

■日程、場所 

日 程 時 間 場 所 

９／２７（水） ９：３０～１１：３０ 観月台文化センター ホール 

１０／１４（土） １３：００～１５：００ 観月台文化センター 体育館 

※２日間参加して頂いても結構です。 

■講 師  ＹＡＧＯメディカルフィットネスクラブ 健康運動指導士 

■定 員  各回３０名程度(先着順)  ※各回とも 1週間前で受付を終了いたします。 

■その他  ★運動の前に簡単なアンケートと血圧測定を行います。 

★運動しやすい服装と靴で水分補給の準備をしてきてください。 

■問い合わせ・申込先 保健福祉課保健係 ☎５８５-２７８３ 

 ８月１８日（金）～８月３１日（木）の期間、国見町在住者に限り一般販売に先駆けて先行予約

を受け付けます。 

 

■受付期間  ８／１８（金）～８／３１（金） ９：００～２１：００まで 

■受付方法  ①観月台文化センター事務室（窓口）で受け付けます。 

②電話又はＦＡＸ、メールでも受け付けます。 

        ※電話：５８５－２６７６、FAX：５８５－２７０７ 

         e-mail：shogai@town.kunimi.fukushima.jp 

■金  額  ３，０００円※先行予約は５００円引きとなります。（一般販売３，５００円） 

■その他   チケットは、９月２日（土）午前１０時から観月台文化センター事務室（窓口）に

て料金引き換えにより配布いたします。１０月１日（日）までに受け取りください。 

 

■問い合わせ 生涯学習課文化スポーツ係 ☎５８５－２６７６ 

●１０月７日開催「大橋純子コンサート in国見」 

～ピアノ・アコースティックバージョン～ チケット先行予約の受付 

 ８月２９日（火）から入場整理券の配布を行います。 

 

■配布時間  ８／２９（火）～  ９：００～２１：００まで 

■配布方法  観月台文化センター事務室（窓口）で配布します。 

■その他   先着５００名、御一人様４枚までとなります。 

 

■問い合わせ 生涯学習課文化スポーツ係 ☎５８５－２６７６ 

●９月２０日開催「中畑清講演会 in国見」入場整理券の配布 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●心の健康セミナー 

●ホールボディカウンタによる放射線内部被ばく検査 

■対象者 

①平成２８年４月１日以前生まれの国見

町民の方で、今年度６～７月実施の県

所有車載型ホールボディカウンタによ

る内部被ばく検査が未実施の方。 

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。 

■検査期間 

平成３０年３月まで（年末年始除く） 

■検査受付時間  

※受付は３０分区切りとなります。 

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 

 町では、次の内容により心の健康セミナー

を開催します。 

 忙しい毎日に追われている学生のみなさ

ん、遅くまでお仕事をされている社会人のみ

なさん、少しだけ立ち止まって「心」のこと、

一緒に考えてみませんか？ 

■日 時 ９／１０（日） 

 １４：３０～１６：３０ 

（開場１４：００） 

■会 場 国見町観月台文化センター 

大研修室 

■内 容  

 ①「心の病気を理解しよう」 

  内海メンタルクリニック  

院長 内海晴美氏 

 ②「国見町の心の統計を知ろう」 

 国見町保健福祉課 保健師 

■対 象 町内在住、在勤の方 

■参加費 無料 

■申 込 電話か窓口で申し込みください。 

■問い合わせ 

 保健福祉課社会福祉係 

 ☎５８５－２７９３ 

■検査場所 

（公財）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負担

につきましては各受検者において対応

願います。 

■検査費用 無料 

■申込方法 

 ・電話で検査希望日の１０日前までに保

健福祉課保健係にお申込みください。 

 ※受付は平成３０年３月までの年末年

始、土日・祝日を除く８：３０～１７：

１５まで 

■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。 

■問い合わせ・申込先  

保健福祉課保健係 

☎５８５－２７８３ 

 ホールボディカウンタによる内部被ばく検査について再度お知らせします。 

希望される方は、次の内容をよくご覧になりお申込みください。 

 日頃忙しくて、健康づくりに取り組めない

方でスマートフォンをお持ちの方は「ふくし

ま健民アプリ」を利用して健康づくりに取り

組むこともできます。 

「ふくしま健民アプリ」は毎日の歩数や自

分の健康に関する取り組みを記録してポイ

ント換算できるスマートフォンアプリです。

仕事や家事の合間でも気軽に健康づくりを

始められます。 

iPhone端末の 

場合 App store、 

Android端末の場合 

Google Playで「ふ 

くしま健民アプリ」 

と検索してください。 

   

 

 

■問い合わせ 

 保健福祉保健係 ☎５８５－２７８３ 

●健康づくりのお手伝い 

～ふくしま健民アプリ～ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●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９月の収集日は、 

６日（水）と２０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 

●ペットはマナーを守って 

 飼育してください！！ 

●不法投棄防止、ごみ排出時の 

お願い 
●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  

８／２７（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 

■不法投棄は犯罪です 

 不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律）に反して決められた場所

以外に、廃棄物を投棄することです。「少

しくらいなら」と不法投棄した場合、「法

律第２５条第１項第１４号」に違反するこ

とになり、【５年以下の懲役若しくは、 

１，０００万円以下の罰金】に処され、又

はこれを併科されます。「知らなかった」

としても法律に反していれば逮捕される

ことも十分にあり得ます。 

■ごみ排出には注意願います 

 ごみ収集車の庫内で「もやせるごみ」が

燃える事故がありました。初期段階で気付

き消火したため幸いにも被害は最小限で

したが、一歩間違えれば大参事になりかね

ません。 

 今後このようなことにならないよう、分

別収集の徹底にご協力ください。 
■問い合わせ・連絡先 

住民生活課住民防災係  

☎５８５－２１１６ 



復興情報 第 112号 平成 29年 8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 8/2 8/10 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．11 0．09 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．09 0．09 
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．06 0．07 
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．10 0．10 
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．07 0．07 
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．08 
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．10 0．09 
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．13 0．12 
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．06 0．07 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．16 0．14 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．09 0．08 

◆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 8/2 8/9 測定場所 測定条件 8/2 8/9 
藤田保育所 50ｃｍ 0．08 0．18 国見小学校 50ｃｍ 0．04 0．05 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．05 県北中学校 1ｍ 0．08 0．08 

◆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 7/18～20 7/25～27 仮置場 測定地点 7/18～20 7/25～27 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 0．07 0．07 森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側中央部 0．10 0．08 

中心 0．08 0．08 中心 0．18 0．17 

藤田方部 2号 
（石母田字日矢来） 

進入口 0．09 0．09 森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

南側中央部 0．06 0．08 

中心 0．10 0．08 中心 0．09 0．10 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

東側町道沿 0．09 0．11 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．07 0．07 

中心 0．09 0．09 中心 0．08 0．09 

藤田方部 4号 
（藤田字鶉町六） 

進入口 0．08 0．09 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

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

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 0．06 0．08 大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．04 0．05 
中心 0．10 0．10 中心 0．10 0．09 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

西側中央部 0．08 0．07 ※7/25～27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 0．07 0．07 
※藤田方部 1号、3号、4号は 7/18と 7/25の測定値。藤田方部 2号、小坂方部 2号は 7/20と 7/27
の測定値。小坂方部 1号、森江野方部、大木戸方部は、大枝方部は、7/19と 7/26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 7/3 7/31 
 

 採取月日 核種濃度 備考 
副門入口 1ｍ 0．11 0．10 最小値 7/1,9,13,24 0 セシウム 

134・137 合計 汚泥保管テント撤去跡地 1ｍ 0．10 0．09 最大値 7/30 297 
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 
8/2 8/9 

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 


