
災害(復興)情報 第３４号 平成２４年５月２２日 

国見町災害対策本部（観月台文化センター内） 電話番号 ０２４－５８５－２１１６  

 

■ホールボディカウンタによる放射線内部被ばく検査追加について(第２報) 

 災害（復興）情報第３２号でお知らせしました県車載型ホールボディカウンタによる内部被ばく検査

については、平成 24 年 4 月 1 日時点 20 歳未満の住民の皆様までを対象に個別通知し、検査日程等調整

いたしましたが、今回対象年齢等を３０歳まで拡大いたします。 

 つきましては、下記をよくご覧になり申し込みください。 
 

記 
 

◆対 象 者：①昭和５７年４月２日～平成４年４月１日生まれの国見町民の方（２０歳～３０歳） 

（追加分）  （乳幼児の保護者として既に受診した方は除きます。） 

②平成４年４月２日以降に生まれた皆様で、平成２３年３月１１日（東日本大震災） 

時点で、国見町に住所がありその後事情(進学、就職等)により町外転出した方（ただし、

平成 20 年 4月 2日以降生まれの乳幼児の場合は、保護者を代わりに対象とします。） 

  ※申込み後に①、②に該当されているかを町として確認し、該当しない場合は対象者とならないこ

とがあります。 

 

◆申込受付期間：５月２８日（月）～６月１日（金） 

        ＊定員に達した場合は、受付を終了させていただきますのでご了承願います。 

受付時間：午後２時～午後６時  （28・29 日のみ午後 7 時まで） 

 

◆申込方法：電話による申込みとなります。  電話５８５－２７８３（保健福祉課 保健係） 

  ア 電話にてお名前・生年月日・住所（現住所・通知送付先等）・連絡先（日中繋がる電話番号等）

をお聞きします。 

  イ 検査日程を決めます。（検査日程は裏面表１をご覧ください。） 

  ウ 検査日程は随時定員となりますので、予定日程を複数ご用意願います。 

  エ 対象者①、②とも家族等代理での申込みは可能ですが、上記ア～ウについて伺いますので、ご本

人に確認のうえ申込み願います。 

  オ 検査に関する詳細は、受診決定した方に後日通知いたします。（検査は無料です。） 

    申込みなく受診することはできませんので、必ず申込みください。 

 

◆その他 

  ・検査は受付→ 検査説明→ ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰによる体表面検査→ 本検査（立位２分間）の流れで行い、

受付から終了まで約３０分程度です。 

  ・検査用バスは国見町観月台文化センター駐車場に設置し体育館入口での受付となります。 

・検査結果は後日（約１ヶ月後）測定者に通知するとともに、福島県及び町がﾃﾞｰﾀ管理します。受

検には、そのﾃﾞｰﾀを個人情報に配慮した上で公表する場合があること、県民健康管理調査の健康

管理ﾃﾞｰﾀとして福島県立医科大学（県民健康管理調査受託先）に提供することの２点について同

意書をいただく予定です。 

 

 

 



表１ 〔 検 査 日 程 〕    

月 日 曜日 午前・午後 定員 月 日 曜日 午前・午後 定員 

６月１３日 水 午後 40 人程度 
６月２３日 土 

午前 10 人程度 

６月１４日 木 
午前 25 人程度 午後 10 人程度 

午後 40 人程度 
６月２４日 日 

午前 10 人程度 

６月１６日 土 
午前 10 人程度 午後 10 人程度 

午後 10 人程度 
６月２６日 火 

午前 25 人程度 

６月１７日 日 
午前 10 人程度 午後 40 人程度 

午後 10 人程度 
６月２７日 水 

午前 25 人程度 

６月１８日 月 
午前 25 人程度 午後 40 人程度 

午後 40 人程度 
６月２９日 金 

午前 25 人程度 

６月１９日 火 
午前 25 人程度 午後 40 人程度 

午後 40 人程度 
６月３０日 土 

午前 25 人程度 

６月２０日 水 
午前 25 人程度 午後 40 人程度 

午後 40 人程度  

＜検査受付時間＞ 午前： ９時３０分～１１時４０分  申込みにより受診決定した方には、さ 

          午後：１３時００分～１６時４０分  らに詳細受付時間をお知らせします。 

＊申込みがなく上記検査日程に直接来所されても、受診することはできません。 

 ＊6 月 30 日以外の土・日については 20 歳未満の皆様に優先的に割振りしておりますため、 

検査日程は平日が中心で限られております。ご要望に沿えないこともありますことご理解 

いただき申込み願います。 
（今回の県車載型ホールボディカウンタによる内部被ばく検査は 6月末で一旦終了となります。 

その後につきましては、県へのさらなる働きかけとともに他検査機関についても検討中です。体制が 

整いますまで、しばらくお待ちいただきますことご了承願います。） 

◆問い合わせ 保健福祉課 保健係 ☎５８５－２７８３ 
 

■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 ５／１６ 

小 坂 小坂農村総合管理センター（土） １ｍ ０．２９ 

小 坂 泉田中集会所（土） １ｍ ０．５８ 

藤 田 石母田財産区事務所（アスフアルト） １ｍ ０．３０ 

藤 田 観月台文化センター（芝生） １ｍ １．０４ 

森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） １ｍ ０．５６ 

森江野 森江野町民センター（アスファルト） １ｍ ０．３４ 

森江野 塚野目集会所（アスファルト） １ｍ ０．６２ 

大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） １ｍ ０．７４ 

大木戸 貝田駅（土） １ｍ ０．５５ 

大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） １ｍ ０．１９ 

②保育所・幼稚園・小学校・中学校の      ③農地の放射線量率（単位：マイクロシーベルト／時） 

放射線量率（単位：マイクロシーベルト／時）      ※測定は、地上高１ｍで実施   

 測定地点 栽培作物 ５／１６ 

／小 坂 リンゴ ０．９８
小 坂 モモ ０．９４ 

藤 田 プラム ０．６７ 

藤 田 キュウリ ０．５９ 

藤 田 モモ ０．７８ 

大木戸 サクランボ ０．５６ 

大木戸 りんご ０．５１ 

大枝 カキ ０．４８ 

大木戸 モモ ０．４７ 

大枝 モモ ０．４７ 

森江野 モモ ０．６３ 

森江野 モモ ０．８７ 

区分 測定場所 測定条件 ５／１７

保育所 

藤田保育所 ５０ｃｍ ０．３５

森江野季節保育所 ５０ｃｍ ０．２５

大枝季節保育所 ５０ｃｍ ０．２１

幼稚園 
藤田幼稚園 ５０ｃｍ ０．２２

森江野幼稚園 ５０ｃｍ ０．１８

小学校 国見小学校 ５０ｃｍ ０．１５

中学校 県北中学校 １ｍ ０．１４

◆問い合わせ          

原発災害対策室 ☎５８５－２１５８ 


