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新たに右図の区間において国道 4 号拡幅工事が始まります。
工事の進捗に伴い、車線変更や歩行者の迂回などが生じますが、

みなさんのご理解とご協力をお願いします。

国道 4 号拡幅工事が始まりますお知
らせ
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●道の駅国見あつかしの郷

町では、使用済小型家電の回収を行っていま
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
資源化に協力ください。

■ 日　時　3 月 24 日日

　　　　　  午前 8 時 30 分から正午まで
■ 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

問住民生活課住民防災係　☎ 585-2116

小型家電リサイクル
特別回収
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■工事期間
　3 月 20 日水から
　　8 月 30 日金まで（予定）
　※工事期間は変更となる場合が
　　あります

■問い合わせ
　【事業に関すること】
　発注者：福島河川国道事務所
　　　　　福島国道維持出張所
　　　　　☎ 546-0524
　【工事内容に関すること】
　施工者：佐藤建材工業株式会社
　　　　　☎ 583-4339

●くにみ農業ビジネス訓練所

国道 4 号
拡幅工事区間
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県道改良工事中

国見郵便局
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4 月から町の組織が
一部変わります
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新体制（4 月から）旧体制（3 月まで）

まちづくり交流課 まちづくり交流課
道の駅連携室 道の駅商工連携室
歴史まちづくり推進室

歴史まちづくり推進室商工観光係
■「道の駅連携室」と「商工観光係」を統合します

問総務課庶務係　☎ 585-2112

住民生活課 環境防災課（名称変更）

戸籍係 環境防災係（改編）
住民防災係

原発災害対策室原発災害対策室
■「住民防災係」を「環境防災係」に改編します

税務課 税務住民課（名称変更）

課税係 課税係
収納係

収納係 戸籍係
■戸籍と税の窓口を一本化するため「戸籍係」を移管します
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町内各地の空間線量率
（測定：地上 1m、単位：マイクロシーベルト / 時）

地　区 測定場所 2/27 3/6

小　坂
小坂農村総合管理センター（土） 0．09 0．10
泉田中集会所（土） 0．08 0．08

藤　田
石母田財産区事務所（アスファルト） 0．06 0．06
観月台文化センター（芝生） 0．09 0．09

森江野

上野台運動公園管理棟（アスファルト） 0．06 0．06
森江野町民センター（アスファルト） 0．06 0．07
塚野目集会所（アスファルト） 0．09 0．09
桜の森（土） 0．11 0．10

大木戸
大木戸ふれあいセンター（土） 0．07 0．07
貝田駅（土） 0．10 0．11

大　枝 国見東部高齢者活性化センター（土） 0．08 0．09
問住民生活課　☎ 585-2158

飲料水（水道水）の放射能物質モニタリング検査結果　　　　（ND：検出限界値未満　検出限界値：1Bq/kg）

測定場所 取水場所
3/6 3/13

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

※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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問上下水道課水道係　☎ 585-2997

仮置場の空間線量率およ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 測定日① 測定日② 仮置場 測定地点 測定日① 測定日②

藤田方部 1 号
（山崎字前柳）

進入口 0．09 0．08 森江野方部 1 号
（大字徳江・塚野目）

南側中央部 0．10 0．10
中心 ― ― 中心 0．16 0．17

藤田方部 2 号
（石母田字日矢来）

進入口 0．07 0．09 森江野方部 2 号
（徳江字江添）

南側中央部 0．09 0．08
中心 0．08 0．08 中心 0．08 0．09

藤田方部 3 号
（藤田字滑沢三）

東側町道沿 0．11 0．11 大木戸方部 2 号
（高城字西）

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

藤田方部 4 号
（藤田字鶉町六）

進入口 0．08 0．08 大木戸方部 3 号
（大木戸字大久保）

東側中央部 0．10 0．11
中心 0．09 0．08 中心 0．07 0．08

小坂方部 1 号
（泉田字大松山）

進入口 0．07 0．08 大枝方部 1 号
（大字西大枝）

進入口 0．07 0．05
中心 0．09 0．10 中心 ― ―

小坂方部 2 号
（新内谷）

西側中央部 0．07 0．06 ※ 2/26、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 ― ―

※藤田方部 1 号、2 号、3 号、4 号と小坂方部 2 号は 2/19 と 2/26 の測定値。小坂方部 1 号と森江野方部 1 号、2 号、大
木戸方部 2 号、3 号、大枝方部 1 号は 2/20 と 2/27 の測定値。

問住民生活課　☎ 585-2158

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 2/27 3/6

藤田保育所
地上 50cm

0．10 0．11
くにみ幼稚園 0．04 0．04

国見小学校 0．04 0．04
県北中学校 地上 1m 0．08 0．07

問学校教育課　☎ 585-2892
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各種放射線の
モニタリング結果

国見プロジェクト学習
『新免先生のめっちゃおもろい塾』受講者募集！募集

■ 日　時　3 月 24 日日  午後 2 時から午後 4 時 30 分

■ 場　所　観月台文化センター　1 階　大研修室
■ 対象者　中学生　※大人の方の参加も大歓迎！

問企画情報課総合政策室　☎ 585-2217

当日、同会場にて午後 1 時から事前勉強会も開催します。個別授業、
集団授業、進路・人生相談など、希望の授業スタイルに応えます！

事前勉強会も開催！  今更聞けないことでもなんでも OK ！

講　師
新免　琢弥国見プロジェクト学習は、さまざ

まな切り口から、対話や体験・

交流を通じて自らの目的意識や将来像

を見つけ、“ 学ぶ喜び ” を引き出す新

しいスタイルの学びの場です。

　まだ参加したことない人もリピー

ターも大歓迎！ぜひ、参加ください。

今回のテーマは『パリ・コレ』！


