
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①村の避難計画書を県に提出しました 

②村納税貯蓄組合連合会について 

③悪質商法にご注意ください 

④平成 23 年度村の職員配置について 

 

村の避難計画書を県に提出しました 
 村では避難計画を策定し、５月９日の村議会の承認を得て県に提出

しました。 

 この計画書は第１版であり、今後必要に応じて更新していきます。 

【避難計画の概要】 

○避難についての基本的考え方 

次の①～④の優先順位により、避難先の準備が出来次第避難を実施

します。 

①乳幼児・園児及び妊産婦の方がいる世帯  

②18 歳未満の方がいる世帯 

③放射線量が高い３行政区(比曽・長泥・蕨平)に居住している世帯 

④①～③以外の世帯 

※１ 優先順位②の 18 歳未満の方がいる世帯のうち小中学生がいる 

世帯については、可能なかぎり川俣町に開設した幼稚園・小中 

学校に通い続けられるように配慮します。 

※２ 村民自ら手続きして入居した民間賃貸住宅等には、県の借上げ 

住宅に取り扱うよう手続きを行います。 

○基本データ 

人口…６５８７人（３月 11 日現在の住民基本台帳上の人口です） 

【意向調査の結果】 

全回答数…５８２１人 （回答率 89％） 

避難に必要な戸数…２１９３戸 

村斡旋施設への要望戸数…１０１４戸 

 ※大家族等、世帯によっては複数戸数が必要だと考えています。 

○避難計画 

（１）全体概要 

●村が斡旋する避難先：１０１４戸 

優先順位 避難先 戸数 

乳幼児及び妊産婦

の方がいる世帯  

吉倉（財務省）住宅【二次避難】 

吉川屋【一次避難】 

赤川屋【一次避難】 

２９ 

８ 

４ 

園児がいる世帯 吉倉（財務省）住宅【二次】 

荒井（農水省）住宅【二次】 

赤川屋 

５３ 

２ 

２８ 

小中学生がいる 

世帯 

プルミエール箕輪【一次避難】 

大玉ＴＡＩＧＡ CC 

【一次避難】 

県自治研修センター 

【一次避難】 

葛飾区立あだたら高原学園 

【一次避難】 

土湯温泉【一次避難】 

赤川屋【一次避難】 

４２ 

１２ 

 

４０ 

 

２２ 

 

３３ 

７ 

高校生がいる世帯 ＪＲＡ福島競馬官舎 

【一次避難】 

４２ 

   

放射線量が高い３

行政区(比曽・長

泥・蕨平)に居住さ

れている世帯 

土湯温泉【一次避難】 

中ノ沢温泉他【一次避難】 

２２ 

８６ 

それ以外の世帯 葛飾区立あだたら高原学園 

【一次避難】 

仮設住宅（国見町）【二次避難】 

仮設住宅（相馬市）【二次避難】 

借上げ住宅【二次避難】 

３０ 

 

３４ 

７０ 

４５０ 

※避難場所の地図を今回のお知らせ版と一緒に配布いたします。 

（２）確保した避難先 

ホテル等一次避難先：６０６戸 

あだたらふれあいｾﾝﾀｰ 

葛飾区立あだたら高原 

学園 

福島県自治研修センター 

越谷市少年自然の家 

土湯温泉 

飯坂温泉 

ＪＲＡ福島競馬場官舎 

プリミエール箕輪 

大玉ＴＡＩＧＡ ＣＣ 

マウント磐梯 

旅館（二本松市） 

沼尻温泉 

中ノ沢温泉他 

３ 

５２ 

 

８０ 

１５ 

６９ 

６６ 

９４ 

９０ 

２４ 

６ 

５ 

１６ 

８６ 

仮設住宅（二次避難先）：６０４戸 

福島市 

国見町 

相馬市 

５００ 

３４ 

７０ 

借上げ住宅等(二次避難先)：６４７戸 

松川雇用促進住宅 

大東建託 

レオパレス 

サンケン 

福山通商 

県借上げ住宅 

吉倉住宅 

渡利住宅 

古俣コーポ 

福島大学職員宿舎 

荒井住宅 

６７ 

９３ 

１７４ 

６８ 

８ 

１１１ 

８２ 

１８ 

３ 

８ 

１５ 

○今後の日程 

５月 10 日～ 

 

 

 

 

 

５月中旬 

５月下旬 

・各世帯と避難先について調整（必要に応じて、割り 

振りについて抽選を実施） 

・避難者を対象にした説明会開催 

・自主避難者の人数及び戸数の把握 

・一次申し込みをしなかった人数及び戸数の把握 

・避難先と受け入れ準備の調整 

・避難開始（以降、準備でき次第順次避難） 

・仮設住宅工事着工（約一ヶ月で完成予定） 

※避難は優先順位毎順番に順次行われます。順番になりましたら村か

ら連絡がありますのでお待ちください。 

問災害対策本部（☎42-1637） 

村納税貯蓄組合連合会について 
 この度の東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故により、村税

等の課税が延長・徴収猶予の措置が講じられています。 

 これに伴い、村内の各納税貯蓄組合につきましては、加入者が避難

している世帯等があり運営が困難になっております。 

 そこで、村納税貯蓄組合連合会の運営・活動については休止させて

いただきますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

 なお、今後の納税が発生した場合は、ご本人に直接通知いたします

のでご了承ください。 

問住民課収納係（☎42-1616） 

山菜を食べないようにしてください！ 
 暖かくなり、山には山菜がでる時期になりました。しかし、原発事

故により山に自生する山菜は放射性物質を吸収・吸着している可能性

があります。山菜は食べないようにしてください。 

問産業振興課農政係（☎42-1621） 

今回のお知らせ版の主な掲載内容 

東日本大震災 号外 第８号 

平成 23 年５月 10 日発行 

●一次避難について 

一次避難場所に避難し

た方は、仮設住宅完成後、

避難場所から仮設住宅に

移動となります。 

●二次避難について 

二次避難場所に避難し

た方は仮設住宅には移動

せず同じアパートや宿舎

等で避難解除を待つこと

になります。二次避難先

から仮設住宅に移動する

ことはできませんのでご

注意ください。 

●一次避難先を経由せず

最初から二次避難先に避

難させることも平行して

実施します。 

 

※入居募集案内の資料

中、「公的宿舎」の避難区

分が一次避難となってい

ましたが、二次避難に区

分が変更となりました。 



引越し業務請け負います 
次の会社では村内の引越し業務を請け負います。ご希望の方はお問

い合わせください。 

問ハトのマークの引越専門協同組合福島センター 

  伊達市保原町字烏内 34-1（☎ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-32-8019） 

問東部観光株式会社 引越し運送業（担当 荒井 ☎090-7012-3994） 

被災動物の一時預かりについて（再掲） 
 飼い主が被災し、動物の飼育が困難な方に動物保護団体や個人から

の善意により被災動物を一時預かりたいとの情報が役場に入ってい

ます。利用を希望する方は受け入れ先の情報を提供いたしますので、

役場住民課までお問い合わせください。 

問住民課住民係（42-1618） 

資源ごみ（紙類）の回収について（再掲） 
 資源ごみ（新聞紙、雑誌、ダンボール等）の回収を５月 11 日（水）

から再開いたしますので、指定の場所にルールを守って出していただ

きますようお願いします。 

問住民課住民係（42-1618） 

厚生労働省保険局総務課の電話番号訂正について  
 ４月 29 日に開催された行政区説明会時に皆さんにお渡しした資料

「計画的避難に関する説明会」の中に電話番号の誤りがありましたの

で訂正いたします。 

資料中、「８．計画的避難区域指定により受けられる措置は？」中

の「（４）医療機関での窓口負担」問い合わせ先である厚生労働省保

健局総務課の電話番号が「03-3593-2890」と表記されていましたが正

しくは「03-3595-2890」です。お詫びのうえ訂正いたします。 

悪質商法にご注意ください 
大規模な地震の後には、地震災害に便乗した点検商法やかたり商法

といった悪質商法が横行します。「当面の生活費を借りるために返済

保証金を入金したが貸出しが行われない」「被災した屋根の修理で法

外な値段を請求される」などさまざまです。少しでも不審に思った場

合には、すぐに契約をせずに、「地震に関連する悪質商法１１０番

（独）国民生活センター」までご相談ください。 

 詐欺や悪質商法などにあわないためには、相手の身分を良く確認す

ること、車の車種やナンバーを控えておくことも重要です。 

 今回のお知らせ版と一緒に詐欺などにあわないための注意事項を

お渡しいたしますので家の玄関先に貼るなどしてご注意ください。 

問地震に関連する悪質商法１１０番（☎0120-214-888（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

毎日午前10時から午後４時まで 土日祝日含む） 

 

村内農地の放射線量について 
村内農地の放射線量は次のようになっています。 

【農地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定 単位：㍃シーベルト） 

４月 27 日 ４月 20.21 日 行政

区 
小字地内 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 6.37 8.22 6.73  8.75 

２ 深谷字原前地内 7.34 9.27 7.76 10.90 

３ 伊丹沢字山田地内 7.24 9.47 7.90 10.05 

４ 関沢字中頃地内 7.46 10.40 7.25 11.20 

５ 小宮字曲田地内 10.50 13.40 10.30 13.70 

６ 八木沢字上八木沢地内 4.21 5.70 4.26 5.48 

７ 大倉字湯舟地内 2.37 3.26 2.52 3.28 

８ 佐須字佐須地内 5.07 7.32 5.03 8.05 

９ 草野字柏塚地内 6.25 8.03 6.07 8.40 

10 飯樋字下桶地内地内 6.65 10.20 6.75 11.00 

11 飯樋字一ノ関地内 6.14 8.40 9.43 9.60 

12 飯樋字笠石地内 6.97 9.25 7.23 9.45 

13 飯樋字原地内 5.97 7.46 6.81 9.21 

14 比曽字比曽地内 14.80 11.20 9.25 11.50 

15 長泥字長泥地内 15.50 22.30 17.00 21.10 

16 蕨平字木戸地内 12.60 20.20 13.60 19.30 

17 松塚字神田地内 5.64 7.94 6.03 7.98 

18 臼石字町地内 7.43 11.00 7.80 12.00 

19 前田字福田地内 7.78 9.03 7.05 10.80 

20 二枚橋字町地内 3.94 5.27 3.88 5.66 

※線量の比較ができるよう４月 20.21 日測定の放射線量を再掲して

います。 

おがくずをお売りします 
おがくずが不足している方に振興公社のおがくずをお売りします。 

価格は１㎥あたり２９４０円です。必要な方は産業振興課農政係ま

でご連絡ください。 

問産業振興課農政係（☎42-1621） 

 

平成 23 年度村の職員配置について 
 ５月１日付で、職員の人事異動が行われました。平成 23 年度の職

員配置は次のとおりです（異動者は太字になっています）。 

 

○村長部局 
【村 長】菅野典雄 

【副村長】門馬伸市 

【総務課】課長・中井田榮 

 ●総務係…係長・齊藤修一、髙橋美穂、庄司奈津子、今井一起 

 ●企画係…係長・藤井一彦、三瓶真、松下義光、多田朋永 

 ●財政係…係長・髙橋正文、高倉常成、山田敬行 

【住民課】課長・大久保昌憲 

  ●住民係…係長・細川亨、佐藤由美子、渡部朋子、八巻光広 

 ●収納係…係長・青田光雄、志賀春美、伊藤浩二 

 ●税務係…係長・佐藤正幸、加藤福雄、横山秀人、荒真一郎 

【健康福祉課】課長・菅野司郎 

 ●健康係…係長・石井秀徳、松田久美子、高倉はるみ、 

髙橋久美子、安齋愛子 

 ●福祉係…係長・佐藤裕美、今野智和、比佐野孝（県職員） 

【包括支援センター】…センター長・佐藤公子 

【産業振興課】課長・中川喜昭 

  ●農政係…係長・本田留治、髙橋由文、杉岡誠、佐藤修、 

佐藤美和 

  ●商工観光係…係長・村山宏行、佐藤こずえ、糯田文也（新） 

●建設係…係長・髙橋栄二、松下貴雄、渡部誉典 

  ●農林土木係…係長・髙橋祐一、佐藤宣清、羽田一 

【までいな暮らし普及センター】センター長・佐藤周一 

【会計室】会計管理者・髙橋一清 

  ●経理係…係長・中島栄重、髙橋由香 

【議会事務局】局長・伹野誠 

  ●議会事務局…菅野久子、三瓶真（併）、松下義光（併）、 

髙橋美穂（併）、庄司奈津子（併）、今井一起（併） 

【農業委員会事務局】局長・髙橋一清（兼） 

  ●農業委員会事務局…花井利乃 

【監査委員】書記長・伹野誠（併） 

  ●監査委員…菅野久子（併） 

【選挙管理委員会】委員長・中井田榮（併） 

  ●選挙管理委員会…齊藤修一（併）、髙橋美穂（併） 

 

○教育委員会部局 
【教育長】広瀬要人 

教育委員会事務局 

【教育課】課長・愛澤伸一  

  ●総務係…係長・伹野正行、山田郁子、斉藤博史 

【草野幼稚園】 

  ●草野幼稚園…副園長・小林はなよ、鈴木美智子、八巻裕子、 

菅野優、飯澤房実（新） 

【飯樋幼稚園】 

  ●飯樋幼稚園…副園長・武沢二三子、佐藤寿子、北原美樹、 

木幡貴彦（新）、須田祥子（新） 

【生涯学習課】課長・浜名光男 

  ●生涯学習係…係長・庄司稔、松林愛 

 

○派遣 
  ●社会福祉協議会…事務局長・髙橋世津子 

  ●県人事交流…髙橋政彦（県循環型農業課） 

 

○退職（ｶｯｺは旧職） 
  ●退職者…小林孝（総務課長） 

山田信（産業振興課主任主幹） 

       今野やよい（住民課主任主幹兼住民係長） 

       佐藤敏子（健康福祉課主任主幹兼福祉係長） 

       小山有美（医療法人秀公会派遣） 


