
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作付け方針延期のお知らせ 

②幼稚園・小中学校の開始について 

③乳幼児・妊産婦の避難のご案内について 

④井戸水・沢水の飲用について 

 

○大気中の放射線量の推移《徐々に減ってきています》 

（３月 15 日及び 4 月 4 日から 4月 7 日まで 測定地：いちばん館前） 

３月 15日（火）午後６時  44.7 マイクロシーベルト(最大値) 

４月 ４日（月）午後５時   6.34 マイクロシーベルト 

４月 ５日（火）午後５時   6.25 マイクロシーベルト 

４月 ６日（水）午後５時   6.23 マイクロシーベルト  

４月 ７日（木）午前９時  6.13 マイクロシーベルト 

 

○各地区ごとの大気中の放射線量 

村では村内の各行政区での放射線量の詳細な計測を開始しました。 

 ４月５日計測地点（箇所抜粋 単位：マイクロシーベルト） 

計測箇所 地上１ｍ 地上１cm 

比曽区長宅前 8.6 20.5 

下比曽地内 14.6 30.0 以上 

長泥区長宅前 13.8 28.8 

曲田橋向い 25.1 30.0 以上 

志賀正男さん宅前草地 16.6 24.1 

自治公民館前（蕨平） 17.8 21.4 

４月６日計測地点（単位：マイクロシーベルト） 

計測箇所 地上１ｍ 地上１cm 

高倉千里さん水田（関沢中頃） 10.0 11.5 

鈴木忠さん水田（小宮曲田） 15.2 19.0 

齋藤照夫さん水田（下八木沢） 6.02 8.20 

高橋吉光さん水田（飯樋原） 9.55 12.5 

石井正行さん水田（臼石） 11.2 15.6 

荒一徳さん水田（二枚橋町） 5.99 9.86 

携帯から皆さんの周辺の環境放射線データが 

ご覧になれます。 

http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm 

 

○水道水に含まれる放射性ヨウ素検出量（単位：ベクレル） 

３月 20日(日)滝下 965(最大値) 

４月 １日(金)滝下 22.6 花塚 35.2 田尻 71.7 

４月 ２日(土)滝下 16.6 花塚 29.1 田尻 54.9 

４月 ３日(日)滝下 12.5 花塚 22.5 田尻 42.7 

４月 ４日(月)滝下 13.7 花塚 13.5 田尻 37.1 

４月 ５日(火)滝下 検出認められず  

花塚 検出認められず 

 田尻 37.9  

摂取制限基準値 → 乳児：100 ベクレル未満  

乳児以外：300 ベクレル未満 

※４月５日に滝下、花塚の両浄水場において放射性物質は検出されま

せんでしたが、雨が降ると値が高くなる傾向にあるため、１度雨が降

った後の値を確認してから安全宣言を出す予定です。それまでの間、

乳幼児の水道水の飲用を控えていただきますようお願いします。 

乳児以外は飲用しても大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作付けはもう少しお待ちください 
４月７日（木）午前６時 30分から、村議会、村、県、ＪＡ、原子力

安全保安院が出席し、村議会災害対策特別委員会が開催されました。 

委員会では、４月５日に文部科学省が公表した村内４０ヵ所の土壌

調査の結果（３月 28 日採取）及び４月６日に県が公表した県内 70 ヵ

所の土壌調査の結果（３月 31日、４月１日採取）を基本資料として村

としての作付けの方針が協議されました。 

検討の結果、県ではさらに詳細なデータを集める必要があると判断

し、今回の委員会で作付けの可否について結論を出すことはできませ

んでした。 

 次回の委員会は４月 12日ごろ開催され、村内の作付けの方針につい

て、改めて協議されます。 

問産業振興課農政係（☎42-1621） 

幼 稚 園 ・ 小 中 学 校 が 始 ま り ま す 
 村教育委員会では、川俣町に教室を借り、幼稚園、小学校、中学校

の新学期を４月 20日（水）からスタートさせます。場所は幼稚園が川

俣幼稚園、小中学校は川俣中学校等を予定していますが、若干の調整

が必要となりますので詳細が決まり次第お知らせいたします。 

問飯舘村教育委員会（☎42-1631） 

放 射 能 に 関 す る 講 演 会 開 催 

村、村教育委員会では、皆さんに放射能について正しく理解し、正

しく対応していただくために放射能に関する講演会を開催します。 

特に、子どもの教育と放射能をテーマにしたいと考えています。時

宜を得た講演会になるものと思いますので是非ご聴講ください。 

○日 時 ４月 10日（日）午後１時 30分から３時頃まで 

○場 所 飯舘中学校体育館 

○講 師 杉浦紳之近畿大学教授 

     東京大学大学院卒、医学博士(専門分野：放射線防護、放射 

線生物) 

問飯舘村教育委員会（☎42-1631） 

 

今回のお知らせ版の主な掲載内容 

 

村内営業店舗情報（４月７日から４月 15 日まで） 

Ａコープ    午前９時から午後６時まで 

セブンイレブン 午前７時から午後７時まで 

 

※営業時間は予告なく変更することがあります。 

東日本大震災 号外 第３号 

平成 23 年４月７日発行 

村携帯サイトへアクセス 

村長から村民のみなさんへのメッセージ 

  

村民の皆さまに、心配な日々を過ごさせていること、村長として

大変申し訳なく思っています。 

 村民の皆さまと、村との情報伝達の乏しいなか、区長さん、班長

さん等に大変なご苦労を掛けながら、最大限の情報提供に努めてき

たところです。 

 「危険地域なのに、なぜ村民を避難させないのか」と言う声も聞

いているところですが、今、村が置かれている状況の中で、村民の

生命や健康を第一に考えながら、村民一人一人の暮らしを守ること

に、村として出来る限りの手法を使って努めているところです。 

 十分とは言えない訳ですが、今、福島県や村議会などと協議を進

めながら、村民の安全に向けて、最大限の努力を払っていきたいと

考えておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

平成 23年 4月 7日 

飯舘村長 菅 野 典 雄  

 



乳幼児をお持ちのご家庭・妊産婦の方へ 
村では、今回の原発事故による村内の環境放射線量等の状況を考慮

し、県の協力を得ながら３歳未満の乳幼児とその保護者及び妊産婦の

方を対象に福島市内のホテル等への一時的な避難をご案内しています。 

詳細につきましては、各戸配付の意向調査票をご参照のうえ、ご相

談ください。 

問健康福祉課健康係（☎42-1619） 

村税期限の延長・徴収猶予について 
今回の東日本大震災による被災者ついて、次のとおり村税等の納付

期限などが延長・徴収猶予になります。 

○所得税・贈与税の申告、納付期限について 

 福島県全域で地震発生日時（３月 11日）以降に到来する税の申告・

納付期限を当分の間延長します。村としては国税庁の期限が確定し次

第、申告相談を実施する予定です。 

○県税・村税について 

 県税についても所得税等と同じ措置がとられます。申告・納付期限

が延長されるのは、村県民税、固定資産税、軽自動車税、村たばこ税、

鉱産税、特別土地保有税です。 

○その他 

そのほか飯舘村国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険

料も同様に取り扱われます。 

○４月から５月までの軽自動車税の車検への対応について 

 平成 22 年度課税分の納税証明書の有効期限は５月 30 日までとなっ

ていますので、５月 30日までの車検が受けられます。 

これらの税や医療費につきましては、延長の期限が決まり次第村か

ら皆さんにお知らせします。 

問住民課税務係（☎42-1615） 

福島交通バスが運転を再開しました 
４月６日より、草野⇔川俣間の福島交通バスが運転を再開しました。

福島交通バスの運行表は次のとおりです。ただし、飯舘⇔原町間の運

行はまだ再開されておりません。 

川俣京田 

出発 
 

草野車庫 

前到着 

 6：34 ⇒  7：03 

 7：35 ⇒  8：04 

11：10 ⇒ 11：39 

15：30 ⇒ 15：59 

16：40 ⇒ 17：09 

17：55 ⇒ 18：24 

 

問福島交通バス（☎024-535-4101）住民課住民係（☎42-1618） 

井 戸 水 ・ 沢 水 の 飲 用 に つ い て 
井戸水につきましては、各行政区１ヵ所ずつ抽出・検査したところ、

放射性物質が検出されたところはありませんでした。しかし、村が安

全宣言をするまで摂取を控えてください。 

沢水につきましては、検査を要望しているところですが、検査機関

が少ないため現在のところ検査ができない状態です。 

 安全性が確認できるまで沢水の飲用は控えてください。ペットボト

ルの水が必要な方は、お手数ですが役場まで取りに来てください。 

問村災害対策本部（☎42-1626） 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲状腺放射線検査を行いました 
 ３月 29・30 日、福島県の協力により甲状腺放射線検査を行い、村内

外の０歳児から 17歳まで３０２人が検査を受けました。 

 検査の結果、今回の受診者の中に甲状腺に異常のあるお子さんはい

ませんでした。 

問災害対策本部（☎42-1627） 

り災証明・被災証明は住民課へ 
り災証明・被災証明は住民課窓口で取得できます。必要な方

は印鑑をお持ちのうえ窓口までお越しください。 

○り災証明…地震等で建物に被害を受けたことを証明する 

証明書。被害状況の調査が必要となります。 

○被災証明…原子力災害により屋内退避の区域（20～30km）に 

住居があることを証明する証明書。 

      現在は蕨平行政区の方のみ取得できます。 

問住民課住民係（☎42-1617）税務係（☎42-1615） 

栃木県鹿沼市へ避難している村民の状況 
○４月６日  午後５時現在 避難者      １９０名 

うち飯舘村の方  １１０名 

他市町村の方    ８０名 

全国から善意の義援金が寄せられています 
震災後、村がホームページを通じて全国に呼びかけている義援金に

ついて、４月６日（水）午後４時の時点で 91件、１億３３７７万 

４３５３円が寄せられました。 

ここでは、寄せられた義援金に添えられたメッセージのほんの一部

をご紹介いたします。多くの方々が応援してくれています。 

○心よりお見舞い申し上げます。毎年飯舘村へキャンプをさせていた

だいた者です。あの素晴らしい景色や心優しい人たちに会えないかと

思うと心が痛みます。少しで申し訳ございません。 

―神奈川県 男性― 

ハローワーク、労働基準監督署の窓口にご相談ください 
ハローワークでの「震災特別相談窓口」の設置や避難所への出張相

談で被災されたみなさんの支援に取り組んでいます。勤め先が休業し

てしまった、社宅・寮付きの仕事を探している、別の地域で就職した

い、内定を取り消された…など、何でもご相談ください。 

また、都道府県労働局や労働基準監督署の「緊急相談窓口」では、

労働条件、安全衛生、労災補償、労働保険などについて、ワンストッ

プで相談を受け付けています。 

問福島労働局被災者ホットライン（☎0120-536-088） 

 （平日午前９時から午後４時まで） 

 

 

 

草野車庫 

前出発 
 

川俣京田 

到着 

 7：45 ⇒  8：17 

 9：20 ⇒  9：52 

12：00 ⇒ 12：32 

12：40 ⇒ 15：12 

16：50 ⇒ 17：22 

19：10 ⇒ 19：42 

スクリーニング(被ばく)検査実施場所（常設４月６日午前９時現在） 

福 島 市 あづま総合体育館   午前 10 時から午後５時まで 

二本松市 男女共生センター   午前９時 30 分から 

午後９時 30 分まで 

川 俣 町 川俣町保健センター  午前 10時から午後５時まで 

郡 山 市 ビックパレットふくしま 午前 11時から午後５時まで 

南相馬市 相双保健福祉事務所  午前８時 30 分から午後６時まで 

いいたてクリニック診療日のご案内 

いいたてクリニックは次の日程で診療を行っています。 

 午前の部（午前８時３０分から１２時３０分まで） 

月 火 水 木 金 土 

内科 内科 内科 内科 あづま脳

外科 

送迎バス 

① 

辻 陽一 宍戸和夫 
休診 

辻 陽一 宍戸和夫 

午後の部（午後１時３０分から５時３０分まで） 

月 火 水 木 金 土 

内・外科 あづま脳

外科 

送迎バス 

② 

あづま脳

外科 

送迎バス 

② 

あづま脳

外科 

送迎バス 

② 
池田正昭 

あづま脳

外科 

送迎バス 

② 

休診 

 

あづま脳神経外科送迎バス出発時間 

出発場所 ①月曜日 ②月・火・水・金 

いいたてｸﾘﾆｯｸ 午前 ９時００分 午後１２時３０分 

あづま脳外科 午後１２時３０分 午後 ３時３０分 

 

※歯科については、４月１４日（木）からいいたて 

クリニックで診療を開始する予定です。 


