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たむら市政だより
 5月1日号・臨時版

平成23年5月1日発行

「たむら市政だより 5月1日号」は、東日本大震災の影響により、臨時版とさ
せていただきました。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　このたびの東日本大震災に際しましては、市内外から心温まる
ご支援と善意を賜り誠にありがとうございました。謹んで御礼を
申し上げます。
　経験したことのない大規模地震によって、建物やライフライン
等の被災だけでなく、福島第１原子力発電所の事故に伴う近隣市
町村からの避難者の受け入れに加え、避難指示区域となった市内
の一部の市民約３千人が避難するなど、未曽有の非常事態に立ち
いたっています。
　震災直後から救援物資や義援金をお届けいただき、また、大勢
のボランティアの皆さんによる医療や保健、炊き出し、物資移送
など幅広いご支援をいただきました。

　一日も早く、震災以前の生活に戻れるよう皆さんの尊い善意を
役立たせていただきます。
　なお、震災対応の混乱にまぎれ、せっかくの善意を新聞等を通
じてご紹介申し上げる機会を失してしまいました非礼を深くお詫
び申し上げます。
　震災から１か月余が経過しましたが、長期化が想定される事故
の一刻も早い沈静化を国と東京電力に強く求めつつ、本市の復興
と安穏な市民生活の回復のために全力で取り組んでまいりますの
で、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　                                                          田村市長　冨 塚   宥a

皆さんのご支援に感謝申し上げます

環境放射能モニタリング測定値の推移
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５カ所で測定を開始した４月２日以降、減少傾向にあります。

飲料水 水質検査の結果

３月２９日以降、放射性ヨウ素は検出されていませんので、安心して
お飲みいただけます。

警戒区域の設定…４月２２日

緊急時避難準備区域の設定…４月２２日

●対象地域…都路町古道地区の一部
　福島第１原発から半径２０ｋｍ圏内の地区が警戒区域として設定さ
れました。
　今後は、緊急事態応急対策に従事する者以外の立ち入りが制限され
ます。違反した場合は罰則（罰金・拘留）がありますのでご注意くだ
さい。
　なお、警戒区域内への一時帰宅等については該当するかたに個別に
お知らせします。

●対象地域…警戒区域をのぞく都路町、常葉町堀田全域
　　　　　　および山根地区、 船引町横道地区
　市内の一部が「緊急時避難準備区域」に設定されました。具体的な
地区については政府と市で調整し決定されました。
　「緊急時避難準備区域」では、緊急事態が生じた場合、政府や市の指
示に従って「すぐに屋内に退避いただく」、あるいは「避難いただく」
ために常に準備だけはしながら、日常生活をしてください。
　緊急時には、自力での避難が前提となりますので、自力での避難等
が困難な状況にあるかたや、要介護者、入院患者のかた、お子さんは
この区域に入らないようにお願いします。

お問い合わせ内容 担当機関等・電話番号
●原子力災害情報

　農作物等に関する県の相談窓口 福島県農林水産部
024-521-7319　※ 24 時間受付

　放射線に関する問い合わせ 福島県　
024-521-8127    ※ 24 時間受付

　健康相談ホットライン
　（放射線関連）

日本原子力研究開発機構
0120-755-199

　原子力災害全般について 原子力安全・保安院
03-3501-5890

●被災者支援情報

　災害義援金の受付と配分 保健福祉部 社会福祉課
81-2273

　福島原子力補償相談室
　（コールセンター）

東京電力0120-926-404
月～土午前 9時～午後 9時

　り災証明書の発行 市民部 税務課81-2119
または各行政局地域振興課

　被災証明書の発行 市民部 市民課 82-1112
または各行政局市民課

　中小企業者向け災害融資 産業部 商工観光課81-2136

　風評被害等に対する県の経営相談 経営支援プラザ024-525-0419

　工業製品等の残留放射線に関する相談 ハイテクプラザ024-959-1739

　震災の影響を受けた中小企業の相談 中小企業電話相談ナビダイヤル
0570-064-350

　震災行政相談専用フリーダイヤル
　（福島行政評価事務所）

0120-815681
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

各種相談の問い合わせ先 土壌モニタリング実施結果（速報値）

市では、市民の皆さんの不安解消と田村市の放射線影響を明らかにす
ることを目的に環境モニタリング調査を独自で行うことにしました。
市内全域で調査を実施し、その結果を随時公表します。
市内主要地点における土壌調査の速報値についてお知らせします。

地点名 地目

放射能　【Bq/kg- 乾土】
Ｉ

 ( ヨウ素 ) CS ( セシウム ) 合計

131I 134Cs 136Cs 137Cs
計 Ｉ＋ＣＳ半減期 

8 日
半減期 
2 年

半減期

 16 日
半減期

 30 年

滝根町神俣 田 93 130 <10 141 281 374 

大越町上大越 田 82 143 <10 165 318 400 

船引町上移 田 504 431 <10 530 971 1,475 

船引町船引 田 161 240 <10 259 509 670 

常葉町常葉 畑 72 129 <10 141 280 352 

採取日：４月２１日

１．土壌検査は、農地が深さ１５㎝で採取しています。
２．セシウム（ＣＳ）は、134Cs、136Cs、137Cs の合計数になります。
３．＜１０は、検出限界※のため、数値は１０となります。
　　※検出限界＝物質の分析で、検出できる限界の量 
４．半減期は、放射性物質が放射線を出す能力（放射能）が元の半分になるまでの期間の
　　目安です。

いずれも土壌に対する国の水田作付け上限値（セシウム） …５，０００ベク
レル／ kgを下回っており作付けしても差し支えありません。



災害ごみの一般搬入を
受け付けます

●対象　地震の被害により発生し
た屋根瓦、がれき類（木材など燃
やせるものは除く）
●期間　５月２日(月)～７日(土)、
　　　　    ９日 (月 )～14日 (土 )
※祝日も受け付けます
●時間　午前９時～午後４時
●場所　船引清掃センター
※ 東部地区のかた（滝根町・大越
町）も船引清掃センターへ搬入し
てください。
●その他
①個人による搬入のみとします。
事業者による搬入はできません。
②搬入車両は２トン車までです。
③住宅の解体等により、大量にが
れき類が発生した場合は、生活環
境課までご連絡ください。
●問い合わせ　市民部 生活環境課
８１－２２７２
船引清掃センター８４－２８４０

 災
　  害

緊急雇用創出基金事業
滝根観光振興公社臨時職員募集

 募
       集

● 対象　市内にお住まいで、未就

住宅用火災警報器を設
置しましょう

 防
　  災

６月１日から住宅用火災警報器の
設置が義務化されます。
取り付けが済んでないかたは、早
めに設置してください。
船引地域では昨年７月に「住宅用
火災警報器設置促進船引地区会」
を設立し、約２, ９００個の住宅用
火災警報器を共同購入しました。
●問い合わせ　市民部 生活環境課
８１－２２７２

田村市奨学資金の
追加申し込み募集

 災
　  害

東日本大震災により、高校、大学
等への修学が経済的に困難なかた
のために、奨学資金の申し込みを
追加募集します。
●申込方法　５月 13日 (金 )まで
に、教育総務課、各公民館、各中
学校備え付けの奨学生願書を提出
してください。
※貸与金額など詳しくはお問い合
わせください。
●申し込み・問い合わせ
教育部 教育総務課６８－３１１１

平成２３年度軽自動車
税の納期を延長

 税
　  金

軽自動車税の納期限を５月 31 日
まで、平成２２年度の車検用の納
税証明書の有効期限を５月 30 日
まで延長します。
●問い合わせ
市民部 税務課　８１‐２１１９
各行政局 地域振興課、各出張所

防災無線改修工事に
伴う現場立入り調査

 防
       災

●日時　５月９日（月）～20日（金）
午前８時 30分～午後５時 30分
●実施業者　システム企画設計株
式会社
●実施内容   測定車両で、高さ 10
ｍ程度のアンテナで電波の強弱を
測定します。
●実施場所　市内全域
●問い合わせ   市民部 生活環境課
８１－２２７２

図書館からのおしらせ行
　  政

現在、利用者安全確保のため図書
館本館のご利用は１階閲覧室のみ
となります。
都路を除く分館は通常通り利用で
きますので、ご利用ください。
今後の開館状況は市図書館ホーム
ページをご覧ください。
●問い合わせ  図書館
　８２－１００１

 災
　  害

■山開き
①鎌倉岳（常葉町）

イベント中止の
お知らせ

■市歴史民俗資料館行事「お茶会」 
　５月 15日（日）中止
■平成２３年度田村市文化協会 
　「田村市文化祭」 
①芸能発表会 ６月５日（日） 中止
②作品展示会 ６月 10 日（金）～
12日（日）…中止
●問い合わせ　教育部 生涯学習課
６８－３１１３

プール監視補助員募集 募
　  集

●募集定員　監視補助員　５人
●募集資格　市内にお住まいの高
校生（健康で泳げるかた）
●雇用期間　６月１日～９月15日
●勤務場所　滝根Ｂ＆Ｇ海洋セン
タープール
● 勤務時間　午前 8時 30 分～午
後５時 15分
※勤務割り当て表により２人を配
置します
●賃金日額　市で定める額
● 応募方法　５月 16 日 ( 月 ) ～
25 日 ( 水 ) に、プール監視補助員
申込書を提出してください。
※定員になり次第締め切ります。
●その他　雇用決定後、普通救命
講習会を行います
●申し込み・問い合わせ
滝根公民館　７８－２００１

ヒブワクチン・小児用
肺炎球菌ワクチン接種

 保
      健

接種を一時的に見合わせていた、
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワ
クチン接種について、安全性が確
認できましたので、４月１日より
再開しています。
詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ   保健福祉部 保健課
８１－２２７１

６月の休日当番医

●５日 (日 )　橋本医院（小野町）
　７２－３７１１
●１２日 (日 )　中央通りクリニッ 
　クやない （田村市船引町）
　８１－２６６２
●１９日 (日 )　石川医院（三春町）
　６２－２６３０
●２６日 (日 )　大久保クリニック
  （田村市船引町）８２－２５５５

ご家庭で育児をされているかたの
情報交換や、子どもたちの遊びの
場です。
● 日時　５月 10・12・17・19・
24日
午前９時 30分～ 11時 30分
※６月以降の日程は参加時に通知
●参加費　初回 100 円（出席ノー
トのシール代）
※行事によりその都度徴収（100
円程度）。
●会場　三世代ふれあい交流館
●申し込み・問い合わせ
三世代ふれあい交流館
７８－１１１２

平成２３年度
「遊びの教室」

こども 

○お住まいの地区の会場で受診
○別会場での受診は、お住まいの地区の
　市民課（船引地区は保健課）または保
　健センターに事前申込
※持参物…母子健康手帳・問診票・
　　　　　バスタオル

６月の乳幼児健康診査、
子育て教室・育児相談

●４カ月児健康診査
地区 対象年齢 会場

16（木）滝根
大越

H23.1 月～
H23.2 月生

滝根

23（木）船引 H23.2 月生 船引

会場…各保健センター
受付…13:00 ～ 13:20

●日時・会場

●主催・講師　独立行政法人 放射
線医学総合研究所
●内容　①放射線の影響に関する
基礎知識（胎児・乳児・幼児に対
する影響、生活上の注意点、学校
生活での注意点）
②土と食べ物との今後の付き合い方
～安全安心な食生活のためにでき
ること～
●問い合わせ　保健福祉部 保健課
８１－２２７１

「母と子の放射線教室   
                            in田村市」

 災
　  害

５月 時間 会場
14 (土 ) 10:45 ～

12:15
文化の舘ときわ

22 (日 ) 船引保健センター
14 (土 ) 13:30 ～

15:00
大越行政局

22 (日 ) 滝根天地人大学

● 10カ月児健康診査
地区 対象年齢 会場

16（木）滝根
大越

H22.7 月～
H22.8 月生

滝根

21（火）船引 H22.8 月生 船引

● 1歳６カ月児健康診査
地区 対象年齢 会場

8（水） 都路
常葉

H21.10 月～
H21.11 月生

常葉

7（火） 船引 H21.11 月生 船引

●２歳児歯科健診
地区 対象年齢 会場

30（木）都路
常葉

H21.4 月～
H21.6 月生

常葉

●３歳６カ月児健康診査
地区 対象年齢 会場

14（火）船引 H19.12 月生 船引

職卒業者を対象（卒業後３年程度
以内の者を含む）
●募集人数　１人
※業務内容・勤務場所・勤務時間・
雇用期間等はハローワーク求人票
でご確認ください。
●賃金日額　６,０００円
●受付窓口　５月 30日 (月 )まで
にハローワーク郡山または船引
公民館内の田村市地域職業相談室
（アルファ）へご相談ください。
●面接試験　６月４日 (土 )
●面接会場　あぶくま洞管理事務所
●面接時間　午前 10時
●申込方法　５月 30日 (月 )まで
に市指定の履歴書とハローワーク
の紹介状をあぶくま洞管理事務所
に送付。（当日消印有効）
●問い合わせ
あぶくま洞管理事務所
７８－２１２５

②移ヶ岳（船引町）
③片曽根山（船引町）
④五十人山（都路町）
⑤日山（船引町）
●問い合わせ    産業部 商工観光課
８１－２１３６

変更になる場合があります。
受診前にご確認ください。

○ポリオ（集団予防接種）
地区 対象年齢 会場

15（水）船引 ３カ月～
90カ月未満

船引

17（金）滝根大越 大越

○すくすく教室 （要予約）
　●日時　6月 9日（木）
　　 受付…午前９時30分～ 50分 
　●会場　船引保健センター
　●申込　保健課

○離乳食教室 （要予約）
　●日時　6月 24日（金）
　　 受付…午後1時～ 1時 20分 
　●会場　船引保健センター
　●申込　保健課

○７カ月児育児相談 （予約不要）
　●日時　6月 29日（水）
　　 受付…午後1時～ 1時 20分 
　●会場　船引保健センター

春季狂犬病予防集合
注射は実施しません

 生
      活

犬の飼い主は、毎年４月から６月
の間に、最寄りの動物病院で狂犬
病予防注射を接種してください。
動物病院で発行された注射済証明
書は、生活環境課または各行政局
市民課へ提出してください。
票を交付します。
（手数料…550 円）
●注射料金　各動物病院にお問い
合わせください。
●その他　飼い犬が未登録、飼い
主の住所などの変更は下記まで。
●問い合わせ　市民部 生活環境課
８１－２２７２・ 各行政局 市民課

災害に関するさらに詳しい情報は…田村市ホームページ  http://www.city.tamura. lg. jp/saigai . jsp
ご近所で市ホームページをご覧いただけない、防災無線を聴くことができない環境にあるかたへの情報提供にご協力をお願いします。


