
葛尾村議会

●村との情報交換会概要
今⽉の村との情報交換会の概要について、次のとおりお知らせします。

○平成2８年10⽉期の開催状況
◇ 開 催 ⽇ 10⽉３⽇
◇ 会 場 葛尾村役場2階視聴覚室
◇ 出 席 者 ・村議会議員

・村（村⻑、教育⻑および各課⻑等）
・環境省福島環境再⽣事務所
・復興庁福島復興局
・仮設焼却炉建設業者（JFE・奥村・⻄松・⼤豊共同企業体）

◇ 主 な 内 容 共同企業体｡○
・廃棄物仮設焼却施設の現状報告について
環境省福島環境再⽣事務所○
・⽚付けごみの回収状況について
・合併処理浄化槽清掃とし尿くみ進捗状況について
・農林系廃棄物の収集状況について
・家屋等の解体⼯事の進捗状況について
・フォローアップ除染について
福島復興局○
・福島⽣活環境整備、帰還再⽣加速事業等の採択状況について
復興推進室○
・中⼼拠点等整備事業の進捗状況について
住⺠⽣活課○
・市町村別避難者数及び帰村者数について
・緊急通報システム設置について
・⾒守り⽀援サービス開始について
地域振興課○
・公共施設等の街路灯修繕事業について
・企業誘致について

議会事務局 ℡0240-29ｰ2160問

広 報
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教育委員会

葛尾幼稚園⻑ 芳賀 実
葛尾⼩学校⻑ 芳賀 実
葛尾中学校⻑ 武⼝ 隆⾏

平成２８年度 葛尾幼⼩中合同学習発表会
「かつらおスクールフェスタ2016〜つながれ！笑顔の絆〜」へのご案内

秋冷の頃、葛尾村の皆様には⽇頃より、本園並びに本校の教育活動へのご理解
とご協⼒をいただき誠にありがとうございます。
さて、本年度も葛尾幼⼩中合同学習発表会を「かつらおスクールフェスタ201

6〜つながれ！笑顔の絆〜」と銘打ち、下記のとおり開催いたします。⼦どもた
ちは発表会に向けての練習に⼀⽣懸命取り組んでいるところです。
つきましては、ご多⽤のこととは存じますが、ぜひお出かけいただき、園児児

童⽣徒の活動の様⼦をご覧くださいますようご案内申し上げます。

１ ⽇ 時
１１⽉５⽇（⼟） 午前９時より１２時まで

（※８時５０分までに会場にお⼊りください）

２ 場 所
葛尾⼩学校･中学校三春校 体育館

３ 内 容
〇園児児童⽣徒による合唱、ダンス、
劇等の学習成果の発表

〇園児児童⽣徒の学習作品展⽰

４ その他
、 。 。(1)お⾞でおいでの⽅は 校庭に駐⾞してください 節⾞にご協⼒お願いいたします

(2)上ばきと上ばきを⼊れる袋等をご持参ください。

葛尾⼩中学校 ℡0247-62-7912 （中学校 教頭 安部孝)問

総 務 課

総 務 企 画 係

●三春町の秋まつりが開催されます●
三春町運動公園(⾙⼭字泉沢地内)を会場に 三春町主催で葛尾村と富岡町が共催する 三、 「

春町秋まつり」が開催されます。
葛尾村からは、次のとおり参加しますので、ぜひお出かけください。

◇開 催 ⽇ 1１⽉５⽇(⼟)・６⽇(⽇)

◇出店の部 葛尾そば⽯⾅の会、あぶくまロマンチック街道構想推進協議会

◇出演の部 仮⾯ライダーエグゼイドショー（６⽇ ①11時〜 ②13時〜）

３町村マスコットキャラクター⼤集合！（６⽇１０時４５分〜）

総務課 総務企画係 ℡0240-29-2111問



住 ⺠ ⽣ 活 課

住 ⺠ ⽣ 活 係

平成２８年度臨時福祉給付⾦のお知らせ●●
平成２６年４⽉の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の少ない⽅

に対して、制度的な対応を⾏うまでの間、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉
給付⾦が⽀給されます。

１，⽀給対象者
平成２８年１⽉１⽇時点で葛尾村に住⺠登録(住所) があり 平成２８年度の村⺠税 均、 （

等割）が課税されていない⽅（⾮課税者）
ただし、以下の（１ （２）および２の⽅は⽀給の対象外です。）、

（１）平成２８年度市町村⺠税が課税されている⽅の扶養となっている⽅
○控除対象配偶者
○配偶者特別控除における配偶者、扶養親族
○⻘⾊事業専従者
○⽩⾊事業専従者

（２）⽣活保護の受給者となっている⽅等

２，⽀ 給 額
対象者⼀⼈につき ３，０００円

３，申 請 期 間
平成２８年１０⽉３⽇（⽉）から平成２９年１⽉３１⽇（⽕）まで

４，申請⼿続き
⽀平成２８年９⽉２６⽇付けで、全世帯の世帯主宛に申請書を送付しておりますので、

は、必要事項をご記⼊のうえ、同封の返信⽤封給対象者の要件に該当すると思われる⽅
筒で返送してください。なお、窓⼝申請を希望する場合は、葛尾村住⺠⽣活課または葛
尾村三春出張所へ申請書類をお持ちください。

５，給付⾦の⽀給
申請内容の審査後、⽀給決定した⽅から順にご指定の⼝座へ振り込みしますが、おお

よそ１ヶ⽉半程度かかる予定です。なお、申請書を提出されても⽀給対象とならない場
合があります。

※給付⾦をよそおった不審電話にご注意

○葛尾村や厚⽣労働省などがＡＴＭ（銀⾏・コンビニなどの現⾦⾃動⽀払機）の操作を
お願いすることは、絶対にありません。

、 。○ＡＴＭを⾃分で操作して 他⼈からお⾦を振り込んでもらうことは絶対にできません

○葛尾村や厚⽣労働省などが 「平成２８年度臨時福祉給付⾦（３千円 」を⽀給するた、 ）
めに、⼿数料の振込を求めること等は絶対にありません。

○葛尾村や厚⽣労働省（の職員）などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が
届いた場合には葛尾村や警察署（警察相談窓⼝電話（♯９１１０）にご連絡ください。

住⺠⽣活課 住⺠⽣活係 ℡0240-29ｰ2112問



保 険 医 療 係

● ●「D-シャトル」による個⼈線量測定とその結果からわかること（２）

葛尾村では住⺠の皆様に個⼈線量計「D-シャトル」を
配布し、個⼈被ばく線量の測定を⾏っております。６⽉
１２⽇の避難指⽰解除後におきましても、引き続き、個
⼈被ばく線量測定のサポートをさせていただきます。

実際に葛尾村に戻って⽣活されている中での個⼈線量を測定するため、今年の８
⽉に、環境省の「福島県内における住⺠の個⼈被ばく線量把握事業」において、村
内に帰還されている住⺠の⽅１５名に協⼒を得て、9⽇間程度、個⼈線量計を⾝につ
けていただき、⾏動記録もつけてもらいました。
また、測定結果については、以下のような測定結果レポートにまとめ、お返しす

るとともに、個別に説明をさせていただきました。

葛尾村で配付しております個⼈線量計「D-シャトル」は、１時間ごとの被ばく線量を
確認できます。そのため 「いつ 「どれだけ」の放射線を受けたかを把握することがで、 」、
きます。

 
外部被ばく線量測定結果レポート 

 
１．測定期間 

平成 28 年 8 月 20 日～平成 28 年 8 月 28 日まで（9 日間）
 
２．期間中の積算線量（自然放射線を含む。） 

○．○○ミリシーベルト（mSv） 
（推定年換算線量※１ ○．○○ミリシーベルト（mSv））

 
３．期間中の追加被ばく線量（自然放射線（年間 0.33mSv※２）

を除いた値。） 
○．○○ミリシーベルト（mSv） 
（推定年換算線量※１ ○．○○ミリシーベルト（mSv））

 
 

※１推定年換算線量は、期間中の積算線量×
３６５

��測定日数（日）
 で計算。

※２自然放射線（年間 0.33mSv）の値については、環境省「放射

線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成 27 年度

版）」より、「自然からの被ばく線量の内訳（日本人）」（P.61)
の“大地放射線”の数値を引用。 

測定期間中（この例では 9日間）の積算

の被ばく線量を示しています。 

水色で示した値から 

0.33×
測定日数（日）

��３６５
 mSv 

の値を引いています。 

（この例では測定日数は 9 日間） 

 

追加被ばく線量とは、自然放射線を

引いた値で、事故の影響による被ば

く線量を推定しています。 

黄色で示した値から 0.33mSv の値を引

いています。 

 

D-シャトル



このように、D-シャトルを使うことにより、ご⾃⾝の⽣活での個⼈被ばく線量がわか
ります。
今回のような測定をご希望の⽅は、いつでも参加できますので、お気軽にご相談くだ

さい。

なお、今回のような測定を１１⽉末〜１２⽉にもう１回予定しております。ご協⼒を
お願いします。

住⺠⽣活課 保険医療係 ℡0240-29ｰ2112問

４．日ごとの個人被ばく線量 

 
５．時間ごとの個人被ばく線量 

○測定結果の値には、自然界にもともと存在している自然放射線が含ま

れています。 
○背景の色が青色は土曜日、赤色は日曜日・祝日を表しています。 
○測定結果には、電気的なノイズにより短期間の高い値が記録されるこ

とがあります。行動記録から、高い被ばく線量となる原因が特定でき

ない場合には、ノイズによる可能性があります。 

測定期間中の日ごとの被

ばく線量を示しています。

日ごとの変動の様子がわ

かります。 

測定期間中の時間ごとの

被ばく線量を示していま

す。行動に応じた線量がわ

かります。 

この方の場合、比較的高い

線量の時間が短いため、積

算線量には大きく影響せ

ず、自然放射線を除いた追

加被ばく線量は、年間１ミ

リシーベルト未満と推定さ

れました。 



● ●ゴミの野外焼却は禁⽌です
廃棄物の野外焼却は下記の例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き

原則、法律（廃棄物の処理および清掃に関する法律）で禁⽌されています。違反者
は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰⾦またはこの両⽅が科せられます。さ
らに法⼈は両罰規定（違反した従業者とともに法⼈も罰する規定）で１億円以下の
罰⾦が科せられます。

○野外焼却はなぜダメなのか
野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、

焼却温度が低いため燃やすものによって
はダイオキシンなどの有害物質が発⽣し、
⼈の健康や⾃然環境に深刻な影響を与え
ます。また、⽕災を引き起こす危険性も
考えられます。

○野外焼却禁⽌の例外規定について（届
けが必要です）
以下のような場合は、例外として野外焼却（野焼き）が認められています。た

だし、例外にあたる場合でも、苦情があった場合は⾏政指導等の対象となります
ので、燃やす量や⾵向き、時間帯を考えて周りに迷惑(煙・臭い)をかけないよう
必要最⼩限に⾏ってください。
・国または地⽅公共団体がその施設の管理を⾏うために必要な廃棄物の焼却〔河
川敷の草焼き（河川管理者）道路側の草焼き（道路管理者 ・震災、⾵⽔害、⽕）〕
災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼
却
〔災害等の応急対策 ⽕災予防訓練 凍霜害防⽌のための稲わら焼却〕

・⾵俗慣習上または宗教上の⾏事を
⾏うために必要な廃棄物の焼却〔ど
んど焼き（正⽉の「しめ縄、⾨松等」
を焚く⾏事 、塔婆の供養焼却〕）

・農業、林業を営むためにやむを得
ないものとして⾏われる廃棄物の焼
却〔焼き畑、畦の草および下枝の焼
却等〕

・たき⽕その他⽇常⽣活を営む上で通
常⾏われる廃棄物の焼却であって軽微
なもの
〔落ち葉焚き、たき⽕、キャンプファイヤー〕

○ごみ焼却炉の構造基準について
使⽤が認められているごみ焼却炉は、以下の基準を満たすものです。家庭⽤の

、 、 。焼却炉のほとんどは この基準を満たしていませんので 使⽤しないでください
・ごみを燃焼室で８００℃以上の状態で燃やすことのできるもの
・外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投⼊できること
・燃焼室の温度を測定できる温度計があること
・⾼温で焼却できるようにバーナー等があること
・焼却に必要な量の空気の通⾵が⾏われているものであること

◆村⺠の皆さんのご理解とご協⼒をお願いします。

住⺠⽣活課 住⺠⽣活係 ℡0240-29ｰ2112問



福島県からのお知らせ

● ●｢林業・⽊材産業改善資⾦」の利⽤について
福島県では、林業・⽊材産業の経営の改善、林業労働に係る労働災害の防⽌、

林業従事者確保を⽬的とした新たな事業部⾨の経営の開始等を⾏う林業・⽊材産
業事業者に対し、必要な資⾦を で貸し付けています。詳細は下記の「問無利⼦※

い合わせ先」までご確認ください。

※ただし、償還が延滞した場合には年12.25%の違約⾦が発⽣します。

(1)新たな林業部⾨の経営の開始
(2)新たな⽊材産業部⾨の経営開始
(3)林産物の新たな⽣産⽅式の導⼊
(4)林産物の新たな販売⽅式の導⼊
(5)林業労働に係る安全衛⽣・設の導⼊
(6)林業労働に従事する者の福利厚⽣・設の導⼊

償還期間 １０年以内（うち、据置期間３年以内）

貸付対象となる
取組

対象者

貸付限度額
林業事業者：個⼈1,500万円、会社3,000万円、会社以外の団体5,000
万円
林業・⽊材産業改善措置を実・する⽊材産業者：１億円

・林業に従事している個⼈
・⽊材産業に属する事業を営む個⼈または会社(資本の額若しくは出資
の総額が1,000万円以下の会社または常時使⽤する従業者の数が100⼈
⽊材製造業を営む者にあっては、300⼈以下の会社若しくは個⼈に限
る。)
・上記の⽅が組織する団体
・林業を⾏う法⼈で林業従事者の組織する団体以外のもの等

担当 連絡先
・県北農林事務所森林林業部
・県中農林事務所森林林業部
・県南農林事務所森林林業部
・会津農林事務所森林林業部
・南会津農林事務所森林林業部
・相双農林事務所森林林業部
・いわき農林事務所森林林業部

024-535-0323
024-935-1367
0247-33-2123
0241-24-5734
0241-62-5375
0244-26-4305
0246-24-6193

お問い合わせ先

※おかけ間違いないようにご注意ください。
（⼟⽇・祝⽇を除く、８：３０〜１７：１５まで）



公⽴双葉准看護学院からお知らせ

公⽴双葉准看護学院学⽣募集について●●

公⽴双葉准看護学院は、震災と原発事故の影響で現在休⽌中ですが、平成29年4⽉に南
相⾺市において再開いたします。相双地⽅の看護師不⾜に対応するため、次のとおり学
⽣を募集します。
「平成29年度学⽣募集要項」

○教育の⽬的
本学院は保健師助産師看護師法に基づき、看護に関する基礎的知識・技術・態度を習得

させ、地域における保健・医療・福祉の充実発展に寄与出来る准看護師を育成すること
を⽬的とします。
○学科・修業年限および⼊学定員
学 科：准看護学科
修業年限：2年

○受験資格
中学校卒業以上の⼼⾝健全なる者

○⼊学⾦・授業料・その他必要経費
⼊学⾦：３０,０００円 授業料：⽉額１７，０００円（半年分前納）
教科書、参考書：６７，０００円 実習諸経費：３０，０００円
その他必要経費

○教育時間 1,890時間（2年間）基礎科⽬、専⾨基礎科⽬および専⾨
○卒業後の資格

准看護師試験受験資格が得られ、合格後准看護師の免許を取得する事が出来ます。
准看護師から看護師になるためのコースに進むことが出来ます。

公⽴双葉准看護学院再開準備事務所問
〒975―0036 南相⾺市原町区萱浜字巣掛場45-76 放射線対策センタ-内
0244-32-0990 FAX0244-32-0991℡

E-mail futajyun-kango@aioros.ocn.ne.jp

福島広域雇⽤促進⽀援協議会からのお知らせ

●厚⽣労働省福島労働局委託事業「福島雇⽤促進⽀援事業」●

【企業申込】新産業分野経営⼒強化・技術者育成講座開催事業 いわきものづくり塾

製造業に従事する若⼿社員の基礎⼒向上や、中核⼈材のボトムアップを図ることを
⽬的に「ものづくり」には⽋かせない基礎的な講義を始め、再⽣可能エネルギー等
の先進的な講座も⾏います。

⼊学願書、調査書および卒業証明書
⼊学検定料10，000円

願書受付期間 平成29年1⽉4⽇（⽔）から1⽉27⽇（⾦）必着
願書提出先 公⽴双葉准看護学院再開準備事務所

平成29年2⽉1⽇（⽔）
・筆記試験（国語、数学）  ・⾯接   ・作⽂
試験会場：福島県⽴テクノアカデミー浜（予定）

合格発表 平成29年2⽉10⽇（⾦）午前11時 準備事務所

出願書類および受験⼿続

試験⽇および受験科⽬



○機械加⼯コース 「ＣＡＤ／ＣＡＭ技能習得講座」
⽇時 １０⽉２１⽇（⾦）１３：００〜１７：００

○ロボット⼯学コース 「福島第⼀原⼦⼒発電所の事故対応および廃⽌措置におけるロ
ボット技術の活⽤と今後の課題」
⽇時 １１⽉２⽇（⽔）１８：３０〜２０：３０

「 」○ロボット⼯学コース 屋外環境で活かされるフィールドロボット技術とその実⽤化
⽇時 １１⽉１４⽇（⽉）１８：３０〜２０：３０

○再⽣可能エネルギーコース 「⽊質バイオマス利⽤拡⼤へ向けての課題と⽅策」
⽇時 １０⽉２４⽇（⽉）１８：３０〜２０：３０

○再⽣可能エネルギーコース 「バイオガスを利⽤した新たな地域エネルギーの創出と
事業化に向けた取り組み」
⽇時 １１⽉９⽇（⽔）１８：３０〜２０：３０

○地域医療連携コース 「医療機器業界の動向および法規制とリスクマネジメントにつ
いて」
⽇時 １２⽉２⽇（⾦）１８：３０〜２０：３０

○地域医療連携コース 「微細・精密切削加⼯技術を活かした医療分野への参⼊事例紹
介と課題解決」
⽇時 １２⽉１４⽇（⽔）１８：３０〜２０：３０

○労務管理コース 「知らぬ間に「ブラック企業」とならないためのポイント」
⽇時 １１⽉２９⽇（⽕ 、１２⽉８⽇（⽊） １８：３０〜２０：３０）

共通事項 受講料・テキスト代 無料
○定 員 各３０名程度
○会 場 いわき産業創造館内 会議室

（いわき市平字⽥町１２０番地ＬＡＴＯＶ６階）
○対象事業所 以下のいずれかに該当する事業所

・被災１２市町村の事業所
・将来的に被災１２市町村へ進出を予定している事業所
・被災１２市町村に就業先がある事業所
・将来的に被災１２市町村で操業を予定している事業所

○申 込 ⼈ 数 事業所単位で２名までとなります。
（応募者多数の場合、１社１名のみの受講となる場合があります）
受講される⽅ごとに１枚ずつ記⼊願います。

○申 込 ⽅ 法 申込書に必要事項を記⼊の上、公益社団法⼈いわき産学官ネットワ
。 、ーク協会までＦＡＸまたはＥメールにてお申込ください 申込書は

福島広域雇⽤促進⽀援協議会 ⽥村窓⼝にも設置しております。

公益社団法⼈いわき産学官ネットワーク協会問
℡0246ｰ21ｰ7570
FAX0246ｰ21ｰ7571
Ｅメール iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp



福島県⼟⽊部建築指導課からお知らせ

●福島県住宅復興資⾦（⼆重ローン）利⼦補給事業●
福島県では、東⽇本⼤震災で住宅を被災された⽅の⽣活再建を⽀援するため、住宅の

⼆重ローンを抱える⽅に対する利⼦補給を⾏います。
(1) 東⽇本⼤震災で住宅が被災し、半壊以上のり災証明書の発⾏を受けた⽅
(2) 震災発⽣時点で被災住宅に500万円以上の債務残⾼がある⽅
(3) 福島県内に⾃ら居住するための住宅を建設・購⼊・補修するため、震災以降500万

円以上を借り⼊れた⽅
既存の住宅ローンに対し、⼆重ローンとなった時点から５年間分の利⼦相当額
（上限140万円）を補助します。

被災者向け住宅相談窓⼝専⽤ダイヤル問
℡024-521-7698
午前9時00分〜午後5時00分まで（平⽇）

福島県⼟⽊部建築指導課 ⺠間住宅⽀援担当
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
℡024-521-5764 FAX024-522-6383

会津⼤学パソコン甲⼦園２０１６開催のお知らせ

● ●会津⼤学でパソコン甲⼦園２０１６本選開催！
パソコン甲⼦園は、コンピュータに興味のある全国の⾼校⽣等を対象に、会津⼤

学で開催されるＩＴ分野の全国⼤会です。競技は「プログラミング部⾨ 「モバイル」
部⾨ 「いちまいの絵ＣＧ部⾨」の３部⾨があり、１１⽉１２⽇（⼟ ・１３⽇（⽇）」 ）
に本選が開催されます。

プログラミング部⾨○
予選を勝ち抜いた20チームが⼀堂に会し、2⼈1チームで1台のパソコンを使い、制限

時間内に問題に対する解答プログラムを作成し、得点形式で競います。

モバイル部⾨○
3名以内で構成された各チームが、本選会場で審査委員や⼀般の観客を前に、制限時間

5分間で作品の⽤途、作品のアピール、作品に込めた思い、作品の補⾜説明等のプレゼン
テーションを⾏います。作品とプレゼンテーションの内容について審査委員の審査と来
場者のアンケートの集計結果により、各賞を決定します。

いちまいの絵CG部⾨○
⼊選作品を本選会場に展⽰します。

「パソコン甲⼦園⾼校⽣国際部⾨」の⼊選作品についても本選会場に展⽰します。

⼤会２⽇⽬（１３⽇）には福島県の特産品や「会津東⼭温泉 向滝 ペア宿泊券」
などが当たる抽選会（モバイル部⾨を観戦してアンケートに答えることにより応募
できます）や、ヘッドマウントディスプレイによるバーチャルリアリティが体験で
きるコーナーなど、楽しい併催イベントも⾏われます。
どなたでも観戦できます。⼊場は無料です。

全国⾼等学校パソコンコンクール実⾏委員会事務局問
〒９６５－８５８０ 会津若松市⼀箕町鶴賀字上居合９０ 会津⼤学内

FAX0242-37-2546℡0242-37-2532
ホームページURL http://www.u-aizu.ac.jp/pc-concours/


