
葛尾村の皆さまへ 平成 23 年 5 月 17 日発行

編集・発行 総務課企画係

ひろがる和
この度の原子力発電所事故による、避難生活が長期にわたっていることで、村民の

皆様に大変なご苦労をおかけしていることに心苦しく思っております。
原子力事故が一日も早く収束し、「心なごむ高原の里かつらお」へ戻れるよう思い

を込め、かつらお情報紙「ひろがる和」として村民の皆さまへ情報の提供が出来れば
と思います。

【災害対策本部】

葛尾村会津坂下出張所の設置について
平成２３年４月２１日より葛尾村役場の機能を移転しました。
葛尾村会津坂下出張所では、ほぼ通常の業務が可能ですが、一部対応できない事

務もございますので問い合わせ下さい。

（移転先） 葛尾村会津坂下出張所（旧法務局会津坂下出張所）
〒 969-6566 福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚 77 番地

TEL 0242-83-0271（代表） FAX 0242-83-0278

被災証明書の発行について
○ 電話の場合・・・必要な方の葛尾村での住所・氏名・連絡電話番号・郵送先を

申し出下さい。
○ FAX の場合・・・「被災証明書申請」と明記し、必要な方の葛尾村での住所・

氏名・連絡電話番号・FAX 番号を記載し送信して下さい。
○ 郵便の場合は・・ 「被災証明書申請」と明記し、必要な方の葛尾村での住所・

氏名・連絡電話番号及び送付先を記載し郵送して下さい。
※ 被災証明書は、病院・銀行等での本人確認用や、借家契約等の際の身分証明書
になります。
一人一枚のみの発行となりますので、証明書を利用する際は、相手方に写しを

渡し、原本は「本人」が保管管理して下さい。

（申請・問い合わせ先）
葛尾村災害対策本部（川西公民館内）

〒 969-6507 福島県河沼郡会津坂下町大字大上字柳ノ下甲 312
TEL 0242-83-2651・2653 FAX 0242-83-2652
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避難情報（国・東京電力）

葛尾村における国などから発表された避難情報は次のとおりです。
１ 計画的避難区域について（葛尾村）

福島原子力発電所から半径２０ Km 以上の周辺地域で同発電所から放出された
放射性物質の積算線量が、国際基準値の 1 年間２０ミリシーベルトに達するおそ
れのある区域を「計画的避難区域」としたもので、４月２２日に正式に公示され、
葛尾村は、村全域が指定されました。

２ 警戒区域の設定について（設定年月日４月２２日午前０時）官房長官発表
(1)避難のための立ち退きを指示された区域内の現状として、同区域内に残留した
り、立ち入ったりする居住者が確認されている。これらの居住者の安全を確保す
ることが困難であるほか、同区域外への影響も懸念されることから、新たに同区
域を警戒区域として設定し、居住者等の生命又は身体に対する危険を防止するた
め設定する。

(2)葛尾村の警戒区域
・村道柏原阿掛線 ・県道 50 号線 ・村道野行岩角線 ・村道大放岩角線
・林道大放石黒線を結ぶ東側の区域（この線を利用しないと出入りできない住宅を含む）

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

落合地区簡易水道のモニタリング結果
○採取日時 平成２３年４月１３日 １２:００
○採取地点 湯ノ平浄水場内給水栓
○測定結果 ・放射性ヨウ素(I-131)：不検出

・放射性セシウム(Cs-134,Cs-137 の合計)：不検出

平成２３年４月１７日
村内１０地区より井戸水等採取し測定した
結果、飲料水として問題ありませんでした。
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【地域振興課】

借り上げ住宅・仮設住宅等について 地域整備係

○葛尾村賃貸住宅入居支援助成金の交付について
基準日以降に自ら手続きをして民間住宅等に入居している避難者で、福島県借上

住宅の対象とならなかった世帯に対し救済処置として助成金を交付します。
助成金は、家賃及び駐車場使用料の支払い金額の範囲内で、月６０，０００円を

上限として交付します。

○応急仮設住宅の建設について
三春町大字貝山地区外２地区に応急仮設住宅２６６戸の建設に着手しました。
７月までに三春町さくら湖周辺に全体で４００戸の応急仮設住宅を建設します。

着手地区
・貝山地区 貝山多目的運動公園広場 １３２戸
・柴原地区 三春町多目的運動公園 ７９戸
・狐田地区 狐田親水公園 ５５戸

住宅間取り
１ DK・２ K・２ DK・３ K

○日本赤十字社による家電製品の支援について
葛尾村で設置、斡旋する応急仮設住宅と借り上げ民間住宅に入居している被災者

で、家電製品（洗濯機・冷蔵庫・テレビ・炊飯器・電子レンジ・電気ポット）を必
要とする世帯に寄贈します。
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家畜の賠償請求に係る準備について 地域づくり推進係

家畜に係る賠償請求については、原子力損害賠償法により東京電力がその責任を負
い、原発事故との相当因果関係がみとめられるものについては適切な賠償が行われま
す。
また、賠償の範囲については、原子力損害賠償紛争審査会が定める「原子力損害の

範囲の判定の指針」に基づいて判断されます。
ただし、この指針が明らかになるまでは一定期間が必要になるため、農家の皆様は

賠償請求の事前準備として以下のような資料をご準備ください。

○当該期間に売却した家畜の販売価格がわかる書類
○警戒区域・計画的避難区域が原因による家畜移動の経費がわかる書類
○出荷停止となった家畜に係る過去の生産記録、納品台帳、出荷伝票及び回収・処分
した場合の領収書
○家畜の能力を示す証明書や飼養管理に係る記録や作業日誌
○現況を示す写真 など

農業者戸別所得補償制度及び中山間地域等直接支払交付金事業について
地域づくり推進係

葛尾村は全域が警戒区域・計画的避難区域に設定され、稲については平成２３年
４月２２日付けで内閣総理大臣より作付制限が指示されています。
平成２３年度の「農業者戸別所得補償制度」及び「中山間地域等直接支払交付金

事業」については、現段階では見通しが立っていない状況です。
今後、この事業について国からの指示を受け、随時みなさまにお伝えします。

【総務課】

郵便物等の取扱いについて

郵便物については、避難先届・転居届を提出されていない場合、差出人に返還さ
れます。お近くの郵便局に転居届を提出されるようお願いします。

国税に関する申告・納税等の期限延長について 税務財政係

福島県（及び青森県・岩手県・宮城県・茨城県）の納税者に対して、国税に関す
る申告・納税等の期限が延長されることになりました。
今回の地震がおきた平成２３年３月１１日以降に到来する申告等の期限が、全て

の税目について、自動的に延長されます。
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県税に関する申告・納税等の期限延長について 福島県

平成２３年３月１１日以降に福島県税に係る申告や納付などの期限が到来するも
のについては、その期限を延長します。
延長期間及び、県税の減免などについては、改めてお知らせします。

自動車税の課税の延期等について 福島県

１．福島県では、平成２３年度の自動車税の定期課税（例年５月課税・５月末納期限）
を延期します。

※ 延期する期間は未定です。
２．災害に遭われた自動車に係る自動車税の救済措置については、現在検討中です。
３．災害の影響によって３月３１日までに廃車（抹消登録）の手続きを行えなかった
自動車に係る自動車税の救済措置についても、現在検討中です。
（問）○廃車（抹消登録）に関すること

福島運輸支局 TEL 024-546-0345、050-5540-2015
福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所

TEL 0246-27-6151、050-5540-2016
○税に関すること
福島県税務課 TEL 024-521-7070・7205

自動車税納税証明書の有効期限の延長について 福島県

１．県では、平成２３年度の自動車税の定期課税（例年５月課税・５月末納期限）
を延期します。

※ 延期する期間は未定です。
２．自動車税納税証明書（継続検査用・構造等変更検査用）の有効期限も延期
しました。
平成２２年度課税により交付された納税証明書の有効期限は、平成２３年

５月３０日（月）となっていますが、平成２３年１０月３０日に読み替える
こととしましたので、お手持ちの納税証明書は大切に保管して下さい。

（問）福島県税務課 TEL 024-521-7069

村税等の申告・納付等の期限延長について 税務財政係
（個人村県民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）

今回の震災により、平成２３年３月１１日以降の村税に係る申告や納付等の期限が
到来するものについては、その期限を延長します。
なお、延長期間については、あらためてお知らせします。
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【住民生活課】

国民健康保険被保険者証の更新について 健康福祉係

このたびの災害により被保険者証の更新手続きが遅れてしまい、皆様には、ご不便
をおかけし大変申し訳ありませんでした。
４月１日からの新しい保険証については、原則、簡易書留にて郵送いたします。

医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について 健康福祉係

以下の方については、６月末まで一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要
はありません。

○災害救助法が適用されている被災地域（福島県全域）の住民であり、つぎのいずれ
かの申し立てを行った方
・ 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
・ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
・ 主たる生計維持者が行方不明である方
・ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した方
・ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
・ 東京電力福島第一原子力発電所から３０ km 圏内の対象となっている方、又は

計画的避難区域・緊急時避難準備区域の対象となっている方
※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

※上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて加入されている医療保険に
おいて、減免又は徴収の猶予が行われます。
７月１日からは、原則として医療機関に保険証と一部負担金等免除証明を提示して
いただくことが必要となります。詳しい手続き等は後日改めてお知らせします。

（なお、原発事故により全域が避難等の対象となっている９町村については、住所で
判断できることから、保険証があれば免除証明書は不要となる予定です。）

子ども手当について 住民生活係

２月～５月分の子ども手当については、６月７日に指定口座に振込予定です。
（３月に中学校を卒業したお子さんについては、２ヶ月分の支払となります。）
また、支払通知は発送いたしませんので、通帳の記帳により入金の御確認をお願い

します。
なお、６月の現況届は１０月に延期されておりますので、後日あらためてご連絡い

たします。
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乳幼児健康診査および予防接種の実施について 健康福祉係

避難区域となっているため、乳幼児健康検査および予防接種の実施が困難になって
おります。そのため、避難先の市町村保健センター・医療機関等での実施となります
ので、避難先の市区町村役場、もしくは保健センターにお問い合わせをし、葛尾村会
津坂下出張所にご連絡ください。
なお、受診および接種時には、母子手帳（予防接種実施時には予診表）を持参して

下さい。
また、受診および接種期間は平成２３年度内（平成２４年３月末）にお願いします。

※予防接種前には、重複接種のないよう母子手帳の確認をして下さい。

国民年金保険料の免除について 住民生活係

１．福島第一原子力発電所の事故に伴う、国民年金免除申請について
平成２３年３月１１日時点で葛尾村に住所があった方は、本人からの申請により、

国民年金保険料が全額免除になります。
葛尾村会津坂下出張所または、お近くの年金事務所で申請して下さい。
※平成２３年７月末まで申請下さい。
※ご本人が提出できない場合は、『委任状』が必要となります。

２．国民年金保険料の口座振替を利用されている方
被災により、今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止手続きが必要

となりますので、お近くの年金事務所までご相談下さい。

（問） 「被災者専用フリーダイヤル」
０１２０-７０７-１１８(通話無料)

期 間：平成２３年９月３０日まで
受付時間：月～金曜日(祝日を除く)

午前９時～午後５時まで
※一般的な年金相談は、「ねんきんダイヤル」０５７０－０５ー１１６５
でも受付しています。

狂犬病予防注射について 住民生活係

本年度は狂犬病予防定期集合注射を実施することができませんので、飼い主の方は
動物病院等で予防注射を受けてください。（料金は飼い主の負担となります。）
また、注射を受けた時は、｢狂犬病予防注射済証明書｣の交付を受け保管して下さい。
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【教育委員会】

学校の開設について

現在、教育委員会では三春町に仮設住宅が建設されることに伴い、葛尾小・中学校
を三春町に開設できるかどうか、三春町役場と協議中です。
震災前と同じように葛尾村の子供たちが一堂に会して学校生活が送れるよう鋭意努

力しています。
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　　　住民票・印鑑証明書・戸籍謄本等の発行及び窓口業務を再開しております。

　　当面の間、すべての証明書の発行手数料が無料となります。

郵便請求

各項目を記入し、返信用封筒（※２）を同封のうえ
返送ください。

住民票 印鑑、身分証明書　

(1)請求者氏名
(2)請求者住所(葛尾村の)
(3)避難先住所と郵便番号
(4)連絡先(携帯電話等番号等)
(5)誰の証明書を何通必要か
(6)身分証明書の写し（※１）
(7)返信用封筒(※２)

印鑑証明 印鑑、身分証明書　

(1)請求者氏名
(2)請求者住所(葛尾村の)
(3)避難先住所と郵便番号
(4)連絡先(携帯電話等番号等)
(5)何通必要か
(6)印鑑登録証(カード)の写しまたは、登録印を押印
(7)身分証明書の写し（※１）
(8)返信用封筒(※２)

印鑑登録（改印） 登録する印鑑、身分証明書　 ※受付しておりません

戸籍謄本等 印鑑、身分証明書

(1)請求者氏名
(2)請求者住所(葛尾村の)
(3)本籍
(4)筆頭者
(5)避難先住所と郵便番号
(6)連絡先(携帯電話等番号等)
(7)必要な証明書名と必要数
(8)身分証明書の写し（※１）
(9)返信用封筒(※２)

※１　身分証明書・・・・・・・運転免許証

　　　　　　　　　　　　　　　　住基カード

　　　　　　　　　　　　　　　　パスポート

　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険証と国民年金手帳または国民年金証書

　　　　　　　　　※　顔写真のないものについては、２つ以上の書類　　　

※２　返信用封筒・・・・・・・封筒に、郵便番号・住所・氏名を記載し、切手を貼って同封してください

　　　　　　　　　　　　 　　　返送先は、葛尾村災害対策本部に届け出た避難先住所に限ります。

　　葛尾村災害対策本部に届け出た住所と相違している方にはお送りできません

　　　　お問い合わせ

　　　　　　　〒969-6566

　　　　　　　　　福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚77番地

　　　　　　　　　　　　葛尾村役場会津坂下出張所　　住民生活課住民生活係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　0242-83-0271

住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の申請について

窓口
（葛尾村会津坂下出張所）

証明書
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環境放射能モニタリング測定値


