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支所・住民センターでの自家消費用農産物の放射性物質簡易測定について
 支所・住民センターに機器を配備し、３月１日から測定を開始しました。（※二本松住民センターを除く）

○対  象：市民の皆さんが自家消費用に栽培された農産物 

○申込方法：事前にご予約が必要です。電話予約もしくは窓口でのご予約となります。 

・申 込 先 各支所・住民センター（下記電話番号のとおり） 

・受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く） 

○計測時間：機器の性能上、計測時間は２時間となります。 

≪支所・住民センターでの測定にあたってのお願い事項≫ 

①この検査は簡易測定機を使った測定です。自家消費用の農産物が対象です。 

②検査当日は、農産物１０００グラムを１ｍｍ～５ｍｍ程度（米粒大程度）の大きさに刻んでお

持ち込みください。検体を刻む際には、泥や汚れが付かないように注意して下さい。なお、米

や豆などの穀類は刻む必要はありません。 

③皮付きのまま食べるものは皮付きのまま、皮やヘタや種を取り除いて食べるものは皮やヘタ、

種を取り除き刻んでお持ち込みください。 

④一度に受付できる農産物は１世帯１検体とさせていただきます。別の検体の測定を希望される

場合は、予約済みの農産物の検査が終わってからの予約となります。 

⑤農産物の採取日や採取場所をお聞きしますので、ご確認の上お持ちください。 

⑥検査後の農産物はお持ち帰りをいただくようになります。 

⑦食品以外は測定できません。 

⑧従来どおり放射性物質測定センター（市役所地下 0243-55-5160）も利用できます。 

◎問い合わせ・申し込み…（市外局番 0243）        ○塩沢住民センター ☎22-1263 

○岳下住民センター ☎22-0306  ○杉田住民センター ☎22-1264  ○石井住民センター ☎23-1262 

○大平住民センター ☎22-1265  ○安 達 支 所 ☎23-1225  ○渋川住民センター ☎53-2001 

○上川崎住民センター ☎52-2001  ○下川崎住民センター ☎61-5335  ○岩 代 支 所 ☎65-2816 

○新殿住民センター ☎57-2111  ○旭住民センター ☎56-2111  ○東 和 支 所 ☎66-2526 

○木幡住民センター ☎46-2151  ○太田住民センター ☎47-3150  ○戸沢住民センター ☎46-2710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護サービス利用者負担額免除期間の延長について
 東日本大震災により被災された介護保険の要介

護等被保険者の方に対する介護サービス利用者負

担額の免除期間を延長します。 

延長期間：平成２４年９月３０日まで延長します。

（９月サービス利用分まで） 

申請について：免除対象に該当する方でまだ申請を

されていない方は、必ず平成２４年３月３０日

（金）までに申請してください。なお、既に免除

の認定を受けている方については、新たに申請を

する必要はありません。 

食費・居住費の免除について：介護保険施設利用に

おける食費・居住費の免除については、免除期間

を「平成２４年２月２９日まで」とし、延長措置

はありません。 

免除要件：東日本大震災により要介護被保険者また

は主たる生計維持者が所有し、かつ居住する住宅

等が半壊以上の被害を受けた場合など。 

※詳しくはお問い合わせください。 

◎問い合わせ…高齢福祉課介護保険係 ☎0243-55-5115

東京電力による 

「自主的避難等に係る賠償相談窓口」を開設
設置場所：二本松市役所 １階 市民ホール内 

設置期間：３月１２日～４月２７日(土日祝日を除く)

開設時間：午前９時～午後５時 

◎問い合わせ…（自主的避難等相談専用ダイヤル・午前９時～午後９時）

 福島原子力補償相談室 ☎0120-993-724 

罹災証明書の新規受付を３月３０日(金)で終了します
 東日本大震災での家屋等の被害を証明する「罹災

証明書」の申請については、新規受付を３月３０日

（金）で終了します。 

 なお、既に申請をされている方の証明書再発行

は、４月以降も受け付けします。 

申請に必要な物：印鑑（認印）、被害写真、身分証

明書（免許証等） 

申請の受付窓口：市役所生活環境課または各支所地

域振興課 

◎問い合わせ…生活環境課市民生活係 ☎0243-55-5102



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内24地点の環境放射線量測定結果の推移

3月11日 3月10日 3月9日 3月8日 3月7日 3月6日

13:00～ 13:00～ 13:00～ 13:00～ 13:00～ 13:00～

15:10 15:10 15:20 15:20 15:00 15:00

自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果）
 市放射性物質測定センターにて２月１３日から２
月２９日まで測定した作物のうち、特に検査数の多か
った５種類の作物について、その測定結果をお知らせ
します。この測定結果は、放射性物質を市独自に測定
した数値であり、出荷あるいは販売等の目安となる数
値ではありませんのでご注意ください。 
 なお、同センターで測定したすべての農産物の地区
別結果については、同センター窓口のほか、本庁農政
課、各支所産業建設課および各住民センター窓口、市
ホームページで公表していますのでご覧ください。 

（測定年月日：2月 13 日～2月 29 日・単位：Bq/kg）

ヨウ素 131 セシウム(134+137 の合計値)
品名

測定

件数

未検

出数
検出数 

最小値 最大値 最小値 最大値

精白米 39 件 24 件 15 件 検出せず 検出せず 14.55 56.10

玄 米 34 件 16 件 18 件 検出せず 検出せず 10.60 127.40

じゃがいも 25 件 18 件 7 件 16.11 16.11 12.94 57.89

青大豆 24 件  4 件 20 件 検出せず 検出せず 11.90 456.00

白 菜 24 件 20 件 4 件 10.05 10.49 11.18 23.10

※測定器の検出限界値は 10Bq/kg です。したがって、10Bq/kg

未満のものについては、「検出せず」と表記しています。 

※簡易測定器のため、自然界の放射性物質をヨウ素として検出

してしまうことがあります。ヨウ素欄に数値は掲載されてお

りますが、ヨウ素の半減期が約８日であることから、現在で

はヨウ素が検出されることはないと考えられます。 

※自家消費用農作物の放射性物質測定を希望される方は、市放

射性物質測定センターまたは各支所・各住民センター（本紙

表面に記載）へ電話または窓口にてご予約ください。 

◎予約先…市放射性物質測定センター ☎0243-55-5160 
（受付時間：平日･午前８時３０分～午後５時１５分）

◎農産物に関する問い合わせ…農政課総合農政係 ☎0243-55-5116 

二本松市役所 0.66 0.62 0.63 0.65 0.60 0.56
二本松住民センター 0.72 0.72 0.67 0.67 0.65 0.65

住民センター 0.43 0.42 0.43 0.47 0.38 0.41
岳下住民センター 0.54 0.57 0.66 0.66 0.58 0.60

住民センター 0.54 0.56 0.62 0.67 0.59 0.54
石井住民センター 0.92 0.93 0.99 0.94 0.79 0.77

住民センター 0.78 0.85 0.80 0.81 0.77 0.78
泉一丁目地内 0.15 0.15 0.17 0.16 0.17 0.17

安達支所 0.38 0.36 0.37 0.37 0.37 0.35
住民センター 0.28 0.30 0.33 0.30 0.30 0.28

上川崎住民センター 0.72 0.74 0.86 0.78 0.79 0.75
ー 0.65 0.65 0.62 0.66 0.57 0.63

岩代支所 0.59 0.57 0.66 0.64 0.62 0.53
住民センター 0.41 0.38 0.48 0.47 0.39 0.35

旭住民センター 0.33 0.33 0.40 0.35 0.36 0.37
0.34 0.32 0.39 0.36 0.32 0.27

大森バス停） 0.37 0.33 0.49 0.43 0.36 0.38
田沢字分堂地内（分堂バス停） 0.50 0.55 0.62 0.62 0.55 0.50

十文字地内（初森バス停） 0.77 0.71 0.77 0.78 0.69 0.59
東和支所 0.48 0.49 0.54 0.51 0.47 0.43

住民センター 0.62 0.54 0.67 0.65 0.55 0.51
太田住民センター 0.59 0.57 0.77 0.73 0.66 0.58

住民センター 0.73 0.76 0.76 0.75 0.68 0.62
戸沢字伏返地内（伏返バス停） 0.68 0.64 0.65 0.64 0.57 0.52

地 点

単位：μSv/h（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間）

塩沢

杉田

大平
岳温

渋川

下川崎住民センタ

新殿

田沢集会所
田沢字大森地内（

初森字

木幡

戸沢

※二本松市役所分については、9 月 12 日分より文部科学省が設置した
モニタリングポストの値を使用。また、網掛け部分は同日午前の数値。

 

 

 

 

 

 

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果
市では、現在週１回、継続して市内各水道水の放射
性物質モニタリング検査を行っています。平成２３年
４月２４日採水分以降平成２４年３月７日採水分まで
の検査結果については、市内すべての上水道・簡易水道
において、放射性物質は検出されていません。 

◎問い合わせ…水道課水道業務係 ☎0243-55-5137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他  市 役 所 か ら の お 知 ら せ  

◆市内小・中学校において食品の放射能簡易分析を行う測定員を募集します
詳しくは、二本松公共職業安定所（ハローワーク二本松）へお問い合わせください。 

なお、定員になり次第募集を締め切りとさせていただきますので予めご了承ください。 

◎問い合わせ…ハローワーク二本松 ☎0243-23-0343 
――――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ―――

◆市立保育所に勤務する保育士（臨時）を募集します 
募集人数：１０人（勤務箇所は市立保育所７か所） 

賃  金：日額７，０００円（通勤手当別） 

勤務時間：午前７時～午後７時の間での７時間４５分（シフト勤務） 

休  日：日祝祭日、月～土曜日のうち指定された１日 

◎問い合わせ…子育て支援課保育所幼稚園係 ☎0243-55-5137 または ハローワーク二本松 ☎0243-23-0343 
――――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ――― ・ ― ― ―――

◆「広報にほんまつ４月号」発送日変更のお知らせ（各行政区等の長の皆様へ） 
都合により、発送日を１日繰り下げました。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

変更前：３月２６日（月） → 変更後 ：３月 ２７日 （火 ）  
◎問い合わせ…秘書広報課秘書広報係 ☎0243-55-5096 

 

 

 

左のＱＲコードから携帯電話版ホ

ームページへアクセスできます。 

※機種によってはアクセスできな

いこともあります。 

■災害全般に関する問合･相談窓口／災害対策本部総務係(生活環境課) ☎0243-55-5102
■放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行／災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎0243-55-5096 
〒964-8601 福島県二本松市金色 403 番地 1 市ホームページ http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/z-sinsai-jouhou/nousanbutu/231214-nousanbutu.html
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/z-sinsai-jouhou/nousanbutu/231214-nousanbutu.html

