川内村保・小・中保護者懇談会を開催します
と

き：平成２３年１１月１３日（日）
午前１０時００分より

ところ：ビックパレットふくしまＣホール
対

象：川内村に住所を有する保育園、小学校、
中学校児童生徒の保護者

内

容：川内小学校、中学校及びかわうち保育園の
再開等について

帰村時期（来年３月）と除染に向けた村民説明会を開催する
これまでの緊急時避難準備区域（原発から 20～30km の区域）は、９月 30 日に解除され
ました。村では、これに伴い説明会を 10 月６日から 13 日まで村内２個所を含み、郡山市や
いわき市など５会場で、延べ 650 名の村民の皆様が参加されました。説明会では、帰村の時
期や除染の実施方法、また放射線量と健康への影響など専門家をお招きしての講演、その後、
座談会に切り替え、多くの皆様からのご質問やご意見を賜りました。
村では今後、計画的に除染をすることになりますが、幸いにして他の市町村より線量が低い
ことなどに配慮して帰村の時期を明確にしました。今後の除染は、保育所や小中学校、比較的
線量の高い下川内方部の個々の住宅を先に行い、ある程度の目途がつく 12 月末に村長が「帰
村宣言」をする予定です。そして、来年３月までには帰村され、４月１日から小中学校や診療
所をはじめ、すべての行政機能を来年４月１日から再開できるように取り組んでいきます。ま
た除染は継続的に行っていきますので、ご支援とご協力をお願い申し上げます。
説明会に参加された皆さん、長い時間、お疲れ様でした。

第 1 区集会所

四倉公民館

放射線量モニタリング結果について
先日行いました各世帯の放射線量モニタリングの調査が終了しました。調査結果については川
内村災害対策本部 除染班までご連絡ください。

1

投票日・期日前投票について
１１月２０日（日）は福島県議会議員一般選挙・川内村議会議員一般選挙の投票日です。選
挙当日の投票所は次のとおりとなります。有権者の皆さんは、どちらか最寄りの投票所で投票
してください。
日
程
時
間
場
所
11 月 20 日（日） 午前 7:00～午後 6:00

ビッグパレットふくしまＡホール

11 月 20 日（日） 午前 9:00～午後 5:00

川内村役場応接室

○期日前投票をする場合（期間：11 月１１日～19 日）
投票日に仕事や旅行などのため投票できない方は期日前投票をすることができます。期日前
投票所は次の５か所となります。日程をご確認の上、入場券を持ってお出かけください。
なお、１０月 19 日発行のかわら版でお知らせした内容から一部訂正と変更がありますので、
ご注意ください。
また、不在者投票については 10 月 1９日発行かわら版をご参照下さい。
日
程
時
間
場
所
11 月 11 日（金）
午前 8:30～午後 8:00 ビッグパレットふくしまＡホール
～11 月 19 日（土）
11 月 13 日（日）

午前 10:00～午後 3:00

川内村役場応接室

11 月 14 日（月）

午前 10:00～午後 3:00

郡山市若宮前仮設住宅集会所

いわき市四倉町
鬼越仮設住宅 談話室
航空自衛隊大滝根分屯基地隊舎内
11 月 1１日（金）
午前 10:00～正午
（※）
※航空自衛隊大滝根分屯基地隊宿舎に一般の方の入場はできません。
11 月 15 日（火）

午後 1:00～午後 3:00

井戸水等モニタリング調査結果
「ND」とは、測定結果が検出下限値と下回ったことを指します。
検出下限値は、測定機器や測定条件により測定ごとに異なりますが、この結果においては概ね
５Bｑ/kｇ前後です
※原子力安全委員会が定めた「飲料摂取制限に関する指標」飲料水の場合
放射性ヨウ素 300Bｑ/kｇ
放射性セシウム：200 Bｑ/kｇ
採取日

場所

水源の種類

検査結果

採取日

場所

水源の種類

検査結果

10／11

上川内字早渡

井戸水

ND

10／14

上川内字舘屋

井戸水

ND

10／11

上川内字舘屋

井戸水

ND

10／18

上川内字大根森

井戸水

ND

10／11

上川内字木ノ葉橋

井戸水

ND

10／18

上川内字木ノ葉橋

井戸水

ND

10／13

上川内字林

井戸水

ND

10／18

下川内字宮渡

井戸水

ND

10／13

上川内字林

表流水

ND

10／20

上川内字子安川

井戸水

ND

10／13

下川内字西ノ内

井戸水

ND

10／20

上川内字子安川

表流水

ND

10／14

下川内字堂小屋

井戸水

ND

10／20

上川内字後谷地

井戸水

ND

10／14

上川内字舘屋

井戸水

ND
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ドイツ政府から支援
ヴルフドイツ大統領の主催による日独交流 150 周年記念レセプションが 10 月 23 日ドイ
ツ大使館公邸（東京都港区）で行われ、遠藤雄幸村長が招待されました。
ドイツからは村へ乗用車 2 台の貸与、かわうち興学塾へ学習用パソコン 9 台が提供されたほ
か保育園、興学塾、健康相談室として利用予定の仮設コミュニティセンターの建設費４千万円（郡
山市内に建設）が日本赤十字社を通して支援されます。レセプションの合間に、特別室でドイツ
大統領、ドイツ大使及びドイツ・日本赤十字社
の両社長と村長の面談があり、村長から村の避
難の現状、帰村に向けた取り組みと決意、建設
支援を受けるコミュニティセンターの用途など
を説明し、ドイツ政府・ドイツ国民に対する謝
意を述べました。
大統領からは、被災した日本の復興と国民に
支援ができ、嬉しいなど温かい励ましの言葉が
ありました。
大統領からコミセン建設費の支援金を受ける

県外で民間賃借住宅の家賃などを負担された皆様へ
県外における民間賃借住宅にかかる家賃等の返還（遡及措置）に関しては、これまで検討中と
案内してまいりましたが、原発事故に伴う避難等指示対象者の皆様におかれましては、原子力損
害賠償制度による賠償対象となっておりますので、これまで自ら負担した家賃等に関しまして
は、東京電力への請求をお願いいたします。
※既に請求書を提出された方も、追加請求が可能ですので、東京電力の相談窓口にお問い合わせ
ください。
問い合せ 東京電力㈱福島原子力補償相談室 tel０１２０－９２６－４０４

平成 23 年度自動車税の課税が引き続き延期
課税が延期されている期間は、車検等により自動車税納税証明書が必要な場合については、申
請により、自動車税納税証明書を交付しております。
電話による、申請も受け付けています。
連絡先は、相双地方振興局県税部
0244-26-1123
いわき地方振興局県税部 0246-24-6024
県中地方振興局県税部
024-935-1235

賠償金請求に関する東京電力相談窓口の開設について
・ビッグパレットふくしま C ホール 郡山市南２－52
開設日 日曜、祝日を除く 12 月中旬まで 午前８時３０分から午後４時まで
・ビックアイウエスト１F 郡山市駅前 2－11－1
開設日 日曜、祝日を除く 午前９時から午後５時まで
・いわき市文化センター１F 大講堂室 いわき市平字堂根町 1－４
開設日 日曜を除く 午前９時から午後４時まで
問い合せ 東京電力㈱福島原子力補償相談室 tel０１２０－９２６－４０４
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郡山市南一丁目仮設住宅敷地内ペットハウス設置について
郡山市の南一丁目仮設住宅敷地内（ビッグパレットふくしま北側）にペット用の避難施設と
してペットハウスを設置しました。これは一般社団法人東日本ペット緊急救援チーム会員企業
の皆様からの寄贈を受けて富岡町と共同で利用しております。ペットハウスの利用を希望の方
は川内村災害対策本部住民班（℡0120-38-2119）までご相談ください。

義援金ありがとうございます。
今回の災害により多くの皆様から義援金を頂きました。この義援金は復興や被災者支援のため
に活用させて頂きます。（敬称略、順不同）5 月 14 日から 10 月 19 日までに頂いた義援金です。
渡辺俊美（音楽募金）
、大滝根山分屯基地協賛会会長、ニイムラ ヨウコ、ノムラ キワオ、アオヤギ キョ
ウコ、ハヤシセイコ．タカシ、ツジモト タカキ、マツムラ エイ、ヤマザキ ナオミ、オオツカ マサノリ、
ハセガワ ハナコ、シマキ カズオ、ハセ サチコ、イワタ タカシ、クリハラ マサコ、ウスイ カヨ、ヤマ
モト トヨコ、タカノ ヤスオ、マツマル シンタロウ、ネリマク サチ、ヤマザキ ワカオ、田上 慶、関内
幸介、みどりを守る歌声の会、義経と静の会、リラ自然音楽研究所、ペットメモリアルサービス、山本小
枝子、遠藤秀雄、田中隆博、ナカジマ ブンペイ、ウエノ アキラ、草野大作、ナカヤマ カナ、サトウ ヒ
ロシ、フルタ トキコ、ホウジョウ ツネヒサ、スズムラ カズナリ、桜井三希子・田中千佐子、狭山新茶
と花いっぱい実行委員会、エフアールデイウンエイジツコ、相双法人会 会長熊川喜三郎、原水爆禁止日
本協議会、
（株）菊池製作所、北爪満喜、ミズモト カズオ、サイガイギエンキン、斎藤修一、村野嘉孝、
金井真紀、マツマル シンタロウ、マツシタミツヨシ、ユ）オートストーン、カ）ギョウセイ、タカハシ ジ
ュンコ、国際第 2530 地区ガバナー事務所、伊藤誠吾、オオニシ アヤコ、ゴトウ ヨウメイ、代表 水川春
海、吉田 國男、社）日本原子力産業協会、ゆ）こすずめ自動車工業、タカクラ カズノリ、イノウエ マ
サオ、イカワ ヒロトシ、福島県町村会、昆典、南会津町、アカシヤ会５６ 高田豊治、代表 秋元君夫、
田澤次雄、日本郵政、自然山通信読者一同、イ）シャダンジュンコウカイ、ユ）ミユキガロウ、ヨシノ レ
イコ、薩摩川内市 響の会、昭和三十五年度卒業生有志一同、日本共産党中央委員会、オオツカ マサノリ、
曹洞宗、株式会社 テプスター、社団法人 全国信用金庫協会、石窯工房パン・ド・ナル 代表 坂本善生、
イガリ トモユキ、川内市ソフトテニス連盟、財）福島県市町村振興協会、ナカヤマ カナ、喜多方市役所、
川本けんたろう、避難者支援金、東京法規出版、
（株）ＫＡＴＥＫＹＯグループ、大阪京橋ライオンズ、
中嶋幸子、山口智枝 外 生徒一同、足立経営懇話会、こども未来・愛 ネットワーク、公立小野町地方
綜合病院 職員組合、なかむら こういち、あきもと ひろし、全日本教職員組合、マツマル シンタロウ、
サクマヤ マサノリ、ふじた あけみ、ＭＳ、ＲＯＵＬＡ ＧＯＧＡＳ、㈱東邦建設工業 渡邉一義、㈱ワタ
イチ 佐藤 弘二、真宗大谷派 宗務総長 安原 晃、しらいし けんじ、おおつか まさのり、みつい ようこ、
公益財団法人トヨタ財団、日本自治体労働組合総連合、福島県社会保険労務士会、とおやま ゆたか、し
みず じゅんこ、毎日新聞社 神保圭作、秀岳館高等学校 理事長中川静也、テイービーケー・ｼｽﾃﾑエンジ
ニアリング、チャンティフェンチャン、MBA21 星亮一、島崎商事有限会社 島崎保夫、シダックス㈱、全
国森林環境税創設促進連盟、ナカヤマ カナ、さくやま まさのり、ＮＵＯＢカイ、なかにし みか、いけ た
かあき、さとう ひろし、川内自治会 会計 臼井あきら、士別市看護師協会、士別市老人クラブ連合会、
たかすぎ ゆりこ、カ）たきしょうてん、いのうえ あきら、島崎商事有限会社 島崎保夫、なかい のぶ
ひろ、川崎葵ライオンズクラブ、くさの ちえこ、名月会 佐藤勝三他、全国農業会議所、カ)アート工房、
埼玉県横瀬町役場職員一同、ナカヤマ カナ、かとう よしお、江口麻衣、さとう ひろし、東京福島県人
浜通り会、Ａｓｔｒａｌ Ｊａｐａｎ、郡山アーバンロータリークラブ、ねもと やすとし、名月会、でむ
ら さとし、カ)アート工房、日本共産党中央委員会、ナカヤマ カナ、和田栄子、防衛省全国情報施設協
議会、社)日本グランドゴルフ協会、サトワ、㈱薩摩恵比寿堂

川内村災害対策本部
〒９６３－０１１５郡山市南 2 丁目５２ビッグパレットふくしま内
TEL０１２０－３８－２１１９／FAX０２４－９４７－８５３１
http://www.kawauchimura.jp
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