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山形県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局 食品安全衛生課の発表によりますと、山形県の食品の放射性物質検査

は毎週月曜日に山形県衛生研究所でゲルマニウム半導体検出器を使って行われています。検査情報は山形新聞と県のホー

ムページに公表されますので、気になる方は、図書館や出羽庄内国際村のパソコンや新聞閲覧コーナーでご確認くださいね。 

 

避難者 Q&A 特集～part10～ 

 

 今月も、避難者の皆様からご相談・お問い合わせ特集を掲載致します。「そういえばアレってどうなんだろう？」と 

思いつくことがあったら、遠慮なくお問い合わせくださいね。（ご相談・お問い合わせはこのページの最下欄の連絡先へ） 

山形県の学校給食に使われている食材のことで、放射線の影響がないか心配になるんですけど…(>_<) 

山形県では厳しい検査体制で、子ども達の食の安全を守っています！ 

 

 10 月 19 日(金)に開催された「食の安全フォーラム in 庄内」で山形県教育庁スポーツ 

保健課：阿部桂子さんより検査体制についてご説明がありました。 

 ＊給食については「提供前」と「提供後」の 2 回にわたって厳しく検査しています。 

 提供前の県外産食材の事前検査 給食提供後の一食まるごと事後検査 

検査を開始した時期 H24 年 4 月 25 日～ H24 年 2 月 27 日～ 

検査機関 県衛生研究所 理化学分析センター 

検査方法 ゲルマニウム半導体検出器による精密検査 ゲルマニウム半導体検出器による精密検査 

「学校給食に使用する食材は、流通している食品を使っております。流通している食品はもちろん安全という認識で

すが、学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に資するものでありますので、県教委といたしましても、事前の食材

検査、事後の一食まるごと検査、その両方の検査により、安全の再確認を行い、子ども達においしい給食を安心して食

べていただきたいと考えております。」（H24.10.19「食の安全フォーラム in 庄内」資料 P.31 より） 

―というわけで、お子さんにもしっかり検査しているので、安心して残さず食べるようにお話してあげてくださいね。  

 

 

 

鶴岡で、今から借り上げ住宅の申請はできますか？ 

鶴岡市では、まだ新規の申請のご相談ができる場合があります！・・・が、そろそろ・・・(>_<) 

 

 東日本大震災の被災者のための借り上げ住宅(みなし応急仮設住宅)は、岩手県、宮城県からの新規申請は終了致し 

ました。福島県からの避難で、今まで一度も避難者用の借り上げ住宅を借りたことがない方は、新規申請のご相談を 

することができます。ただし、東日本大震災からすでに 1 年 7 か月が過ぎ、仮設住宅も各地に建設され、震災直後に

比べ、必要な事情は非常に尐なくなっているものと思われますので、新規申請受付は終了間近と予想されます。 

検討しなければならないご事情の方は、お早めに鶴岡市建築課 0235-25-2111(内線 487)までご相談なさるよう、

お勧め致します。 

 

 

震災直後に借り上げ住宅を借りた人は平成 26 年 3 月まで入居期間が延長になったんですよね？ 

ということは、今年借りると平成 27 年 3 月まで借りられるんですか？ 

はっきりわかっているのは、平成 26年 3月まで居住可能だということだけです・・・(>_<) 

避難者用借り上げ住宅は東日本大震災の被災者のため、災害救助法によりみなし応急仮設住宅に位置付けられたもので

す。山形県では罹災証明書がなく原発事故の放射能汚染のために避難した方も受け入れていますが、「震災から 3 年」

なのか「借りてから 3 年」なのかは、現時点でははっきり明記した文書はありません。今後、国や山形県からの情報

を注意深くチェックなさるようお勧め致します。 

 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀) WANPUG



【 10・11月の予定 】 鶴岡の食文化 ＊＊＊ 2012 つるおかお菓子まつり ＊＊＊ 

10 月 27 日(土)10:30～17:00 

28 日(日)10:30～16:30 
鶴岡の伝統の和菓子から洋菓子まで、ここですべてを楽しめます♪ 

 お菓子の即売：鶴岡菓子協同組合加盟店の自慢の銘菓をお徔な価格で！！ 

 お菓子作り体験 

：特製和菓子作り体験 1 個 150 円、 

鶴岡伝統飴細工体験１回２００円(両日３時まで) 

  どら焼き作り体験 ３個３００円 

  チョコ生ロールケーキ作り体験 １個８００円 

   (両日共先着５０個限定、随時体験可能です♪) 

デコレーションケーキ作り体験 1 個 1800 円 

（先着 15 個限定、11 時～12 時） 

 お茶席：（両日共４時まで）抹茶・和菓子セット４００円 ※遠州流 佐藤宗倞 社中 

その他、生け花展示、商品券が当たる「パンの花かごの重さ当てクイズ」、鶴岡菓子の

アート展、お楽しみ抽選会など、お楽しみ盛りだくさんです！ 

 

鶴岡の食文化   つや姫の里の収穫祭ふじしま秋まつり 

１０月２８日(日)10:00～15:00 会場：藤島体育館（藤の花一丁目 1-1） 
山形の話題のブランド米「つや姫」ができるまでを展示。つや姫パンやスイーツ販売。 

「つるおか食の祭典 2012」コーナーでは、給食まつり・給食メニュー「キノコ入りつや

姫パスタ」を午前 11 時から先着 300 食振る舞います！ 

「シェフのおすそわけ」コーナーでは午前 11 時から「マコモダケと鶏肉のトマトグラタ

ン」の整理券を配布！（一人一枚。先着 200 人）他にも美味しい企画満載です！ 

就職相談   巡回就職相談会  
10 月 29 日(月)13:00～17:00 「にこ♥ふる」3 階 小会議室  
「しごと探し」全般のご相談を無料でできます。被災地・庄内地方での就職活動にも

役立つ「就職活動の仕方」もあります。福島県内にお戻りになることをお考えの方は

最新求人情報や国・県の就労支援施設の活用方法など、アドバイス。ご家族・お子さ

ん連れでも大丈夫ですので、お気軽にお越しください。※年内最後の相談会になります！ 

※平日ご都合悪い方は 10 月 27 日(土)酒田市会場の相談会にお出かけください。 

お問い合わせや事前予約をなさりたい方は・・・024-925-0811 

      ふくしま就職応援センター 

パソコン講座       超初心者パソコン講座 

鶴岡市内に在住または勤務先のある方で「パソコンを触ったことがない」または「触

ってみたけどついていけなかった」という方が対象です！同じ内容で２コースです。 

① 11/8(木)、9(金)、12(月)、13(火)、15(木)、16(金) ※全 6 回 

② 11/20(火)～22(木)、26(月)～28(水)         各先着 10 名ずつ 

各コース午前 9 時半～11 時半の予定です。受講料 4,000 円(別途テキスト代が必要) 

会場・お申込み：10/22(月)午前 8 時半より電話受付 0235-25-1050 中央公民館 

 

健康・緊急時   応急手当普通救命救急講習 

11 月 11 日(日)9:30～12:30 鶴岡市消防本部(美咲町 36-1)       
AED(自動体外式除細動器)の使い方を含む心肺蘇生法を学ぶこと 

ができます。AED は全国で 38 万台以上設置さている命を救う 

器械（心臓救命装置）です。初めての人でも音声指示に従って操作 

できるように作られていますが、人が倒れたときなどは、なかなか 

冷静に動けないものですから、AED の使い方だけでなく 119 番通 

報・心臓マッサージなども含め、一連の救命救急の流れを体験して 

みてください！ 

参加費：150 円、先着 50 人 申込期間：11/4(日)〆切 

お申込み・お問い合わせ：0235-22-8331 鶴岡市消防署警備課      

 

中古家具  子ども用 2段ベッド、「小学生用机・イス」×2セット 
お問い合わせ・ご相談は 0235-24-0053（担当：沼澤・山本）までお電話ください。 
 

お知らせ 10/13(土)講演以降、肥田先生に電話でご相談なさった避難者の方へ 

肥田先生の誠実なお人柄から、講演の中で「病院を紹介してほしい方は連絡するよう

に」と言っていただきましたので、避難者の方がご連絡なさることになんら問題はな 

 

 

 

 

27土市立保育園親子で体験 9：30～ 
離乳食完了した満1歳～3歳の未就学児と保護者

先着 8 組 給食の試食も行います。  

申込・会場：10/4～南部保育園 0235-22-0527 

鶴岡お菓子まつり一日目 10：30～17：00 

マリカ市民ホール：即売、菓子職人による実演、お

菓子作り体験、鶴岡菓子のアート展、他 

問合せ：0235-23-220庄内地域産業振興センター 

福島県巡回就職相談会 13時～17時 

(酒田市勤労福祉センター第一会議室)※年内最後！ 

庄内青果市場まるごと探検隊 

10:00～ 庄内青果物地方卸売市場(三川町) 

28日鶴岡お菓子まつり二日目 10：30～16：30 

つや姫の里の収穫祭ふじしま秋まつり 

10：00～15：00藤島体育館 

29月福島県巡回就職相談会 13時～17時 

(鶴岡市にこ♥ふる 3階 小会議室)※年内最後！ 

30火 

31水 

11/1木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

こころの健康づくり講演会 18:30～ 

「ストレスに負けないこころの処方箋 

～働き盛りのココロを守るために～」 

2金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

申込：山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3 階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

3土ほとりあ「里山マルシェ」10：00～14：30  

4日応急手当普通救命救急講習申込〆切日 

5月 

6火 

7水 

8木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

9金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

申込：山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3 階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

10土  

11日応急手当普通救命救急講習 

   9:30～12:30 鶴岡市消防本部 

12月 

13火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

14水 

15木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

16金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

申込：山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3 階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

17土  

18日  

19月 

20火 

21水 

22木 

23 金ひなんオヤジの集い(仮)一杯やりなが
ら男同士本音で語り合うのはどうですか？ 

にこ♥ふる１階に設置 

されている AED 

会場：マリカ市民ホール 
鶴岡駅前マリカ西館 3 階 

いのですが、肥田先生は「詳しい資料などをお送りするために、 

氏名・住所などを正確に教えてほしい」とのことでした。 

思い当たる方は以下の連絡先にご連絡ください。また、今後、

肥田先生にご質問されたい方も、混乱を避けるため、肥田先生

に直接ではなく、以下の連絡先にご連絡ください。 

 
連絡先：「守る家」高橋 080-6023-7490 または 0235-24-0053 志賀まで 

 


