
  

 

 

 

 

 

 

４４４４月月月月からからからから除染推進課除染推進課除染推進課除染推進課がががが新設新設新設新設されますされますされますされます    

 村は、いち早い除染が達成されるよう、４月から「除染推進課」を

新設し、国の除染体制の支援や国と村民との調整を進めていきます。

村民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

二二二二つつつつのののの課課課課がががが４４４４月月月月かかかからららら本本本本庁庁庁庁でででで業業業業務務務務をををを行行行行いいいいまままますすすす    

また、新設する「除染推進課」と「復興対策課」を４月から村の本

庁舎に移し、これまで以上に速やかで効率的な業務を行います。 

場  所 課  名 

本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎    １階：復興対策課、除染推進課１階：復興対策課、除染推進課１階：復興対策課、除染推進課１階：復興対策課、除染推進課    

飯野出張所 １階：住民課、健康福祉課 

２階：農業委員会、生活支援対策課、教育課 

３階：総務課、会計室、議会事務局 

※詳しくは、広報いいたて４月号(４月５日発行)でお知らせします。 

問総務課総務係（☎024-562-4200） 

田畑の賠償で牧草地等の対象漏れはないですか 

東電の田畑賠償において、請求書に記載さ

れてくるのは、地目（課税情報）が「田」「畑」

のものだけです。地目が「原野」などでも、

牧草牧草牧草牧草地などとして使用し、村農業委員会の「農地などとして使用し、村農業委員会の「農地などとして使用し、村農業委員会の「農地などとして使用し、村農業委員会の「農

地基本台帳」に載っていれば、地基本台帳」に載っていれば、地基本台帳」に載っていれば、地基本台帳」に載っていれば、「「「「畑畑畑畑」として」として」として」として賠賠賠賠

償できるよう村で交渉を終えております。償できるよう村で交渉を終えております。償できるよう村で交渉を終えております。償できるよう村で交渉を終えております。    

村農業委員会（飯野出張所２階）で「農地基本台帳の写し」を取得

し、もう一度確認のうえ、お近くの東電窓口へ相談してください。 

問生活支援対策課商工労政係(賠償担当)（☎024-562-4232） 

高速道路の無料措置が延長されました 

 国土交通省より、原発事故による警戒区域等からの避難者に対する

高速道路の無料措置の延長について、３月 10 日に公表されましたの

でお知らせします。対象者・対象インター 

チェンジなどについては、国土交通省ホー 

ムページをご覧ください。 

●無料措置継続期間…平成 26 年４月１日（火）0:00～ 

平成 27 年３月 31 日（火）24:00 

※被災後に運転免許証を更新された場合は、被災時の居住地が確認

できませんので、「被災証明書」「住民票の写し」など被災時の

住所が確認できる書面が必要となります。 

問国土交通省 道路局 高速道路課（☎03-5253-8500） 

飯飯飯飯舘舘舘舘村村村村ススススククククーーーールルルルババババスススス助助助助手手手手募募募募集集集集    

飯舘村教育委員会では、次によりスクールバス助手を募集します。 

○採用職種…スクールバス助手 若干名（通年雇用） 

○業務内容…スクールバス運行補助及び乗車指導 

○勤務場所…スクールバスプール（川俣町） 

○勤務時間…【午前】６時～９時、【午後】２時～６時 45 分 

○給 与 等…村規定による 

○応募期限…平成平成平成平成 26262626 年３月年３月年３月年３月 31313131 日（月）必着日（月）必着日（月）必着日（月）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送 

       〒960-1301 福島市飯野町字後川 10-2  

○選考試験…面接試験を行います。 

問飯舘村教育委員会（☎024-562-4257） 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯飯飯飯舘舘舘舘村村村村((((１１１１４４４４行行行行政政政政区区区区))))ににににおおおおけけけけるるるる本本本本格格格格除除除除染染染染開開開開始始始始ののののおおおお知知知知ららららせせせせ    

４月初旬より宅地等に立ち入り事前放射線量測定及び現地調査を

開始します。  

また、除染作業前の立会い、除染作業開始時は別途ご連絡致します

ので 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

尚、現在のコールセンターは、４月１日より名称を

変更して継続しますので、お問い合わせ等ございまし

たら下記総合窓口までお願いいたします。  

（仮称）飯舘除染コールセンター   

フリーダイヤル ０１２０－２１１－２７６  

             

問大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本特定建設共同体 

（ 0120-211-276） 

東東東東電電電電損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償にににに関関関関すすすするるるる無無無無料料料料弁弁弁弁護護護護士士士士個個個個別別別別相相相相談談談談会会会会    

村民を対象に、東電損害賠償に関する村弁護士による無料個別相談東電損害賠償に関する村弁護士による無料個別相談東電損害賠償に関する村弁護士による無料個別相談東電損害賠償に関する村弁護士による無料個別相談

会会会会を行っています。相談会は、前日までの前日までの前日までの前日までの予約制予約制予約制予約制ですので、事前に

商工労政係へお申し込みください。 

※ご予約の際は、①～⑥の希望時間をお伝えください。 

問生活支援対策課商工労政係（☎024-562-4232） 

鈴木弁護士鈴木弁護士鈴木弁護士鈴木弁護士によるによるによるによる心配心配心配心配ごとごとごとごと相談相談相談相談をををを開催開催開催開催    

村社会福祉協議会の「心配ごと相談事業」として、鈴木弁護士によ

る専門相談を開催します。心配ごとや悩みごとを抱えている方はご相

談ください。相談は無料です。 

○日 時…４月４月４月４月 18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）午後１時午後１時午後１時午後１時 15151515 分から３時まで分から３時まで分から３時まで分から３時まで    

○会 場…飯野出張所３階会議室 

○相談員…鈴木芳喜弁護士（福島市：村顧問弁護士） 

○予 約…村社会福祉協議会に４月４月４月４月 14141414 日（月）まで日（月）まで日（月）まで日（月）まで    

お申し込みください。 

問村社会福祉協議会（☎024-562-3622） 

借借借借りりりり上上上上げげげげ住住住住宅宅宅宅入入入入居居居居者者者者対対対対象象象象「「「「おおおお茶茶茶茶飲飲飲飲みみみみ会会会会」」」」ののののごごごご案案案案内内内内
 

 村社会福祉協議会では、借り上げ住宅入居者を 

対象とする交流事業「お茶飲み会」を開催してい 

ます。皆さんの参加をお持ちしています。 

内容の詳細はお問い合わせください。 

問村社会福祉協議会(いいの交流館内)（☎024-562-3622） 

開催日 場  所 時  間 

３月 27 日

(木) 

４月３日 

(木) 

役場飯野出張所 

３階「会議室」 

※相談場所は変更に

なる場合があります。 

午後１時 30 分～４時 30 分 

（１人 30分以内、予約制） 

①午後１時 30 分～ ②午後２時～ 

③午後２時 30 分～ ④午後３時～ 

⑤午後３時 30 分～ ⑥午後４時～ 

日 時 場  所 時  間 対  象 

４月 15 日

（火） 

原町福祉会館 

視聴覚室 

午前 10 時～午後１時 相双方部 

４月 22 日

（火） 

保原中央公民

館 第一和室 

午前 10 時～午後１時 伊達方部 

４月 28 日 

（月） 

川俣町老人福

祉センター 

午前 10 時～午後１時 川俣町方部 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    号外号外号外号外    第第第第 81818181 号号号号    

平成平成平成平成 26262626 年３月年３月年３月年３月 20202020 日発行日発行日発行日発行    

福島県青少年会館体育館施設開放福島県青少年会館体育館施設開放福島県青少年会館体育館施設開放福島県青少年会館体育館施設開放のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

バトミントン・卓球・ボッチャ・輪投げなどができます。 

【開放日時】◆午前 10 時～正午 

○４月２日(水)、９日(水)、16 日(水)、 

23 日(水)、30 日(水) 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 



各行政区の放射線測定値について 

毎号のお知らせ版に掲載している、村が独自に計測した各行政区の

１時間当たりの大気中放射線測定値については、２月中旬以降、大雪

の影響で、【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施でき

ませんでした。 

 測定ポイントの積雪の状況に応じ、順次お知らせしていきますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

問復興対策課除染係（☎024-562-4236） 

2014 年度ふくしま復興塾を開講します 

福島に関わる 20～39 歳の若者で、以下のいずれかに該当する人（※

年齢は 2014 年４月 1日現在）対象にふくしま復興塾を開講します。 

ふくしま復興塾は、福島復興の志と未来を担う覚悟を持つ人、ふく

しま復興塾に主体的に参加する意志を持つ人を求めています。ぜひ、

ご参加ください。 

○コース 

【民間領域コース】※民間領域コースはテーマを問いません。 

●2015 年頃迄を目安に福島での起業を目指している、既に起業を

して事業立ち上げ中の人 

●現在所属している会社・組織内で、福島の復興に寄与する事業立

ち上げを目指す人（企業内起業家） 

【公共領域コース】※テーマは以下の２題 

「超少子高齢化社会における新しい社会の構築」 

「風評被害（食・観光等）を打開する新しいブランドの確立」 

●テーマに関連する仕事に携わる行政・公益団体等職員 

●テーマに関連する事業を行っている、または行う予定の NPO・一

般社団法人等の職員 

○募集人数…30 名程度（各コース 15 名程度） 

○受 講 料…50,000 円（合宿費を含む。県外フィールドワーク費用

は別途実費を徴収） 

○出願方法…ＷＥＢエントリーフォームより必要事項を記入の上お

申し込みください。http://fukushima-fj.com/entry02 

○出願期間 ３月６日（木）～４月７日(月) 

問福島大学うつくしまふくしま未来支援センター(☎024-504-2865) 

必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も  

 常用・臨時。パート・アルバイトなどの名称に関わらず、福島県内

の事業場で働く全ての労働者に適用されます。 

※実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象です。

ただし、産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。 

①臨時支払い賃金（結婚手当など）②１か月を超える期間ごとに支払われ

ている賃金（賞与など）③所定労働時間を越える時間の労働に対して支払

われる賃金（時間外割増賃金など）④所定労働日以外の労働に対して支払

われる賃金（休日割増賃金など）⑤午後 10時から午前５時までの間の労働

に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える

部分（深夜割増賃金など）⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

□問福島労働局（☎024-536-4604）または最寄りの労働基準監督署へ 

食食食食品品品品中中中中のののの放放放放射射射射性性性性物物物物質質質質測測測測定定定定結結結結果果果果ののののおおおお知知知知ららららせせせせ  

平成26年２月１日から２月28日までに村で受け付けをした食品等

の放射性物質の測定結果について、主なものをお知らせします。    

※このほかの測定品目や詳細な測定結果については、村ホームページ

に掲載していますので、ご覧ください。 

問復興対策課除染係（☎024-562-4236） 

「「「「春春春春のののの全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動」」」」がががが始始始始まりますまりますまりますまります        

スローガンスローガンスローガンスローガン「「「「事故のない事故のない事故のない事故のない    明るい未来は明るい未来は明るい未来は明るい未来は    君の手で君の手で君の手で君の手で」」」」    

４４４４月月月月６６６６日日日日かかかからららら 15151515 日日日日ままままででででのののの 10101010 日日日日間間間間「「「「春春春春のののの全全全全国国国国交交交交通通通通安安安安全全全全運運運運動動動動」」」」がががが行行行行わわわわれれれれまままますすすす。 

 春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーのみなさんは

交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。 

    また、４月 10 日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。悲惨な交

通死亡事故がなくなるよう、歩行者も運転者も一人ひとりが交通安全

を心がけましょう。  

◆ 運動の基本 …「子どもと高齢者の交通事故防止」 

◆◆◆◆    運動の重点 …・自転車の安全利用の推進 

（特に、福島県自転車利用 五則の周知徹底） 

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシート  

の正しい着用の徹底  

・飲酒運転の根絶 

問住民課住民係（☎024-562-4241） 

かのうや文化育英振興財団奨学生募集かのうや文化育英振興財団奨学生募集かのうや文化育英振興財団奨学生募集かのうや文化育英振興財団奨学生募集    

かのうや文化育英振興財団では、経済的理由のため修学が困難であ

るとみとめられる人に対し、奨学金を給与しています。この奨学金は

返済の必要はありません。 

○募集対象…原則として高校・大学とも新１年生を主たる対象とし、 

福島県に保護者が居住し、生計を維持する人の子弟であ 

ること。 

○奨学金… 高校生１名 年額 132,000 円 

大学生４名 年額 192,000 円 

○応募方法…村教育委員会より申請書類を受け取り、かのうや文化育

英振興財団まで直接提出してください。 

○応募締切…平成 26 年４月 30 日（水） 

○決定時期…平成 26 年６月下旬 

□問教育課学校教育係（☎024-562-4257） 

福島県警察官Ａ特別募集について     

福島県では、次の日程で特別募集します。この試験は、平成 26 年

10 月１日の採用に応じられる方を対象とした試験です。 

○募集員数…警察官Ａ（男性・一般）25 名程度  

警察官Ａ（女性・一般）５名程度 

○申込期間…平成 26 年３月 14 日（金）～平成 26 年４月 11 日（金） 

   ※県庁ＨＰからのインターネット申請は４月８日まで 

○受験資格…昭和 55 年４月２日以降に生まれた方で、 大学（短期大

学を除く。）を卒業した方、平成 26 年９月末日までに卒

業見込みの方またはいわゆる飛び級等をした方  

※平成 26 年９月末日までに大学を卒業できなかった場

合には、採用されません。 

○１次試験…平成 26 年５月 11 日(日) 福島大学（福島市） 

     教養試験、論文試験 

※詳しくは、最寄りの警察署や飯舘村管内の南相馬警察署（募集問

合せ時間：9：00～17：00）に、お気軽にお電話ください。 

問南相馬警察署（☎0244-22-2191） 

 

 

最低賃金（円） 

低賃金件名 

１時間 

効力発生 

年月日 

福島県最低賃金 

（下記の５産業を除く全産業）    

６７５円 

平成25年 

10月6日 

非鉄金属製造業 ７８９円 

平成25年 

12月18日 

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具

製造業 

７４１円 

平成25年 

12月７日 

輸送用機械器具製造業 ７７６円 

平成25年 

12月27日 

計量器・測定器・分析器・試験機・

測量機械器具・理化学機械器具、

時計・同部品、眼鏡製造業 

７７４円 

平成25年 

12月27日 

産

業

別

最

低

賃

金

 

自動車小売業 ７７２円 

平成 25 年 

12 月 28 日 

測定品目 

測定 

件数 

セシウム 

検出件数 

備  考 

（Cs134・Cs137 の合計最大値） 

ボーリング水・井戸水 0 0 村内産 

ハチミツ １ １ 検出値    390.0Bq/Kg（大倉産） 

ミソ １ 0 検出せず（二本松市産） 

村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス    

村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パパパパソコンからはこちらソコンからはこちらソコンからはこちらソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 


