
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲状腺検査の実施について 

 村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の皆様

に安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施します。 

ご検討のうえ、検査を受けられますようお知らせいたします。 

○実 施 期 間…平成 24 年８月１日から平成 25 年３月 31 日までの 

       毎週水曜日 午後１時 30 分から５時まで 

○検査対象者…平成４年４月２日から平成 24 年４月１日までに生ま

れた飯舘村に住所のある方 

       （平成 23 年３月 11 日以降飯舘村から転出した方も受

けられます） 

○検 査 場 所…秀公会 あづま脳神経外科病院 

       福島市大森字柳下 16 番地の１ 

       予約予約予約予約専用専用専用専用電話電話電話電話    080080080080----5737573757375737----5122512251225122    

○検 査 内 容…甲状腺超音波（エコー）検査 

１人あたり 15 分程度(説明含む) 

○検 査 料…無 料（全額村負担） 

○申 込 方 法…検査を希望される方は、直接あづま脳神経外科病院へ

お申し込みください。 

 ※対象者には保護者あてに個別通知をしますので、詳しくは通知書

をご覧ください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4216） 

健康よろず相談会の開催について 

 生活環境の変化による健康不安、放射線による健康への不安等に対

する健康相談会を開催します。 

 医療機関を受診するほどではないけれど、「ちょっと聞いてみたい、

相談したい」ことに医師が相談に応じますので、日頃不安に思ってい

ることをご相談ください。 

○日 時…平成 24 年８月４日(土) 午前 10 時から 12 時まで 

                 午後１時から３時まで 

○ところ…飯舘村役場飯野出張所 ２階会議室 

○相談員…国立病院機構災害医療センター医師 

○その他…「こころの相談」を受けたい方は、 

ご面倒でも事前に健康福祉課健康係 

へ電話予約をしてください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4216） 

（再掲）感謝の気持ちを伝えよう！「絵手紙講座」 

教育課生涯学習係では、一人一趣味事業として絵手紙講座を開催し

ます。感謝の気持ちを絵手紙で送ってみませんか？ 

○と き…７月７月７月７月 23232323 日（月）午後日（月）午後日（月）午後日（月）午後６６６６時時時時 30303030 分分分分～８～８～８～８時時時時 30303030 分分分分 

    ７月７月７月７月 30303030 日（月）日（月）日（月）日（月）午後６時午後６時午後６時午後６時 30303030 分分分分～８～８～８～８時時時時 30303030 分分分分    

※何回でも参加できます。 

○ところ…村役場飯野出張所２階会議室 

○参加費…はがき代（実費 300 円程度） 

○定 員…先着 20 人 

問・申込先教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします    

    村の水質検査の結果と村民が多く避難している主な場所の水質検

査の結果をお知らせします。 

市町村名 

水 道 

事業名 

取水 

施設 

水源 取水日 結果 

福島市 

福島地方水道用

水供給企業団 

摺上川 

ダム 

表流水 

（ダム） 

７月４日 ＮＤ 

伊達市 

伊達市月舘簡易

水道事業 

布川 

浄水場 

表流水 

（自然） 

７月５日 ＮＤ 

国見町 国見町水道事業 

浄水、第

４、５水源 

深井戸 ７月４日 ＮＤ 

川俣町 川俣町水道事業 

第１～ 

第３水源 

表流水 

（自然） 

７月４日 ＮＤ 

郡山市 

郡山市上水道事

業 

豊田浄水

場系 

湖水 ７月４日 ＮＤ 

相馬地方広域水道企業団 

真野ダム 

鹿島真野 

水源ほか 

ダム放流、

浅井戸、深

井戸、湧水 

７月６日 ＮＤ 

滝下 

浄水場 

表流水 

（自然） 

７月６日 ＮＤ    

田尻 

浄水場 

表流水 

（自然） 

７月６日 ＮＤ    

飯舘村飯舘簡易

水道事業 

花塚 

浄水場 

表流水 

（自然） 

７月６日 ＮＤ    

飯舘村 

飯舘村大倉簡易

水道事業 

大倉 

浄水場 

表流水 

（自然） 

７月６日 ＮＤ    

※上記以外にも県内の水道水を定期的に検査しており、いずれの水源 

においても検出限界値を下回っています（７月６日現在）詳しく 

は県のホームページをご覧ください。 

○福島県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ･･･http://wwwcms.pref.fukushima.jp/ 

※「ＮＤ」は検出限界値を下回ったことを指します。この検査結果 

では放射性セシウム 134、137 に関して、水 1 ㌔グラムあたりに含

まれる放射性物質の量が１ベクレル未満であることを示していま

す。（1Bq/kg 未満） 

※平成 24 年４月１日に厚生労働省が新たに設定した飲用水中の放射

性物質の基準値は、放射性セシウム 10Bq/kg です。 

やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり保育所入所児募集中保育所入所児募集中保育所入所児募集中保育所入所児募集中    

 やまゆり保育所は、保護者の就労等のため日中の保育ができないお

子さんをお預かりしています。入所を希望される方はお気軽にご相談

ください。 

○対 象 児…生後４ヶ月児から平成 22 年４月１日生まれまでの幼児 

○保育時間…午前７時から午後６時まで 

 （延長保育午後７時まで） 

○保 育 料…所得に応じる  

（延長保育は別途月額 2,000 円） 

○保育場所…川俣町飯坂字下中居 12-1 

      （三角屋根のロッジ風建物） 

問やまゆり保育所（☎080-6043-1086） 

乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児のののの一時預一時預一時預一時預かりをかりをかりをかりを行行行行いますいますいますいます    

 村へ一時的に帰村する場合などに、乳幼児をやまゆり保育所でお預

かりします。 

利用料は無料です。準備していただくものなどがありますので、事

前にご相談ください。 

○対 象 児…生後４ヶ月児から平成 22 年４月１日生まれまでの幼児 

○利用時間…午前 10 時から午後４時まで（当面の間） 

○保育場所…川俣町飯坂字下中居 12-1 

問やまゆり保育所（☎080-6043-1086） 

東日本大震災聴覚障害者相談支援事業のお知らせ 

 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会では、聴覚障害をお持ちの方

及びご家族の方の相談支援を行っております。「就労相談」「医療の

相談」「介護の相談」等、お気軽にご相談ください。 

問(社)福島県聴覚障害者協会（☎・FAX 024-522-0681） 

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 36363636 号号号号    

平成平成平成平成 24242424 年７月年７月年７月年７月 20202020 日発行②日発行②日発行②日発行②    



中 山 間 事 業 の 草 刈 り に つ い中 山 間 事 業 の 草 刈 り に つ い中 山 間 事 業 の 草 刈 り に つ い中 山 間 事 業 の 草 刈 り に つ い てててて     

去る６／27 開催の集落代表者会議において、平成 24 年度中山間

地域等直接支払事業で行う村内の草刈りについては、下記のとおり

の対応をお願いする事となりましたのでお知らせ致します。 

○作業中の服装…防護服・ヤッケ、マスク、ゴーグル、ゴム手袋、

長靴、帽子・ヘルメット等を着用 

○作業の実施者…草刈作業は昨年同様、強制ではありません。 

        作業可能な方ができる範囲で実施してください。 

□問復興対策課農政係(☎024-562-4700) 

借 上借 上借 上借 上 げげげげ住 宅 入 居 者 対 象住 宅 入 居 者 対 象住 宅 入 居 者 対 象住 宅 入 居 者 対 象 「「「「おおおお茶 飲茶 飲茶 飲茶 飲 みみみみ会会会会 」」」」のごのごのごのご案案案案 内内内内        

 社会福祉協議会では、借上げ住宅入居者を対象とする交流事業「お借上げ住宅入居者を対象とする交流事業「お借上げ住宅入居者を対象とする交流事業「お借上げ住宅入居者を対象とする交流事業「お

茶飲み会」茶飲み会」茶飲み会」茶飲み会」を開催しています。 

今回は、東京から落語の先生がやってきます。いっぱい笑って日ご

ろのイライラを吹き飛ばしましょう。 

皆さんのご参加をお持ちしております。 

○講 師…「かみいた落語塾」 

美分亭せん公（びぶんていせんこう） 

○対 象 

日  時 場  所 時  間 対象市町村 

８月６日（月） 

保原町中央公民館

（第一和室） 

午後 1 時 15 分

～午後３時 

伊達市地区 

（第４回） 

８月８日（水） 

原町福祉会館 

（視聴覚室） 

午後 1 時 15 分

～午後３時 

相双地区 

（第４回） 

８月 10 日（金） 

川俣町老人福祉セ

ンター 

午後 1 時 15 分

～午後３時 

川俣町地区 

（第４回） 

※８月６日（月）開催の伊達市地区対象お茶飲み会では、飯舘愚真会

による手打ちそばの提供があります。飯舘愚真会の手打ちそばは、

順次借上げ住宅のお茶飲み会で毎月提供される予定です。 

問飯舘村社会福祉協議会（いいの交流館内 ☎024‐562-3622） 

生活支援相談員が土曜日の訪問をスタートします！ 

 社会福祉協議会生活支援相談員は、平日の訪問だけでなく、７月

14 日（土）から仮設住宅・借上げ住宅の土曜日訪問を行います。 

 平日お仕事などでお会いできない方々と笑顔で会えるのを楽しみ

にしています。 

 また、生活支援相談員は、訪問の際に温度・湿度計を

持ち、塩飴の配布をして熱中症予防の呼びかけをしてい

ます。お気軽にお声掛けください。 

問飯舘村社会福祉協議会 

（いいの交流館内 ☎024-562-3622） 

障がい者のためのわかりやすい東電賠償障がい者のためのわかりやすい東電賠償障がい者のためのわかりやすい東電賠償障がい者のためのわかりやすい東電賠償

学習会のお知らせ学習会のお知らせ学習会のお知らせ学習会のお知らせ    

 ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしまでは、日本弁護士連合

会、福島県弁護士会との共催による「障がい者のわかりやすい東電賠

償学習会」を開催しております。皆さんの抱えている原発事故の問題、

悩みなど、具体的事例について弁護士から分かりやすく説明する学習

会です。 

 事前申し込みが必要になりますので、ご希望の方は下記までお問い

合わせください。参加費は無料です。 

≪福島方面≫ 

○日 時…８月 25 日（土）午後１時 30 分～午後４時 30 分 

○場 所…福島県青少年会館大研修室（福島県福島市） 

≪会津方面≫ 

○日 時…８月 26 日（日）午後１時 30 分～午後４時 30 分 

○場 所…ルネッサンス中の島（福島県会津若松市） 

問ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま（☎024-925-2428） 

 〒963-8025 郡山市桑野 1-5-17 

鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による    

心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催    

社会福祉協議会が実施している心配ごと相談の一環として、鈴木弁

護士による専門相談を開催します。心配事や悩み事を抱えておられる

方はご相談ください。 

○日 時 平成 24 年８月 20 日（月）午後１時 15 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） 

○相談料 無 料 

○予 約 事前予約が必要です。 

○人 数 ５人以内 

※申し込み締切り…８８８８月月月月 16161616 日（木日（木日（木日（木）まで）まで）まで）まで 

予約・問飯舘村社会福祉協議会（いいの交流館内 ☎024‐562-3622） 

相馬看護専門学校説明会を開催します 

 平成 25 年度相馬看護専門学校の学生募集にあたり、受験希望者を

対象に学校説明会を開催します。 

○日  時…平成平成平成平成 24242424 年８月１日（水）～８月３日（金）の３日間年８月１日（水）～８月３日（金）の３日間年８月１日（水）～８月３日（金）の３日間年８月１日（水）～８月３日（金）の３日間 

各日各日各日各日 午後１時午後１時午後１時午後１時 30303030 分分分分～午後３時～午後３時～午後３時～午後３時 

○場  所…相馬看護専門学校 

○対 象 者…本校を受験希望する方（高校生、一般は問いません） 

○開催内容…校紹介、募集要項の説明、学校内見学、質問・相談コー

ナーなど 

○申込方法…高校生の方は各高等学校進路指導担当者 

の先生へ、一般の方は相馬看護専門学校 

総務係へ、それぞれお問い合わせください。 

問・申込先相馬看護専門学校総務係（☎0244-37-8118） 

〒976-0006 相馬市石上字南蛯沢 344 

相馬看護専門学校看護教員を募集します 

相馬地方広域市町村圏組合では、平成 25 年４月１日付け職員採用

試験を次により行います。 

【相馬看護専門学校看護教員】 

○採用予定人員…１名程度 

受験資格 

①昭和 48 年４月２日から昭和 58 年４月１日までに生まれた者 

②次のいずれかに該当する者 

ア 看護教員の資格のある者 

イ 平成 25 年４月１日時点で保健師・助産師・看護師として８年

以上業務に従事し、看護教員を志願する者（ただし、保健師・

助産師・看護師として５年以上離れている者を除く） 

受付期間平成平成平成平成 24242424 年８月年８月年８月年８月 20202020 日（月）から９月日（月）から９月日（月）から９月日（月）から９月 19191919 日（水）まで日（水）まで日（水）まで日（水）まで 

※郵送の場合、平成 24 年９月 19 日（水）の消印のあるものまで有効 

試験日及び会場平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月 12121212 日（金）日（金）日（金）日（金）相馬看護専門学校 

（相馬市石上字南蛯沢３４４） 

試験方法作文試験、個別面接、プレゼンテーション試験、身体検査 

受験申込用紙の配布 

受験申込用紙は、相馬地方広域市町村圏組合事務局、相馬看護専門

学校にて配布します。 

問相馬地方広域市町村圏組合事務局総務課（☎0244-35-0211） 

〒976-8601 相馬市中村字大手先 13 

 URL：http://www16.ocn.ne.jp/~s-koiki/ 

（受験案内及び受験申込用紙は上記ホームページからダウンロードできます）  

((((株株株株))))ハヤシ製作所従業員募集のお知らせハヤシ製作所従業員募集のお知らせハヤシ製作所従業員募集のお知らせハヤシ製作所従業員募集のお知らせ    

 ㈱ハヤシ製作所では、下記内容で従業員を募集します。 

 ○業務内容…精密部品製造加工 

 ○募集人員…若干名 

 ○給  与…当社規定による 

 ○応募方法…電話連絡のうえ、履歴書を持参ください。 

問㈱ハヤシ製作所（☎0244-42-0134 担当 星） 



    

 

 村民の方の農作業による避難中の「生きがいづくり」を支援します。 

 希望する方は、下記までお問い合わせ下さい。 

 

１．１．１．１．事 業事 業事 業事 業 名名名名     農業生きがいづくり支援事業（村単独事業） 

    

２２２２．．．．内内内内 容容容容    

（１）補 助 率                1 人当たり５万円まで補助します。    

※ ただし、畑20ａ以上、田30ａ以上の場合は、 

上限額を20万円とします。 

 

     （２）対象者・条件    避難先で営む自家菜園等の経費が対象です。 

以下の全ての条件を満たす方が対象です。 

① 村外の避難先で営む自家菜園等であること。 

② 概ね年間20万円以上の収入を見込む営農目的 

でないこと。 

③ 他の事業と経費が重複していないこと。 

 

（３）支 援 対 象             平成24年4月1日以降の日付の領収書が必要です。 

また、同一の避難世帯の方へ支払った経費は対象外です。 

・種代、苗代、肥料代、農薬代、諸材料代（支柱、ネット、マルチ等） 

・小農具（クワ、カマ、ハサミ、一輪車等） 

・５万円未満の機器等（草刈機、家庭用小型ハウスなど） 

・収穫物を使ったイベント等に要する紙代、コピー代、郵便料など 

・農作業の委託費（村農業委員会による参考単価以内） 

・農地の借上料（10,000円／反以内）、機械の借上料（8,000円／日以内） 

・放射性物質等の自主検査費（村による検査を除く） 

・中古施設（パイプハウス等）の移設に要する運搬費や作業人夫賃等 

 

３．３．３．３．要要要要望望望望方法方法方法方法等等等等 

（１）飯舘村 復興対策課 農政係まで お問合せ下さい。電話 024-562-4700 

（２）要望をいただいた方に申請書類等をお送りします。 

（３）自家菜園等の地番・面積等をお聞きしますので、あらかじめご準備下さい。 


