
  

 

 

 

 

 

 

 

 

６月議会定例会開催日程〔予定〕 

 ６月議会定例会が下記の日程で開催されます。ぜひ傍聴においでく

ださい。なお、日程は議会運営委員会で決定されるため、変更になる

場合があります。 

◆６月 14 日（金）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開 会 

◆６月 18 日（火）・19 日（水）‥‥‥‥‥‥一般質問 

◆６月 21 日（金） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会 

◆場  所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯野出張所３階 

問飯舘村議会事務局（☎024-562-4247） 

沖縄 までいの旅 スタッフ募集！     

村では、飯舘村の小学６年生（村外避難者含む）を対象とした「沖

縄 までいの旅」の班指導スタッフを募集します。 

○募集人数…若干名 

○依頼内容…参加児童への指導、助言、引率など 

○事業日程…７月 21 日（日）から 24 日（水）３泊４日 

※このほかにスタッフ会議、事前研修会、報告会等に出

席していただきます。 

○応募条件…①年齢 18 歳以上（高校生不可） 

      ②心身共に健康で、事業趣旨をよく理解し、子どもの指

導、助言、引率等に真摯に取り組める方 

○選考方法…書類及び面接 

○費  用…旅費は村で負担 

○申込方法…指定申込用紙がありますので、教育課生涯学習係までお

問い合わせください。 

○申込期限…５５５５月月月月 31313131 日（金）日（金）日（金）日（金） 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

給食センター臨時職員募集のお知らせ給食センター臨時職員募集のお知らせ給食センター臨時職員募集のお知らせ給食センター臨時職員募集のお知らせ    

１．職  種…給食調理員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１名 

       食品放射能測定作業員兼事務員‥‥１名 

２．勤務場所…飯舘村（仮設）学校給食センター 福島市飯野町地内 

３．雇用期間…雇用の日から平成 26 年３月 31 日（継続あり） 

４．雇用条件…勤務日：学校給食実施日（年間 200 日程度） 

       給与等：飯舘村規定による 

５．応募方法…飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可） 

       〒960-1301 福島市飯野町字後川 10－２ 

６．募集締切…５月５月５月５月 31313131 日（金）日（金）日（金）日（金） 

７．選考試験…面接試験を実施（試験期日は応募者に通知） 

問教育課学校教育係（☎024-562-4257） 

肝炎 ウイルス検 査のお知らせ 

 村では、今年度 40 歳になる方及び、41 歳以上の方で過去に輸血を

受けたことがあり、かつ肝炎ウイルス検査を受けたことが無い方を対

象に村の健康診断に合わせて、無料で肝炎ウイルス検査を実施します。 

 今年度 41 歳以上の方で対象となり、検査を希望する方は健康福祉

課までお申し込みください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

 

 

 

 

 

 

 

除染同意除染同意除染同意除染同意にににに向向向向けたけたけたけた情報提供情報提供情報提供情報提供のおのおのおのお願願願願いいいい    

本格除染（小宮、八木沢・芦原、大倉、宮内、蕨平の各行政区）に

向けて、環境省から委託を受けた業者「横浜エンジニアリング(株)」

が、説明会開催通知及び現場立ち会い連絡業務等のため、避難先の電

話番号等を確認させていただくこととなりました。つきましては、同

業者から「本格除染に向けた連絡調整確認票」が送付されますのでご

協力願います。 

なお、この「本格除染に向けた連絡調整確認票」は、除染業務以外

に使用することは絶対ありませんので申し添えます。 

問復興対策課除染係（☎024-562-4236） 

環境省福島環境再生事務所県北支所 飯舘村担当（☎024-563-1308） 

横浜エンジニアリング コールセンター（☎0120-250-294） 

鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催    

村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。心配ごとや悩みごとを抱えてお

られる方はご相談ください。相談は無料です。 

○日 時…６６６６月月月月 20202020 日（木日（木日（木日（木））））午後１時午後１時午後１時午後１時 15151515 分か分か分か分から３時までら３時までら３時までら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…事前予約が必要です。 

※申し込み締切り…６６６６月月月月 17171717 日（月日（月日（月日（月）まで）まで）まで）まで 

問村社会福祉協議会（☎024-562-3622） 

借り上げ住宅入居者対象「お茶飲み会」のご案内 

 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。 

日  時 場  所 時  間 対  象 

６月 10 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 

６月 13 日（木） 

原町福祉会館 

視聴覚室 

午前 10 時 

～午後１時 

相双方部 

６月 18 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 

問村社会福祉協議会（☎024-562-3622） 

「お仕 事 応 援 窓 口 」をご利 用 ください！ 

    相馬市・南相馬市で就職活動のご相談をいたします。    

「何を大事に、仕事をしていくのか（価値観）」、「その仕事に求めら

れる知識・能力は何か」「実際の就職活動はどうやるのか」の不安や

疑問への就職サポートをいたします。お気軽にお問い合わせください。 

南相馬会場     

南相馬市原町区本町 2丁目 27  

南相馬市役所西庁舎１Ｆ事務局 

毎週木曜日（６月 27 日まで） 

10:00～12:00・13:00～16:00 

※協議会窓口までお越しください。 

相馬会場  

相馬市中村字大手先 13 

相馬市役所５Ｆ会議室 

毎週火曜日（６月 25 日まで） 

10:00～12:00・13:00～16:00 

※直接、応援窓口にお越しください。 

※お仕事応援窓口への参加は、雇用保険の認定となる「求職活動」に

あたります。    

問相双地域雇用創造推進協議会 事務局（☎0244-24-3650）  

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 57575757 号号号号    

平成平成平成平成 25252525 年５月年５月年５月年５月 20202020 日発行日発行日発行日発行②②②②    

重要避難先を移転された方へのお知ら避難先を移転された方へのお知ら避難先を移転された方へのお知ら避難先を移転された方へのお知らせせせせ    

村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで必村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで必村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで必村に住所を残したまま避難先を変更する場合には住民課まで必

ず届け出ください。ず届け出ください。ず届け出ください。ず届け出ください。    

※※※※本人と確認できる書類を添付（ご持参）の本人と確認できる書類を添付（ご持参）の本人と確認できる書類を添付（ご持参）の本人と確認できる書類を添付（ご持参）の上上上上、郵送または、郵送または、郵送または、郵送または    

窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。 

問住民課住民係（☎024-562-4241） 



ふくしま大卒等合同就職面接会のお知らふくしま大卒等合同就職面接会のお知らふくしま大卒等合同就職面接会のお知らふくしま大卒等合同就職面接会のお知らせせせせ

～ 学 生 の 皆 さ ん へ ～

    

平成 26 年３月新規大卒等を卒業予定の方、平成 23 年３ 

月以降に卒業して現在就職活動している方を対象に、正社 

員で雇用する計画のある県内企業との面接会を開催します。 

事前申込不要ですので、お気軽にご参加ください。 

(参加事業所は各会場の１週間前に福島労働局ホームペー 

ジで公表) 

《福島県内》《福島県内》《福島県内》《福島県内》の企業の企業の企業の企業 70707070 社が参加予定社が参加予定社が参加予定社が参加予定    

平成 25 年７月 13 日(土) 

合同就職面接会 13：00～16：00 

ビックパレットふくしま

Ｃホール（郡山市南２-52） 

□問福島労働局職業安定課（☎024-529-5396） 

経営改善・資金繰り相談窓口のご案経営改善・資金繰り相談窓口のご案経営改善・資金繰り相談窓口のご案経営改善・資金繰り相談窓口のご案 内内内内    

日本公庫は、中小企業・小規模事業者の皆さまの経営改善を一層応

援するとともに、資金繰りの応援をより万全なものとしていくために、

全支店に「経営改善・資金繰り相談窓口」を設置しました。 

金融円滑化法の期限到来後も、政策金融機関として、中小企業・小

規模事業者の皆さまからの融資相談に、迅速かつきめ細やかな対応を

行ってまいります。詳しくはお近くの支店または事業資金相談ダイヤ

ルまでご相談ください。 

□問事業資金相談ダイヤル 0120-154-505（平日９時～19 時） 

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） 

５月９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） 

５月９日 ＮＤ 

国見町 国見町水道事業 

浄水、第

４、５水源 

深井戸 ５月８日 ＮＤ 

川俣町 川俣町水道事業 

第１～ 

第３水源 

表流水 

（自然） 

５月７日 ＮＤ 

郡山市 

郡山市上水道事

業 

豊田浄水

場系 

湖水 ５月８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 

５月 10 日 ＮＤ 

滝下 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 10 日 ＮＤ    

田尻 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 10 日 ＮＤ    

飯舘村飯舘簡易

水道事業 

花塚 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 10 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） 

５月 10 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（５月 10 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。 

 

 

 

 

心 の 相 談 会 の お 知 ら心 の 相 談 会 の お 知 ら心 の 相 談 会 の お 知 ら心 の 相 談 会 の お 知 ら せせせせ    

長引く避難生活のなかで、夜眠れない、気持ちが沈むなど心の問題

はありませんか。村では、毎月精神科の医師による心の健康相談会・

家庭訪問を実施しています。本人だけでなく家族のみの相談も可能で

す。ぜひお気軽にご相談ください。 

○日 時…６月６月６月６月 15151515 日（土）日（土）日（土）日（土）午前 10 時から３時まで 

○場 所…飯舘村役場飯野出張所 

※来るのが難しい方は直接ご自宅に訪問します。 

○相談医…ポラン心療内科（群馬県高崎市） 大野元彦 医師 

○申込方法…予約制のため６月７日まで６月７日まで６月７日まで６月７日までにににに健康福祉課へお申し込み

ください。（予約制） 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

（再掲）飯舘村で採取した山菜類は 

食べないでください    

 暖かくなり、飯舘村の山にも山菜やたけのこが出る時

期となりましたが、飯舘村の山野草には摂取制限および

出荷制限が出されています。 

村内で採取した山菜などは食べたり譲ったりしない

でください。 

問復興対策課農政係（☎024-562-4700） 

無 料 法 律 相 談 の ご 案 内

法 テ ラ ス 二 本 松 か ら の お 知 ら せ

 

 法テラス二本松では、弁護士や司法書士が待機し、原発事故の損害

賠償請求や、身近な法的トラブル（離婚、借金、相続、交通事故、労

働問題等）について、法律相談を無料で受け付けています。なお、予

約優先となりますのでご了承ください。 

○相談時間…午前 10 時～午後４時（土日祝日を除く） 

○場  所…二本松市本町 1-60-2（二本松図書館前） 

○相談体制…月～金曜日：弁護士（常駐） 

      火曜日：行政書士・社会福祉士・社会保険労務士 

      水曜日：司法書士 

      木曜日：税理士・建築士・土地家屋調査士 

○そ の 他…高齢者や障がい者など、法テラス二本松までおいでにな

るのが難しい方には、出張相談も行います。 

各種相談は無料で、秘密は固く守られますので、まずは

お電話ください。 

※法テラスホームページ…http://www.houterasu.or.jp/ 

問法テラス二本松（☎050-3381-3803） 

戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者の募集について    

 日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を

募集しています。同事業は、厚生労働省から補助を受けて実施してお

り、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦

没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好

親善を図ることを目的としています。 

 費用は参加として９万円です。日程等の詳細は、日本遺族会事務局

（☎03-3261-5521）まで。お申し込みは、お住まいの各都道府県遺族

会までお願いします。 

○実施地域…（広域地域）①旧満州 ②西部ニューギニア ③アッツ

島 ④旧ソ連 ⑤中国（１次） ⑥マリアナ諸島 ⑦東

部ニューギニア ⑧ボルネオ・マレー半島 ⑨トラッ

ク・パラオ諸島 ⑩ソロモン諸島 ⑪フィリピン（１次） 

⑫ミャンマー・ベトナム（１次） ⑬台湾・バシー海峡 

⑭東部ニューギニア（２次） ⑮ミャンマー・インド（２

次） ⑯フィリピン（２次） ⑰中国（２次） 

      （特定地域）①ビスマール諸島 ②西部ニューギニア 

③マーシャル・ギルバート諸島 

問日本遺族会事務局（☎03-3261-5521） 

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。 

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


