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第 857 号 平成 28 年 12 月５日 

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください 

冬期間は、水道管の凍結による破裂・漏水が心配されます。水道管の凍

結防止を行い、漏水が起こらないようお気を付けください。 

①水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため水道の 

元栓止水をお願いします。 

③村や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き等 

の確認のため必ず立会いをお願いします。 

④村内住宅の通水する場合は必ず建設管理係へ連絡してください。 

⑤建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。 

問建設課建設管理係（本庁☎0244-42-1624） 

きざまずに、食品検査ができます 

いちばん館（村役場正面）に、“非破壊式”の食品放射性物質検査装置

を導入しました。食品がそのままで測定でき、検査結果を印刷します。 

 食品の重さや形は 500ｇ～２㎏、30㎝×30㎝×18㎝の範囲内で、泥等

を落としてご利用下さい。測定時間は約 10分程度です。 

◎ ご利用は平日午前９時から午後４時まで、事前に除染対策係まで申込み

ください。 

※測定結果は、あくまでも参考データです。各種証明に使えません。。。。    

問・申込復興対策課除染対策係（本庁☎0244-42-1625） 

臨時福祉給付金等を忘れずに申請ください  

 「臨時福祉給付金（3,000 円）」及び「障害・遺族年金受給者向け給付

金（30,000 円）」の申請期限は、平成 28 年 12 月 31 日（当日消印有効）

です。期限を過ぎての申請は受付できません。忘れずに申請ください。 

問健康福祉課福祉係（本庁☎0244-42-1633） 

年末年始の交通事故に気をつけましょう！  

 12 月 10 日から平成 29 年 1 月７日まで「年末年始の交通事故防止県民

総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲酒の機会が

多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転をなくしましょう。 

●夕暮れ時や夜間の交通事故防止(特に、反射材用品等の着用推進) 

●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（本庁☎0244-42-1618） 

県復興公営住宅の入居者募集！  

県では、復興公営住宅（募集戸数 92 戸）入居者を募集しています。特

に、川俣町壁沢団地には９戸空きがありますので、ぜひご検討ください。 

※避難指示解除後（平成 29 年３月 31 日以降）は申込みできません。 

○対 象 者…平成 23 年３月 11 日時点で飯舘村に住んでいた方 

○募集期間…12 月 21 日（水）まで（当日消印有効） 

〇申込方法…福島県復興公営住宅入居支援センターまたは同センターホ

ームページから申込書を入手し、必要事項を記載の上、必

要書類を添付して送付ください。住宅の詳細については、

同封チラシをご覧ください。 

※現在、再募集している「福島市北沢又団地」「二本松市石倉団地」と

重複して申し込むことはできません。 

【申込み・問い合せ先】 

福島県復興公営住宅入居支援センター 福島市中町8-2 

☎024-522-3320【専用ダイヤル】 

〇受付時間…午前８時30分～午後５時15分（土日、祝日を除く） 

 

 

 

 

 

成 人 式 の出 欠 報 告 をおねがいします！ 

    先月発送しました、平成 29 年飯舘村成人式対象者へのご案内について、

出欠の報告期限を 11 月 22 日（火）としていました。まだ出欠はがきを出

していない方は、大至急返送くださいますようお願いいたします。なお、

対象者の方でご案内が届いていないという方がおられましたら、生涯学

習課までご連絡をお願いいたします。 

○開催日時…成人式   午後１時 30 分～午後３時 10 分    

パーティー  午後３時 20 分～午後４時 20 分  

○場  所…交流センター ふれ愛館 ホール(飯舘村草野字大師堂 17) 

問生涯学習課（交流センター ふれ愛館☎0244-42-0072）    

給食センター臨時職員募集のお知らせ 

村では、給食センター臨時職員を募集します。 

○採用職種…食品放射能測定作業員兼事務員 １名 

○勤務場所…村学校給食センター（仮設） 福島市飯野町小平-１ 

○雇用期間…平成 29 年１月 10 日から平成 29 年３月 31 日（継続あり） 

○雇用条件…勤務日：学校給食実施日 給与等：村規定による 

○応募期限…12 月 20 日（火）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 

〒960-1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地１ 

○選考試験…面接試験を行います。 

問教育課学校教育係（本庁☎0244-42-1631） 

こころの健康づくり ゲートキーパー養成講座のお知らせ 

村では、悩んでいる人に気づき・声をかけ・話を聞いて必要

な支援につなげる方（ゲートキーパー）の養成講座を行います。

参加希望の方は、予約不要ですので、当日ご来場ください。 

○日  時…12 月 19 日(月）  午後２時から午後４時まで 

○場  所…村役場飯野支所 ２階大会議室 

○講    演…「こころの健康づくり ゲートキーパー養成講座 

気になる人に声をかけて支えていこう」 

講師：福島県立医科大学公衆衛生学講座 大類 真嗣 医師 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1638） 

宿泊体験館きこり年末年始休館のお知らせ 

「宿泊体験館きこり」は、年末年始は休館となります。本年のご利用

ありがとうございました。来年も皆さまのご利用をお待ちしております。 

○期  間…１２月２７日(火）～平成 29 年１月３日(火） 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

飲料水安全確保対策事業 

セシウム除去用給水器を配付しています 

村では、セシウム除去用給水器を配付しております。希望されている方

で受け取りがお済でない方は、なるべく早めにお越しください。 

○ 配付時間 ： 午前９時～午後５時(土・日・祝日を除く) 

○ 配付場所 ： 村役場本庁舎  復興対策課商工労政係 

           村役場飯野支所 生活支援係 

 

今年度に井戸掘削・水道接続の補助金申請をされている方へ 

申請時に予定していた工期内に工事が完了しない場合は、「変更申請」が必

要となりますので、はんこをもって、早急に復興対策課商工労政係まで

お越しください。 

問復興対策課商工労政係（本庁☎0244-42-1620） 

申込み締切迫る！ 村民ふれあい集会 

今年は、ものまねタレント コロッケのショーや、村の 10 大ニュー

ス発表のほか、おなじみの豪華景品が当たる抽選会や楽しい子どもの

遊び場所も予定しています。 

○日   時…１月 15 日（日）  午前 10 時 30 分～午後３時 30 分 

○場   所…パルセいいざか（福島市飯坂町字筑前 27 番地の１） 

参加ご希望の方は、お知らせ版 11 月 20 号同封の「いいたて村民ふれあ

い集会参加申込用紙」にご記入のうえ、返信用封筒(参加申込み・10 大ニ

ュース応募用封筒)で申し込みください。 

〇申込み締切…12 月 20 日（火） 

問総務課企画係（本庁☎0244-42-1613） 



母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら せ 

母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。 

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

ホッとサロン「て と て」の開 催 について 

福島市社会福祉協議会では、福島市内に避難されている方の憩いの場

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達とお

誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

開催日 時 間 会 場 内容 

12 月 14 日

（水） 

福島市市民会館 

福島市霞町 1-52 
音楽演奏 

12 月 28 日

（水） 

午前９時 30 分

～ 

午前11時30分 

福島市保健福祉ｾﾝﾀｰ 

福島市森合町 10-1  
料理教室 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-533-8881） 

各行政区の放射線測定値 

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は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時となります。 

※は除染完了または除染途中の箇所です。 

【農地】（地上から１m及び１cm の高さで測定） 

11 月 17 日(曇) 11 月２日(晴) 

行政区 小字地内 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１※ 草野字大谷地地内 0.40 0.44 0.44 0.56 

２※ 深谷字原前地内 0.17 0.13 0.17 0.15 

３※ 伊丹沢字山田地内 0.45 0.38 0.44 0.39 

４※ 関沢字中頃地内 0.28 0.28 0.31 0.33 

５※ 小宮字曲田地内 0.55 0.50 0.57 0.76 

６※ 八木沢字上八木沢地内 0.43 0.37 0.39 0.35 

７※ 大倉字湯舟地内 0.23 0.20 0.23 0.18 

８※ 佐須字佐須地内 0.33 0.30 0.34 0.30 

９※ 草野字柏塚地内 0.19 0.19 0.17 0.18 

10※ 飯樋字下桶地内地内 0.43 0.40 0.34 0.30 

11※ 飯樋字一ノ関地内 0.54 0.83 0.53 0.81 

12※ 飯樋字笠石地内 0.50 0.52 0.47 0.60 

13※ 飯樋字原地内 0.34 0.29 0.31 0.29 

14※ 比曽字比曽地内 0.60 0.46 0.57 0.44 

15 長泥字長泥地内 3.01 3.93 2.88 3.30 

16※ 蕨平字木戸地内 0.65 0.59 0.60 0.58 

17※ 松塚字神田地内 0.23 0.22 0.22 0.22 

18※ 臼石字町地内 0.61 0.67 0.59 0.63 

19※ 前田字福田地内 0.45 0.51 0.49 0.47 

20※ 二枚橋字町地内 0.32 0.30 0.31 0.29 

【宅地】（地上から１m及び１cm の高さで測定） 

11 月 17 日 11 月２日 

行政区 小字地内 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１※ 草野字大師堂地内 0.35 0.28 0.36 0.30 

２ 深谷字大森地内 0.93 1.46 0.94 2.13 

３※ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.21 0.20 0.20 0.18 

４※ 関沢字中頃地内 0.54 0.56 0.53 0.52 

５ 小宮字曲田地内 1.13 1.66 1.12 1.61 

６※ 芦原白金地内 0.60 0.57 0.56 0.56 

７※ 大倉字大倉地内 0.18 0.24 0.18 0.18 

８※ 佐須字虎捕地内 0.34 0.27 0.38 0.33 

９※ 草野字大坂地内 0.36 0.35 0.42 0.44 

10※ 飯樋字町地内 0.26 0.21 0.24 0.23 

11 飯樋字割木地内 1.17 1.25 0.96 1.34 

12※ 飯樋字笠石地内 0.30 0.30 0.28 0.24 

13※ 飯樋字宮仲地内 0.35 0.41 0.35 0.38 

14※ 比曽字中比曽地内 0.56 0.44 0.56 0.52 

15 長泥字曲田地内 1.00 3.58 1.04 3.55 

16※ 蕨平字蕨平地内 0.45 0.38 0.42 0.40 

17※ 関根字押木内地内 0.42 0.48 0.40 0.36 

18※ 臼石字菅田地内 0.45 0.80 0.35 0.41 

19※ 前田字古今明地内 0.36 0.34 0.35 0.30 

20※ 須萱字水上地内 0.14 0.16 0.14 0.14 

い い た て 福 祉 会 職 員 募 集 

○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。 

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 社会保険加入 

基本給…正職（月額 144,400 円～ ※経験年数を換算し支給） 

パート（時給：資格無 800 円～ 資格有 830 円～） 

手 当…通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

○受付期間及び試験日等について  

受付期間…随時受け付け 午前 8時 30 分～午後５時 30 分（日曜除く） 

試 験 日…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。 

申込み・問社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42-1700） 

11 月１日よりスタンプの払戻しを実施中！ 

飯舘村商工会では、飯舘スタンプ会発行のスタンプの払戻しを実施し

ています。台紙をお持ちの方は、村商工会窓口へお越しください。  

○期  間…平成 29 年１月 31 日（火） 午前９時～午後４時 

※土日・祝日、年末年始（12/29～1/3）除く 

○払戻窓口…飯舘村商工会  飯舘村草野字大師堂 81 

○対  象…スタンプ 75 枚（100 円）スタンプ 350 枚（500 円） 

※あぶくま信用金庫の小切手とお引換致します。 

問飯舘村商工会（飯舘スタンプ会事務局☎0244-26-7957） 

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

村民同士の親睦と情報交換のために毎月１回開催しています。どなた

でも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。（申し込み不要） 

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。 

問愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

マッサージコミュ二 ケーションのお知 らせ 

 川俣地区、伊達方部、南相馬市の各自治会では、自治会会員の皆さま

を対象に無料の「マッサージコミュニケーション」を開催します。 

○施 術…タイ式マッサージ師 佐藤真紀先生 

〇定 員…※各回、９人まで。参加費無料 

開催日 場所 時間 申し込み 

12 月 14 日

（水） 

仲町児童センター

（南相馬市） 

南相馬市自治会 

☎0244-23-3700 

締切：12月 12日（月） 

12 月 20 日

（火） 

保原中央交流館 

（伊達市） 

12 月 21 日

（水） 

きつつきの会集会所

（川俣町） 

午後１時

～ 

午後４時 

きつつきの会 

☎024-566-3370 

締切：12月 16日（金） 

問きつつきの会集会所（☎024-566-3370） 

雇用保険適用拡大のお知らせ 

平成 29 年 1 月より、65 歳以上の方も条件※を満たせば、新たに雇用保

険の適用対象となります。詳しくは最寄りのハローワーク（公共職業安

定所）にお問い合わせください。 

※1週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、31 日以上の雇用見込みが

あること。 

問ハローワーク相双(☎0244-24-3531) 

村 内 セブンイレブン従 業 員 募 集  

○勤務時間、休日…面接時、応相談 ※開店時間 午前６時～午後８時 

○雇用形態…フルタイムまたはパートタイム（週２～３日勤務可） 

○給  与…時給 1250 円 社会保険制度あり、交通費支給あり 

※応募される方は、下記まで履歴書をお送りください。 

〒960-1801 飯舘村草野字大師堂 1番地 セブンイレブン飯舘村仮設店舗店  

問セブンイレブン飯舘村仮設店舗店（☎0244-42-1177） 

日時 会場 内容 

12 月 13 日（火） 

午前 10 時～正午 

永井川集会所 

福島市永井川字古内 9-2

今年もまもなく年の瀬です。

餅をついて食べましょう。 

募集職種 条件資格免許等 

採用 

人員 

勤務先 年 齢 

介護士 正職 介護福祉士 ５名 20 歳以上 

介護員 パート 資格がなくても可 ５名 

調理員 パート 

調理師 

資格がなくても可 

２名 

いいたて

ホーム 

18 歳以上 


