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第 859 号 平成 29 年１月５日 

住 民 意 向 調 査 へ の 協 力 の お 願 い 

 村は国・県の協力により、村民の皆さんの帰村等についての意向を把

握するため、今年度も住民意向調査を行います。 

皆さんからいただいた回答をもとに、今後村が進めていく復興に向けた

取り組みを推進していきます。 

 調査票は、１月４日（水）に発送を予定しています。調査票がお手元に届

きましたら、調査へのご協力をお願いします。 

問総務課企画係（本庁☎0244-42-1613） 

農業者支援事業の受付を開始します！ 

福島県では営農を再開する方に対して、農業用機械、施設、種苗、家

畜等の導入経費を支援します。この事業は県から農家への直接補助事業

ですが、申請事務は村がお手伝いをします。希望の方は、見積書、設計図、

カタログ等を準備いただき、農政係までご相談ください。 

〇補助対象者…農畜産物の販売を目的とし、村内で営農再開する農家等 

〇対象経費及び補助率 

機械の修繕・導入、施設の撤去・修繕・導入、種苗・家畜の導入 

上限1,000万円×75％(家畜の導入は定額) 

〇受付期間…12月９日（金）～ 平成29年１月13日（金）（第１次受付） 

※事業について詳しくはお知らせ版12月５日号同封チラシをご覧ください。 

※事業費の上限は、村特認の場合は3,000万円までです。 

※第１次受付分は平成29年３月末までに事業完了できることが条件です。 

※平成29年度事業の受付期間は、後日お知らせします。 

問復興対策課農政係（本庁☎0244-42-1621） 

「東京電力賠償相談窓口」年末年始期間休業のご案内 

○期 間…12 月 29 日（木）～平成 29 年１月３日（火） 

※年末年始期間中も福島原子力補償相談室（コールセンター）は受け付

けています（午前９時～午後５時）。 

〇場 所…福島県内全窓口及び宮城県仙台市窓口 

問福島県原子力補償相談室（コールセンター）（☎0120-926-404） 

営農再開検討会議開催のお知らせ 

飯舘村営農再開検討会議を開催します。傍聴自由ですので、ぜひご参

加ください。なお、人数多数の場合は入場出来ない場合もありますので

ご了承ください。 

〇日 時…１月 25 日（水） 午後２時～ 

〇場 所…村役場本庁舎 第 1会議室 

〇内 容…営農再開に向けてのビジョンの策定等について 

問復興対策課農政係（本庁☎0244-42-1621）

「きこりで！元気もりもり運動教室」のお知らせ 

 イスに座って行う高齢者にやさしい運動教室です。体を動かして元気に

冬を乗りきりましょう♪ ※申込み不要です。 

○日 時…１月 18 日（水）  26 日（木）  午後１時 15 分～午後２時 15 分 

○場 所…宿泊体験館きこり   

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

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） 

 

 

 

 

  

 

「10 年後への手紙」募集締め切り迫る！ 

村では、10 年後に配達される手紙を募集しています。専用の便箋・封筒 

以外でも投函できます。10 年後の自分や大切な方へお手紙をつづってみま

せんか。 

○募集締切…１月 31 日（火）  

○募集場所…村役場本庁、飯野支所、交流センターにある専用ポストに

82 円切手を貼って投函してください。※郵便局のポストでは

ありませんので、通常の郵便物は投函しないでください。  

問総務課企画係（本庁☎0244-42-1613） 

農地の利用変更は事前に届け出を 

農業振興地域に入っている農地を宅地・資材置場など農地以外に使用す

る場合は、農用地からの除外手続き及び農業委員会の許可を受ける必要が

あります。 

村では、２月に農用地除外手続きの審議会を予定しています。変更計

画のある方は１月 31 日（火）まで変更申出書を復興対策課農政係まで提出

してください。（申出書は復興対策課にあります） 

提出先・問復興対策課農政係（本庁☎0244-42-1621） 

飯舘村農業委委員会からのお知らせ 

飯舘村農業委委員会では、農業者等との意見交換会及び学習会を下記 

日程において開催いたします。ぜひ参加いただきますようご案内します。

参加希望の方は、１月 16 日（月）まで農業委員会にご連絡ください。 

〇日 時…１月 28 日（土）  午後２時～  

○場 所…つきだて花工房 伊達市月舘町下手渡字寺窪７ 

○内 容 

・午後２時～３時 

村における農業（営農再開）の状況報告 村復興対策課農政係より 

・午後３時～４時 

原発事故避難市町村の営農再開に向けた取り組みの現状 

国際農林水産業研究センター企画調整部 技術促進科長 万福 裕造氏 

・午後４時～５時 意見交換 

問飯舘村農業委員会事務局（本庁☎0244-42-1629） 

村物品（中古）をお譲りします 

 村では、村が保管している不用物品（中古）をご希望の方に無償でお

譲りします。物品は当日にお持ち帰りいただきます。ご希望の方は、下

記の日時・場所にお越しください。 

〇日 時…１月 16 日（月） 午前９時 30 分～午前 11 時 30 分 

〇場 所…草野小学校体育館  

〇物 品…エアコン、ガス給湯器、照明器具、ガスコンロ等 

※村では、運搬費用等の負担は行いません。 

※物品に関する故障または損害に関して、村は一切の責任を負いません。 

※物品の状態を確認の上、お譲りしますので返品は出来ません。また、

取扱い等も自己責任でお願いいたします。 

問総務課財政係（本庁☎0244-42-1612） 

「いいたて村民ふれあい集会」開催！ 

ものまねタレントものまねタレントものまねタレントものまねタレント    コロコロコロコロッッッッケケケケ    がやってがやってがやってがやって来来来来るるるる!!!!    

 ○開催日…1 月 15 日（日） 

○場 所…パルセいいざか（福島市飯坂町） 

皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお越越越越しをおしをおしをおしをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！ 

問総務課企画係（本庁☎0244-42-1613） 

避難先を移転された方へ 

○避難先を変更する場合には飯野支所生活支援係 まで届出ください。    

届出例） 進学・就職・転勤で、居住地を変更した 

   家族が高齢者施設等に入所した など 

村に届出された避難先情報を元に村の広報物、国・県のお知らせなど

を送付しています。大切なお知らせが届かない場合がありますので、

必ず届出ください。 

問飯野支所生活支援係（☎024-562-4249） 



村内に建物を新築したらご連絡を 

固定資産税の適正課税のため、家屋調査を行っています。村内で建物

を新築・増築・取り壊したら住民課税務係までご連絡をお願いします。 

問住民課税務係（本庁☎0244-42-1615） 

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 

１月 11 日（水） 新春落語 

１月 25 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 壁飾り作り 

※ハサミ持参 

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） 

12 月 15 日（雪） 12 月 1 日（晴） 

行政区 小字地内 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１※ 草野字大谷地地内 0.40 0.53 0.40 0.37 

２※ 深谷字原前地内 0.14 0.11 0.18 0.12 

３※ 伊丹沢字山田地内 0.44 0.49 0.41 0.38 

４※ 関沢字中頃地内 0.28 0.25 0.31 0.33 

５※ 小宮字曲田地内 0.50 0.55 0.62 0.50 

６※ 八木沢字上八木沢地内 0.36 0.33 0.41 0.38 

７※ 大倉字湯舟地内 0.24 0.22 0.22 0.19 

８※ 佐須字佐須地内 0.29 0.30 0.33 0.34 

９※ 草野字柏塚地内 0.18 0.15 0.17 0.16 

10※ 飯樋字下桶地内地内 0.32 0.34 0.44 0.41 

11※ 飯樋字一ノ関地内 0.48 0.78 0.55 0.79 

12※ 飯樋字笠石地内 0.40 0.39 0.50 0.54 

13※ 飯樋字原地内 0.31 0.37 0.37 0.40 

14※ 比曽字比曽地内 0.52 0.52 0.62 0.44 

15 長泥字長泥地内 2.69 3.55 2.96 3.46 

16※ 蕨平字木戸地内 0.60 0.47 0.45 0.50 

17※ 松塚字神田地内 0.22 0.23 0.21 0.22 

18※ 臼石字町地内 0.57 0.60 0.61 0.62 

19※ 前田字福田地内 0.44 0.40 0.47 0.45 

20※ 二枚橋字町地内 0.23 0.21 0.31 0.25 

【宅地】（地上から１m及び１cm の高さで測定） 

12 月 15 日 12 月１日 

行政区 小字地内 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１※ 草野字大師堂地内 0.32 0.23 0.31 0.28 

２ 深谷字大森地内 0.88 1.83 0.95 1.93 

３※ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.18 0.18 0.21 0.18 

４※ 関沢字中頃地内 0.48 0.56 0.55 0.61 

５ 小宮字曲田地内 1.01 1.53 1.11 1.52 

６※ 芦原白金地内 0.55 0.54 0.55 0.61 

７※ 大倉字大倉地内 0.21 0.27 0.20 0.23 

８※ 佐須字虎捕地内 0.35 0.28 0.41 0.35 

９※ 草野字大坂地内 0.39 0.34 0.45 0.58 

10※ 飯樋字町地内 0.19 0.17 0.25 0.21 

11 飯樋字割木地内 0.98 1.29 1.13 1.30 

12※ 飯樋字笠石地内 0.24 0.22 0.32 0.24 

13※ 飯樋字宮仲地内 0.35 0.29 0.34 0.31 

14※ 比曽字中比曽地内 0.45 0.35 0.55 0.48 

15 長泥字曲田地内 0.87 2.85 0.95 3.45 

16※ 蕨平字蕨平地内 0.43 0.36 0.44 0.41 

17※ 関根字押木内地内 0.37 0.39 0.37 0.39 

18※ 臼石字菅田地内 0.40 0.78 0.43 0.61 

19※ 前田字古今明地内 0.35 0.33 0.33 0.36 

20※ 須萱字水上地内 0.13 0.12 0.14 0.15 

平成 29 年村内での米・野菜等栽培時の注意 

    村内で「人にゆずる、販売する」ことを目的に米・野菜等を生産する場

合は以下のことが義務付けられています。自家消費用の作付けを含めて平

成 29 年に作付けを予定されている方は、あらかじめ村農政係まで届け出

てください。 

１．義務事項（以下、前：作付前、後：生産後、の意味です。） 

・米 (前) 村水田管理台帳への登録、水稲共済への加入 等 

  (後) 全量全袋検査の受検(※１) 

・その他穀類(ソバ・大豆・ナタネ等)および野菜・園芸品目 

 (後) 県緊急時モニタリングの受検(※２) 

・野菜・園芸品目のうち避難後に出荷実績のない品目 

 (後) 県緊急時モニタリング・事前確認検査等の受検(※２) 

・山菜、きのこ類(山取り、自家栽培を含む) 

 すべての品目について、自家消費のほか販売、譲渡も不可。 

※１ 未受検は全量廃棄、自家消費も不可 

※２ 未受検は自家消費以外は不可 

２．届け出（自家消費、販売、譲渡他目的によらず全ての作付が対象） 

・届け出対象者…平成 29 年中に村内で米、野菜等の作付けを予定の方 

・届け出期 限…２月 15 日（水） 農政係まで(電話、来庁等) 

３．その他 

・届け出のない作付け、検査未受検品目の販売・譲渡が発覚した際は、

作物全量廃棄の他、生産物が風評被害の原因になる可能性があります。 

・自家消費用野菜等も、村の自主検査を受けて下さい。 

・食品放射能の基準 100Bq/kg に近い値が検出された場合は、作付け環境

等を調査し必要な対策(反転耕、カリ剤の散布等)を検討します。 

問復興対策課農政係（本庁☎0244-42-1621） 

フェイスマッサージを受けませんか 

 川俣地区自治会、南相馬市自治会では、フェイスマッサー

ジを開催します。ぜひ、リフレッシュに来ませんか。参加希

望の方は、各自治会までお申し込みください。どなたでも参

加できます！ 

○日時・場所…１月 16 日（月）  宿泊体験館きこり 

午前 10 時 ～ フェイスマッサージ 30 名 (タオル３本持参ください。) 

申込きつつきの会（☎024-566-3370）南相馬市自治会（☎0244-23-3700） 

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 

夜間警備員１名募集！ 

   〇勤務時間…午後５時 30 分～翌朝７時 30 分 ５日交替 

〇主な業務…電話取り次ぎ、夜間巡視等） 

※手当等は当会規程による。    

○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） 

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） 

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 


