
 

 

 

 

 
 

凍結による水道管破裂事故が多発しています

の

①

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

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・

④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

問

 

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

○

①

②

○

       

○検査場所

○検査内容

○ 検 査 料

○

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

くは通知書をご覧ください。

申込

防ぐために全世帯にチラシ

おりますので、

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

問

○

○

○

問

 

凍結による水道管破裂事故が多発しています
村内での

の水道管の凍結防止を

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

元栓止水

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・

漏水の有無

④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（

 村では、子どもたちの健康を継続的に見守り

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

○実施期

① 毎週水曜日

② 春休み限定

３月 10

○検査対象者…平成４年４月２日～

       

○検査場所

○検査内容

○ 検 査 料

○申込方

①水曜

②春休み限定日希望の方：

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

くは通知書をご覧ください。

申込・問

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

防ぐために全世帯にチラシ

おりますので、

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

問健康福祉課健康係（いちばん館

○体育館無料開放

○場 所

○内 容

問生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

凍結による水道管破裂事故が多発しています
村内での水道管

水道管の凍結防止を

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

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・

の有無などの確認のため

④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。

建設課建設管理係（

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

実施期間：平成

日 

毎週水曜日 

春休み限定日

10 日（土）

査対象者…平成４年４月２日～

       で

○検査場所…あづま脳神経外科病院（

○検査内容…甲状腺超音波（エコー）検査

１人あたり

○ 検 査 料 …無

申込方法 

水曜日希望の方：

春休み限定日希望の方：

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

くは通知書をご覧ください。

・問健康福祉課健康係

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

防ぐために全世帯にチラシ

おりますので、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館

運動して
体育館無料開放

３月７日（水）、

所…福島県青少年会館体育館

容…卓球、バドミントン、インディアカ

※上履きをご持参ください。

生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

凍結による水道管破裂事故が多発しています
水道管の凍結

水道管の凍結防止を行い、漏水

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

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・

などの確認のため

④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。

建設課建設管理係（本庁

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

：平成 30 年

 程 

 甲状腺外来

日 

日（土）、24

査対象者…平成４年４月２日～

で村に住所のある方（今年度未受検の方）

あづま脳神経外科病院（

甲状腺超音波（エコー）検査

１人あたり

無料(全額村負担

希望の方：予約電話

春休み限定日希望の方：

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

くは通知書をご覧ください。

健康福祉課健康係

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

防ぐために全世帯にチラシ

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館

運動して
体育館無料開放日時 

日（水）、14

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

上履きをご持参ください。

生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

凍結による水道管破裂事故が多発しています
凍結による破裂・漏水が多発しています

行い、漏水

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

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・

などの確認のため

④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。

本庁☎0244

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

年３月 28

甲状腺外来 

24 日（土） 

査対象者…平成４年４月２日～

村に住所のある方（今年度未受検の方）

あづま脳神経外科病院（

甲状腺超音波（エコー）検査

１人あたり 15

全額村負担

予約電話

春休み限定日希望の方：下記

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

くは通知書をご覧ください。 

健康福祉課健康係（いちばん館☎

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

防ぐために全世帯にチラシを配布しました。

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館

運動していい汗かきましょう！
  

14日（水）、

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

上履きをご持参ください。

生涯学習課（ふれ愛館☎0244

いいたてクリニックの診療日時

凍結による水道管破裂事故が多発しています
による破裂・漏水が多発しています

行い、漏水が起こらないようお気を付けください。

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

 

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・

などの確認のため必ず立会いをお願いします

④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。

0244-42-

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

28 日（水）

 

 

査対象者…平成４年４月２日～平成

村に住所のある方（今年度未受検の方）

あづま脳神経外科病院（

甲状腺超音波（エコー）検査

15 分程度(

全額村負担) 

予約電話 ☎080

下記健康福祉課

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

 

いちばん館☎

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

を配布しました。

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244

いい汗かきましょう！

日（水）、21（水）

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

上履きをご持参ください。

☎0244-42-0072

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

第 8

凍結による水道管破裂事故が多発しています
による破裂・漏水が多発しています

が起こらないようお気を付けください。

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

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・

必ず立会いをお願いします

④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。

-1624）

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

（水）まで

午後３時～午後４時

午前９時～午前

平成24年４月１日

村に住所のある方（今年度未受検の方）

あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

甲状腺超音波（エコー）検査

(説明含む

080‐5737

健康福祉課

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

いちばん館☎024

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

を配布しました。

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

0244-42-

いい汗かきましょう！

（水）、28

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

上履きをご持参ください。 

0072） 

毎週火・木曜日

886 号 

凍結による水道管破裂事故が多発しています
による破裂・漏水が多発しています

が起こらないようお気を付けください。

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

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・

必ず立会いをお願いします

④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。

） 

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

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。

まで 

時

午後３時～午後４時

午前９時～午前

年４月１日

村に住所のある方（今年度未受検の方）

福島市大森字柳下

甲状腺超音波（エコー）検査 

説明含む) 

5737‐5122

健康福祉課健康係までご連絡ください。

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

0244-42-

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

を配布しました。相談できる窓口を案内して

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

-1637）

いい汗かきましょう！

28日（水）

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカなど

 

毎週火・木曜日

 平成 30

凍結による水道管破裂事故が多発しています
による破裂・漏水が多発しています

が起こらないようお気を付けください。

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

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・

必ず立会いをお願いします。

④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。 

甲状腺検査の実施について 

本人や保護者の

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています

検査を希望の方は、下記までお申込みください。 

時 間 

午後３時～午後４時

午前９時～午前 11 時

年４月１日まで

村に住所のある方（今年度未受検の方） 

福島市大森字柳下 16

5122 

までご連絡ください。

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

-1638） 

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調

相談できる窓口を案内して

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

こころの健康相談のお知らせ 

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。

） 

いい汗かきましょう！

日（水）  午前

（福島市黒岩） 

など 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年２月

凍結による水道管破裂事故が多発しています
による破裂・漏水が多発しています。村内住居

が起こらないようお気を付けください。

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

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・

。 

④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

 

本人や保護者の皆さん

安心していただくため、甲状腺検査を下記により実施しています。

午後３時～午後４時 30 分 

時 30 分 

までに生まれた

 

16 番地

までご連絡ください。

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、

  

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ
悩みをひとりで抱え込んでいませんか？村ではこころの不調や自殺を

相談できる窓口を案内して

ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。 

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

の相談もできますので、希望の方はお気軽にご相談ください。 

いい汗かきましょう！ 

午前10時～正午

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

月 20 日 
 

凍結による水道管破裂事故が多発しています！ 
村内住居

が起こらないようお気を付けください。 

水道の 

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・ 

④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 

皆さんに

。 

 

 

に生まれた方  

番地の１） 

までご連絡ください。 

※対象者には保護者宛に通知及び同意書をお送りしていますので、詳し

こころの健康のためのチラシ配布のお知らせ 

や自殺を

相談できる窓口を案内して

村では希望される方にこころの健康相談・家庭訪問を行っています。

眠れない、気分が落ち込むなど、こころの不調はありませんか？ご家族

時～正午 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園及び学童保育
 村教育委員会では、平成

○募集職種…保育補助員

○勤務場所…認定こども園及び学童保育

○募集人員…若干名

○雇用期間…平成

○勤務時間…月～土のうち５日間

○賃 金

○応募資格…資格要件なし。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

      

○募集期間…

問教育課学校教育係

30
平成

JA ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

なお、

違いがあれば修正してください。

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

農政係内）もしくは、

さい。

問飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
 東日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

○申請期間

 基礎支援金及び加算支援金

※当初の申請期間平成

問健康福祉課

「メモリアルホール
 昨年

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

 ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

○「メモリアルホール

○利用料…

   

     

問メモリアルホール

 

 

平成

 村では、

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

 申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

問住民課税務係（本庁☎

 

午前９時～正午（受付は午前８時

認定こども園及び学童保育
村教育委員会では、平成

○募集職種…保育補助員

○勤務場所…認定こども園及び学童保育

○募集人員…若干名

○雇用期間…平成

○勤務時間…月～土のうち５日間

金 等…飯舘村規程によります。

○応募資格…資格要件なし。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

      

○募集期間…

教育課学校教育係

30 年度
平成 22 年度の情報を基に作成した「平成

ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

なお、名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

違いがあれば修正してください。

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

農政係内）もしくは、

さい。 

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

○申請期間 

基礎支援金及び加算支援金

※当初の申請期間平成

健康福祉課

「メモリアルホール
昨年 12 月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

○「メモリアルホール

○利用料…通夜から告別式まで

   告別式のみ・法要のみ

     ※葬儀費用などは、別途かかります。

メモリアルホール

平成

村では、平成

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

住民課税務係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

認定こども園及び学童保育
村教育委員会では、平成

○募集職種…保育補助員

○勤務場所…認定こども園及び学童保育

○募集人員…若干名

○雇用期間…平成 30

○勤務時間…月～土のうち５日間

午前７時～午後７時の間で７時間

等…飯舘村規程によります。

○応募資格…資格要件なし。

※保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

せします。

      〒960-

○募集期間…３月９日（金）まで

教育課学校教育係

年度 水稲共済細目書
年度の情報を基に作成した「平成

ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

違いがあれば修正してください。

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

農政係内）もしくは、

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

基礎支援金及び加算支援金

※当初の申請期間平成

健康福祉課福祉係（いちばん館☎

「メモリアルホール
月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

○「メモリアルホール

通夜から告別式まで

告別式のみ・法要のみ

※葬儀費用などは、別途かかります。

メモリアルホール

平成 30 年度（

平成 30

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

住民課税務係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

認定こども園及び学童保育
村教育委員会では、平成

○募集職種…保育補助員 

○勤務場所…認定こども園及び学童保育

○募集人員…若干名 

30 年４月１日から平成

○勤務時間…月～土のうち５日間

午前７時～午後７時の間で７時間

等…飯舘村規程によります。

○応募資格…資格要件なし。

保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

せします。 

-1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

３月９日（金）まで

教育課学校教育係（本庁☎

水稲共済細目書
年度の情報を基に作成した「平成

ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

違いがあれば修正してください。

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

農政係内）もしくは、JA ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

基礎支援金及び加算支援金

※当初の申請期間平成 30 年４月

福祉係（いちばん館☎

「メモリアルホール
月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

○「メモリアルホール いいたて」

通夜から告別式まで

告別式のみ・法要のみ

※葬儀費用などは、別途かかります。

メモリアルホール いいたて（☎

年度（

30 年度（29

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

住民課税務係（本庁☎0244

分～午前 11

認定こども園及び学童保育
村教育委員会では、平成 30 年４月１日採用の臨時職員を募集します。

○勤務場所…認定こども園及び学童保育

年４月１日から平成

○勤務時間…月～土のうち５日間 

午前７時～午後７時の間で７時間

等…飯舘村規程によります。

○応募資格…資格要件なし。 

保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

３月９日（金）まで（郵送の場合必着）

☎0244-

水稲共済細目書
年度の情報を基に作成した「平成

ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

違いがあれば修正してください。 

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

基礎支援金及び加算支援金 平成

年４月 11

福祉係（いちばん館☎

「メモリアルホール いいたて」からのお知らせ
月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

いいたて」

通夜から告別式まで  

告別式のみ・法要のみ 

※葬儀費用などは、別途かかります。

いいたて（☎

年度（29 年分）

29 年分）

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

0244-42-

11 時 30

 

 

 

認定こども園及び学童保育
年４月１日採用の臨時職員を募集します。

○勤務場所…認定こども園及び学童保育 

年４月１日から平成

  

午前７時～午後７時の間で７時間

等…飯舘村規程によります。 

保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

（郵送の場合必着）

-42-1631

水稲共済細目書
年度の情報を基に作成した「平成

ふくしま未来より順次発送しています。

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り

平成 31 年４月

11 日から１年間延長となりました。

福祉係（いちばん館☎0244-

いいたて」からのお知らせ
月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には

儀・法要などの費用が別々にかかります。

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

いいたて」 伊丹沢字伊丹字

  １回 

 １回 

※葬儀費用などは、別途かかります。

いいたて（☎0244-32

年分）

申告相談について
年分）申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

-1615）

30 分）☎

認定こども園及び学童保育 臨時職員募集
年４月１日採用の臨時職員を募集します。

 伊丹沢字山田地内

年４月１日から平成 31 年３月

午前７時～午後７時の間で７時間 45

保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

（郵送の場合必着）

1631） 

水稲共済細目書をご確認ください
年度の情報を基に作成した「平成 30 年度水稲共済細目書」を、

ふくしま未来より順次発送しています。平成 30

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

支援金・加算支援金の申請期間が下記の通り、１年間

年４月 10

日から１年間延長となりました。

-42-1633

いいたて」からのお知らせ
月に開所しました「メモリアルホール

か、法要にも使うことができます。利用には、施設利用料金のほかに

儀・法要などの費用が別々にかかります。 

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。）

伊丹沢字伊丹字

 30,000

 20,000

※葬儀費用などは、別途かかります。

32-1590）

年分） 

申告相談について
申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

） 

分）☎0244-68

臨時職員募集
年４月１日採用の臨時職員を募集します。

伊丹沢字山田地内

年３月 31 日（更新あり）

45 分勤務

保育士免許、子育て経験あればなお可。

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-1 

（郵送の場合必着） 

をご確認ください
年度水稲共済細目書」を、

30 年に作付する・しないに

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

飯舘地域農業再生協議会（復興対策課農政係内）（本庁

被災者生活再建支援金申請期間を
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

、１年間延長となりました。

10 日（火）

日から１年間延長となりました。

1633） 

いいたて」からのお知らせ
月に開所しました「メモリアルホール いいたて」は

、施設利用料金のほかに

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

くしま未来農業協同組合に電話が転送されます。） 

伊丹沢字伊丹字 834

30,000 円 

20,000 円 

※葬儀費用などは、別途かかります。 

） 

申告相談について
申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

申告相談日・場所などについて、詳しくは１月 20 号及び２月５日号

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。

68-2277 

臨時職員募集
年４月１日採用の臨時職員を募集します。

伊丹沢字山田地内 

日（更新あり）

分勤務 

保育士免許、子育て経験あればなお可。 

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

1  

をご確認ください
年度水稲共済細目書」を、

年に作付する・しないに

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

本庁☎0244-

被災者生活再建支援金申請期間を延長
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

延長となりました。

（火）まで 

日から１年間延長となりました。

いいたて」からのお知らせ
いいたて」は

、施設利用料金のほかに

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

834 番地５

申告相談について
申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。

号及び２月５日号

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

日程については、村ホームページでもご確認いただけます。 

 

臨時職員募集 
年４月１日採用の臨時職員を募集します。

日（更新あり）

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

をご確認ください
年度水稲共済細目書」を、

年に作付する・しないに

関わらず、押印のうえ、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。 

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

-42-1621

延長 
日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

延長となりました。

日から１年間延長となりました。 

いいたて」からのお知らせ 
いいたて」は葬儀のほ

、施設利用料金のほかに

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

番地５ 

申告相談について 

申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

区の方は順番が前後することがありますので、ご理解ください。 

号及び２月５日号

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の

 

 
年４月１日採用の臨時職員を募集します。 

日（更新あり） 

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

をご確認ください 

年度水稲共済細目書」を、

年に作付する・しないに

名前、耕地農地、品目（作付しない場合は、「自己保全管理」）等に間

書き方がわからない場合は、飯舘地域農業再生協議会（村復興対策課

ふくしま未来営農センターにお問い合わせくだ

1621） 

日本大震災により、住宅に被害（全壊・大規模半壊など）を受けた

方へ被害状況に応じた支援金が支給される被災者生活再建支援金の基礎

延長となりました。 

 

 
葬儀のほ

、施設利用料金のほかに葬

ご利用を希望する場合は、下記までご連絡ください。（運営を行うふ

申告相談会を行っています。行政区

指定日は、指定されている行政区の方が優先となります。指定外の行政

号及び２月５日号

に同封した「申告相談のご案内」をご覧ください。なお、申告相談会の



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成 30 年１月１日から 31 日までに村で行った食品等の放射性物質の

測定結果について、お知らせします。この他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。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

井戸水・湧水等 ０ - - - 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課除染対策係（本庁☎0244-42-1625） 

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/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
２月１日（雪） １月 18 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.28 0.44 0.31 0.27 

２ 深谷字原前地内 0.07 0.07 0.10 0.10 

３ 伊丹沢字山田地内 0.29 0.32 0.65 0.84 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.15 0.26 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.43 0.50 0.47 0.44 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.30 0.38 0.36 0.34 

７ 大倉字湯舟地内 0.16 0.13 0.19 0.15 

８ 佐須字佐須地内 0.19 0.22 0.28 0.26 

９ 草野字柏塚地内 0.12 0.11 0.16 0.16 

10 飯樋字下桶地内地内 0.25 0.31 0.29 0.31 

11 飯樋字一ノ関地内 0.20 0.20 0.19 0.19 

12 飯樋字笠石地内 0.26 0.31 0.36 0.38 

13 飯樋字原地内 0.28 0.39 0.40 0.34 

14 比曽字比曽地内 0.15 0.13 0.16 0.15 

15※ 長泥字長泥地内 1.67 2.82 2.27 2.96 

16 蕨平字木戸地内 0.40 0.35 0.50 0.44 

17 松塚字神田地内 0.14 0.15 0.19 0.18 

18 臼石字町地内 0.29 0.31 0.46 0.44 

19 前田字福田地内 0.32 0.32 0.40 0.37 

20 二枚橋字町地内 0.15 0.16 0.23 0.21 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
２月１日 １月 18 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.22 0.20 0.28 0.26 

２ 深谷字大森地内 0.18 0.21 0.26 0.28 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.13 0.20 0.15 0.14 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.19 0.26 0.24 

５ 小宮字曲田地内 0.23 0.20 0.32 0.24 

６ 芦原白金地内 0.14 0.16 0.22 0.20 

７ 大倉字大倉地内 0.11 0.10 0.14 0.12 

８ 佐須字虎捕地内 0.28 0.34 0.34 0.35 

９ 草野字大坂地内 0.17 0.20 0.23 0.21 

10 飯樋字町地内 0.16 0.17 0.21 0.20 

11 飯樋字割木地内 0.23 0.21 0.28 0.24 

12 飯樋字笠石地内 0.16 0.12 0.22 0.18 

13 飯樋字宮仲地内 0.15 0.15 0.16 0.15 

14 比曽字中比曽地内 0.17 0.15 0.24 0.18 

15※ 長泥字曲田地内 1.57 1.89 2.04 2.22 

16 蕨平字蕨平地内 0.32 0.29 0.38 0.39 

17 関根字押木内地内 0.14 0.12 0.17 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.19 0.21 0.23 0.19 

19 前田字古今明地内 0.19 0.15 0.25 0.22 

20 須萱字水上地内 0.10 0.10 0.13 0.13 

 

乳がん検診（福島市内）のお知らせ  

乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施しています。年に１回

の検診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！ 

○実施期間…２月 28 日（水）まで ※実施期間を過ぎると、受診できません。 

○実施場所…福島市内の医療機関（５月に郵送した「健診実施医療機関

名簿」をご覧ください。） 

○持 ち 物 …保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付

したオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、下

記まで連絡をお願いします。） 

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。 

セルフチェックとは？ 月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。 

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど確認してみましょ

う。「おかしいな」と思ったら、すぐに医療機関へ！ 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1637） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 
村社会福祉協議会では、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

でご利用ください。相談は無料です。 

○日 時…３月 20 日（火）  午後１時 15 分～午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏 

○予 約…３月 15 日（木）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お茶のみ会のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での住民交流事業「お茶のみ会」を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

開催日 時 間 場 所 会費 

３月 14 日（水） 
午前10時

～  

11時30分 

福島市渡利学習センター 

（和室） 100 円 
（当日、受

付で徴収し

ます） 

３月 16 日（金） 福島市杉妻学習センター 

（和室） 
３月 23 日（金） 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

あなたの自動車は、正しく登録されていますか？ 
 自動車税は、４月１日（日）午前０時現在で車検証上の所有者（割賦

販売の場合は使用者）に課税されます。自動車を下取りに出したり、他

人に譲り渡したり、廃車した場合などは、平成 30 年３月末日までに必ず

運輸支局で名義変更や抹消登録の手続きを行ってください。 

 また、車を所有する方が亡くなった場合も、必ず運輸支局で相続する

方への名義変更や抹消登録等の手続きを行ってください。 

自動車税に関すること 

問相双地方振興局 県税部課税課課税第二チーム（☎0244-26-1127） 

自動車の登録手続きに関すること 

問国土交通省東北運輸局 福島運輸支局（☎050-5540-2015） 

（株）飯舘庄司土木 従業員募集のお知らせ 
○募集人員…約 10 名（20 歳～60 歳）  

○給 与 等…当社規定による ※持ち込み作業車両手当あり 

○業務内容・勤務地 

①田村市及び田村郡での除去物運搬車両の線量測定 

②飯舘村及び川俣町での一般土木作業 

○休  日…日・祝等当社カレンダーによる 

○雇用期間…３か月・６か月（更新あり） 

○そ の 他…雇用・労災・健保・厚生年金保険あり 

○応募方法…電話連絡のうえ、履歴書を下記まで持参ください。 

問（株）飯舘庄司土木（飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地 50） 

担当：寄田（よりた）090-3722-7493 

 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

イノシシの肉 ５ ５ 14,280Bq/㎏ 大倉ほか 

フキノトウ １ １ 103Bq/㎏ 草野 

凍みだいこん １ ０ 不検出 深谷 


