
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
 

したが、４月

にて業務を行います。

 

お願い申し上げます。

【４月からの
○

仮設・借上げ

※

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

問

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

ます。

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

ついては、平成

①帰還困難区域

②その他の村内地域

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

後）が

問

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
 

部負担

の方は、

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

ついては、平成

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

方

問

の利用期限

問

 

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

災害情報配信メールサービス：

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

登録を行うことができます。

問

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
 村では、村役場

したが、４月

にて業務を行います。

 村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

お願い申し上げます。

【４月からの
○住民相談総合窓口

仮設・借上げ

※各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

問飯野支所

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

ます。 

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

ついては、平成

区域区分

①帰還困難区域

②その他の村内地域

の上位所得層

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

後）が 600

問住民課住民係（本庁

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
 介護保険を利用されている方へのお知らせです。

部負担金

の方は、平成

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

ついては、平成

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

方です。

問健康福祉課

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
平成 29

の利用期限

問地域包括支援センター（いちばん館内

村災害用配信メールを登録しましょう
 村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

 

災害情報配信メールサービス：

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

登録を行うことができます。

問総務課総務

いいたてクリニックの診療日時

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
村では、村役場

したが、４月より

にて業務を行います。

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

お願い申し上げます。

【４月からの松川第一仮設住宅集会所
住民相談総合窓口

仮設・借上げ住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

飯野支所生活支援係（☎

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

ついては、平成 29

区域区分 

①帰還困難区域 

②その他の村内地域

上位所得層以外

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

600 万円を超える世帯です。

住民課住民係（本庁

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、

平成 31

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

ついては、平成 29

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

です。 

健康福祉課福祉係（

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
29 年度の紙おむつクーポン券は、

の利用期限となってい

地域包括支援センター（いちばん館内

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

災害情報配信メールサービス：

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

登録を行うことができます。

総務課総務係（

いいたてクリニックの診療日時

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
村では、村役場飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

より現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

にて業務を行います。 

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

お願い申し上げます。 

松川第一仮設住宅集会所
住民相談総合窓口 

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

生活支援係（☎

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

29 年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

 
国保税及び後期保険料

 

②その他の村内地域

以外 

平成

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

万円を超える世帯です。

住民課住民係（本庁☎0244

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

について、帰還困難区域と、その他の村内地域の

31 年２月 28

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

29 年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

福祉係（いちばん館内

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

災害情報配信メールサービス：

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

登録を行うことができます。

係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

 

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

 

松川第一仮設住宅集会所

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

生活支援係（☎024

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

国保税及び後期保険料

減免期間

平成 31 年３月

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

万円を超える世帯です。

☎0244-

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

帰還困難区域と、その他の村内地域の

28 日まで延長されます。

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

災害情報配信メールサービス：

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

登録を行うことができます。 

☎0244-

いいたてクリニックの診療日時

                          

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

松川第一仮設住宅集会所

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

024-562-4249

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

国保税及び後期保険料

減免期間

年３月 31

減免継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

万円を超える世帯です。 

-42-1619

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

帰還困難区域と、その他の村内地域の

日まで延長されます。

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内☎

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。

災害情報配信メールサービス：iitate@entry.mail

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

 

-42-1611

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

                          第 887

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

松川第一仮設住宅集会所内での届け出・手続き】

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

4249） 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

国保税及び後期保険料

減免期間 

31 日まで

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

 

1619） 

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

帰還困難区域と、その他の村内地域の

日まで延長されます。

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

☎0244-42

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、平成

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎0244

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

届けします。ぜひ登録してください。 

iitate@entry.mail

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

1611） 

毎週火・木曜日

87 号 平成

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

内での届け出・手続き】

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

国保税及び後期保険料 
一部負担金免除期間

平成

免除継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

帰還困難区域と、その他の村内地域の

日まで延長されます。 

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が

42-1633

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
平成 30 年３月

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

0244-42-

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

iitate@entry.mail-

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

毎週火・木曜日

平成 30

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

内での届け出・手続き】

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

必要な場合は印鑑などの準備をお願いいたします。 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免及び免除

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

一部負担金免除期間

平成 31 年２月

免除継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。介護サービス利用一

帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層に該当する方…被保険者個人の合計所得が633

1633） 

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年３月 15

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

-1626） 

村災害用配信メールを登録しましょう
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

-dpt.jp    

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年３月

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

内での届け出・手続き】

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について 
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

及び免除が延長され

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

一部負担金免除期間

年２月 28 日ま

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護サービス利用一

上位所得層以外

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

633万円以上の

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ 

15 日（木）

ます。期限内のご利用をお願いいたします。

 

村災害用配信メールを登録しましょう 
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお

    

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

などから空メールを送信し、本登録を行うことができます。 

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

４月から飯野支所が松川第一仮設に移ります 
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりま

現在の飯野支所を閉所し、松川第一仮設住宅集会所内

村民の皆さまには、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解を

内での届け出・手続き】 

住宅入退去手続き、仮設住宅維持管理、自治会支援等業務 

各種届出・申請の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

 
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

が延長され

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの

免除証明書をお送りしております。８月から翌年２月末までの証明書に

年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。 

一部負担金免除期間 

日まで 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

介護保険一部負担金の免除期間が延長されます 

介護サービス利用一

上位所得層以外

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定

票をお送りしております。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票に

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。 

万円以上の

 

（木）まで

ます。期限内のご利用をお願いいたします。 

 
村では、メール機能を利用した、防災情報の配信しています。気象警

報、避難情報など、災害が発生した際の重要な情報をいち早く確実にお 

     

※上記メールアドレスに携帯電話・スマートフォン及びタブレット端末

※「飯舘村ホームページ」⇒「災害用情報メール配信サービス」からも

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

いしませんか？

○日 

○場 

○その他…式終了後、

問教育課学校教育

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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。

◆３月

◆３月

◆３月

◆３月

◆場所…

問飯舘村議会事務局（

 家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

懲役３年以下または

あります。

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

火災予防には、

ご協力をよろしくお願いいたします。

問南相馬

現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

削・簡易水道接続）補助金は、

長泥）を除き、

受付期間中に申請された場合、工事は平成

31 日）まで行うことができます。

お願いいたします。

問復興対策課商工労政係

 村交流センターの自主文化事

絵に会いに行く」は、県内外から

この機会に

事前申し込みは、下記

○日 

○場 

○内  

問生涯学習課

村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成

○補 

○申請方法

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

○申請期限…

問飯野支所生活支援係（☎

※４月からは

午前９時～正午（受付は午前８時

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

いしませんか？

 時…４月１日（日）

 所…飯舘中学校体育館（

○その他…式終了後、

行われます。

教育課学校教育

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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。

◆３月 ５日（月

月 ７日（水）・

３月 12 日

３月 19 日

◆場所…村役場本庁舎内議場

飯舘村議会事務局（

家庭ごみの焼却
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

懲役３年以下または

あります。今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

火災予防には、

ご協力をよろしくお願いいたします。

南相馬消防

飲料水安全確保対策事業

現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

削・簡易水道接続）補助金は、

長泥）を除き、

受付期間中に申請された場合、工事は平成

日）まで行うことができます。

お願いいたします。

復興対策課商工労政係

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
村交流センターの自主文化事

絵に会いに行く」は、県内外から

この機会に

事前申し込みは、下記

 時…３月

 所…交流センターふれ愛館

  容…①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

生涯学習課

村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成

 助 額…支払った共益費の

○申請方法 

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

○申請期限…

飯野支所生活支援係（☎

※４月からは

午前９時～正午（受付は午前８時

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

いしませんか？ 

４月１日（日）

所…飯舘中学校体育館（

○その他…式終了後、

行われます。

教育課学校教育係（

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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。 

５日（月）

７日（水）・

日（月）・

日（月）

村役場本庁舎内議場

飯舘村議会事務局（

家庭ごみの焼却
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

懲役３年以下または

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

火災予防には、一人ひとりの防火に対する意識が

ご協力をよろしくお願いいたします。

消防署飯舘分署（☎

飲料水安全確保対策事業

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

削・簡易水道接続）補助金は、

長泥）を除き、平成

受付期間中に申請された場合、工事は平成

日）まで行うことができます。

お願いいたします。

復興対策課商工労政係

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
村交流センターの自主文化事

絵に会いに行く」は、県内外から

この機会に山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

事前申し込みは、下記

３月 24

交流センターふれ愛館

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

生涯学習課（ふれ愛館

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成 29

額…支払った共益費の

 

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

○申請期限…４月 18

飯野支所生活支援係（☎

※４月からは、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

４月１日（日） 受付

所…飯舘中学校体育館（

○その他…式終了後、テープカットやバルーンリリース等のイベントが

行われます。 

係（本庁

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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

）     

７日（水）・ ８日（木）‥‥‥‥‥‥

（月）・14 日（水）

（月）       

村役場本庁舎内議場

飯舘村議会事務局（本庁

家庭ごみの焼却
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

懲役３年以下または300万円以下の罰金または

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

一人ひとりの防火に対する意識が

ご協力をよろしくお願いいたします。

飯舘分署（☎

飲料水安全確保対策事業

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

削・簡易水道接続）補助金は、

平成 30 年３月

受付期間中に申請された場合、工事は平成

日）まで行うことができます。

お願いいたします。※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

復興対策課商工労政係（

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
村交流センターの自主文化事

絵に会いに行く」は、県内外から

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

事前申し込みは、下記生涯学習課

24 日（土） 

交流センターふれ愛館

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

ふれ愛館☎

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

29 年４月分から平成

額…支払った共益費の

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

18 日（水）

飯野支所生活支援係（☎

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

分～午前 11

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

受付：午前９時

所…飯舘中学校体育館（伊丹沢字山田

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

 

本庁☎0244

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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

      ‥‥‥‥‥‥

８日（木）‥‥‥‥‥‥

日（水）・

     ‥‥‥‥‥‥

村役場本庁舎内議場 

本庁☎0244

家庭ごみの焼却は禁止されています！
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

万円以下の罰金または

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

一人ひとりの防火に対する意識が

ご協力をよろしくお願いいたします。

飯舘分署（☎0244

飲料水安全確保対策事業

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

削・簡易水道接続）補助金は、４

年３月 31

受付期間中に申請された場合、工事は平成

日）まで行うことができます。

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

（本庁☎

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
村交流センターの自主文化事業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

絵に会いに行く」は、県内外から

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

生涯学習課

  正午

交流センターふれ愛館

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

☎0244-42

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

年４月分から平成

額…支払った共益費の１

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

日（水） 

飯野支所生活支援係（☎024-562

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

11 時 30

 

 
 

 

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

午前９時 15

伊丹沢字山田

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

4-42-1631

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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

‥‥‥‥‥‥

８日（木）‥‥‥‥‥‥

・15 日（木）

‥‥‥‥‥‥

0244-42-1628

は禁止されています！
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

万円以下の罰金または

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。

一人ひとりの防火に対する意識が

ご協力をよろしくお願いいたします。 

0244-42-0119

飲料水安全確保対策事業(井戸掘削・簡易水道接続

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

４行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

31 日で申請

受付期間中に申請された場合、工事は平成

日）まで行うことができます。希望の方は、期間内にご相談・

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

本庁☎0244-42

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

絵に会いに行く」は、県内外からたくさんの方が参加される予定です

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

生涯学習課までお願いいたします。※定員

正午～午後３時

交流センターふれ愛館 

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

42-0072

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。

年４月分から平成 30

１/２（円未満切り捨て）

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。

562-4249

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

30 分）☎

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

15 分 式開始

伊丹沢字山田 380

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

1631） 

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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

‥‥‥‥‥‥ 開会

８日（木）‥‥‥‥‥‥  一般質問

日（木） 予算審査特別委員会

‥‥‥‥‥‥ 議案審議・閉会

1628） 

は禁止されています！
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

万円以下の罰金または伴科に処せられる

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

ごみの焼却」から林野へと延焼拡大しました。 

一人ひとりの防火に対する意識が

0119） 

井戸掘削・簡易水道接続

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

で申請受付が終了

受付期間中に申請された場合、工事は平成 30

希望の方は、期間内にご相談・

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

42-1620

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

たくさんの方が参加される予定です

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

までお願いいたします。※定員

～午後３時 15

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

0072） 

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成

益費について、次のとおり補助します。 

30 年３月分までの共益費

（円未満切り捨て）

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

紙は、本庁住民課窓口と飯野支所にあります。 

4249） 

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

分）☎0244-68

認定こども園・小中学校開園開校式
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

式開始：午前

380） 

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程
３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

開会 

一般質問

予算審査特別委員会

議案審議・閉会

は禁止されています！
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

伴科に処せられる

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

 

一人ひとりの防火に対する意識が重要

井戸掘削・簡易水道接続

補助申請受付は今年度で終了します
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

受付が終了

30 年度末（平成

希望の方は、期間内にご相談・

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

1620） 

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

たくさんの方が参加される予定です

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

までお願いいたします。※定員

15 分 

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅に避難されている方が平成 29 年度に支払った共

年３月分までの共益費

（円未満切り捨て）

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

 

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

68-2277 

認定こども園・小中学校開園開校式のご案内
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

：午前 10 時（予定）

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
３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

一般質問 

予算審査特別委員会

議案審議・閉会

は禁止されています！
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

伴科に処せられる

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

重要です。ご理解・

井戸掘削・簡易水道接続)の 

補助申請受付は今年度で終了します 
現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

受付が終了となります。

年度末（平成

希望の方は、期間内にご相談・

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう
業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

たくさんの方が参加される予定です

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

までお願いいたします。※定員

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交

共益費交付金事業のご案内 
年度に支払った共

年３月分までの共益費

（円未満切り捨て） 

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。

 

のご案内
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

時（予定）

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

〔予 定 〕
３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

予算審査特別委員会 

議案審議・閉会 

は禁止されています！ 
家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

伴科に処せられることが

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

です。ご理解・

 

現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

となります。 

年度末（平成 31 年 3

希望の方は、期間内にご相談・申請を

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。

「オオカミ絵ツアー」で交流しましょう 
業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

たくさんの方が参加される予定です

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

までお願いいたします。※定員 25 名

①昼食交流②山津見神社オオカミ絵見学③ティータイム交流

年度に支払った共

年３月分までの共益費 

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用

、松川第一応急仮設集会所内で業務を行います。 

のご案内 
村教育委員会では、村内での学校再開及び認定こども園の開園に伴い、

開園開校式を下記のとおり開催します。一般の方も参加できますので、

ご参加ください。申し込みは不要です。村内での学校再開を一緒にお祝

時（予定） 

テープカットやバルーンリリース等のイベントが

〕  
３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

家庭ごみなどの屋外での焼却は、原則禁止されています。違反すると

ことが

今年度、村内では５件の火災が発生し、その内２件が「家庭

です。ご理解・

現在、補助申請を受け付けている飲料水安全確保対策事業（井戸掘

行政区（前田・八和木、比曽、蕨平、

 

3 月

申請を

※事前着工は対象外となりますのでご注意ください。 

業「国宝ハンター・橋本麻里とオオカミ

たくさんの方が参加される予定です。  

山津見神社のオオカミ絵を見て、参加者と交流しませんか。

名 

流  

年度に支払った共

申請用紙に記入・押印し、領収書などの支払額が証明できるものと、 

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係へ提出してください。申請用 

   



○勤務条件等

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験

※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

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

【農地】

行政区

15

【宅地】

行政区

15

 

介護士

介護員

調理員

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給

手 当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験 日

※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

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

【農地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

【宅地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

募集職種

介護士 

介護員 

調理員 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給…正職（月額

パート（時給：資格無

当…通勤手当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

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（☎

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

（地上から１

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

募集職種 

正職 

パート

パート

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

正職（月額 144,400

パート（時給：資格無

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

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内 

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内 

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内 

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内 

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

条件資格免許等

 介護福祉士

パート 資格がなくても可

パート 
資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

144,400

パート（時給：資格無

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

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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/

及び１cm

小字地内 

草野字大谷地地内 

深谷字原前地内 

伊丹沢字山田地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

八木沢字上八木沢地内 

大倉字湯舟地内 

佐須字佐須地内 

草野字柏塚地内 

飯樋字下桶地内地内 

飯樋字一ノ関地内 

飯樋字笠石地内 

 

比曽字比曽地内 

長泥字長泥地内 

蕨平字木戸地内 

松塚字神田地内 

 

前田字福田地内 

二枚橋字町地内 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

伊丹沢字伊丹沢地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

 

大倉字大倉地内 

佐須字虎捕地内 

草野字大坂地内 

 

飯樋字割木地内 

飯樋字笠石地内 

飯樋字宮仲地内 

比曽字中比曽地内 

長泥字曲田地内 

蕨平字蕨平地内 

関根字押木内地内 

臼石字菅田地内 

前田字古今明地内 

須萱字水上地内 

条件資格免許等

介護福祉士

資格がなくても可

調理師

資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

144,400 円～ ※経験年数を換算し支給）

パート（時給：資格無 800

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 

午前８時 30

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

/時です。

cm の高さで測定）

２月 15

１ｍ

0.26

0.09

0.27

0.24

0.29

 0.27

0.19

0.20

0.11

0.25

0.19

0.30

0.25

0.13

1.62

0.51

0.14

0.32

0.35

0.16

cm の高さで測定）

２月

１ｍ

0.25

0.17

 0.11

0.24

0.30

0.18

0.12

0.27

0.18

0.17

0.24

0.21

0.12

0.19

1.42

0.36

0.16

0.22

0.18

0.11

条件資格免許等 

介護福祉士 

資格がなくても可 

調理師 

資格がなくても可 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

800 円～ 資格有

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

  

30 分～午後５時

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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。※は除染

の高さで測定）

15 日（雪

ｍ １c

0.26 0.26

0.09 0.08

0.27 0.29

0.24 0.15

0.29 0.30

0.27 0.22

0.19 0.16

0.20 0.20

0.11 0.11

0.25 0.30

0.19 0.17

0.30 0.47

0.25 0.21

0.13 0.12

1.62 2.27

0.51 0.40

0.14 0.16

0.32 0.36

0.35 0.30

0.16 0.19

の高さで測定）

月 15 日

１ｍ １

0.25 0.22

0.17 0.22

0.11 0.14

0.24 0.22

0.30 0.24

0.18 0.17

0.12 0.11

0.27 0.37

0.18 0.19

0.17 0.22

0.24 0.22

0.21 0.19

0.12 0.12

0.19 0.16

1.42 1.47

0.36 0.33

0.16 0.15

0.22 0.19

0.18 0.16

0.11 0.10

 
採用

人員

５名

 ５名

 
２名

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

資格有 830

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42

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

※は除染未実施分です

の高さで測定） 

日（雪） ２

cｍ １

0.26 0.28

0.08 0.07

0.29 0.29

0.15 0.20

0.30 0.43

0.22 0.30

0.16 0.16

0.20 0.19

0.11 0.12

0.30 0.25

0.17 0.20

0.47 0.26

0.21 0.28

0.12 0.15

2.27 1.67

0.40 0.40

0.16 0.14

0.36 0.29

0.30 0.32

0.19 0.15

の高さで測定） 

日 

１cm １ｍ

0.22 0.22

0.22 0.18

0.14 0.13

0.22 0.23

0.24 0.23

0.17 0.14

0.11 0.11

0.37 0.28

0.19 0.17

0.22 0.16

0.22 0.23

0.19 0.16

0.12 0.15

0.16 0.17

1.47 1.57

0.33 0.32

0.15 0.14

0.19 0.19

0.16 0.19

0.10 0.10

採用 

人員 
勤務先

５名 

いいたて

ホーム
５名 

２名 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 

※経験年数を換算し支給）

830 円～）

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時 30 分（日曜除く）

…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。 

42-1700）

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

未実施分です

２月１日（雪）

１ｍ 

0.28 

0.07 

0.29 

0.20 

0.43 

0.30 

0.16 

0.19 

0.12 

0.25 

0.20 

0.26 

0.28 

0.15 

1.67 

0.40 

0.14 

0.29 

0.32 

0.15 

２月１

１ｍ 

0.22 

0.18 

0.13 

0.23 

0.23 

0.14 

0.11 

0.28 

0.17 

0.16 

0.23 

0.16 

0.15 

0.17 

1.57 

0.32 

0.14 

0.19 

0.19 

0.10 

勤務先 

いいたて

ホーム 

い い た て 福 祉 会 職 員 募 集

※採用後６か月間は試的任用期間となります。 
 社会保険加

※経験年数を換算し支給） 

円～） 

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

 

） 

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

未実施分です。 

日（雪） 

１cm 

0.44 

0.07 

0.32 

0.15 

0.50 

0.38 

0.13 

0.22 

0.11 

0.31 

0.20 

0.31 

0.39 

0.13 

2.82 

0.35 

0.15 

0.31 

0.32 

0.16 

１日 

１cm 

0.20 

0.21 

0.20 

0.19 

0.20 

0.16 

0.10 

0.34 

0.20 

0.17 

0.21 

0.12 

0.15 

0.15 

1.89 

0.29 

0.12 

0.21 

0.15 

0.10 

年 

20 歳以

18歳以

集 

社会保険加入 

分（日曜除く） 

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

（株

ろう東北」

天ゴールデン

藤さんのミニライブ

参加

生涯学習課へ

○日  

○場  

○対象者…

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

問生涯学習課

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

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

誘い合わせ

３月

３月

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかい
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

★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。

申込期日

問愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
 復興庁では、

消費税率８％引き上げ（

または補修

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

下記の日程で、

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

○相談会日時…

○相談会会場…コラッセふくしま

※相談会では、

の提出はできません

 自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

行っていません。

ないようにご注意ください。

問住まいの復興給付金コールセンター

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」
○募集人員

○募集締切…

○給 与

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

〒960

問復興対策課商工労政係

３月

午前

楽天×西武
（株）楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

ろう東北」の一環として、

ゴールデン

藤さんのミニライブ

参加希望の

生涯学習課へ

  時…４

  所…楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

対象者…飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

生涯学習課

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

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

合わせのうえ

日時 

３月 14 日（水

３月 28 日（水）

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかい
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

★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。

申込期日３月９日（金）まで

参加費

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
復興庁では、

消費税率８％引き上げ（

または補修（工事費が税抜き

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

下記の日程で、

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

○相談会日時…

○相談会会場…コラッセふくしま

※相談会では、

の提出はできません

ご注意ください！

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

行っていません。

ないようにご注意ください。

住まいの復興給付金コールセンター

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」
募集人員…

○募集締切…

給 与 等…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

960-1892

復興対策課商工労政係

日時 

月 13 日（火

午前 10 時～正

楽天×西武
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

の一環として、

ゴールデンイーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

藤さんのミニライブ

の方は、同封の申込書に記入の上、

生涯学習課へお申込みください

４月 14

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

生涯学習課(ふれ愛館

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

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

のうえ、

 

日（水） 午前

日（水） 午前９時

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

★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。

３月９日（金）まで

参加費 600

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
復興庁では、東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

消費税率８％引き上げ（

（工事費が税抜き

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

下記の日程で、申請

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

○相談会日時…３月

○相談会会場…コラッセふくしま

※相談会では、申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

の提出はできませんのでご注意ください。

ご注意ください！

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

行っていません。このような電話があっても、口座情報などは

ないようにご注意ください。

住まいの復興給付金コールセンター

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」
…事務・経理等

○募集締切…４月

…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

復興対策課商工労政係

 

日（火） 

時～正午 

永井川集会所

福島市永井川字

楽天×西武
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

の一環として、

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

藤さんのミニライブもありますので、どうぞご参加ください。

、同封の申込書に記入の上、

お申込みください

14 日（土） 

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

ふれ愛館☎

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

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

、ご参加ください。

時間

午前 10

午前９時

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

★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。

３月９日（金）まで、

600 円（昼食代込み・当日徴収）

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

消費税率８％引き上げ（2014

（工事費が税抜き

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

申請全般

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

３月 16 日（金）・

○相談会会場…コラッセふくしま

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

のでご注意ください。

ご注意ください！

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは

ないようにご注意ください。

住まいの復興給付金コールセンター

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」
事務・経理等

４月 13 日

…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

復興対策課商工労政係（

永井川集会所

福島市永井川字

楽天×西武 試合観戦のご招待
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

の一環として、村の小学生及び中学生とその保護者を

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。

、同封の申込書に記入の上、

お申込みください。

  福島駅西口

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

☎0244-42

ホッとサロン「て と

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

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

ご参加ください。

間 

10 時 

午前９時 30 分 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくりのために毎月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。

★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。

、下記の代表世話人へ

円（昼食代込み・当日徴収）

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

2014 年４月１日）以降

（工事費が税抜き 100

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

全般の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

日（金）・17

○相談会会場…コラッセふくしま

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

のでご注意ください。

ご注意ください！ 口座情報

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは

ないようにご注意ください。 

住まいの復興給付金コールセンター

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」
事務・経理等 １

日(金)まで

…村規定に準ずる   

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

（本庁☎

会場 

永井川集会所 

福島市永井川字

試合観戦のご招待
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

村の小学生及び中学生とその保護者を

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。

、同封の申込書に記入の上、

。 

福島駅西口 

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

42-0072 FAX

と て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

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

ご参加ください。 

福島市音楽堂

福島市入江町

 
ウェディングエルティ

福島市野田町

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
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。

★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。

下記の代表世話人へ

円（昼食代込み・当日徴収）

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

年４月１日）以降

100 万円以上）し、居住する場合に消費増

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

類の審査前の確認など、相談員が直接お答え

17 日（土）

○相談会会場…コラッセふくしま 小会議室

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

のでご注意ください。

口座情報

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

情報を聞き取ろうとする不審な電話が報告されています。

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは

住まいの復興給付金コールセンター ☎

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

「宿泊体験館きこり」従業員募集のお知ら
１名 

まで 

  ○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策課商工労政係

本庁☎0244-42

 

福島市永井川字古内９

試合観戦のご招待
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

村の小学生及び中学生とその保護者を

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。

、同封の申込書に記入の上、３月

 午前９時出発（予定）

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり

0072 FAX0244

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

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

会場

福島市音楽堂

福島市入江町

ウェディングエルティ

福島市野田町

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
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。

★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。

下記の代表世話人へお申し込みください。

円（昼食代込み・当日徴収）

愉快なしあわせカフェ永井川代表世話人 佐藤俊雄（☎

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

年４月１日）以降に、新たに住宅を

万円以上）し、居住する場合に消費増

税分相当を給付する「住まいの復興給付金」制度

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

類の審査前の確認など、相談員が直接お答えする相談会を行います。

日（土） 午前

小会議室403（福島市三河南町

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

のでご注意ください。 

口座情報を教えないで

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り

報告されています。

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは

☎0120-

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

従業員募集のお知ら

○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

課商工労政係

42-1620

９-２ 
今年度の反省と

試合観戦のご招待
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

村の小学生及び中学生とその保護者を

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。

３月 20 日

時出発（予定）

楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市） 

飯舘村の小学生及び中学生とその保護者 

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます）

※屋外球場のため、雨天等による試合中止の場合あり 

0244-42-0860

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

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

場 

福島市音楽堂 

福島市入江町 1-1 

ウェディングエルティ

福島市野田町 1-10-

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
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。

★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。

お申し込みください。

円（昼食代込み・当日徴収） 

佐藤俊雄（☎

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

に、新たに住宅を

万円以上）し、居住する場合に消費増

制度を行っています。

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

する相談会を行います。

午前 10 時～午後４時

403（福島市三河南町

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

を教えないで

自治体や住まいの復興給付金窓口などを名乗り、電話口で銀行の口座

報告されています。

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは

-250-460

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む）

従業員募集のお知ら

○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-1

課商工労政係 

1620） 

今年度の反省と

試合観戦のご招待 
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

村の小学生及び中学生とその保護者を

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。

日(火)まで

時出発（予定）

○参加費無料・昼食付（当日はバスで球場へ向かいます） 

 

0860） 

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

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

 
コンサート

ウェディングエルティ 

-41 

024-533-88

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
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。 

★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。

お申し込みください。

佐藤俊雄（☎090-4885

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

に、新たに住宅を建築・購入

万円以上）し、居住する場合に消費増

を行っています。

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

する相談会を行います。

時～午後４時

（福島市三河南町

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

を教えないで

、電話口で銀行の口座

報告されています。住まいの復興

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

このような電話があっても、口座情報などは絶対に

460（無料）

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日含む） 

従業員募集のお知ら

○勤務時間…応相談 

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してくだ

1 

内容 

今年度の反省と

 
楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

村の小学生及び中学生とその保護者を東北

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

もありますので、どうぞご参加ください。 

までに下記

時出発（予定） 

て」の開 催 について
は、福島市内に避難されている方の憩いの

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

内容 

コンサート

音楽療法

8881） 

なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

のために毎月１回開催しています。どな

★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。 

お申し込みください。

4885-9266

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知ら
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

建築・購入

万円以上）し、居住する場合に消費増

を行っています。 

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

する相談会を行います。

時～午後４時 30 分

（福島市三河南町1-20

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

を教えないで 

、電話口で銀行の口座

住まいの復興

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

絶対に教え

（無料） 

従業員募集のお知らせ

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してください。

 

今年度の反省とお食事会

楽天野球団では、東日本大震災の復興を支援する活動「がんば

東北楽

イーグルス戦へご招待します。試合終了後にファンキー加

下記

て  

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

 

コンサート 

音楽療法 

 

 

のために毎月１回開催しています。どな

 

お申し込みください。 

9266） 

復興庁「住まいの復興給付金」申請相談会のお知らせ 
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭った方で、

建築・購入

万円以上）し、居住する場合に消費増

 

の相談、申請書の記入方法、作成済み申請書

する相談会を行います。 

分 

20） 

申請書類の審査前の確認を行うことはできますが、申請書類

、電話口で銀行の口座

住まいの復興

給付金事務局では、電話口で一方的に口座情報などを聞き取るようなことは

教え

せ 

さい。 

お食事会 


