
 

 

 
 

 

たが、

所内にて業務を行います。

【４月からの
○

仮設・借上げ

※

場合は印鑑などの準備をお願いいたします。

問

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

〒

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

のとおり

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
 

負担

は、

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

○上位所得層該当者

問

した。また、

○

○電

問

イベントの前後期間に使用する

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

○

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

問

 

４月から

仮設・借上げ住宅
 村では、村役場

たが、３月末で

所内にて業務を行います。

【４月からの
○住民相談総合窓口

仮設・借上げ

※各種届出の際には、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

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

〒960-1246

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、

のとおり

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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 万円を超える世帯です。

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。

負担金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

は、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

○上位所得層該当者

問健康福祉課

南相馬警察署

した。また、

○駐在所

○電 話 

問南相馬警察署飯舘駐在所（☎

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

イベントの前後期間に使用する

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

○鯉のぼり

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

問飯舘村商工会

いいたてクリニックの診療日時

４月から

仮設・借上げ住宅
村では、村役場

３月末で現在の飯野支所を閉所

所内にて業務を行います。

【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

各種届出の際には、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（☎

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

1246 福島市松川町金沢字地蔵田１－１

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、

のとおり減免及び免除が延長されます。

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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 年中の所得にて判定後、対象者へ送付する予定です。

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（基礎控除後）

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、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

31 年２月

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 年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層該当者

健康福祉課福祉係（

南相馬警察署飯舘駐

した。また、警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

駐在所新住所…

 番 号 …

相馬警察署飯舘駐在所（☎

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

イベントの前後期間に使用する

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

鯉のぼり使用期間：４月～５月中

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

飯舘村商工会青年部

いいたてクリニックの診療日時

４月から松川第一仮設

仮設・借上げ住宅
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し

現在の飯野支所を閉所

所内にて業務を行います。

松川第一仮設住宅集会所
住民相談総合窓口 

住宅退去手続き、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（☎

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

福島市松川町金沢字地蔵田１－１

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、

減免及び免除が延長されます。

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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

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（基礎控除後）

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。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

年２月 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つい

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

○上位所得層該当者…被保険者個人の合計所得が

福祉係（いちばん館内

駐在所移転のお知らせ
飯舘駐在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

…草野字大師堂

…☎0244

相馬警察署飯舘駐在所（☎

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

イベントの前後期間に使用する

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

使用期間：４月～５月中

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

青年部 

いいたてクリニックの診療日時

松川第一仮設

仮設・借上げ住宅
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

現在の飯野支所を閉所

所内にて業務を行います。 

松川第一仮設住宅集会所

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

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

福島市松川町金沢字地蔵田１－１

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、

減免及び免除が延長されます。

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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

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（基礎控除後）

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。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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つい

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内

駐在所移転のお知らせ
在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

草野字大師堂

0244-42-

相馬警察署飯舘駐在所（☎

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

イベントの前後期間に使用する

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

使用期間：４月～５月中

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

 事務局：

いいたてクリニックの診療日時

松川第一仮設

仮設・借上げ住宅退去手続き
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

現在の飯野支所を閉所し、

松川第一仮設住宅集会所

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。

024-562-4243

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎

福島市松川町金沢字地蔵田１－１

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、

減免及び免除が延長されます。

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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

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（基礎控除後）

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。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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つい

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内☎

駐在所移転のお知らせ
在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

草野字大師堂 12 番地１

-0110 

相馬警察署飯舘駐在所（☎0244-42

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

イベントの前後期間に使用する鯉のぼり

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

使用期間：４月～５月中 ※イベント

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

事務局：大友（

いいたてクリニックの診療日時 

第 8

松川第一仮設住宅集会所で

退去手続き
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

し、４月

松川第一仮設住宅集会所内での届け出・手続き】

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。

4243） 

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（☎024

福島市松川町金沢字地蔵田１－１

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、

減免及び免除が延長されます。 

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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

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（基礎控除後）

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。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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つい

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

…被保険者個人の合計所得が

☎0244-42

駐在所移転のお知らせ
在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

番地１ （南相馬消防署飯舘分署東側）

 ※変更なし

42-0110

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

鯉のぼりについて

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

イベント

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

（☎0244

 毎週火・木曜日

888 号 

住宅集会所で

退去手続き等を行います
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

４月より松川第一仮設住宅集会

内での届け出・手続き】

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。 

 

024-563-

福島市松川町金沢字地蔵田１－１ 

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、

一部負担金免除の対象となる方については、２月中に

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

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（基礎控除後）

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、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

…被保険者個人の合計所得が 633

42-1633

駐在所移転のお知らせ
在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

（南相馬消防署飯舘分署東側）

※変更なし 

0110） 

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定し

について貸出

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記

イベント詳細は後日お知らせ

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

0244-26-7957

毎週火・木曜日

 平成 30

住宅集会所で

等を行います
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

松川第一仮設住宅集会

内での届け出・手続き】

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

-5528） 

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、

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

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（基礎控除後）

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部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

633 万円以上の方

1633） 

駐在所移転のお知らせ  
在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

（南相馬消防署飯舘分署東側）

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を
飯舘村商工会では、４月に道の駅で開催を予定している「こどもの日」

貸出または寄贈いただ

ける方を募集します。ご協力いただける方は、下記までご連絡ください。

詳細は後日お知らせ

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

7957） 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年３月

住宅集会所で 

等を行います
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

松川第一仮設住宅集会

内での届け出・手続き】

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

 

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、

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

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（基礎控除後）

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部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。

万円以上の方

在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。

（南相馬消防署飯舘分署東側）

鯉のぼりを貸出し・寄贈いただける方を募集！
ている「こどもの日」

または寄贈いただ

ご連絡ください。

詳細は後日お知らせします。

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。

 

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

 

等を行います 
飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

松川第一仮設住宅集会

内での届け出・手続き】 

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

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、下記

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

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（基礎控除後）

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部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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

年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。 

万円以上の方。 

在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

警察官の夜間常駐も再開しましたのでお知らせします。 

（南相馬消防署飯舘分署東側） 

募集！ 

ている「こどもの日」

または寄贈いただ

ご連絡ください。

します。

※一定数に達した場合は、お断りさせていただく場合もございます。 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

日 
 

飯野支所で避難された皆さまの支援を行ってまいりまし

各種届出の際には、できるだけ前もって電話でご確認ください。必要な

下記

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

※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）

介護サービス利用一部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

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

在所が南相馬消防署飯舘分署東側に、新築移転しま

 

 

ている「こどもの日」

または寄贈いただ

ご連絡ください。 

します。 

 

 

 

 

 

 

 村では、村内で農業を営む方を対象に、

サル対策用の電気牧柵

また、村内での販売を目的としない

支援します。

平成

すので、

ださい。

○申請方法…

○申請期限…

※申請書を提出する前に購入

問復興対策課

 村社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

○採用職種…

○採用人数…若干名

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

○雇用形態…

○給  

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会

○応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

○受付締切…

○試 験

○試験内容…面接

申込・問

 県では、「よくみせて

４月６日

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

◆運動の重点

 (1)

 (2)

 (3)

  
 (4)

問住民課住民係（本庁☎

○体育館無料開放

○場 

○内 

問生涯学習課（ふれ愛館

 新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

○退去予定日の１か月前までに

連絡ください。

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

があるもの

問飯野支所生活支援係（☎

※４月からは松川

午前９時～正午（受付は午前８時

村では、村内で農業を営む方を対象に、

サル対策用の電気牧柵

また、村内での販売を目的としない

支援します。

平成 30 年度第１回目の申請（４

すので、事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

さい。 

○申請方法…

○申請期限…

申請書を提出する前に購入

復興対策課

飯舘村社会福祉協議会
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

採用職種…

○採用人数…若干名

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

○雇用形態…

  与…本会規程による

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会

 

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

○受付締切…

試 験 日…

○試験内容…面接

申込・問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
県では、「よくみせて

４月６日(金)

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

◆運動の重点

(1)子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

(2)自転車の安全利用の推進

(3)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 

(4)飲酒運転の根絶

住民課住民係（本庁☎

体育館無料開放

４月４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

※

生涯学習課（ふれ愛館

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

○退去予定日の１か月前までに

連絡ください。

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

があるもの

飯野支所生活支援係（☎

※４月からは松川

午前９時～正午（受付は午前８時

農作業に係る支援について
村では、村内で農業を営む方を対象に、

サル対策用の電気牧柵

また、村内での販売を目的としない

支援します。（補助対象経費×補助率

年度第１回目の申請（４

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

○申請方法…村役場

○申請期限…第２回目以降は、

申請書を提出する前に購入

復興対策課農政係（

飯舘村社会福祉協議会
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

採用職種…生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○採用人数…若干名

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

○雇用形態…通年雇用

与…本会規程による

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会

 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

○受付締切…３月 28

※受付時間

…３月 30

○試験内容…面接 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
県では、「よくみせて

)から 15

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

◆運動の重点 

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

自転車の安全利用の推進

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

飲酒運転の根絶

住民課住民係（本庁☎

運動して
体育館無料開放日時

４月４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

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

○退去予定日の１か月前までに

連絡ください。 

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

があるもの)｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

飯野支所生活支援係（☎

※４月からは松川第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

農作業に係る支援について
村では、村内で農業を営む方を対象に、

サル対策用の電気牧柵等の導入を支援しています。

また、村内での販売を目的としない

（補助対象経費×補助率

年度第１回目の申請（４

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

役場農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

第２回目以降は、

申請書を提出する前に購入

農政係（本庁

飯舘村社会福祉協議会
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○採用人数…若干名 

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

通年雇用職員

与…本会規程による

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

28 日（水

※受付時間 午前

30 日（金）

 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
県では、「よくみせて ちいさなきみの

15 日(日)

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

自転車の安全利用の推進

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

飲酒運転の根絶 

住民課住民係（本庁☎0244

運動して
日時  

４月４日（水）、11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

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

○退去予定日の１か月前までに

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

飯野支所生活支援係（☎

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

分～午前

農作業に係る支援について
村では、村内で農業を営む方を対象に、

の導入を支援しています。

また、村内での販売を目的としない

（補助対象経費×補助率

年度第１回目の申請（４

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

第２回目以降は、毎月

申請書を提出する前に購入したものは

本庁☎0244

飯舘村社会福祉協議会
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

職員 

与…本会規程による 

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

水）まで 

午前８時

）  午前

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
ちいさなきみの

)までの

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

自転車の安全利用の推進 

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

0244-42-

運動していい汗かきましょう！

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。

☎0244-42

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

○退去予定日の１か月前までに飯野支所

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

飯野支所生活支援係（☎024-562

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

分～午前 11 時 30

 

 

 

農作業に係る支援について
村では、村内で農業を営む方を対象に、

の導入を支援しています。

また、村内での販売を目的としない生きがい農業

（補助対象経費×補助率 50％）※補助金上限

年度第１回目の申請（４月当初分）は

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

毎月 15 日締切

したものは対象外

0244-42-1621

飯舘村社会福祉協議会
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

○勤務場所…飯舘村社会福祉協議会 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参

 ※郵送必着

時 30 分～午後

午前 10 時 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
ちいさなきみの 

の 10 日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

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

-1618） 

いい汗かきましょう！

日（水）、18（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。 

42-0072）

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

飯野支所

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届(

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

562-4243

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

30 分）☎

農作業に係る支援について
村では、村内で農業を営む方を対象に、堆肥（上限１

の導入を支援しています。

生きがい農業

％）※補助金上限

月当初分）は３月

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

日締切 

対象外です

1621） 

飯舘村社会福祉協議会 
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

571 陽だまりの家

応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参または郵送してください。

※郵送必着 

分～午後５

 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

「春の全国交通安全運動」が始まります
 おおきなて」をスローガンに、

日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

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

 

いい汗かきましょう！

（水）、25日（水）

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカなど

 

） 

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。

飯野支所と貸主または不動産会社

(貸主または不動産会社の押印

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

4243） 

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

分）☎0244-68

農作業に係る支援について
堆肥（上限１ｔ／反）

の導入を支援しています。 

生きがい農業の再生に要する費用を

％）※補助金上限

３月 30

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

ですので、ご注意

 職員募集
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

陽だまりの家 

または郵送してください。

５時 15

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-

「春の全国交通安全運動」が始まります
おおきなて」をスローガンに、

日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

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

いい汗かきましょう！

日（水）  

（福島市黒岩） 

など 

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

上げ住宅の適正なご利用をお願いいたします。 

貸主または不動産会社

貸主または不動産会社の押印

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎

68-2277

農作業に係る支援について  

ｔ／反）及び

の再生に要する費用を

％）※補助金上限 50 万円

30 日（金）

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

ので、ご注意

職員募集
社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。 

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許

 

または郵送してください。

15 分 

-42-1021

「春の全国交通安全運動」が始まります
おおきなて」をスローガンに、

日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

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

いい汗かきましょう！ 

  午前10

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

貸主または不動産会社

貸主または不動産会社の押印

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

第一仮設住宅集会所（借上住宅担当☎024-563

2277 

及びイノシシ・

の再生に要する費用を

万円 

日（金）締切としま

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。

ので、ご注意ください。

職員募集 

生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談等）

○応募資格…福祉事業に理解があり健康な方・普通自動車運転免許 

または郵送してください。

1021） 

「春の全国交通安全運動」が始まります  

おおきなて」をスローガンに、

日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。

子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

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 

10時～正午

県借上げ住宅にお住まいの皆さまへ 
新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

貸主または不動産会社にご

貸主または不動産会社の押印

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。 

563-5578

イノシシ・

の再生に要する費用を

としま

事業の活用を希望する方は、下記により村農政係まで申請してく

農政係までお越しの上、届出書に記入願います。 

さい。 

） 

または郵送してください。 

おおきなて」をスローガンに、

日間、「春の全国交通安全運動」を実

施します。春は新入生たちが通学、通園を始めます。ドライバーの皆さん

は交通ルールとマナーを守り、思いやりのある運転をお願いします。 

 

 

時～正午 

新年度を迎えるにあたり、借上げ住宅を退去される方が増えてきまし

た。退去に際しては下記の手続きが必要になりますので、お知らせしま

す。借上げ住宅の毎月の家賃は税金で支払われています。引き続き、借

にご

貸主または不動産会社の押印

 

5578） 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成30年２月１日から28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 １ ０ 不検出 前田・八和木 

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 
３月５日（雨） ２月 15 日（雪） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.33 0.31 0.26 0.26 

２ 深谷字原前地内 0.10 0.10 0.09 0.08 

３ 伊丹沢字山田地内 0.31 0.29 0.27 0.29 

４ 関沢字中頃地内 0.28 0.24 0.24 0.15 

５ 小宮字曲田地内 0.43 0.40 0.29 0.30 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.37 0.34 0.27 0.22 

７ 大倉字湯舟地内 0.20 0.17 0.19 0.16 

８ 佐須字佐須地内 0.28 0.25 0.20 0.20 

９ 草野字柏塚地内 0.15 0.17 0.11 0.11 

10 飯樋字下桶地内地内 0.36 0.40 0.25 0.30 

11 飯樋字一ノ関地内 0.20 0.19 0.19 0.17 

12 飯樋字笠石地内 0.33 0.24 0.30 0.47 

13 飯樋字原地内 0.34 0.29 0.25 0.21 

14 比曽字比曽地内 0.24 0.21 0.13 0.12 

15※ 長泥字長泥地内 2.26 3.04 1.62 2.27 

16 蕨平字木戸地内 0.51 0.47 0.51 0.40 

17 松塚字神田地内 0.19 0.20 0.14 0.16 

18 臼石字町地内 0.50 0.51 0.32 0.36 

19 前田字福田地内 0.37 0.36 0.35 0.30 

20 二枚橋字町地内 0.25 0.26 0.16 0.19 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
３月５日 ２月 15 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.28 0.26 0.25 0.22 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.27 0.17 0.22 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.14 0.19 0.11 0.14 

４ 関沢字中頃地内 0.29 0.27 0.24 0.22 

５ 小宮字曲田地内 0.27 0.25 0.30 0.24 

６ 芦原白金地内 0.19 0.20 0.18 0.17 

７ 大倉字大倉地内 0.15 0.14 0.12 0.11 

８ 佐須字虎捕地内 0.35 0.45 0.27 0.37 

９ 草野字大坂地内 0.21 0.23 0.18 0.19 

10 飯樋字町地内 0.20 0.19 0.17 0.22 

11 飯樋字割木地内 0.21 0.22 0.24 0.22 

12 飯樋字笠石地内 0.22 0.21 0.21 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.15 0.14 0.12 0.12 

14 比曽字中比曽地内 0.21 0.19 0.19 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.90 2.16 1.42 1.47 

16 蕨平字蕨平地内 0.35 0.33 0.36 0.33 

17 関根字押木内地内 0.19 0.16 0.16 0.15 

18 臼石字菅田地内 0.20 0.21 0.22 0.19 

19 前田字古今明地内 0.21 0.21 0.18 0.16 

20 須萱字水上地内 0.14 0.13 0.11 0.10 

あなたの軽自動車は、正しく登録・抹消されていますか？ 
 軽自動車税は、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月末日までに必ず軽

自動車協会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、必ず軽自動車協会で相続す

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。 

軽自動車税に関すること 

問住民課税務係（本庁☎0244-42-1615） 

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…４月 20 日（金）  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…４月 17 日（火）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「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 

４月 16 日（月） 

午前10時

～  

11時30分 

川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 100 円 
（当日、受

付で徴収し

ます） 

４月 20 日（金） 
保原中央交流館 

３階 大会議室 

４月 25 日（水） 
原町区福祉会館 

視聴覚室 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

飯樋四区復興祭実行会委員募集 
 この春、５月３～４日に開催される大雷神社遷宮祭の機会に、飯樋地区

の復興を目的として「飯樋四区復興祭」を開催することになりました。 

この復興祭成功のため広く実行委員を募りますので、ぜひご参加される

ようご案内いたします。 

○開催日…５月３日（木）～４日（金）  

○場 所…大雷神社境内特設会場 

○主な催し…郷土芸能、踊り、唄等の披露発表、復興鍋、焼きそば等無料

サービス 

〇実行委員役割…準備片付け、運営スタッフ等  

〇入会費 5,000 円 

〇委員会開催予定 ４月上旬 （実行委員に改めて通知します。） 

※実行委員に参加希望の方は、３月 28 日（水）まで、飯樋四区復興祭実行

委員会代表荒利喜（☎080-1665-9516）にご連絡ください。 

 （飯樋地区住民に限らず、村内外からの参加者も歓迎です。） 

申込・問飯樋四区復興祭実行委員会代表荒利喜（☎080-1665-9516） 

第 1 回相馬復興サイクリング 参加者募集 

相馬復興サイクリング実行委員会は、相馬地方（相馬市、南相馬市、新

地町、飯舘村）を自転車で巡るサイクリングイベントを開催します。（競

走ではなくのんびりとサイクリングするイベントです。） 私たちの誇ら

しい土地の素晴らしさを県内外からの参加者と一緒に自転車で巡りまし

ょう。 

○開 催 日…９月 30 日（日） 午前６時スタート 

○開催場所…相馬市民会館 

○コ ー ス…相馬市民会館をスタート・ゴールとし飯舘村、南相馬市、新

地町を巡ります。（ショートコースは相馬市、新地町を巡る） 

○申込期間…４月 21 日（土）～7 月 15 日（日） 

○募集人数…ロングコース（先着 300 名）・ショートコース（先着 200 名） 

○参 加 費…ロングコース 5,800 円・ショートコース 3,800 円 

※申し込み方法等の詳細は、第 1 回相馬復興サイクリング公式ホームペー

ジをご覧ください。https://waragai-cycle.wixsite.com/soma-nextstage 

問相馬復興サイクリング実行委員会事務局（0244-26-7117） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

長ネギ １ ０ 不検出 大久保・外内 

ダイコン １ ０ 不検出 八木沢・芦原 

ハクサイ １ １ ５Bq/㎏ 前田 

ミズナ １ ０ 不検出 前田 


