
 

 

 

 

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

書を送付します。

帰還困難区域以外の

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

（基礎控除後）を合わせて

問

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

①印鑑

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

非課税世帯のみ

問

きなくなります。

用ください。

８月１日

で「転居届」の手続きをおこなってください。

□問

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

※翌年７月

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

問

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
 

負担

は、令和２

認定票をお送りし

○上位所得層該当者

問

 

のため、

でご理解

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

問

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

書を送付します。

区域区分

帰還困難区域・

帰還困難区域以外の

上位所得層

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

（基礎控除後）を合わせて

問住民課住民係（

  
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は

認定証は、

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

①印鑑 

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

非課税世帯のみ

問住民課住民係

８月１日
現在お使いの被保険者証は７月

きなくなります。

用ください。

８月１日

また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。

□問 住民課住民係

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

※翌年７月

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

問住民課住民係

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、令和２

免除の対象となる方については、

認定票をお送りし

○上位所得層該当者

問健康福祉課

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
 村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

のため、

現地確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

でご理解

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

問住民課税務係（

いいたてクリニックの診療日時

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

書を送付します。

区域区分 

帰還困難区域・

帰還困難区域以外の

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平成

（基礎控除後）を合わせて

住民課住民係（

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

  限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は

認定証は、７月

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

 ②保険証

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

非課税世帯のみ 

住民課住民係（

８月１日
お使いの被保険者証は７月

きなくなります。

用ください。新しい被保険者証は、

８月１日（木）までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。

住民課住民係

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
（ 国 保

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

※翌年７月 31 日までの間に

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

住民課住民係（

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

は、令和２年２月

免除の対象となる方については、

認定票をお送りし

○上位所得層該当者

健康福祉課福祉係（

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

のため、今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

でご理解をお願いします。また、調査結果は全て

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

住民課税務係（

いいたてクリニックの診療日時

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

書を送付します。 

 

帰還困難区域・ 

帰還困難区域以外の

以外 

令和

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

（基礎控除後）を合わせて

住民課住民係（☎0244

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は

７月 31 日

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

②保険証 ③申請日時点で過去１

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

 

（☎0244

後期高齢者医療制度のお知らせ

８月１日（木）
お使いの被保険者証は７月

きなくなります。８月１日

新しい被保険者証は、

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。

住民課住民係（☎0244

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
（ 国 保 7 0

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

日までの間に

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

（☎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 29 日まで延長されます。

免除の対象となる方については、

認定票をお送りします。

○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

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

をお願いします。また、調査結果は全て

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

住民課税務係（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

国保税及び後期保険料

減免期間

令和２年

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

（基礎控除後）を合わせて 600

☎0244-42-1619

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は

日（水）までの有効期限

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの 

③申請日時点で過去１

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

☎0244-42-1619

後期高齢者医療制度のお知らせ

（木）から被保険者証が新しくなります
お使いの被保険者証は７月

８月１日（木）

新しい被保険者証は、

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。

0244-42-

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
7 0 歳 か ら

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

日までの間に 75

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

☎0244-42-1619

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、

ます。 

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

をお願いします。また、調査結果は全て

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

☎0244-42-1615

いいたてクリニックの診療日時

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、

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平成

600 万円を超える世帯です。

1619）

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※一部負担金免除証明書がある場合は、

までの有効期限

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

 

③申請日時点で過去１

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

1619） 

後期高齢者医療制度のお知らせ

から被保険者証が新しくなります
お使いの被保険者証は７月 31 日

（木）からは、

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。

-1619） 

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
歳 か ら 7 5

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

75 歳になる方については、有効期限が誕生

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

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、７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内☎

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

をお願いします。また、調査結果は全て

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。

1615） 

いいたてクリニックの診療日時 

第

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

担金免除の対象となる方については、7 月中に翌年

国保税及び後期保険料

減免期間 

31 日まで

減免継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

、そちらが優先されます。

までの有効期限となるため、

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

③申請日時点で過去１年以内に

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

 

後期高齢者医療制度のお知らせ

から被保険者証が新しくなります
日（水）

からは、新しい被保険者証（オレンジ色）

７月下旬に簡易書留で郵送

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

で「転居届」の手続きをおこなってください。 

 

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
7 5 歳 未 満 の 方 へ

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

歳になる方については、有効期限が誕生

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

 

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。 

７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が

☎0244-42

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた

今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

をお願いします。また、調査結果は全て

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

したら税務係までお問い合わせください。※確認作業

 

 毎週火・木曜日

第 920 号

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長

月中に翌年２

国保税及び後期保険料 
一部負担金免除期間

まで 令和

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

そちらが優先されます。

となるため、

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

年以内に

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

後期高齢者医療制度のお知らせ

から被保険者証が新しくなります
（水）で有効期限が切れ、使用で

新しい被保険者証（オレンジ色）

７月下旬に簡易書留で郵送

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら
歳 未 満 の 方 へ

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄を

歳になる方については、有効期限が誕生

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。

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

７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が 633

42-1633

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
村では、家屋解体後の宅地の現在の状況に応じた固定資産税の適正課税

今年度も引き続き調査確認を行っています。

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

をお願いします。また、調査結果は全ての調査確認が完了する来

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

※確認作業

毎週火・木曜日

号 令和元

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、

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

２月末までの免除証明

一部負担金免除期間

令和２年２

免除継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成 30 年中総所得金額等

万円を超える世帯です。 

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済む

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

そちらが優先されます。

となるため、８月１日

も引き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。 

年以内に 90 日を越えて入院さ

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

後期高齢者医療制度のお知らせ 

から被保険者証が新しくなります
で有効期限が切れ、使用で

新しい被保険者証（オレンジ色）

７月下旬に簡易書留で郵送

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

高 齢 受 給 者 証 更 新 の お 知 ら せ
歳 未 満 の 方 へ ）

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月

です。なお、期限切れの高齢受給者証は返却か破棄をお願いします。

歳になる方については、有効期限が誕生

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

の誕生日までに届きますのでそちらをご使用ください。 

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

７月中に、翌年２月末まで

633 万円以上の方

1633） 

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
固定資産税の適正課税

今年度も引き続き調査確認を行っています。 

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

の調査確認が完了する来

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

※確認作業の立会は不要です

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年７月

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、

されます。一部負

月末までの免除証明

一部負担金免除期間

２月29日まで

免除継続 

年中総所得金額等

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方へ 

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知らせ 
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓

口に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額で済むようになり

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

そちらが優先されます。 

８月１日（木）

日を越えて入院さ

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

から被保険者証が新しくなります 
で有効期限が切れ、使用で

新しい被保険者証（オレンジ色）

７月下旬に簡易書留で郵送いたします。

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

せ 
） 

村では、新しい高齢受給者証を送付します。期限は翌年７月 31

お願いします。

歳になる方については、有効期限が誕生

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が

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

７月中に、翌年２月末までの負担軽減

万円以上の方

家屋解体に伴う宅地の状況調査について
固定資産税の適正課税

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

の調査確認が完了する来

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

の立会は不要です

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

 

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

されます。一部負

月末までの免除証明

一部負担金免除期間 

日まで

 

年中総所得金額等

 

 
医療機関窓

ようになり

ます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

（木）以降

日を越えて入院さ

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

 
で有効期限が切れ、使用で

新しい被保険者証（オレンジ色）をご使

いたします。

までに届かない場合には住民係までご連絡ください。 

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

31 日まで

お願いします。 

歳になる方については、有効期限が誕生 

日の前日までとなります。それ以降は、後期高齢者医療の保険証が 75 歳

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

負担軽減

万円以上の方。 

家屋解体に伴う宅地の状況調査について 
固定資産税の適正課税

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

の調査確認が完了する来

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

の立会は不要です。 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

日 

還

されます。一部負

月末までの免除証明

以降

日を越えて入院さ

れている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）※住民税

をご使

いたします。

転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方は、必ず郵便局

日まで 

 

歳 

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

負担軽減

固定資産税の適正課税

確認作業の際、調査員が宅地等への立入りをする場合がありますの

の調査確認が完了する来

年度に各納税義務者へ結果通知書として送付します。不明な点などありま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月のごみ収集日が、変更となります

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

〇収集日が変更になる行政区

小宮、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽、

蕨平、臼石、二枚橋・須萱

問住民課住民

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。

○対 

○申し込み方法…

問健康福祉課健康係

「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日 

○内 

     

○場 

○講 

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

問健康福祉課健康係

こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

○助成対象…

○助成内容…講座１

      

問生涯学習課（

 

 村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

○日

○場

○料

○収集する物

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

器  

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきまして

ションでのご対応をお願いします。

問住民課住民係

○固定資産税

○国民健康保険税

○介護保険料

納期限までに忘れずに納めましょう。
       

午前９時～正午（受付は午前８時

８月のごみ収集日が、変更となります

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

〇収集日が変更になる行政区

 対象行政区

小宮、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽、

蕨平、臼石、二枚橋・須萱

住民課住民

肝炎ウイルス検査は受けましたか？

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。

 象 者…令和元年度に

○申し込み方法…

健康福祉課健康係

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

 時…①７月

午前

 容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

     ③体重を減らしたい方向け！

 所…交流センター「ふれ愛館」

 師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

健康福祉課健康係

こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

○助成対象…

助成内容…講座１

      

生涯学習課（

 
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

○日 時…

○場 所…

○料 金…

○収集する物

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

  等 

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

長泥行政区の皆さまにつきまして

ションでのご対応をお願いします。

住民課住民係

○固定資産税

○国民健康保険税

○介護保険料

納期限までに忘れずに納めましょう。
       

午前９時～正午（受付は午前８時

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、変更となります

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

〇収集日が変更になる行政区

対象行政区

小宮、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽、

蕨平、臼石、二枚橋・須萱

住民課住民係（本庁

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
～７月

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…９月３０日

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。

者…令和元年度に

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

健康福祉課健康係

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

①７月 24

午前 10

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③体重を減らしたい方向け！

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

健康福祉課健康係

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

○助成対象…村民５

助成内容…講座１

      ・新規ｸﾞﾙｰﾌﾟ

生涯学習課（ふれ愛館

 粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

時…９月 29

所…飯舘クリアセンター（☎

…無料 

○収集する物 

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

長泥行政区の皆さまにつきまして

ションでのご対応をお願いします。

住民課住民係（☎

今
○固定資産税   

○国民健康保険税

○介護保険料   

納期限までに忘れずに納めましょう。

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、変更となります

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

〇収集日が変更になる行政区

対象行政区 

小宮、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽、

蕨平、臼石、二枚橋・須萱 

本庁☎0244

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
～７月 28

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

９月３０日（月）

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。

者…令和元年度に

必ず事前に医療機関に予約をしてください。

健康福祉課健康係(いちばん館内☎

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

24 日（水）

10 時 15

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③体重を減らしたい方向け！

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

健康福祉課健康係(いちばん館

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

５名以上のグループ

助成内容…講座１回につき

新規ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ふれ愛館☎

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

29 日（日）

飯舘クリアセンター（☎

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

長泥行政区の皆さまにつきまして

ションでのご対応をお願いします。

（☎0244-

今 月
       ２

○国民健康保険税    １

       １

納期限までに忘れずに納めましょう。

分～午前

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、変更となります

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

〇収集日が変更になる行政区 

小宮、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽、

 

（ビン、缶、ペッ

トボトル）

0244-42-

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
28 日は、日本肝炎デーです～

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

（月）まで 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。

者…令和元年度に 40 歳になる方

必ず事前に医療機関に予約をしてください。

いちばん館内☎

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

日（水）、②７月

15 分～午前

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③体重を減らしたい方向け！

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士 滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

いちばん館☎

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

名以上のグループ

回につき 5,000

新規ｸﾞﾙｰﾌﾟは年３

☎0244-42

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

日（日） 午前９時

飯舘クリアセンター（☎

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

長泥行政区の皆さまにつきまして

ションでのご対応をお願いします。

-42-161

月 の 
２ 期  7

１ 期  7

１ 期  7

納期限までに忘れずに納めましょう。

分～午前 11 時 30

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、変更となります。

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

収集する

ごみの種類

資源ごみ

（ビン、缶、ペッ

トボトル）

-1618） 

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

機関での検診案内を同封しています。 

歳になる方

必ず事前に医療機関に予約をしてください。

いちばん館内☎0244

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！ 

７月 31 日（水）、③

分～午前 11 時

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③体重を減らしたい方向け！ 

所…交流センター「ふれ愛館」 

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

☎0244-42

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声

ませんか！グループのつくり方もご相談くだ

名以上のグループ 

5,000 円 

３回助成・

42-0072）

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

午前９時～午後２時

飯舘クリアセンター（☎0244

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステー

ションでのご対応をお願いします。 

1618） 

 納 め
7 月 31

7 月 31

7 月 31

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用下さ

30 分）☎

ごみ収集日変更のお知らせ
。ご迷惑をおかけしますがご留意

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

収集する 

ごみの種類 

資源ごみ 

（ビン、缶、ペッ

トボトル） 

 

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

歳になる方 ○自己負担金

必ず事前に医療機関に予約をしてください。

0244-42-1638

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

 

日（水）、③

時 45 分

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

 熱血教室（

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

42-1637)

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談ください。

 

回助成・既グループ

） 

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

午後２時

0244-42-1588

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

は、片づけごみとしてごみステー

め も
31 日（水）

31 日（水）

31 日（水）

便利な口座振替をご利用下さ

分）☎0244-68

ごみ収集日変更のお知らせ
ご迷惑をおかけしますがご留意

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

 
変更前

（ビン、缶、ペッ
８月

（木）

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

自己負担金

必ず事前に医療機関に予約をしてください。

1638） 

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

日（水）、③８月７

分 

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

熱血教室（運動強度：強

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴 

1637) 

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

をかけ、趣味にチャレンジし

さい。 

既グループは

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

午後２時 

1588） 

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

は、片づけごみとしてごみステー

も の 

日（水） 

日（水） 

日（水） 

便利な口座振替をご利用下さ

68-2277

ごみ収集日変更のお知らせ 
ご迷惑をおかけしますがご留意

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

変更前 

８月15日

（木） 

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～ 

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

ができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

自己負担金…なし

必ず事前に医療機関に予約をしてください。 

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で

７日（水）

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

運動強度：強

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

 

「一人一趣味」団体、募集中‼ 
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

をかけ、趣味にチャレンジし

は年１回のみの助成

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います

  

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。 

は、片づけごみとしてごみステー
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ご迷惑をおかけしますがご留意

のうえ、次の変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

変更後

８月 22

（木）

肝炎ウイルス検査は受けましたか？ 

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこと

 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医療

なし 

までいの里の健康運動塾のおしらせ  
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加で
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滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）
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 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和元年６月１日から 30 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 ２ ０ - 関沢 

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」 

問復興対策課農政第二係（☎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 
７月４日（雨） ６月 20 日（曇） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.20 0.21 0.26 0.27 

２ 深谷字原前地内 0.22 0.20 0.36 0.44 

３ 伊丹沢字山田地内 0.21 0.22 0.26 0.24 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.19 0.22 0.17 

５ 小宮字曲田地内 0.30 0.31 0.26 0.23 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.25 0.26 0.29 0.30 

７ 大倉字湯舟地内 0.17 0.18 0.19 0.19 

８ 佐須字佐須地内 0.18 0.18 0.18 0.18 

９ 草野字柏塚地内 0.12 0.13 0.14 0.12 

10 飯樋字下桶地内地内 0.22 0.23 0.25 0.26 

11 飯樋字一ノ関地内 0.15 0.13 0.17 0.14 

12 飯樋字笠石地内 0.31 0.33 0.26 0.25 

13 飯樋字原地内 0.26 0.24 0.21 0.23 

14 比曽字比曽地内 0.34 0.33 0.37 0.34 

15※ 長泥字長泥地内 1.73 2.47 1.77 2.57 

16 蕨平字木戸地内 0.34 0.35 0.41 0.37 

17 松塚字神田地内 0.16 0.16 0.16 0.17 

18 臼石字町地内 0.37 0.39 0.35 0.36 

19 前田字福田地内 0.30 0.31 0.35 0.31 

20 二枚橋字町地内 0.22 0.24 0.22 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 
７月４日 ６月 20 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.16 0.15 0.17 0.14 

２ 深谷字大森地内 0.21 0.23 0.21 0.26 

３ 伊丹沢字山田地内 0.11 0.13 0.12 0.12 

４ 関沢字中頃地内 0.21 0.20 0.24 0.22 

５ 小宮字曲田地内 0.25 0.25 0.27 0.24 

６ 芦原白金地内 0.17 0.17 0.17 0.14 

７ 大倉字大倉地内 0.12 0.11 0.12 0.11 

８ 佐須字虎捕地内 0.23 0.23 0.29 0.24 

９ 草野字大坂地内 0.20 0.17 0.20 0.16 

10 飯樋字町地内 0.18 0.19 0.19 0.17 

11 飯樋字割木地内 0.22 0.20 0.21 0.20 

12 飯樋字笠石地内 0.17 0.18  0.20 0.20 

13 飯樋字宮仲地内 0.10 0.10 0.10 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.17 0.17 0.19 0.15 

15※ 長泥字曲田地内 1.47 2.38 1.50 2.10 

16 蕨平字蕨平地内 0.30 0.29 0.29 0.27 

17 関根字押木内地内 0.16 0.15 0.14 0.12 

18 臼石字菅田地内 0.20 0.21 0.19 0.17 

19 前田字古今明地内 0.19 0.16 0.14 0.15 

20 須萱字水上地内 0.11 0.12 0.13 0.12 

「いいたて村文化祭」を開催します！ 
村では、今年も、総合文化展と自主的なグループ・伝統芸能・スポーツ

サークルなどの発表を行う「いいたて村文化祭」を開催します。 

今、活動をしている団体、これから始めようとしているグループ・団体、

個人で作品作成中の方、ぜひ参加のご準備をお願いします。ひとつでも多

くの作品、一人でも多くの笑顔をお待ちしています。 

○日 程…10 月 26 日(土）～ 10 月 27 日(日) 

○場 所…展 示：村中学校体育館（26 日・27 日） 

ステージ発 表：交流センターふれ愛館（27 日のみ） 

※今年は展示とステージ発表の場所が違い、２か所開催となります。 

問生涯学習課（☎0244-42-0072） 

スポーツ公園「トレーニングルーム利用説明会」 

 村では、スポーツ公園に新たにトレーニングルームを設けました。利用

開始にあたり、利用説明会を行います。トレーニングルームの利用には、

最初に（１回のみ）説明会を受講し、登録証の発行をもって利用可能とな

ります。（説明会は月１回定期的に行います。） 

○日 時…８月６日（火）  午前１0 時～ / 午後６時～（各１時間程度）   

○場 所…いいたてスポーツ公園管理棟内 トレーニングルーム 

○定 員…各回８名程度（受付順）  

○準備物…運動靴(上履き)、タオル、飲み物 

※参加される方はスポーツ公園へお申込みください。 

問生涯学習課(スポーツ公園☎0244-42-0152） 

までいにコツコツ健康ポイント事業のお知らせ  
村では、健康づくりに取り組むきっかけとして「までいにコツコツ健康

ポイント事業」を実施しています。集めたポイントに応じて県内 1,450 店

舗で使用できる「ふくしま健民カード」を発行します。 

健診の受診や毎日の健康行動をチェックし、ポイントを集めると、お得

な特典が受けられます。詳しくは、健康福祉課まで問い合わせください。 

〇台紙は村役場、いちばん館、交流センターふれ愛館、いいたてスポーツ 

公園でお渡ししています。※村ホームページでも印刷することができます。 

〇カードを発行した方には村から粗品を贈呈します。 

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、鈴木芳喜弁護士による「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…８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） 

○申し込み…８月９日（金）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。 

開催日 時間 場所 会費 

８月５日（月） 午前 10 時 

～午前 11 時 30 分 

川俣町老人福祉 

センター いきいき荘 
100 円 
当日 

徴収 ８月 20 日（火） 原町区福祉会館 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

村の行財政を学ぶ会 第２回学び交流会  

 飯舘村の行財政を学ぶ会（発起人 横山秀人）では、第２回学び交流会

を開催します。どうぞご参加ください。 

○日 時…８月８日（木） 午前 10 時 30 分～正午 

○場 所…村交流センターふれ愛館 ○講 師…村議会事務局 

○内 容…村議会の仕組みについて（役割、構成、運営、請願・陳情等） 

※終了後、道の駅にてランチ交流会（希望者のみ）を行います。 

問飯舘村の行財政を学ぶ会  横山（☎080-5733-7703） 

飯樋盆踊り実行委員募集 
 伝統の飯樋盆踊りを今年も 8 月 14 日（水）に実施します。下記により実

行委員を募集しますので、実行委員参加ご希望の方はご連絡ください。 

〇参加範囲…飯樋地区住民の他村内外を問わず趣旨に賛同される方。 

○参加方法…7 月 25 日（木）までに発起人代表までご連絡ください。 

問発起人代表 荒利喜（☎080-1665-9516） 

健康体操教室のお知らせ 

 きつつきの会（会長 齋藤政行）では、健康体操教室を行います。村民

の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

○日 時…８月６日（火）、20 日（火）、26 日（月） 午後１時 30 分～午後３時 

○場 所…交流センターふれ愛館 ○持ち物…５本指ソックス、飲み物 

○講 師…快フィットネス研究所 吉井雅彦先生 

問きつつきの会 事務局 菅野（☎080-2801-3687） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

ウメ ５ １ 15Bq/Kg 深谷 他 

キャベツ ９ ３ 13Bq/Kg 伊丹沢 他 

ズッキーニ ５ １ 13Bq/Kg 草野 他 

玉ねぎ ４ ０ - 前田 他 


