
いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日 午前８時 30 分～午後０時 30 分（受付は午前８時 30 分～午前 11 時 30 分）☎0244-68-2277 

 

 

 

 

 
 

 
 

 第 950 号 令和２年 10 月 20 日 

感染症予防対策を取りましょう  

 新型コロナウイルス感染症は、全国的にも県内でも感染が収まっていま

せん。また、これからの時期はインフルエンザ等の感染症にも気を付ける

必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症はもちろん、インフルエンザ等の感染を予防

するためにも、人との距離を十分にとる、マスクを着用する、こまめに手

洗いうがいをする、３密を避けるなど感染症対策を取りましょう。 

問健康福祉課健康係（☎0244-42-1637） 

課税地目の見直しに関する通知を確認ください 

 来年度より固定資産税（土地・家屋分）の課税が再開されますが、原発

事故後、村内では家屋の解体が進み、課税地目が宅地であるにもかかわら

ず、その土地に家屋が存在しないというケースが多く見受けられるように

なりました。 

そこで村では、帰還困難区域を除く村内の宅地の状況を改めて調査し、

今月１日に宅地の納税義務者に対してその結果について通知をお送りし

ました。（※家屋を解体していない納税義務者に対してもお送りしていま

す。）通知に関して疑問等がある場合は、10 月 30 日（金）までにお問合せ

をお願いします。 

 なお、村内に家屋を新築したり、既存の家屋を解体したりした場合は、

引き続き下記まで届出をお願いします。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

野生きのこは出荷や譲渡をしないでください 
福島県の中通り、浜通りについては、すべての市町村で野生きのこ（全

品目）の出荷制限が指示されています。 

村内の野生きのこは、出荷・流通させることはもちろん、他人への譲渡

もしないでください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

までいな健康運動塾のお知らせ  

「健康のためにからだを動かしたい」と思っている方、どなたでも参加

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ていますので、ぜひご参加ください。 

〇日 時…①11 月４日(水) ②１１月１１日(水) ③11 月 18 日(水)  

        ④11 月 25 日（水） 午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分 

〇場 所…交流センターふれ愛館 

〇内 容…①メタボ予防(運動強度：中)②関節痛予防(運動強度：弱)  

③熱血教室(運動強度：強) ④介護予防（運動教室：弱） 

〇講 師…健康運動指導士 滝口義光先生 

〇持ち物…①水または麦茶 ②動きやすい服装 ③運動靴 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、参加される方は、体温を測定 

し、可能な限りマスクを着用して参加してください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42－1637） 

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会について  

村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。 

当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のうえ、ご

参加ください。 

○日 時…11 月５日（木）、18 日（水）、26 日（木） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分 

○場 所…交流センターふれ愛館 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います  

村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。 

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。 

〇日  程…12 月 15 日（火）  〇会場…いちばん館 

〇受付時間…午前９時 15 分～午前 10 時 15 分  

子宮がん検診対象 下記①、②の両方を満たす方。 

①20 歳以上の女性の方、②20 歳、22 歳など偶数歳の方 

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。 

骨粗しょう症検診対象 

令和２年度に 30、35、40、45、50、55、60、65、70 歳となる女性の方。 

受診方法…12 月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。 

（１）予約受付後、受診録を郵送します。 

（２）予約無しでは受診できません。 

（３）今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。 

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。 

子宮がん検診について詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

※内部被ばく検査も同日に受診できます。 

問・申込健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

ものからはじまる交流イベント「山の向こうから」のお知らせ 
 村地域おこし協力隊では、物づくりをしている作家、飲食店等が出店す 

るイベントを開催します。花卉、カフェ、キャンドル等が出店しますので、 

ぜひお越しください。 

 なお、当日は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、受付時に検 

温、個人情報の提供（名前、都道府県、電話番号）をお願いいたします。 

〇日 時…11 月１日（日） 午前 10 時～午後４時  

雨天時は、旧草野小学校 校舎内で行います。 

〇場 所…やすらぎ工房前広場（旧草野幼稚園 園庭） 

〇入場料…500 円（中学生以下無料） 

問ものからはじまる実行委員会事務局（☎070-4418-9412） 

福島県相双建設事務所からのお知らせ 

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表について 

 福島県では、土砂災害から県民の命を守るため、土砂災害防止法に基づ

き、「土砂災害の危険性のある区域図（基礎調査の結果）」を相双建設事務

所のホームページで公表します。自分の住んでいる地域やその周辺、また、

避難経路などに危険な区域が無いかあらかじめ確認し、いざという時に落

ち着いて避難行動が取れるよう、ご活用ください。 

相双建設事務所ホームページ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/kisochousakekka-sousou

.html 

問福島県相双建設事務所河川砂防課（☎0244-26-1260） 

男性のつどい in 飯舘村を開催します！  

 普段の生活をより元気に過ごすための男性たちによる男性のための集

団活動です。初めての方も大歓迎。みんなで楽しい時間を過ごしません

か？今回は芋煮会を開催します。皆さん、ぜひご参加ください。 

〇日  時…11 月 25 日（水） 午前 10 時 30 分～午後２時 

〇場  所…いちばん館（飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571 番地） 

〇内  容…芋煮会、室内レクリエーション 〇参加費…300 円 

〇申込期限…11 月 18 日（水）まで 

※レクリエーションを行います。動きやすい服装でご参加ください。 

問・申込相馬広域こころのケアセンターなごみ（☎0244-26-9353） 

今 月 の 納 め も の 

○村県民税           ３期  11 月２日（月） 

○国民健康保険税        ４期  11 月２日（月） 

○介護保険料            ４期  11 月２日（月） 

○後期高齢者医療保険料  ３期  11 月２日（月） 

○上下水道使用料   ８・９月分  11 月２日（月） 

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ください。 
        



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和２年９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 １ ０ - 小宮 

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」 

問産業振興課農政第二係（☎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 
10 月１日（晴） ９月 17 日（曇） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.22 0.22 0.21 0.22 

２ 深谷字原前地内 0.36 0.39 0.36 0.37 

３ 伊丹沢字山田地内 0.29 0.27 0.28 0.29 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.17 0.20 0.17 

５ 小宮字曲田地内 0.33 0.33 0.32 0.34 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.34 0.31 0.30 0.32 

７ 大倉字湯舟地内 0.26 0.33 0.19 0.24 

８ 佐須字佐須地内 0.21 0.21 0.23 0.23 

９ 草野字柏塚地内 0.15 0.14 0.14 0.14 

10 飯樋字下桶地内地内 0.25 0.24 0.27 0.25 

11 飯樋字一ノ関地内 0.23 0.38 0.28 0.28 

12 飯樋字笠石地内 0.20 0.21 0.22 0.21 

13 飯樋字原地内 0.45 0.51 0.41 0.52 

14 比曽字比曽地内 0.26 0.25 0.23 0.24 

15※ 長泥字長泥地内 1.83 2.30 1.86 2.04 

16 蕨平字木戸地内 0.36 0.32 0.36 0.32 

17 松塚字神田地内 0.15 0.16 0.16 0.14 

18 臼石字町地内 0.32 0.33 0.39 0.37 

19 前田字福田地内 0.19 0.17 0.32 0.26 

20 二枚橋字町地内 0.27 0.28 0.27 0.26 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月１日（晴） ９月 17 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.14 0.16 0.15 0.19 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.25 0.21 0.26 

３ 伊丹沢字山田地内 0.12 0.13 0.13 0.11 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.22 0.20 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.28 0.21 0.26 0.20 

６ 芦原白金地内 0.16 0.15 0.16 0.15 

７ 大倉字大倉地内 0.11 0.10 0.10 0.11 

８ 佐須字虎捕地内 0.21 0.17 0.23 0.22 

９ 草野字大坂地内 0.18 0.17 0.18 0.16 

10 飯樋字町地内 0.18 0.21 0.19 0.25 

11 飯樋字割木地内 0.18 0.15 0.19 0.17 

12 飯樋字笠石地内 0.20 0.18 0.17 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.11 0.09 0.11 0.10 

14 比曽字中比曽地内 0.16 0.14 0.15 0.14 

15※ 長泥字曲田地内 0.62 0.55 1.60 1.88 

16 蕨平字蕨平地内 0.33 0.31 0.33 0.30 

17 関根字押木内地内 0.13 0.13 0.13 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.18 0.19 0.18 0.15 

19 前田字古今明地内 0.29 0.30 0.20 0.18 

20 須萱字水上地内 0.10 0.12 0.13 0.12 

司法書士による相談会を開催します 
 福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラブ

ル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きします。

相談は無料です。※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

〇日 時…11 月 10 日(火) 午後１時～午後４時 

〇会 場…交流センターふれ愛館 

〇予 約…11 月９日(月)まで福島県司法書士会に申込みください。 

問福島県司法書士会事務局（☎024-534-7502） 

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、弁護士法人鈴木芳喜法律事務所による「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…11 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） 

○予 約…11 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。 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、当日はマスクの着用、検温、 

手指のアルコール消毒にご協力ください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

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 場 所 

11 月 10 日（火）、17 日（火）午後１時 15 分～午後３時 川俣町中央公民館 

11 月 24 日（火）       午後１時 30 分～午後３時 交流センターふれ愛館 

○持ち物…ヨガマット ※無料で貸し出しも行います。 

○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 会長 齋藤（☎090-5183-9247） 

計画段階環境配慮書の縦覧について 

ふくねっと合同会社（福島市）が、村、田村市、二本松市、葛尾村、浪

江町及び川俣町において計画している風力発電事業に係る計画段階環境

配慮書を以下のとおり縦覧し、ご意見を受け付けています。 

○縦 覧 書 類…（仮称）阿武隈北部風力発電事業 計画段階環境配慮書 

○縦 覧 場 所…村役場 ほっとコーナー 

○縦 覧 期 間・意見書受付期間…10 月６日（火）～11 月６日（金） 

縦覧場所に備え付けの意見書に氏名、住所及び意見をご記入のうえ、意見

書箱にご投函ください。 

問ふくねっと合同会社（☎024-573-9187） 

いいたてネットワークからのお知らせ 
いいたてネットワークでは、福島県心の復興事業において、下記の交流

会を行います。お気軽にご参加ください。 

虎捕山トレッキング（山登り）交流のご案内 
 山津見神社の本殿を目指し、虎捕山トレッキング交流を実施します。昼

食は、農家レストランで凍み餅・味噌じゃがなどを楽しみましょう。 

〇日  時…10 月 31 日（土) 午前９時 30 分～午後２時 

〇集合場所…山津見神社（飯舘村佐須）〇昼食…氣まぐれ茶屋ちえこ 

〇定  員…10 名（先着順） 〇参加費…1,000 円（昼食代等） 

〇準 備 物…寒くない服装・運動靴・軍手・飲料水等 

〇雨 天 時…ボッチャ等のレクリエーション交流（交流の家：佐須） 

〇申  込…10 月 28 日（水）正午まで電話にてお申込みください。 

問・申込いいたてネットワーク 担当 佐藤（070-2261-1561） 

あづま運動公園イチョウ並木写真撮影交流のご案内 
かんたんデジタルカメラ教室（一眼レフも OK です！）あづま運動公園 

イチョウ並木にて撮影交流を行います。お気軽にご参加ください。 

〇日  時…11 月７日（土) 午前 10 時～正午 〇参加費…500 円 

〇集合場所…あづま総合体育館２階研修室（福島市） 

〇講  師…いいたて移動写真館スタッフ 〇定員…10 名（先着順） 

〇準 備 物…デジタルカメラ（一眼レフも OK です！）、寒くない服装 

〇雨 天 時…実施します。雨のイチョウ並木も良いかも。 

〇申 込 み…11 月４日（水）正午まで電話にてお申込みください。 

問・申込いいたてネットワーク 担当 横山（080-5733-7703） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

カボチャ ６ ０ - 前田・八和木 他 

クリ 22 16 209Bq/㎏ 深谷 他 

ミニトマト ３ ０ - 上飯樋 他 

ヤーコン ３ ０ - 深谷 他 

日程 時 間 場 所 会費 持ち物 

11 月 16 日（月） 午前 10 時

～  

11 時 30 分 

南相馬市原町区 

福祉会館 大会議室 
100 円 タオル 

11 月 30 日（月） 
川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 


