
 

 

 
 

 

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○飯舘村議会議員一般選挙

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

○

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

問

提出期限は下記のとおりですので、

※

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

○提出期限…令和３年

問

大会）が開催されます。村では、

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

募集します。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

③村内に通う中学生

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

④他自治体から災害復旧、

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手）

○申込期限…８月

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

問

 

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。

○実施期間…

問

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

までに統一いたします。

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

いいたてクリニックの診療日時

 

 

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○飯舘村議会議員一般選挙

・告示日

・投票日

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

○期 日 前 投

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

問飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出期限は下記のとおりですので、

※提出期限以降の日誌の受付けはできません

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

○提出期限…令和３年

問産業振興課農政第二係（☎

第 33
11 月 21

大会）が開催されます。村では、

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

募集します。

以下の参加資格に

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

③村内に通う中学生

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

④他自治体から災害復旧、

復興のため村に

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手）

○申込期限…８月

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。

注射の実施場所及び時間は、

○実施期間…

問住民課住民係（☎

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

までに統一いたします。

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○飯舘村議会議員一般選挙

・告示日 令和３年９月

・投票日 令和３年９月

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

期 日 前 投

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

復興組合作業日誌（草刈等）の

福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出期限は下記のとおりですので、

提出期限以降の日誌の受付けはできません

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

○提出期限…令和３年

産業振興課農政第二係（☎

33 回ふくしま駅伝候補選手を募集します
21 日（日）に、第

大会）が開催されます。村では、

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

募集します。 

以下の参加資格に

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

③村内に通う中学生

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

④他自治体から災害復旧、

復興のため村に

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手）

○申込期限…８月

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。

注射の実施場所及び時間は、

○実施期間…令和３年９月

住民課住民係（☎

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

までに統一いたします。

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○飯舘村議会議員一般選挙

令和３年９月

令和３年９月

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

期 日 前 投 票…９月

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

復興組合作業日誌（草刈等）の

提出期限について
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出期限は下記のとおりですので、

提出期限以降の日誌の受付けはできません

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

○提出期限…令和３年 11

産業振興課農政第二係（☎

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
日（日）に、第

大会）が開催されます。村では、

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

以下の参加資格に１つでも

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

③村内に通う中学生 

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

④他自治体から災害復旧、

復興のため村に勤務している方

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手）

○申込期限…８月 31 日（火）

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。

注射の実施場所及び時間は、

令和３年９月

住民課住民係（☎0244

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

までに統一いたします。

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○飯舘村議会議員一般選挙 

令和３年９月 18 日（土）

令和３年９月 26 日（日）

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

…９月 19

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

復興組合作業日誌（草刈等）の

提出期限について
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出期限は下記のとおりですので、

提出期限以降の日誌の受付けはできません

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

11 月 30

産業振興課農政第二係（☎0244

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
日（日）に、第 33

大会）が開催されます。村では、

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

１つでも該当すれば参加することができます。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

④他自治体から災害復旧、 

勤務している方

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手）

日（火） 

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。

注射の実施場所及び時間は、

令和３年９月 21 日（火）～９月

0244-42-1618

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

までに統一いたします。 

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

 

 

 

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

日（土） 

日（日） 

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時

19 日（日）～９月

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

復興組合作業日誌（草刈等）の

提出期限について
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出期限は下記のとおりですので、提出は期限厳守

提出期限以降の日誌の受付けはできません

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

30 日（火）

0244-42-

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
33 回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

大会）が開催されます。村では、16 区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

勤務している方 

⑤飯舘村出身者（ふるさと選手） 

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

ていただきますようお願いします。 

注射の実施場所及び時間は、同封のチラシ

日（火）～９月

1618） 

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

 

毎週火・木曜日

第 970

 

 

 

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時 

日（日）～９月

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎

復興組合作業日誌（草刈等）の

提出期限について
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出は期限厳守

提出期限以降の日誌の受付けはできませんのでご注意ください。

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

日（火） 

-1625）

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244-42

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

 

同封のチラシをご参照ください。

日（火）～９月 22

 

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

毎週火・木曜日

970 号 

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

ょう。選挙の日程については次のとおりです。 

日（日）～９月 25 日（土）

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎0244-42

復興組合作業日誌（草刈等）の

提出期限について 
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（

提出は期限厳守でお願いします。

のでご注意ください。

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。

） 

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可）

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。

42-0152

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

をご参照ください。

22 日（水）

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

毎週火・木曜日 午前８時

 令和３年８月

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

日（土） 

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。

42-1611）

復興組合作業日誌（草刈等）の

 
福島県営農再開支援事業における農地の草刈り等（12 千円

でお願いします。

のでご注意ください。

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

まだ提出されていない方は提出をお願いします。 

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。

①令和３年９月１日（水）現在、村に住民票がある方 

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

（避難前に飯舘村に居住していた中学生・高校生も可） 

※選手は指定レース、合宿、練習会を参考に選考します。 

0152） 

狂犬病予防注射のお知らせについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

をご参照ください。

日（水） 

不要不急の集会等の自粛について、前号で８月 22 日（日）までと

しておりましたが、「福島県非常事態宣言」に伴い、８月

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

午前８時 30

令和３年８月 20

飯舘村議会議員一般選挙の日程について
任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

 

※詳しくは後日送付される選挙のお知らせをご覧ください。 

） 

復興組合作業日誌（草刈等）の 

千円/反）の日誌

でお願いします。

のでご注意ください。 

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

回ふくしま駅伝候補選手を募集します
回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

 

狂犬病予防注射のお知らせについて 
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

をご参照ください。 

日（日）までと

８月 31 日（火）

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

30 分～午後０時

 

20 日 

 

飯舘村議会議員一般選挙の日程について  

任期満了に伴う飯舘村議会議員一般選挙が９月に行われる予定です。 

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

反）の日誌

でお願いします。 

 

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

回ふくしま駅伝候補選手を募集します  

回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

該当すれば参加することができます。 

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員

 
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

日（日）までと

日（火）

また、各種イベントは新型コロナウイルス感染症の状況、イベント

の規模・内容により中止となる場合があります。ご理解・ご協力をよ

 

分～午後０時

 

 

 

 

飯舘村と私たちの未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しまし

反）の日誌

※今年度から事前にＪＡに取組農地申出書の提出が必要となりますので、

回ふくしま駅伝（市町村対抗縦断駅伝競走

区間すべての区間への出場を目指し

ています。村のたすきをつなぐため『ふくしま駅伝』を走る、候補選手を

②他自治体に居住し村に通勤している小・中学校の教職員、常備消防職員 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期していました狂犬病予防の

集合注射を、以下の日程で実施します。犬を飼っている方は、注射を受け

 

 

 

 

 

前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、９月

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

詳細については、以下へお問合せください。

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

８月

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

をお送りします。

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。

問住民課税務係（☎

 第

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

○日時…

○会場…小野あぶくま球場（小野町）

○対戦…三春町

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月

野球場（本宮市）にて、午前８時

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

 

 

 

福島県は、

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

の 58

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

１ 

  外出する必要がある場合でも、

間と少人数

２ 

  以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

（２）

（３）長時間にわたることが想定される場合

３ 

４ 

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

い。

５ 

 

の会話を避ける

問健康福祉課健康係（いちばん館内

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

 

分～午後０時 30 分（受付は午前８時

前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、９月 12

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

詳細については、以下へお問合せください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

口座振替登録状況発送のお知らせ
８月 16 日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

をお送りします。

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。

住民課税務係（☎

第 15 回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

○日時…９月

○会場…小野あぶくま球場（小野町）

○対戦…三春町

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月

野球場（本宮市）にて、午前８時

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

○村県民税

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

福島県は、

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

58 市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

 不要不急の外出を自粛してください

外出する必要がある場合でも、

間と少人数

 不要不急の集会等を自粛してください

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

（２）飲食を伴う集まりである場合

（３）長時間にわたることが想定される場合

 都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

 ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

い。 

 ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう

 特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「

の会話を避ける

健康福祉課健康係（いちばん館内

問

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分（受付は午前８時

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

12 日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

詳細については、以下へお問合せください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

をお送りします。 

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。

住民課税務係（☎

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

９月 12 日（日）

○会場…小野あぶくま球場（小野町）

○対戦…三春町 

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月

野球場（本宮市）にて、午前８時

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

○村県民税

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

福島県は、８月８日（日）～８月

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

不要不急の外出を自粛してください

外出する必要がある場合でも、

間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動

不要不急の集会等を自粛してください

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

飲食を伴う集まりである場合

（３）長時間にわたることが想定される場合

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう

特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「

の会話を避ける」などを実践してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

問住民課税務係（☎

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分（受付は午前８時

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

詳細については、以下へお問合せください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

 

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。

住民課税務係（☎0244-42

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

日（日） 午前

○会場…小野あぶくま球場（小野町）

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月

野球場（本宮市）にて、午前８時

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

今 月
○村県民税           

○国民健康保険税

○介護保険料         

○後期高齢者医療保険料

８月８日（日）～８月

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

不要不急の外出を自粛してください

外出する必要がある場合でも、

混雑している場所や時間帯を避けて行動

不要不急の集会等を自粛してください

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

飲食を伴う集まりである場合

（３）長時間にわたることが想定される場合

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう

特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「

」などを実践してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

住民課税務係（☎

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分（受付は午前８時 30 分～午前

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

詳細については、以下へお問合せください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。

42-1615

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

午前 10 時

○会場…小野あぶくま球場（小野町）

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月

野球場（本宮市）にて、午前８時

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

月 の
           

○国民健康保険税     

         

○後期高齢者医療保険料

８月８日（日）～８月

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

不要不急の外出を自粛してください

外出する必要がある場合でも、

混雑している場所や時間帯を避けて行動

不要不急の集会等を自粛してください

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

飲食を伴う集まりである場合

（３）長時間にわたることが想定される場合

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう

特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「

」などを実践してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

住民課税務係（☎0244

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分～午前

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

ただきますようお願いいたします。 

詳細については、以下へお問合せください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

ご案内が届いた方はよくご覧ください。 

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

たは村ホームページをご覧ください。 

1615） 

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

時 30 分試合開始予定（第２試合）

○会場…小野あぶくま球場（小野町） 

※１回戦に勝利すれば、２回戦９月 19 日（日）しらさわグリーンパーク

野球場（本宮市）にて、午前８時 30 分試合開始予定（第１試合）です。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244

の 納 め
           ２期

     ２期

          ２期

○後期高齢者医療保険料  １期

 

８月８日（日）～８月 31 日（火）まで「非常事態宣言」

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

不要不急の外出を自粛してください 

外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動を共にしている仲

混雑している場所や時間帯を避けて行動

不要不急の集会等を自粛してください 

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

飲食を伴う集まりである場合 

（３）長時間にわたることが想定される場合

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう

特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「

」などを実践してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

0244-42-1615

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分～午前 11 時 30

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

詳細については、以下へお問合せください。 

0244-42-1633

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

 

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

分試合開始予定（第２試合）

日（日）しらさわグリーンパーク

分試合開始予定（第１試合）です。

0244-42-0152

め も
２期  ８月

２期  ８月

２期  ８月

１期  ８月

日（火）まで「非常事態宣言」

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

極力家族や普段行動を共にしている仲

混雑している場所や時間帯を避けて行動

 

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合

（３）長時間にわたることが想定される場合

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

ご家庭内・ご家族での対策を徹底しましょう 

特に飲食時は「少人数」「深酒を避ける」「マスクを外しての近距離で

」などを実践してください。 

0244-42

1615） 

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

30 分）☎

「敬老会」中止のお知らせ
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

 

1633） 

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

飯舘チームを応援してください
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

分試合開始予定（第２試合）

日（日）しらさわグリーンパーク

分試合開始予定（第１試合）です。

0152） 

も の 

８月 31 日（火）

８月 31 日（火）

８月 31 日（火）

８月 31 日（火）

日（火）まで「非常事態宣言」

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。

極力家族や普段行動を共にしている仲

混雑している場所や時間帯を避けて行動

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。

（１）中止・延期が可能な集まりである場合 

（３）長時間にわたることが想定される場合 

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

マスクを外しての近距離で

42-1637）

福島県非常事態宣言（２回目）

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

分）☎0244-

 
前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

日（日）に予定されていた飯舘村敬老会は中止とします。楽

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

 

口座振替登録状況発送のお知らせ
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

飯舘チームを応援してください 
回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

分試合開始予定（第２試合）

日（日）しらさわグリーンパーク

分試合開始予定（第１試合）です。

 

日（火） 

日（火） 

日（火） 

日（火） 

日（火）まで「非常事態宣言」

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

の実践について、ご理解とご協力をお願いいたします。 

極力家族や普段行動を共にしている仲

混雑している場所や時間帯を避けて行動してください。

以下のいずれかに該当する場合は自粛してください。 

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

ワクチン接種を終えても基本的な対策を徹底しましょう 

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

マスクを外しての近距離で

） 

福島県非常事態宣言（２回目） 

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

-68-2277

前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

とします。楽

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

口座振替登録状況発送のお知らせ 
日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。

分試合開始予定（第２試合） 

日（日）しらさわグリーンパーク

分試合開始予定（第１試合）です。

日（火）まで「非常事態宣言」を発令し

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

極力家族や普段行動を共にしている仲

してください。

都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください  

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

マスクを外しての近距離で

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い

2277 

前号でもお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

とします。楽

しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解い

日（月）から実施しています『飯舘村口座振替推進キャンペー

ン』について、すでに口座振替に登録情報がある方（現時点でキャンペー

ンの条件を満たしていない方）へ、確認のためご自身の登録状況のご案内

全ての税（料）が口座振替となることの他、必要書類がありますので、

キャンペーンの詳細については８月５日号のお知らせ版及びチラシ、ま

回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。ぜひ球場に足

をお運びいただき、飯舘チームの応援をよろしくお願いいたします。 

日（日）しらさわグリーンパーク

分試合開始予定（第１試合）です。 

を発令し

ました。いわき市には「まん延防止等重点措置」が適用され、その他

市町村全域が集中対策の対象地です。つきましては、以下の対策

極力家族や普段行動を共にしている仲

してください。 

やむを得ない場合においても、飛沫感染予防を徹底してください。 

「マスク、手洗い、うがい」等の基本的な対策は当面継続してくださ

マスクを外しての近距離で

新型コロナウイルス感染防止対策強化のお願い 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

令和３年７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おりますので、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 - 二枚橋・須萱 
 

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） 

あだたらキャンプを開催します  

 村といいたてスポーツクラブでは、森林での体験活動を通し森の仕組み、

仲間との協調性や責任感を学ぶ目的で体験事業を実施します。 

○日  時…９月 11 日（土）～９月 12 日（日）１泊２日 

           ※９月 11 日（土）午前 10 時現地集合   

※９月 12 日（日）午後２時現地解散  

○場  所…フォレストパークあだたら（大玉村玉井字長久保 68） 

○募集人数…18 名 ※参加費無料 

○募集締切…９月６日（月） 

詳細については同封チラシをご覧ください。 

※県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。 

申込・問生涯学習課 

   （スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152 FAX：0244-42-1300） 

村内に建物を新築又は解体したら届出を 
固定資産税の適正な課税のため、村内に建物（車庫等を含む。）を新築、

増築、減築、又は解体した場合はご連絡をお願いします。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

被災者生活再建支援金のお知らせ 
 東日本大震災関連で居住用住宅を解体（一部解体を除く）された方は、

被災者生活再建支援金を申請することができますので、お知らせいたしま

す。 

なお、申請期間は令和４年４月１０日までとなりますので、手続きをされ

ていない方はお忘れのないようお願いいたします。 

ただし、過去に申請された方は除きます。詳しくは税務係までお問合せく

ださい。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

令和３年度生きがい農業ステップアップ事業の 

申請について 

「生きがい農業」から「なりわい農業」への発展等を支援する「生きが

い農業ステップアップ事業」の申請を開始します。事業の活用を希望する

方は、下記により産業振興課まで申請してください。 

○申請方法…村農政第一係で、申請書類に記入・押印いただきます。 

○必要書類…直近過去３年分の確定申告書（農業の収支内訳書）の写し 

○補 助 率…補助対象経費×補助率３分の２以内 補助金上限 20 万円 

○対象経費…種苗費、肥料費（土壌改良材含）、農薬衛生費、諸材料費 

○補助要件（以下の全ての要件を満たすもの） 

①村内の農用地での作付けであること 

②新たに市場等（直売所を除く）出荷を目的とした作付けであること 

③販売計画を策定すること 

④村税等の滞納がないこと 

○申請〆切…令和３年 10 月 29 日（金） 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

ヨガ・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、健康体操教室を行っています。

村民の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。 

内 容 日 時 場 所 

健康体操 ９月７日（火）、13 日（月）、21 日（火） 
交流センター 

「ふれ愛館」 
ヨガ教室 ９月２日（木）、９日（木）、16 日（木） 

○時 間…午後１時 30 分～午後３時 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています） 

○講 師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所） 

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師） 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。 

※県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。 

問きつつきの会（菅野☎080-2801-3687） 

そうま広域シルバー人材センター会員募集！ 

シルバー人材センターでは、会員を募集しています。おおむね 60 歳以

上で心身共に健康な方が対象になります。 

同センターは、自主的な会員組織で家庭や企業および公共団体等から仕

事を引き受け、会員の能力に応じた仕事を提供し、就業した会員は配分金

を受け取る仕組みになっています。 

申込・問（公社）そうま広域シルバー人材センター（☎0244-36-1283) 

子どもの人権１１０番強化週間 

法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、８月 27 日（金）から

９月２日（木）までの７日間、全国一斉『子どもの人権 110 番』強化週間

として、いじめや嫌がらせ、虐待、体罰など子どもの抱える人権問題につ

いて、電話相談を実施します。 

〇電話相談期間…８月 27 日（金）～９月２日（木） 午前８時 30 分～午後７時 

※８月 28 日（土）・29 日（日）は午前 10 時～午後５時 

〇電 話 番 号…0120-007-110（フリーダイヤル） 

問福島地方法務局人権擁護課（☎024-534-1994) 

消防飯舘分署からのお知らせ 

《悪質な訪問販売にご注意》 

令和３年７月に相馬地方広域管内の一般住宅にて、消火器の不正取引事

案が発生しました。 

今回は、訪問された住人が不審に思い警察署へ通報したことから購入に

は至りませんでしたが、全国的にも消防関係者や点検業者を装い、不当な

価格で消火器の販売や点検を勧めてくる事案が多発しています。 

消防職員、消防団員による消火器の販売や点検は一切行っていません。訪

問があった場合は相手の身分を確認し、不審な点があれば、購入や点検を

しないことをはっきりと伝えましょう。 

違法な悪質訪問販売にはご注意ください。 

問消防飯舘分署（☎0244-42-0119） 

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」を以下

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…９月 17 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…９月 14 日（火）まで村社会福祉協議会に 

お申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

あなたの大切な遺言書を法務局でお預かりします 

 令和２年７月 10 日（金）から、自筆証書遺言書を作成した本人が、法

務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始まりました。制度の

利用に係る詳細は、法務局のホームページを御覧いただくか、福島地方法

務局相馬支局までお尋ねください。 

問福島地方法務局相馬支局（☎0244-36-3413） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

キュウリ 12 ０ - 前田・八和木 他 

サヤインゲン 23 ２ 28Bq/kg 小宮 他 

ジャガイモ 19 ４ 17Bq/kg 草野  他 

トウモロコシ ６ １ 12Bq/kg 深谷 他 

ナス 13 ０ - 臼石 他 


