
重 要 

転勤、進学等により 

避難先を移転された方へ 

○村に住所を残したまま避難先を変更する場合には 

生活支援対策課 生活支援係まで届け出ください。 

 

   村に届け出が提出された避難先情報を元に村の広報物、 

各種ご案内、避難に関する情報や国・県のお知らせ、選 

挙の投票券はがきなどを送付しています。 

大切なお知らせが、届かない場合がありますので、必ず 

届出ください。 

問生活支援対策課生活支援係（飯野出張所☎024-562-4249） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

飯野町団地「集会所」の愛称募集 

 

 

 

 
 

村は、９月入居開始予定の復興公営住宅飯野町団地「集会所」の愛

称を募集します。 

同集会所は、23戸の住宅に囲まれたヨーロッパ風の建物です。入

居者同士はもとより、村民、飯野町の皆さんとの交流の場を目的とし

ています。キッズコーナーとキッチンやダイニングが隣接しており、

子どもの遊ぶ姿に目をやりながら、親同士がキッチンでくつろぐこと

も可能です。 

 その他、集会室、PCコーナー、図書コーナーなど子育て機能を備

えた施設です。 

 同集会所にふさわしい愛称を下記の要領で募集します。 

○募集期間…７月 31日(木)まで。 

○応募方法…飯舘村役場本庁または飯野出張所窓口に備え付けの用

紙に記入し、応募箱に投函して下さい。 

○賞  品…最優秀１名に 5,000円分、佳作５名に 1,000円分の図書

カードを進呈いたします。 

□問 復興対策課建設管理係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1624） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲集会所キッチンとキッズコーナーのイメージ 

シェイプアップのための運動を始めませんか（６月のご案内）  

福島県青少年会館体育館の開放日に合わせて、現在話題になってい

る大人のラジオ体操やシェイプアップのための運動を実施します。申込み

不要ですのでぜひお気軽にご参加ください。 

○実施日：毎月第１・３水曜日に開催します。 

６月  ４日（水） 「大人のラジオ体操 」  

６月 18日（水） 「シェイプアップ体操」 

○時間：午前１0時 30分から１1時 30分まで 

○場所：福島県青少年会館体育館 

○講師：作田 美代 氏（福島県ラジオ体操連盟会長） 

○持ち物：飲み物（水分補給用）、タオル（汗拭き用・運動用）、上履き 

※初回参加者に、ラジオ体操オリジナルグッズとスタンプカードをプレゼン

ト！ 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 人間ドックのお知らせ 
  村では、満 45 歳・満 55 歳の方を対象に人間ドックを実施して

おります。案内が届いていない方は、健康福祉課健康係までお

問い合わせ下さい。 

なお、人間ドックの受診を希望する場合は、村の集団健診お

よび施設検診は受診できませんのでご注意ください。 

◎検査対象者 

満 45 歳 （昭和 44 年４月１日～昭和 45 年３月 31 日生） 

満 55 歳 （昭和 34 年４月１日～昭和 35 年３月 31 日生） 

◎実施日   ６月２日（月）から９月 30 日（火）まで  

◎実施場所 公益財団法人福島県保健衛生協会総合健診センター 

     （福島市方木田字水戸内 19 番地６） 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

肝炎ウイルス検査のお知らせ 

 村では、今年度 40歳になる方及び、41歳以上の方で過去に輸血を

受けたことがあり、かつ肝炎ウイルス検査を受けたことが無い方を対

象に肝炎ウイルス検査を実施します。今年度 41 歳以上の方が対象で

す。検査を希望する方は健康福祉課までお申込みください。 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

しあわせ金婚夫婦表彰の実施について 
～ご夫婦で築いた幸せ家族  金婚 50年～ 

結婚５０年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうござい

ます。本年度も県老人クラブ連合会主催「幸せ金婚夫婦表彰」を下記

のとおり実施します。該当される方は各地区の老人クラブ、または村

社会福祉協議会までお申し込みください。 

●対 象 者 :昭和 39年 1月 1日～昭和 39年 12月 31日に結婚され

た方 (昨年届出をされていない方も該当します) 

●申込期 限：７月 14日(月) 

問飯舘村社会福祉協議会（いいの交流館内☎024-562-3622） 

 

 検 査 内 容 個人負担金 

男

性 

一般コース 

＋オプション検査（頚部超

音波検査、歯周病検査、前

立腺検査） 

０円 

（本来の料金 48,276 円） 

女

性 

女性コース（子宮がん・乳

がん検査を含む） 

＋オプション検査（頚部超

音波検査、歯周病検査、卵

巣検査、骨粗しょう症検査） 

０円 

（本来の料金 57,456 円） 
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飯舘村で採取した山菜・たけのこは食べないでください  
 暖かくなり、飯舘村の山にも山菜やたけのこが出る時期となりまし

たが、飯舘村の山野草には摂取制限および出荷制限が出されています。 

村内で採取した山菜などは食べたり譲ったりしないでください。 

問復興対策課農政係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1621） 

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

平成26年４月１日から４月30日までに村で受け付けをした食品等

の放射性物質の測定結果について、主なものをお知らせします。 

※参考：放射性セシウムの基準値 「 一般食品 100 Ｂｑ／Kｇ 」 

※このほか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/Ｋｇ」 

 

 

 

 

 

 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品  100Ｂｑ/Ｋｇ」 

            「乳幼児食品  50Ｂｑ/Ｋｇ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

アサツキ 3 1 14.3Bq/㎏ 関沢 

葉ニンニク 2 0     

カラシ菜 2 0     

クレソン 1 1 13.5Bq/㎏ 深谷 

ニラ 1 0     

イチゴ 1 0     

フキノトウ 26 26 2,386.0Bq/㎏ 前田 

葉ワサビ 6 6 389.0Bq/㎏ 小宮 

シイタケ 2 2 9,390.0Bq/㎏ 伊丹沢 

ヨモギ 5 5 88.0Bq/㎏ 深谷 

タラの芽 5 5 2,313.0Bq/㎏ 小宮 

ワラビ 2 2 3,252.0Bq/㎏ 小宮 

イタドリ 1 0     

ツクシ 1 1 235.0Bq/㎏ 前田 

秋田フキ 1 1 32.0Bq/㎏ 佐須 

ドジョウ 1 1 1,054.0Bq/㎏ 小宮 

ハチミツ 1 1 296.0Bq/㎏ 佐須 

問除染推進課除染係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1625） 

鳥インフルエンザにご注意を  
 先日、熊本県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました。

鳥インフルエンザの感染防止のため衰弱又は死亡した野鳥、又はその

排泄物には直接触れないようにしましょう。 

 もし触れてしまった場合はすぐに手洗いをしましょう。 

また、衰弱又は死亡した野鳥を発見した場合には、福島県相双地方振

興局（☎0244-26-1144）までご連絡ください。 

※日本では厳しく検査されるため、鳥インフルエンザに感染した鶏

肉が市場に出回ることは一切ありません。 

問復興対策課農政係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1621） 

 

県復興公営住宅の入居者を募集しています 

県では、原子力災害により避難指示を受けている飯舘村民の方が入

居できます復興公営住宅を、平成 27 年３月入居予定で福島市の宮代

地区及び笹谷地区に整備しています。 

この復興公営住宅の入居募集は、下記により行われておりますが、

５月 30日（金）が応募の締め切りとなります。 

入居を希望される方は、早急に問い合わせ先に連絡してください。 

≪入居募集の内容≫ 

○対 象 者：平成 23年３月 11日時点で飯舘村民であること 

○募集戸数：48戸 

○募集期間：５月 30日（金）まで（４月１日募集開始） 

※ 住宅の詳細は、同封資料をご覧ください。 

□問 総務課企画係（飯野出張所☎024-562-4246）

鈴木弁護士による心配ごと相談を開催 
村社会福祉協議会の「心配ごと相談事業」として、鈴木弁護士によ

る専門相談を開催します。心配ごとや悩みごとを抱えている方はご相

談ください。相談は無料です。 

○日 時…６月 20日（金）午後１時 15 分から３時まで 

○会 場…飯野出張所 ３階会議室 

○相談員…鈴木芳喜弁護士（福島市：村顧問弁護士） 

○予 約…事前に村社会福祉協議会にお申し込みください。 

※申し込み期限…６月 18日（水）まで 

問飯舘村社会福祉協議会（いいの交流館内☎024-562-3622） 

借り上げ住宅入居者対象「お茶飲み会」のご案内  
 村社会福祉協議会では、借り上げ住宅入居者を対象とする交流事業 

「お茶飲み会」を開催しています。皆さんの参加をお持ちしています。 

内容の詳細はお問い合わせください。 

＊血圧測定・健康相談は、９:30 から行っています。 

問飯舘村社会福祉協議会（いいの交流館内☎024-562-3622） 

柏餅つくりと菖蒲（しょうぶ）さし交流 

村文化財愛好会（鴫原忠夫会長）による「柏餅つくりと菖蒲（しょうぶ）さ

し交流」が行われます。どなたでも参加できます。 

◇日 時 平成 26年 6月 7日（土）   午前 9時開始  正午まで 

◇会 場 福島市佐倉下 旧佐久間邸 微温湯（ぬるゆ）街道沿い 

福島市佐倉下字加藤 7番地の 6 JR福島駅より車で約 15分 

◇締切日 5 月 25日（日）まで 電話で申し込み 

◇参加費 500円（当日徴収） 

問事務局担当 佐藤 俊雄 ☎090-4885-9266 

 

 

≪問い合わせ先≫ 

  福島県復興公営住宅入居支援センター 

  024－522－3320【専用ダイヤル】 

  受付時 間：８：30～17：15（土日、祝日を除く） 

  〒960-8043福島市中町８－２【福島県自治会館６階】 

・北信団地 20号棟   ：24戸  福島市宮代字乳児池 71 周辺 

・笹谷団地８・９号棟 ：24戸  福島市笹谷字南田６   周辺 

測定品目 測定件数 セシウム 検出件数 

井戸水 6 0 

湧水等 3 0 

日 時 場  所 時  間 対  象 

６月 ９日（月） 
保原町中央公民館 

第一和室 

午前 10時～ 

午後１時 

伊 達 方 部 

６月 12日（木） 
原町区福祉会館  

視聴覚室 
相 双 方 部 

６月 16日（月） 
川俣町 

老人福祉センター 
川 俣 方 部 

村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 

村携帯サイトへアクセス 


