
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生命と地球 沖縄でのまでいの旅」スタッフ募集  

村では、村内及び村内から村外に避難している小学６年生を対象と

した「沖縄までいの旅」のスタッフを募集します。奮ってご応募くだ

さい。 

○募集スタッフ…班指導スタッフ若干名 

○依 頼 内 容 …参加児童の指導、助言、引率など 

○事 業 日 程 …７月 22 日（日）から 25 日（水）３泊４日 

※この他にスタッフ会議、事前研修会、報告会等に参加していた

だきます。 

○応 募 条 件 …①年齢 20 歳以上、学生不可 

②健康で、子どもの指導に熱意と誠意を持って取

り組める人 

○選考及び決定…書類及び面接 

○費    用   …旅費は村で負担します。 

○申 込 方 法 …指定申込み用紙に必要事項を記入し提出してく 

ださい。 

（用紙は村役場飯野出張所教育課にあります。） 

○申 込 期 限 …６月 15 日（金） 

問教育課生涯学習係（024-562-4240） 

水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします水質検査の検査結果をお知らせします    

    村の水質検査の結果と村民が多く避難している主な場所の水質検

査の結果をお知らせします。 

市町村名 

水 道 

事業名 

取水 

施設 

水源 取水日 結果 

福島市 

福島地方水道用

水供給企業団 

摺上川 

ダム 

表流水 

（ダム） 

５月 23 日 ＮＤ 

伊達市 

伊達市月舘簡易

水道事業 

布川 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 24 日 ＮＤ 

国見町 国見町水道事業 

浄水、第

４、５水源 

深井戸 ５月 23 日 ＮＤ 

川俣町 川俣町水道事業 

第１～ 

第３水源 

表流水 

（自然） 

５月 23 日 ＮＤ 

相馬地方広域水道企業団 

真野ダム 

鹿島真野 

水源ほか 

ダム放流、

浅井戸、深

井戸、湧水 

５月 25 日 ＮＤ 

滝下 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 25 日 ＮＤ    

田尻 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 25 日 ＮＤ    

飯舘村飯舘簡易

水道事業 

花塚 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 25 日 ＮＤ    

飯舘村 

飯舘村大倉簡易

水道事業 

大倉 

浄水場 

表流水 

（自然） 

５月 25 日 ＮＤ    

※上記以外にも県内の水道水を定期的に検査しており、いずれの水源 

においても検出限界値を下回っています（５月 25 日現在）詳しく 

は県のホームページをご覧ください。 

○福島県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ･･･http://wwwcms.pref.fukushima.jp/ 

※「ＮＤ」は検出限界値を下回ったことを指します。この検査結果 

では放射性セシウム 134、137 に関して、水 1 ㌔グラムあたりに含

まれる放射性物質の量が１ベクレル未満であることを示していま

す。（１Bq/kg 未満） 

※平成 24 年４月１日に厚生労働省が新たに設定した飲用水中の放射

性物質の基準値は、放射性セシウム 10Bq/kg です。 

 

 ６月議会定例会開催日程  

 ６月議会定例会が下記の日程で開催されます。ぜひ傍聴においでく

ださい。なお、日程は議会運営委員会で決定されるため、変更になる

場合があります。 

◆６月14日(木) ･･･････････････ 開 会 

◆６月18日(月)・19 日(火) ････ 一般質問 

◆６月21日(木) ･･･････････････ 議案審議、閉 会 

◆場  所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 飯野出張所 

問飯舘村議会事務局（☎024-562-4247） 

乳幼児等医療費受給者・ 

ひとり親家庭医療費受給者の皆様へ 

東京電力福島原発事故により計画的避難区域等の全ての住民の方

は、平成 24 年３月１日以降も引き続き平成 25 年２月 28 日まで医療

機関等の窓口負担は免除となっています。 

ただし、上記の受給者の方が入院した場合の入院時食事療養費につ

きましては、平成 24 年３月１日から自己負担となりました。入院に

より食事療養費を自己負担された方は助成を行いますので、下記まで

お問い合わせください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4216）・福祉係（024-562-4259） 

子どもの遊びと心の相談会のお知らせ子どもの遊びと心の相談会のお知らせ子どもの遊びと心の相談会のお知らせ子どもの遊びと心の相談会のお知らせ    

慣れない避難生活が長期化することにより、お子さんや家族の方々

の心に変調をきたしていませんか。 

村では、子どもの心身の健やかな成長発達と、子育ての不安解消の

場として、専門のスタッフ（小児科・精神科医師）による心の相談会

を実施いたします。相談の間、子どもたちは遊びの教室を実施します。 

ぜひお気軽に申し込みください。 

○日  時…平成 24 年６月 17 日（日）午後１時～３時 

○場  所…福島市飯野学習センター２階大ホール 

○対 象 者…小学校入学前の子どもとその兄弟・保護者 

○申込期限…６月１３日（水）６月１３日（水）６月１３日（水）６月１３日（水）    

※参加者にはステキなおもちゃのプレゼントがあります。 

申込先健康福祉課健康係（☎024-562－4224） 

鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による鈴木弁護士（飯舘村顧問弁護士）による    

心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催心配ごと相談を開催    

社会福祉協議会が実施している心配ごと相談の一環として、鈴木弁

護士による専門相談を開催します。心配事や悩み事を抱えておられる

方はご相談ください。 

○日 時 平成 24 年６月 20 日（水）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） 

○相談料 無 料 

○予 約 事前予約が必要です。 

○人 数 ５人以内 

※申し込み締切り…６６６６月月月月 15151515 日（金日（金日（金日（金）まで）まで）まで）まで 

予約・問い合わせ飯舘村社会福祉協議会 

      いいの交流館内（☎024‐562-3622） 

重要住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ住所を移転された方へのお知らせ    

村に住所を残したまま避難先を変更する場合には飯舘村役場村に住所を残したまま避難先を変更する場合には飯舘村役場村に住所を残したまま避難先を変更する場合には飯舘村役場村に住所を残したまま避難先を変更する場合には飯舘村役場

住民課まで必ず届け出ください。住民課まで必ず届け出ください。住民課まで必ず届け出ください。住民課まで必ず届け出ください。また、村から転出した方で村の

情報・お知らせ等を希望する方は届け出ください。 

【届け出をいただきたい方】【届け出をいただきたい方】【届け出をいただきたい方】【届け出をいただきたい方】    

①村に住所を残して避難した方で避難先の住所が変わった方 

（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）（必ず届け出が必要です）    

②村から他市町村に転出した方 

（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届（村からの情報を希望する方は転出届提出の際提出の際提出の際提出の際にその旨にその旨にその旨にその旨申し申し申し申し出出出出

ください）ください）ください）ください） 

 ※※※※本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ、郵送または本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ、郵送または本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ、郵送または本人と確認できる書類を添付（ご持参）のうえ、郵送または

窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。窓口へ直接お越しください。 

問住民課住民係（☎024-562-4241） 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    号外号外号外号外    第第第第 32323232 号号号号    

平成平成平成平成 24242424 年６月５日発行年６月５日発行年６月５日発行年６月５日発行    



飯舘村社会福祉協議会の飯舘村社会福祉協議会の飯舘村社会福祉協議会の飯舘村社会福祉協議会の連絡先について連絡先について連絡先について連絡先について    

    平成 23 年６月より村社会福祉協議会は福島市飯野町のいいの交流

館に移転しています。移転前（いちばん館）の連絡先に電話すると見

まもり隊事務局につながりますのでお気を付け下さい。 

 現在の村社会福祉協議会の連絡先は下記のとおりですので、お間違

えのないよう再度お知らせします。 

住所：福島市飯野町後川３-１ いいの交流館内 

問飯舘村社会福祉協議会（☎024-562-3622 FAX024-562-3644） 

各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値各行政区の放射線測定値    

テレビ、新聞等でお知らせしている放射線測定値はテレビ、新聞等でお知らせしている放射線測定値はテレビ、新聞等でお知らせしている放射線測定値はテレビ、新聞等でお知らせしている放射線測定値は「いちばん館」前「いちばん館」前「いちばん館」前「いちばん館」前にににに

国が国が国が国が設置した計測器の設置した計測器の設置した計測器の設置した計測器の測定結果です。測定結果です。測定結果です。測定結果です。12121212 月月月月 1111 日日日日にににに 2.012.012.012.01 ㍃シーベルト㍃シーベルト㍃シーベルト㍃シーベルトであであであであ

ったったったった値が値が値が値が５５５５月月月月 27272727 日現在日現在日現在日現在 0.860.860.860.86 ㍃シーベルトに低下㍃シーベルトに低下㍃シーベルトに低下㍃シーベルトに低下しています。これは、しています。これは、しています。これは、しています。これは、12121212

月下旬から月下旬から月下旬から月下旬から 1111 月下旬までに実施された役場月下旬までに実施された役場月下旬までに実施された役場月下旬までに実施された役場、、、、いいたてホームいいたてホームいいたてホームいいたてホーム、いちばん、いちばん、いちばん、いちばん

館館館館の除染の除染の除染の除染にににによるものとよるものとよるものとよるものと思われます。思われます。思われます。思われます。    

村が独自に計測した各行政区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。 

【農地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定 単位：㍃シーベルト） 

５月 24 日 ５月 10 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cｍ 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 3.383.383.383.38    3.683.683.683.68    3.55 4.23 

２ 深谷字原前地内 3.933.933.933.93    4.924.924.924.92    3.73 5.70 

３ 伊丹沢字山田地内 4.174.174.174.17    4.854.854.854.85    4.27 5.54 

４ 関沢字中頃地内 4.174.174.174.17    5.575.575.575.57    4.46 6.84 

５ 小宮字曲田地内 5.745.745.745.74    7.127.127.127.12    6.15 7.88 

６ 八木沢字上八木沢地内 2.572.572.572.57    2.972.972.972.97    2.66 3.35 

７ 大倉字湯舟地内 1.451.451.451.45    1.831.831.831.83    1.56 2.17 

８ 佐須字佐須地内 2.892.892.892.89    3.373.373.373.37    2.83 3.86 

９ 草野字柏塚地内 3.143.143.143.14    3.523.523.523.52    3.46 5.37 

10 飯樋字下桶地内地内 3.913.913.913.91    4.434.434.434.43    3.69 5.64 

11 飯樋字一ノ関地内 3.543.543.543.54    4.354.354.354.35    4.15 5.57 

12 飯樋字笠石地内 3.653.653.653.65    5.125.125.125.12    4.06 5.27 

13 飯樋字原地内 3.223.223.223.22    3.523.523.523.52    3.57 4.16 

14 比曽字比曽地内 5.155.155.155.15    6.226.226.226.22    6.07 6.78 

15 長泥字長泥地内 9.069.069.069.06    12.4012.4012.4012.40    9.35 14.40 

16 蕨平字木戸地内 7.747.747.747.74    10.7010.7010.7010.70    8.39 12.70 

17 松塚字神田地内 3.023.023.023.02    3.763.763.763.76    3.23 4.07 

18 臼石字町地内 4.454.454.454.45    5.275.275.275.27    4.66 5.95 

19 前田字福田地内 4.054.054.054.05    5.475.475.475.47    4.61 6.86 

20 二枚橋字町地内 2.472.472.472.47    2.772.772.772.77    2.56 3.77 

【宅地】（地上から１m及び 1cm の高さで測定 単位：㍃シーベルト） 

５月 24 日 ５月 10 日 

行政区 小字地内 

1ｍ 1cｍ 1ｍ 1cm 

１ 草野字大師堂地内 2.032.032.032.03    2.272.272.272.27    1.64 3.36 

２ 深谷字大森地内 3.523.523.523.52    5.455.455.455.45    3.92 5.35 

３ 伊丹沢字山田地内 3.983.983.983.98    4.674.674.674.67    4.17 5.80 

４ 関沢字中頃地内 5.425.425.425.42    6.886.886.886.88    6.13 8.24 

５ 小宮字曲田地内 5.475.475.475.47    5.775.775.775.77    5.68 6.48 

６ 芦原白金地内 3.533.533.533.53    3.863.863.863.86    3.52 4.50 

７ 大倉字大倉地内 1.361.361.361.36    1.561.561.561.56    1.35 2.57 

８ 佐須字虎捕地内 4.134.134.134.13    6.176.176.176.17    4.58 6.47 

９ 草野字大坂地内 4.334.334.334.33    5.825.825.825.82    4.95 5.54 

10 飯樋字町地内 3.893.893.893.89    4.424.424.424.42    4.17 5.44 

11 飯樋字割木地内 4.334.334.334.33    5.425.425.425.42    4.76 6.43 

12 飯樋字笠石地内 4.324.324.324.32    5.135.135.135.13    4.77 6.13 

13 飯樋字宮仲地内 2.322.322.322.32    2.832.832.832.83    2.28 3.78 

14 比曽字中比曽地内 6.276.276.276.27    9.459.459.459.45    6.79 10.02 

15 長泥字曲田地内 8.778.778.778.77    13.7013.7013.7013.70    6.97 14.70 

16 蕨平字蕨平地内 10.3010.3010.3010.30    12.8012.8012.8012.80    10.90 15.20 

17 関根字押木内地内 4.234.234.234.23    4.764.764.764.76    4.38 6.92 

18 臼石字菅田地内 3.223.223.223.22    4.164.164.164.16    3.37 4.38 

19 前田字古今明地内 4.094.094.094.09    6.736.736.736.73    4.65 6.80 

20 須萱字水上地内 1.031.031.031.03    1.201.201.201.20    1.06 1.51 

「「「「おおおお茶飲茶飲茶飲茶飲みみみみ会会会会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 社会福祉協議会では、借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。 

 避難生活での思いをみんなで集まって語り、ストレス解消しません

か？ 

 皆さんのご参加をお持ちしています。 

≪相双地区（第３回）≫ 

○と き…６月６日（水）午後１時 15 分～３時 

○ところ…原町福祉会館視聴覚室 

≪伊達市地区（第３回）≫ 

○と き…６月 11 日（月）午後１時 15 分～３時 

○ところ…保原町中央公民館第１和室 

 ※このほか、福島市、川俣町地区でも開催しています。場所や日程

が決まりましたらお知らせします。 

問飯舘村社会福祉協議会担当生活支援相談員チーフ 菅野 

 いいの交流館内（☎024‐562-3622） 

福 島 市 合 同 企 業 説 明 会 （ 参 加 無 料 ） の お 知 ら せ 

福島市では次の日程で合同企業説明会を開催いたします。 

詳しくは、お問い合わせください。 

○と き…平成平成平成平成 24242424 年７月年７月年７月年７月 18181818 日日日日 ( ( ( (水水水水))))    

○ところ…コラッセふくしま ４階「多目的ホール」他 

○対 象…一般求職者、若年層、既卒者（高校生、大学生は除きます） 

○内 容…①午前 11 時～午後０時 30 分 要事前申込・先着 40 名 

就職支援セミナー（テーマ「企業が求める人材」） 

講師：株式会社 幸楽苑 採用担当者 

※福島市ホームページのメールフォーム又は電話やファッ

クスにて商業労政課へお申し込みください。 

     ②午後１～４時 申込不要 

      企業面談コーナー（参加企業はホームページで閲覧可

能）、ハローワークコーナー、農作業従事者職業紹介コ

ーナー、ジョブカードコーナー、職業興味検査など 

□問福島市役所商業労政課（☎024-525-3720） 

 (株)ハヤシ製作所従業員募集のお知らせ 

 ㈱ハヤシ製作所では、下記内容で従業員を募集します。 

 ○業務内容…精密部品製造加工 

 ○募集人員…若干名 

 ○給  与…当社規定による 

 ○応募方法…電話連絡のうえ、履歴書を持参ください。 

問㈱ハヤシ製作所（☎0244-42-0134 担当 星） 

斎藤運輸工業㈱従業員募集のお知らせ 

 斎藤運輸工業㈱では、下記内容で従業員を募集します。 

 ○業務内容…重機、トレーラー、クレーンオペレーター 

 ○所 在 地…伊達郡川俣町飯坂字的板田 19-1 

 ○募集人員…若干名 

 ○応募方法…電話連絡のうえ、履歴書を持参ください。 

問斎藤運輸工業㈱（☎024-538-0381 担当 斎藤） 

セコム㈱従業員募集のお知らせ 

 セコム㈱では、飯舘村セキュリティスタッフ（機械警備）を下

記内容で募集します。 

○募集人員…２名 

○雇用形態…契約社員（雇用期間 12 ヶ月 以降契約更新）  

○就業場所…飯舘村深谷字原前 37-1  

○業務内容…機械警備契約先へ会社所有の車両で緊急対応・巡回業

務等を行います。  

○就業時間…交代制  

（1）07：00～15：00（2）15：00～23：00 (3）23：00～07：00 

○休  日…週休二日他（勤務形態により異なる）  

○賃  金…155,000 円～170,000 円  

○学  歴…高卒以上  

○資  格…普通自動車免許（ＡＴ・ＭＴ可）  

 ○年  齢…18 歳以上  

問セコム㈱原町営業所（☎0244-22-1171 担当 澤口） 



ク マ に 注 意 ！ 

クマの足跡が飯樋滝下地内 

で見つかっています。 
 

平成２４年５月２０日、飯舘村飯樋字滝下地内で、

クマの足跡が見つかりました。村への一時立ち入りや

就業等で、クマとの遭遇による人身被害の発生が懸念

されます。 

これから村に一時立ち入りされる方は、次のことを

準備、注意ください。 

 

 

◇山中に入らない・近寄らない。 

◇ひとりで行動しない。  

◇鈴、笛、ラジオなど音が出るものを携帯し、クマに自分の存在を知らせる。 

 （クマは聴覚や嗅覚が人より優れているため人の接近を察知し、人を避けます。） 

◇子グマを見たら、走らずそっと立ち去る。 

 （近くには必ず母グマがいます。子グマがかわいいからと近づいたりすると、母グ

マは子グマの危険を感じて人を攻撃することがあります。） 

◇不測の事態に備えて。 

(注意をしていてもクマと近距離で出遭う場合があります。ヘルメットを着用する

と頭部の被害を軽減することができます。) 

 

◆クマを目撃したりクマの痕跡を見つけた場合は、直ちに飯舘村復興対策課農政係

（電話：024-562-4700）に連絡してください。 

 

 

お問い合わせ：飯舘村役場飯野出張所農政係 電話：024-562-4700   

【参考文献】米田一彦（1996）「山でクマに会う方法」，米田一彦（1998）「生かして防ぐ クマの害」 

              今泉忠明（＋平野めぐみ）（2004）「野生動物観察事典」 


