
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①飯舘村役場飯野出張所の電話番号について 

②ＪＡそうま飯舘総合支店からのお知らせ 

③ いいたてクリニック休業のお知らせ 

 

 

○大気中の放射線量の推移 

（３月 15 日及び６月９日から 12 日 測定値：いちばん館前） 
３月 15日（火）午後６時  44.7 マイクロシーベルト(最大値) 
６月 ９日（木）午後５時 2.86 マイクロシーベルト 
６月 10日（金）午後５時  2.88 マイクロシーベルト 
６月 11日（土）午後５時  2.81 マイクロシーベルト  
６月 12日（日）午後５時 2.78 マイクロシーベルト 

携帯から皆さんの周辺の環境放射線データがご覧になれます。 
http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm 
 
 

飯舘村役場飯野出張所の電話番号のお知らせ 
 役場機能の飯野出張所への機能移転に伴う各課の電話番号は次のよう

になります。６月22日（水）以降の村へのお問い合わせは飯野出張所に

お電話ください。 

避難関係の業務はすべて飯野出張所で行ないます。 

○所在地…福島市飯野町字後川 10番地の２（ＦＡＸ024-562-2466） 

○各課電話番号 

総務課（総務係）…024-562-4200、総務課（財政係）…024-562-4245 

総務課（企画係）…024-562-4246、住民課（窓口）…024-562-4258 

住民課（住民係）…024-562-4241、住民課（収納係）…024-562-4209 

住民課（税務係）…024-562-4207 

健康福祉課（福祉係）…024-562-4259 

健康福祉課（健康係）…024-562-4216、024-562-4224 

健康福祉課（包括支援センター）…024-562-4214 

産業振興課（農政係）…024-562-4700 

産業振興課（商工観光係）…024-562-4232 

産業振興課（農林土木係）…024-562-4249 

産業振興課（建設係）…024-562-4218 

教育課…024-562-4257、生涯学習課…024-562-4240 

議会事務局…024-562-4247、農業委員会…024-562-4219 

会計室…024-562-4248 

問総務課総務係（☎0244-42-1611）22 日以降（☎024-562-4200） 

 

JA そうま飯舘総合支店からのお知らせ 
ＪＡそうま飯舘総合支店からの大切なお知らせです。 

○飯舘村総合支店（営農センター、購買、飯樋主張所）は支店の機能 

を７月４日（月）から原町営農センター内（南相馬市原町区北原田 

３１０番地）に移転します。 

○７月４日（月）の機能移転以降も当面の間、飯舘総合支店内に職員 

を配置し各種相談や購買品供給の対応を行います。 

 営業時間は平日の午前９時から午後３時までです。 

○飯舘役場の主たる機能が飯野出張所（福島市飯野町）に移転する 

 ことに伴い、飯野出張所内に職員を配置し各種相談に対応します。 

○Ａコープ飯舘店は６月 30 日（木）をもって休業します。 

○飯舘総合支店・飯樋出張所ＡＴＭの７月以降の稼動については未定 

です。 

※ 今後の営業内容・移転先電話等は決まり次第お知らせいたします。 

問ＪＡそうま飯舘総合支店（☎0244-42-0121） 

 

 

 

 

 

 
 
 

いいたてクリニック診療休止のお知らせ 
 いいたてクリニックの診療について、村が計画的避難区域に指定さ

れたことに伴い、６月 22日（水）をもって、医科、歯科診療を当分の

間休止することになりましたのでお知らせします。 

問いいたてクリニック（☎0244-68-2277） 

 また、コミュニティバスによる送迎についても、６月 22日（水）で

村内循環を終了し、一次避難所や福島市内循環により、医科診療及び

通所リハビリについては福島市のあづま脳神経外科病院等、歯科診療

については、市内の歯科診療所への送迎を予定しております。 

 ※コミュニティバスの詳しい運行経路については、おってお知らせ

します。 

問健康福祉課健康係（☎0244-42-1619） 

22 日以降（☎024-562-4216、024-562-4224） 

「県民健康管理調査」を実施します 
福島県では、「県民健康管理調査」検討委員会を設置し、「県民健

康管理調査」を実施することになりました。具体的な調査内容につき

ましては今後検討委員会で協議されます。 

「県民健康管理調査（予定）」について 

○ 実施主体…福島県 

○ 調査対象…全県民 

○ 調査内容…①全県民を対象 

        行動記録に基づく放射線料評価等の基本調査 

        （「どこにどれくらい滞在したか」など３月 11 日 

以降の行動記録に基づいて調査を行う予定ですので

記録しておいて下さい。） 

       ②放射線料が高いと推定される地域に居住していた方 

       （調査項目については今後検討） 

○ 実施体制…県が公立大学法人福島県立医科大学に委託して、国、                   

医療機関等の関係機関の協力を得て実施 

※ 今後準備が整い次第基本調査を実施する予定です。 

□問福島県災害対策本部救護斑（☎024-521-8028） 

母子手帳交付のお知らせ 
～赤ちゃんとお母さんの健康のために、母子手帳は早めに受け取りましょう～ 

 今年度は、妊婦健康相談及び母子・父子手帳の交付日を決めません

ので、交付を希望される場合は、必ず事前に健康福祉課健康係までお

問い合わせください。 

問健康福祉課健康係（☎0244-42-1619） 

22 日以降（☎024-562-4216、024-562-4224） 

草刈作業における放射線対策について 
以下の条件を満たす場合に限り、村内において草刈り作業を実施し

て良いことになりました。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

○家または事務所等の周辺の草刈りに限ること 

（農地・畦畔等は国、県と協議中） 

○作業時間は１日あたり２時間を越えないこと 

○作業時は、マスク、帽子、手袋を必ず着用すること 

○作業着は、長袖のナイロン系の水洗いできる上下を着用すること 

○作業後は、体に付着した汚れ（放射性物質）を十分払い落とすこと 

○作業後は、手足・顔などの露出部分を水で洗浄すること 

○降雨時の作業は避けるものとし、止むを得ない場合は、雨が身体に 

直接触れないように注意すること 

○刈った草は、刈りっぱなしで放置すること。 

○側溝や雨樋中の泥、落ち葉などからは、高濃度の放射線が計測され 

ることから、それらの除去作業は原則として実施しないこと 

問産業振興課農政係（☎0244-42-1621）22 日以降（☎024-562-4700） 

たき火・野焼きはやめましょう 
 たき火・野焼きなどの行為は、草や土中に付着した放射性物質を空気

中に巻き上げてしまいます。 

 たき火・野焼きなどは行わないようにしましょう。 

問産業振興課農林土木係（☎0244-42-1625） 

22 日以降（☎024-562-4249） 

今回のお知らせ版の主な掲載内容 

東日本大震災 号外 第 11 号 

平成 23 年６月 15 日発行 

お知らせ版の送付について 
 今回のお知らせ版は、村が把握している、皆さんが現在お住いと

して届け出のあったところに、最年長者の宛名で送付しています。 

 送付先の変更等がある場合には総務課企画係までお知らせくださ

い。 

問総務課企画係（☎0244-42-1613）22 日以降（☎024-562-4246） 

村携帯サイトへアクセス 



福島県借上げ住宅の取扱いの一部変更について 
県では、国からの通知を受け、下記の緊急時避難準備区域内におい

ても借上げ住宅の適用が認められることとなりました。 

 ただし、緊急時に自力での避難が可能な方で構成される世帯に限ら

れます。 

妊婦、子ども、要介護者の方など、自力での避難が困難な方は対象

となりませんのでご注意ください。 

 ◆緊急時避難準備区域 

  ○南相馬市原町区（20㎞圏内除く）○広野町 ○田村市の一部 

  ○楢葉町（20㎞圏内除く）  ○川内村（20㎞圏内除く） 

 問産業振興課建設係（☎0244-42-1624）22 日以降（☎024-562-4218） 

 

一次避難所・公営住宅・仮設住宅等に入居している皆様へ 
避難施設や住宅では、多くの方々がそれぞれの時間帯で生活していま

す。特に夜間は就寝している方も多くいます。お互いに気づかいあう集

団生活にご協力とご配慮をお願いします。 

 

村商工会臨時事務所開設のお知らせ 
村商工会の臨時事務所が福島市飯野町に開設されます。今後は臨時事

務所で業務を行います。内容は次のとおりです。 

○開 設 日…６月20日（月）から 

○開設場所…飯野町商工会１階（村役場飯野出張所隣り） 

○所 在 地…〒９６０－１３０１ 福島市飯野町字後川１番地 

○連 絡 先…☎024-561-2230、ＦＡＸ024-561-2231 

※電話・ＦＡＸともに飯舘村商工会専用回線になります。 

 

村社会福祉協議会臨時事務所開設のお知らせ 
村社会福祉協議会は飯野町に臨時事務所を開設します。開設場所、

電話番号等は次のとおりです。 

○開 設 日…６月 27日（月）から 

○開設場所…いいの交流館（飯野出張所向かい） 

○所 在 地…〒960-1301 福島市飯野町字後川３番地の１ 

○連 絡 先…☎024-562-3622、ＦＡＸ024-562-3644 

生活再建に関する消費生活相談を実施しています 
 福島市では、震災からの生活再建に関する相談会を実施しています

（相談者 1人あたり 30分間まで）。 

この相談会は福島市民だけでなく、福島市に避難した方もご利用い

ただけます。弁護士や建築士が生活再建のお手伝いをしますので、一

人で悩まずご相談ください。 

○日 時…６月から 10月までの毎週火曜日 

      午後１時 30分から３時 30分まで 

○場 所…福島市役所東棟１階 市民相談室 

○対 象…福島市民、福島市内に避難されている方 

○料 金…無料 

※相談には事前予約が必要です。 

問・予約福島市消費生活センター（☎024-525-3774） 

資源回収の収集作業終了のお知らせ 
村では、計画的避難に伴い資源回収の収集作業を７月20日（水）で休

止します。各行政区の最終収集日は次のとおりです。 

収集最終日 ごみの種類 対象地区 

６月22日（水） 資源紙類 小宮、比曽、長泥、蕨平 

６月22日（水） 空き缶 比曽・長泥・蕨平 

６月28日（火） 空き缶 小宮、大久保・外内 

７月４日（月） 空き缶 関根・松塚、臼石、二枚橋・須萱 

７月６日（水） 資源紙類 草野、関沢、八木沢・芦原、大倉、宮内 

７月６日（水） 空き缶 草野、八木沢・芦原 

７月12日（火） 空き缶 関沢、大倉、宮内 

７月13日（水） 資源紙類 
深谷、佐須、関根・松塚、臼石、前田、 

二枚橋・須萱 

７月13日（水） 空き缶 深谷、佐須、前田 

７月18日（月） 空き缶 前田・八和木、上飯樋 

７月20日（水） 資源紙類 
伊丹沢、飯樋町、前田・八和木、 

大久保・外内、上飯樋 

７月20日（水） 空き缶 伊丹沢、飯樋町 

※各行政区の資源回収団体が収集を休止している場合があります。行政

区内の担当の方にご確認ください。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618）22 日以降（☎024-562-4241） 

粗大ごみの自己搬入休止のお知らせ 

 今回の計画避難に伴い、粗大ごみの自己搬入を７月 11日（月）を 

もって休止しますのでお知らせいたします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618）22 日以降（☎024-562-4241） 

 

飯舘村通行証発行のお知らせ 
 村では全村避難後の防犯対策の一環として、村民に対し「飯舘村通

行証」を発行することにしました。 

 この通行証は、いいたて全村見守り隊や警察が村内を巡回する際に

村民の車とそれ以外の車を見分けるためのものです。 

 通行証を希望される方は、役場住民課または役場飯野出張所までお

越しください。 

○注意事項…飯舘村通行証は村民の車とそれ以外の車を見分ける 

ためのものです。通行証がなくても村内の通行には 

支障がありません。 

また、通行証の引き換えには住民課が既に送付して 

いるハガキが必要になります。 

 ○受け渡し時期…役場住民課では６月 13日（月）から受け取れます。 

         飯野出張所では６月 22 日（水）から受け取れます。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618）22 日以降（☎024-562-4241） 

 

東日本大震災にかかる無料法律相談会の会場変更について 
 このたびの東日本大震災により被害を受けた方（個人・法人・事業

主等）を対象に、無料法律相談会を開催しておりますが、下記の日程

から会場変更を致します。 

なお、相談には事前予約（相談日の２日前まで）が必要になります。 

○相談日･･･6 月 22 日（水）▶ 飯野町、6月 30 日（木）▶ 飯野町 

     （いずれも午後 1時～午後 5時） 

      ※会場は予約時にご連絡いたします。 

□問（予約は、相談日の２日前までに） 
産業振興課商工観光係（☎0244-42-1623）22 日以降（☎024-562-4232） 

 

ほんの森いいたて休業のお知らせ 
 ほんの森いいたては６月 15日（水）をもって営業を休業しました。 

平成７年の開店から 16年と４ヶ月の間、皆様のお力に支えられて参り

ました。本当にありがとうございました。 村に安全宣言がでた際には

再び営業しますので、あらためてご愛顧賜りますよう宜しくお願い申

し上げます。  

 

まごころ味噌を販売します 
もりの駅まごころでは、村産の米と豆を使い、村内で手づくりされ

た「天然塩使用 まごころ味噌」（平成 22 年仕込み）販売の予約を受

け付けています。村のかあちゃんたちがまごころ込めて作ったふるさ

との味です。ぜひ「まごころ」へご予約ください。 

○まごころ味噌（４斗樽・55kg）…27,500 円（樽入り） 

□問もりの駅「まごころ」（☎0244-42-1105）または 

熊谷（携帯）080-6032-2619 

 

登記の相談にはフリーダイヤルをご利用ください 
― 法務局からのお知らせ ― 

 法務局では、被災した方の不動産や会社の登記についての相談に応じ

ています。相談にはフリーダイヤルをご利用ください。 

○フリーダイヤル 0120-227-746 

問法務局 平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

     休日 午前９時から午後４時まで  

三宝製作所社員募集 
避難解除の際に現福島工場（飯舘村）に勤務したい方を対象に、 

神奈川県相模原市で勤務される社員を募集します。平成 24 年４月迄、

大手企業の社員寮等住居が確保されています。（ただし、単身者の場合

は２～３名で共同生活になります。） 

○勤 務 地…神奈川県相模原市南橋本４丁目（避難解除後、飯舘村） 

○業務内容…機械作業（昼夜交代勤務あり） 

○募集人員…４名 

※電話連絡の上、履歴書を FAX 又はメールにて送付ください。 

□問㈱三宝製作所(本社)高橋まで（☎042-772-4311・FAX042-772-4312） 

メール takahashi@sanpo-seisakusho.com 


