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第 869 号 平成 29 年６月５日 

 ６月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕  

６月議会定例会が下記日程で開催されます。 

◆６月９日（金）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開 会 

◆６月 12 日（月）・13 日（火）‥‥‥‥‥‥‥一般質問 

◆６月 15 日（木）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会 

○場   所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 

問飯舘村議会事務局（本庁☎0244-42-1628） 

「宿泊体験館きこり」従業員募集のお知らせ 

○募集人員…清掃・客室業務等 １名 

○募集締切…６月 16 日(金)まで 

○給 与 等…村規定による   ○勤務時間…応相談 

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送してください。 

〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地 1 

 飯舘村役場復興対策課商工労政係 

問復興対策課商工労政係（本庁☎0244-42-1620） 

宿泊体験館きこり 岩盤浴「イオラ」一時休業のお知らせ 

宿泊体験館きこりでは、施設点検作業のため、岩盤浴「イオラ」を一

時休業します。※大浴場や宿泊施設、研修室等はご利用できます。 

○岩盤浴「イオラ」休業期間…６月１２日(月）～１３日(火） 

□問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

医療機関での健康診査が始まります  

～1 年に 1 回 健康診査を受けましょう～  

７月から各医療機関での健康診査が始まります。対象者には４月末に、

集団健康診査の案内と一緒に医療機関での健康診査案内（ピンク色の封

筒）を送付しています。内容を確認のうえ受診してください。 

なお、５月に実施した集団健康診査を受けた方は、同じ健康診査項目を再

度受診することはできませんのでご注意ください。 

≪今年度からの変更点≫ 

受診の際に、施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）が必要になります。 

健康診査希望の方でまだ通知が届かない方は、お手数をおかけします

が健康係までご連絡ください。 

□問健康福祉課健康係(いちばん館☎0244-42-1637） 

農作業中の事故防止に努めましょう。 

本格的な農作業の時期を迎えました。農作業中の事故防止に努めまし

ょう。作業中は下記注意事項を厳守すると共に、事故が発生した場合は

農政係までご連絡ください。 

○注意事項 １． 作業は複数で行い、ひとりでの作業は極力行わないこと。 

２．除染中の農地には、絶対立ち入りしないこと。 

３．野焼きは、絶対に行わないこと。 

４．手袋・長靴・長袖シャツ・帽子・マスクを着用し、ひと

りで活動しない等の安全管理に努めること。 

問復興対策課農政係（本庁☎0244-42-1621） 

幼 稚 園 にあそびに来 てください♪ 

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行い

ます。園児たちと一緒にいろいろな遊びをして楽しみましょう。 

○日 時…６月 23 日(金)))) 午前９時～10 時 30 分 

○場 所…草野・飯樋幼稚園仮設園舎（福島市飯野町） 

○持ち物…上履き・飲み物・着替え（暑い時には水遊びをします） 

問草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町☎024-573-1150） 

各種証明書の郵便請求について 

 住民票や税関係の証明書など、各種証明書は郵便で請求することがで

きます。今回のお知らせ版に同封されている「各種証明書の郵便請求に

ついて」をお読みいただき請求してください。 

 申請書の内容が満たされていれば、所定の様式でなくとも請求できま

す。また、申請書の様式は村ホームページからもダウンロードできます。

○村ＨＰ http://www.vill.iitate.fukushima.jp/soshiki/2/25.html 

問住民課住民係（本庁☎0244-42-1618）    

 

 

 

 

 

国民保護情報が届いたら… 

国民に危険が及ぶ恐れのある弾道ミサイルの発射、火山噴火が起きた

場合等に、国から緊急速報メール、並びに各報道機関から国民保護情報

が発信されます。国民保護情報を得た際は、すぐに注意喚起に従うか、下記

の行動指針を基に、身の安全を速やかに確保するようお願いします。  

○屋内にいる場合→窓から離れるか、窓のない部屋に移動する 

○屋外にいる場合→できる限り頑丈な建物や地下に避難する 

○屋外で、付近に建物がない場合→物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る  

詳細については、村ホームページ及び国のポータルサイトに掲載され

ておりますので、ご覧ください。 

○村ＨＰ http://www.vill.iitate.fukushima.jp/soshiki/1/2018.html 

○国ポータルサイト：検索エンジンにて「国民保護」と入力・検索し表 

示される「国民保護ポータルサイト」をクリック 

問総務課総務係（本庁☎0244-42-1611） 

ほっとひと息「介護者のつどい」のご案内 

村では、要支援および要介護認定を受けた方を自宅で介護している家族を

対象に、介護者どうしの交流と心身のリフレッシュを目的とした「介護

者のつどい」を年４回開催する予定です。 

第１回目を７月に開催しますので、お気軽にご参加ください。 

○日 時…７月５日（水） 午前 11 時～午後１時 （軽食を準備します） 

○場 所…宿泊体験館きこり 

○申し込み期限…６月 26 日（月）までにお申し込みください。  

問・申込地域包括支援センター（いちばん館☎0244-42-1626） 

「こけ玉教室」参加者募集 ! 

 村では、土を丸めて植物やこけを植えるだけのこけ玉教室を開催しま

す。難しい作業はなく、どなたでも簡単に作れます。 

○日 時…７月１日(土)  午前 10 時～正午  ※定員２０人 

○場 所…飯舘村交流センターふれ愛館(大研修室) 

○講 師…樹木医 鈴木 俊行先生 

○参加費…１人 1,500 円 (材料費) 

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具 

※参加される方は６月 19 日(月)まで生涯学習課までお申し込みください。 

問・申込生涯学習課（交流センターふれ愛館☎0244-42-0072） 

カヌー体験教室 参加者募集! 

村では、県カヌー協会指導員によるカヌー体験教室を開催します。詳

しくは同封チラシをご覧ください。 

○日時・場所…７月９日（日）  午前９時30分～ 阿武隈漕艇場（二本松市） 

○申 込 期 限…７月３日（月） 

○申 込 方 法…下記、生涯学習課まで申し込みください。 

問・申込生涯学習課（交流センターふれ愛館☎0244-42-0072） 

平 成 29 年 度  事 業 再 開 等 支 援 補 助 金 申 請 の受 付 けについて  

村では、今年度(前年度繰り越し含む)、福島県原子力被災事業者事業

再開等支援補助金を受けて村内で事業継続・再開されている方へ、陽は

また昇る基金を活用し、総事業費の一部補助を行います。 

≪事業の対象要件≫福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金を受

けて、村内で事業継続・再開されている事業者 

≪補助率≫総事業費の５％    ≪申請受付期間≫平成30年３月９日(金)まで    

※県補助事業が完了し、県から補助金確定された後の申請になります。 

※村への申請の際、県補助金の交付申請・実績関係書類等の写しが必要

となりますのでお問い合わせください。 

問復興対策課商工労政係（本庁☎0244-42-1620） 

目黒リバーサイドフェスティバル 出展者募集！ 

○日 時…７月 22 日（土）～23 日（日）  午前 10 時～午後５時 

○会 場…東京都目黒区（目黒区区民センター） 出展料 無料 

○出展報償…各団体 30,000 円  ※会場までの交通費・宿泊費 実費負担 

○申込期限…６月 23 日（金）まで  ※出展団体は３団体までを予定 

問復興対策課商工労政係（本庁 0244-42-1620） 

放射線量マップの作成について 

村内の詳細なモニタリングマップ作成のため、宅地･農地・道路等に

おいて、空間放射線量の現地測定調査を行います。 

この調査は６月より始めますので、宅地･農地･道路等への往来に付

き、ご理解とご協力をお願いします。 

なお、調査の結果は、皆さまにお知らせしますので、ご理解・ご協

力をお願いします。 

問復興対策課除染対策係（本庁☎0244-42-1625） 

 



い い た て 福 祉 会 職 員 募 集 

○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。 

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 社会保険加入 

基本給…正職（月額 144,400 円～ ※経験年数を換算し支給） 

パート（時給：資格無 800 円～ 資格有 830 円～） 

手 当…通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

○受付期間及び試験日等について  

受付期間…随時受け付け 午前８時 30 分～午後５時 30 分（日曜除く） 

試 験 日…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。 

申込み・問社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42-1700） 

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。※は除染完了または除染途中箇所です。 

【農地】（地上から１m及び１cm の高さで測定） 

５月 18 日（晴） ５月２日（晴） 

行政区 小字地内 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１※ 草野字大谷地地内 0.35 0.29 0.34 0.34 

２※ 深谷字原前地内 0.12 0.11 0.10 0.10 

３※ 伊丹沢字山田地内 0.49 0.47 0.42 0.45 

４※ 関沢字中頃地内 0.34 0.29 0.30 0.22 

５※ 小宮字曲田地内 0.46 0.42 0.50 0.55 

６※ 八木沢字上八木沢地内 0.45 0.43 0.39 0.39 

７※ 大倉字湯舟地内 0.23 0.21 0.21 0.19 

８※ 佐須字佐須地内 0.31 0.27 0.29 0.27 

９※ 草野字柏塚地内 0.18 0.18 0.16 0.16 

10※ 飯樋字下桶地内地内 0.43 0.38 0.46 0.46 

11※ 飯樋字一ノ関地内 0.31 0.23 0.46 0.65 

12※ 飯樋字笠石地内 0.46 0.46 0.42 0.49 

13※ 飯樋字原地内 0.46 0.57 0.42 0.48 

14※ 比曽字比曽地内 0.52 0.45 0.50 0.39 

15 長泥字長泥地内 2.78 3.42 2.57 3.43 

16※ 蕨平字木戸地内 0.65 0.55 0.61 0.48 

17※ 松塚字神田地内 0.23 0.19 0.24 0.20 

18※ 臼石字町地内 0.56 0.64 0.54 0.59 

19※ 前田字福田地内 0.44 0.41 0.42 0.41 

20※ 二枚橋字町地内 0.37 0.34 0.29 0.25 

【宅地】（地上から１m及び１cm の高さで測定） 

５月 18 日 ５月２日 

行政区 小字地内 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１※ 草野字大師堂地内 0.36 0.27 0.30 0.27 

２※ 深谷字大森地内 0.34 0.36 0.80 2.14 

３※ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.19 0.17 0.19 0.16 

４※ 関沢字中頃地内 0.30 0.31 0.47 0.58 

５※ 小宮字曲田地内 0.42 0.46 0.97 1.39 

６※ 芦原白金地内 0.32 0.29 0.51 0.54 

７※ 大倉字大倉地内 0.15 0.14 0.17 0.20 

８※ 佐須字虎捕地内 0.38 0.34 0.36 0.28 

９※ 草野字大坂地内 0.39 0.50 0.38 0.44 

10※ 飯樋字町地内 0.24 0.24 0.23 0.20 

11※ 飯樋字割木地内 0.45 0.45 1.02 1.10 

12※ 飯樋字笠石地内 0.27 0.25 0.27 0.26 

13※ 飯樋字宮仲地内 0.34 0.29 0.31 0.28 

14※ 比曽字中比曽地内 0.29 0.26 0.48 0.45 

15 長泥字曲田地内 2.64 2.55 0.87 2.37 

16※ 蕨平字蕨平地内 0.43 0.40 0.41 0.38 

17※ 関根字押木内地内 0.20 0.18 0.33 0.37 

18※ 臼石字菅田地内 0.25 0.26 0.38 0.70 

19※ 前田字古今明地内 0.32 0.34 0.27 0.25 

20※ 須萱字水上地内 0.13 0.13 0.14 0.15 

 

相馬・南相馬 心の健康づくり地域づくり講座 

気になる人に声をかけて支えていこう 

 悩んでいる人に気づき、声をかけ、適切な支援につなげ、見守る担い

手（ゲートキーパー）育成と、支え合う地域づくりを考える講座です。 

お気軽にご参加ください。 

○日 時…６月 26 日(月） 午前９時 30 分～11 時 30 分    

○場 所…南相馬市石神生涯学習センター  原町区石神字坂下 29  

○内 容…講演「みんなで支えていこう心の健康講座」 

講師 福島県立医科大学 公衆衛生学講座 医師 大類 真嗣 

□問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1638） 

「認知症」について一緒に考えてみませんか 

～いきいきと元気に暮らし続けるために～ 

 村では、認知症になっても住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続け

られるよう、認知症について正しく学び、村の認知症対策について一緒

に考えていただく場を年５回開催する予定です。 

参加希望の方は、地域包括支援センターまで申込みください。 

○第１回開催日時…７月４日（火）  午後１時 30 分～ 

○場 所…いちばん館 

○申込み期限…６月 20 日（火） 

問地域包括支援センター（いちばん館☎0244-42-1626） 

「きこり」で元気もりもり！運動教室のお知らせ 

 イスに座って行う高齢者にやさしい運動教室です。気持ち良く体を動か

して心もからだも健康に！！※申込み不要です。 

○日 時…６月７日（水）  ２２（木） 午後１時 15 分～２時 15 分 

○場 所…宿泊体験館きこり ※運動教室参加費は無料です。 

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間につ

いては、「きこり」（☎0244-42-1012）まで、お問い合わせください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1638） 

「地域お助け合い事業」 協力者募集！ 

村社会福祉協議会では、村内で暮らすお年寄りの方の日常生活を助け

ていただける方（支援者）を募集しています。主なサービス内容は、下

記のとおりです。 

○支援内容…①病院、役場、金融機関、買い物、お茶のみ会の送迎など 

②屋内・屋外の片付け、食事・食材の確保など  

③草刈り、雪かきなど その他 

○活 動 場 所…飯舘村内のみ 

○活 動 費…1件あたり 2,000 円をお支払いいたします。 

申込・問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

ホッとサロン「て と て」の開 催 について 

福島市社会福祉協議会では、福島市内に避難されている方の憩いの場

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達とお

誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

日 時 時時時時    間間間間    会会会会    場場場場    内内内内    容容容容    

６月 14 日

（水） 

こけ玉作り 

６月 28 日

（水） 

午前９時 30 分 

～ 

午前11時30分 

福島市 

保健福祉センター 

福島市森合町 10-1 保育園児との交流 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-533-8881） 

シートベルト着用強化月間について 

県では、シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底を図るため、

６月１日から 30 日まで１か月間、シートベルト着用強化月間を実施しま

す。交通安全意識の向上と交通事故の防止に努めましょう。 

問住民課住民係（本庁☎0244-42-1618） 

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽にご参加ください。 ※参加費 100 円（当日徴収） 

日 時 集 合 場 所 テーマ 

６月 14 日（水） 

午前 10 時 集合 

永井川集会所 

福島市永井川字古内９-２ 

みんなで おしゃべり 

申・問愉快なしあわせカフェ永井川 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

柏餅つくりと菖蒲（しょうぶ）さし交流 

村文化財愛好会による「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。皆様の参加をお待ちしています。 

○日 時 …６月 18 日（日）  午前 10 時 開始 ※参加費500円（当日徴収） 

○会 場 …交流センターふれ愛館 

○締切日…６月 14 日（水）まで 電話で申し込みください。 

問事務局担当 佐藤俊雄 ☎090-4885-9266 

募集職種 条件資格免許等 

採用 

人員 

勤務先 年 齢 

介護士 正職 介護福祉士 ５名 20 歳以上 

介護員 パート 資格がなくても可 ５名 

調理員 パート 

調理師 

資格がなくても可 

２名 

いいたて

ホーム 18 歳以上 


