
 

 

 

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

 

お問い合わせください。

【

○

○月額使用料：

※

ご理解をお願いいたします。

問

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

る必要があります。

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

※今年度の申請期限は

もれのないようにご注意ください。

提出先・問

ます。検査を

予約のうえ受検ください。

〇検査期間…

      

〇対

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

〇検査費用…無

〇申込方法…

      

〇そ

では、内部被ば

る健診案内

問

 

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

を把握するものです。

いますので、

問

○

５月２日（水）、９

○

○

問

地上デジタル放送再送信事業について
村では、

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

 申し込みは随時受け付けてい

お問い合わせください。

【費用】

○加入分担金：２万円

○月額使用料：

※申し込みから工事まで３～４か

ご理解をお願いいたします。

問総務課企画

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

る必要があります。

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

※今年度の申請期限は

もれのないようにご注意ください。

提出先・問

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

ます。検査を

予約のうえ受検ください。

〇検査期間…

      

〇対 象 

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

〇検査費用…無

〇申込方法…

      

〇そ の 

では、内部被ば

る健診案内

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
 村では、

これは、モニタリン

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

を把握するものです。

放射線量

いますので、

問復興対策課農政第二

○体育館無料開放

５月２日（水）、９

○場 所

○内 容

問生涯学習課（

いいたてクリニックの診療日時

地上デジタル放送再送信事業について
では、村内で地上デジタル放送

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

申し込みは随時受け付けてい

お問い合わせください。

】  

加入分担金：２万円

○月額使用料：300

申し込みから工事まで３～４か

ご理解をお願いいたします。

総務課企画係（

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

る必要があります。

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

※今年度の申請期限は

もれのないようにご注意ください。

提出先・問復興対策

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

ます。検査をご希望の

予約のうえ受検ください。

〇検査期間…４月１日（日）～平成

      月～日曜日（祝日・年末年始を除く）

 者…満年齢

する場合

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

〇検査費用…無 

〇申込方法…直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

      予約

 他…５月

では、内部被ばく検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

る健診案内をご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
村では、帰村された

これは、モニタリン

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

を把握するものです。

放射線量のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

いますので、ご希望の

復興対策課農政第二

運動して
体育館無料開放

５月２日（水）、９日（水）、

所…福島県青少年会館体育館

容…卓球、バドミントン、インディアカ

生涯学習課（スポーツ公園

いいたてクリニックの診療日時

地上デジタル放送再送信事業について
村内で地上デジタル放送

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

申し込みは随時受け付けてい

お問い合わせください。

加入分担金：２万円 

300 円（年額

申し込みから工事まで３～４か

ご理解をお願いいたします。

（本庁☎

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

る必要があります。 

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

※今年度の申請期限は８

もれのないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

ご希望の方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

予約のうえ受検ください。

４月１日（日）～平成

～日曜日（祝日・年末年始を除く）

者…満年齢１歳以上の全村民（

する場合は、健康福祉課までご連絡くだ

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

 料 

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

予約 080-

他…５月 10～13

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

をご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
帰村された方に

これは、モニタリングポストなどの空間線量値から

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

を把握するものです。 

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

ご希望の方は農政第二係へお問い合わせください。

復興対策課農政第二係（本庁☎

運動して
体育館無料開放日時 

日（水）、

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

スポーツ公園

いいたてクリニックの診療日時

地上デジタル放送再送信事業について
村内で地上デジタル放送

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

申し込みは随時受け付けてい

お問い合わせください。 

 

円（年額 3,600

申し込みから工事まで３～４か

ご理解をお願いいたします。 

☎0244-

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

８月 31

もれのないようにご注意ください。

課農政第一係（☎

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

予約のうえ受検ください。 

４月１日（日）～平成

～日曜日（祝日・年末年始を除く）

歳以上の全村民（

は、健康福祉課までご連絡くだ

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

-5737-

13 日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

をご覧ください。 

健康福祉課健康係（いちばん館☎

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
方に、個人積算線量計をお貸ししています。

グポストなどの空間線量値から

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

 

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。

係（本庁☎

運動していい汗かきましょう！
  

日（水）、16（水）

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

スポーツ公園☎0244

いいたてクリニックの診療日時

地上デジタル放送再送信事業について
村内で地上デジタル放送（地デジ）が映らない方を対象に光フ

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

申し込みは随時受け付けていますので、

3,600 円）

申し込みから工事まで３～４か月程度かかる場合が

  

-42-1613

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

31 日（金）までの一回だけとなります。申請

もれのないようにご注意ください。 

課農政第一係（☎

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

４月１日（日）～平成 31 年３月

～日曜日（祝日・年末年始を除く）

歳以上の全村民（

は、健康福祉課までご連絡くだ

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

-5123、

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

 

健康福祉課健康係（いちばん館☎024

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
、個人積算線量計をお貸ししています。

グポストなどの空間線量値から

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。

係（本庁☎0244

いい汗かきましょう！

（水）、23日（水）、

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

☎0244-42

いいたてクリニックの診療日時 

第 8

地上デジタル放送再送信事業について
（地デジ）が映らない方を対象に光フ

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めてい

ますので、ご希望の

円）※現在減免されて

月程度かかる場合が

1613） 

今年度の農振除外申請期限は
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

日（金）までの一回だけとなります。申請

 

課農政第一係（☎0244-42

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

年３月 31

～日曜日（祝日・年末年始を除く）

歳以上の全村民（３歳以下のお子さんが検査を希望

は、健康福祉課までご連絡くだ

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

、080-5737

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

0244-42-

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
、個人積算線量計をお貸ししています。

グポストなどの空間線量値から

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。

0244-42-1625

いい汗かきましょう！

日（水）、30

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

42-0152

 毎週火・木曜日

890 号 

地上デジタル放送再送信事業について
（地デジ）が映らない方を対象に光フ

ァイバ網を利用した地デジ再送信事業を進めています。

ご希望の方は総務課企画係まで

現在減免されて

月程度かかる場合が

今年度の農振除外申請期限は 8 月
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

農業以外の利用を予定する農地がある場合は、８月

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

日（金）までの一回だけとなります。申請

42-1621

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

31 日（日

～日曜日（祝日・年末年始を除く）

歳以下のお子さんが検査を希望

は、健康福祉課までご連絡くだ

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

5737-5124

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

-1638）

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
、個人積算線量計をお貸ししています。

グポストなどの空間線量値から

値ではなく、生活の中で線量計を所持し、放射線をどれだけ体に受けたか

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。

1625） 

いい汗かきましょう！

30（水）  

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカなど

152） 

毎週火・木曜日

 平成 30

地上デジタル放送再送信事業について
（地デジ）が映らない方を対象に光フ

ます。 

方は総務課企画係まで

現在減免されてい

月程度かかる場合がありますので、

月 31
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

月３１日（金）まで

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

日（金）までの一回だけとなります。申請

1621）

内部被ばく検査のお知らせ
１ 年 に １ 度 は 検 査 を 受 け ま し ょ う

 
村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

日） 

～日曜日（祝日・年末年始を除く） 

歳以下のお子さんが検査を希望

は、健康福祉課までご連絡ください）

〇検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下 16

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください

5124 

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

） 

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
、個人積算線量計をお貸ししています。

グポストなどの空間線量値から推定される放射線量

どれだけ体に受けたか

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。

いい汗かきましょう！

  午前10

（福島市黒岩） 

など  ※上履き持参

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年４月

地上デジタル放送再送信事業について
（地デジ）が映らない方を対象に光フ

方は総務課企画係まで

います。

ますので、

31 日です
田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

日（金）まで

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

日（金）までの一回だけとなります。申請

 
村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入

歳以下のお子さんが検査を希望

さい） 

16 番地の

直接、あづま脳神経外科病院にお申込みください。 

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています
、個人積算線量計をお貸ししています。

推定される放射線量

どれだけ体に受けたか

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

方は農政第二係へお問い合わせください。 

いい汗かきましょう！ 

10時～正午

上履き持参

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

地上デジタル放送再送信事業について  
（地デジ）が映らない方を対象に光フ

方は総務課企画係まで

ます。 

ますので、 

日です。 

田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

日（金）まで変更申

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります）

日（金）までの一回だけとなります。申請

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入し、

歳以下のお子さんが検査を希望

番地の１） 

日のいちばん館、南相馬市で実施する集団健診

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

個人線量計（Ｄ－シャトル）をお貸ししています  

、個人積算線量計をお貸ししています。 

推定される放射線量

どれだけ体に受けたか

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

 

時～正午 

上履き持参 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

日 

（地デジ）が映らない方を対象に光フ

方は総務課企画係まで

 

田や畑などの農地を宅地、資材置場など農地以外に使用する場合は、そ

こが農業振興地域に入っていれば除外した上で、農業委員会の許可を受け

変更申

出書を復興対策課まで提出して下さい。（申出書は復興対策課にあります） 

日（金）までの一回だけとなります。申請

村では、今年度もホールボディカウンタでの放射線被ばく検査を実施し

、

歳以下のお子さんが検査を希望

く検査も予定しています。詳しくは４月下旬にお知らせす

 

推定される放射線量

どれだけ体に受けたか

のデータ読み取りは、放射線の専門家が個別の説明・相談を行

 

 

 
 

 これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

道路の通行について、平成

提示による無料措置に切り替わります。

 7 月

 申請後、

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。

○準備物

・本人確認書類（運転免許証等）

・本人の顔写真

（縦

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

問住民課住民係

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
おたふくかぜは

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

なお、この予防接種は

です。

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

○対象

い１歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

○助成回数…１回

○助 

○接種場所…村が指定した医療機関

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

 今年も、

教室を開催します。

○日 

○場 

○講 

○参加費…

○定 

○準備物…

参加される方は

問生涯学習課

平成
 住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

○対 

○申込先…住民課住民係

問住民課住民係

介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

合があります。

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

問健康福祉課福祉

資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

内容は次のとおりです。

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

       

○対象の行政区：

       

問住民課住民係

午前９時～正午（受付は午前８時

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

道路の通行について、平成

提示による無料措置に切り替わります。

月 1 日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

申請後、NEXCO

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。

準備物 

本人確認書類（運転免許証等）

本人の顔写真

4.5cm×横

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

住民課住民係

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
おたふくかぜは

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

なお、この予防接種は

です。接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

対象者…接種日に

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

○助成回数…１回

 成 額…

○接種場所…村が指定した医療機関

健康福祉課健康係（いちばん館☎

今年も、県樹木医会事務局長の

教室を開催します。

 時…５月

 所…村交流センターふれ愛館

 師…樹木医

○参加費…１人

 員…30

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は

生涯学習課

平成 30
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

 象…個人で住宅に設置する浄化槽

○申込先…住民課住民係

住民課住民係

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

合があります。

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

健康福祉課福祉

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

内容は次のとおりです。

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

       

○対象の行政区：

       

住民課住民係

午前９時～正午（受付は午前８時

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

道路の通行について、平成

提示による無料措置に切り替わります。

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

NEXCO 東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。

本人確認書類（運転免許証等）

本人の顔写真 

×横 3.5cm

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

住民課住民係（本庁

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
おたふくかぜは、

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

なお、この予防接種は

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

…接種日に

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

○助成回数…１回/人

…7,000

○接種場所…村が指定した医療機関

健康福祉課健康係（いちばん館☎

「寄せ植え教室」参加者募集
県樹木医会事務局長の

教室を開催します。

５月 20 日

村交流センターふれ愛館

樹木医 鈴木

１人 2,000

30 名(男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は５月１日（火）まで

生涯学習課(ふれ愛館☎

30 年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

…個人で住宅に設置する浄化槽

○申込先…住民課住民係

住民課住民係（本庁

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

合があります。 

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

健康福祉課福祉係（

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

内容は次のとおりです。

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

        

○対象の行政区：草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

           

住民課住民係（

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

道路の通行について、平成

提示による無料措置に切り替わります。

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。

本人確認書類（運転免許証等）

3.5cm で顔サイズが縦

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

本庁☎0244

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
、髄膜炎、脳炎

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

なお、この予防接種は保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

…接種日に村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

人 ※対象の方には個別に通知します。

7,000 円（7,000

○接種場所…村が指定した医療機関

健康福祉課健康係（いちばん館☎

「寄せ植え教室」参加者募集
県樹木医会事務局長の

教室を開催します。花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

日(日) 

村交流センターふれ愛館

鈴木 俊行先生

2,000 円 

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

ビニール手袋、エプロン、筆記用具

５月１日（火）まで

ふれ愛館☎0244

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

…個人で住宅に設置する浄化槽

○申込先…住民課住民係 

本庁☎0244

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

係（いちばん館

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

内容は次のとおりです。 

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

 ５月 10

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

    佐須、宮内、関根・松塚、前田

本庁☎0244

分～午前

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

道路の通行について、平成 30 年 7

提示による無料措置に切り替わります。

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。

本人確認書類（運転免許証等）

で顔サイズが縦

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

0244-42-

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
髄膜炎、脳炎

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

※対象の方には個別に通知します。

7,000 円を超えた分は自己負担となります。）

○接種場所…村が指定した医療機関

健康福祉課健康係（いちばん館☎

「寄せ植え教室」参加者募集
県樹木医会事務局長の鈴木先生による

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

 午後１時

村交流センターふれ愛館

俊行先生

 (材料費

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

ビニール手袋、エプロン、筆記用具

５月１日（火）までに生涯学習課へお申込みください。

0244-42

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

…個人で住宅に設置する浄化槽

0244-42-

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

いちばん館

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

 

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

10 日（木）の収集

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

佐須、宮内、関根・松塚、前田

0244-42

分～午前 11 時 30

 

 

 

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

7 月から「ふるさと帰還通行カード」の

提示による無料措置に切り替わります。 

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

申請書は住民課に備え付けています。 

本人確認書類（運転免許証等） 

で顔サイズが縦 3.2cm

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

-1618） 

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
髄膜炎、脳炎などを合併することがある感染症です。

村では、下記対象者の予防接種料金の一部

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

※対象の方には個別に通知します。

円を超えた分は自己負担となります。）

○接種場所…村が指定した医療機関  

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-

「寄せ植え教室」参加者募集
鈴木先生による

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

午後１時 30 分～

村交流センターふれ愛館(大研修室

俊行先生 

材料費) 

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

ビニール手袋、エプロン、筆記用具

に生涯学習課へお申込みください。

42-0072 ）

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

…個人で住宅に設置する浄化槽 

-1618） 

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

いちばん館☎0244-

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

日（木）の収集

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

佐須、宮内、関根・松塚、前田

42-1618）

30 分）☎

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

月から「ふるさと帰還通行カード」の

 

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

3.2cm 以上

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

 

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
などを合併することがある感染症です。

村では、下記対象者の予防接種料金の一部助成を行いま

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

※対象の方には個別に通知します。

円を超えた分は自己負担となります。）

-42-1638

「寄せ植え教室」参加者募集
鈴木先生による

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

分～午後３

大研修室) 

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

ビニール手袋、エプロン、筆記用具 

に生涯学習課へお申込みください。

） 

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

 

 

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

-42-1633

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

日（木）の収集になります。

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

佐須、宮内、関根・松塚、前田

） 

分）☎0244-68

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

月から「ふるさと帰還通行カード」の

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

以上 3.6cm

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
などを合併することがある感染症です。

を行いま

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

医に相談し、接種するかどうかをご検討ください。 

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

※対象の方には個別に通知します。

円を超えた分は自己負担となります。）

1638） 

「寄せ植え教室」参加者募集
鈴木先生による、花の宿根草

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

午後３時 30

 

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

 

に生涯学習課へお申込みください。

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

1633） 

資源ごみ収集日の変更について
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

になります。 

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

佐須、宮内、関根・松塚、前田 

68-2277

ふるさと帰還通行カードについて
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

月から「ふるさと帰還通行カード」の

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

3.6cm 以下のもの。本人

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
などを合併することがある感染症です。

を行います。 

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

※対象の方には個別に通知します。 

円を超えた分は自己負担となります。）

「寄せ植え教室」参加者募集 !  

花の宿根草

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

30 分 

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください

に生涯学習課へお申込みください。

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
住宅排水改善のため、村内に浄化槽を設置する場合は、国・

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みくだ

介護認定履歴証明書発行時のお願い
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。

資源ごみ収集日の変更について 
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

 

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

2277 

 
これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

月から「ふるさと帰還通行カード」の

日以降はカード以外の方法で無料措置が受けられません。 

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

以下のもの。本人

確認に使用する写真のためサングラスや帽子の着用は不可です。 

おたふくかぜ予防接種料金の一部助成を行いま
などを合併することがある感染症です。

 

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外

円を超えた分は自己負担となります。）

 

花の宿根草の寄せ植え

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。

男女問わず、お友達、親子でもご参加ください) 

に生涯学習課へお申込みください。 

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ
・県による補

助制度があります。希望される方は、下記によりお申込みください。

介護認定履歴証明書発行時のお願い 
介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

お手数ですが、事前に健康福祉課までご連絡をお願いします。 

 
資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、 

これまで被災証明書と身分証明書等の提示で無料措置されていた高速

月から「ふるさと帰還通行カード」の

東日本からカードが発行されるまでに１～２か月ほどか

かりますので、高速道路をご利用になる方はお早目の申請をお勧めします。

以下のもの。本人

す  

などを合併することがある感染症です。

保護者の判断で接種するかどうかを決める任意接種

接種を希望する方は効果や副反応などを十分理解の上、かかりつけ

村に住所があり、おたふくかぜにかかったことのな

歳から就学前のお子さん（２回の予防接種が済んでいる方は対象外。） 

円を超えた分は自己負担となります。） 

寄せ植え

花木の手入れ指導もあります。ぜひご参加ください。 

 

年度浄化槽設置補助制度のお知らせ  

県による補

さい。 

介護認定履歴証明書の交付については、当日証明書の発行ができない場

資源ごみについて収集日が一部変更になります。対象の行政区と変更

○収集日の変更：５月３日（木）収集予定だった資源ごみの収集日が 



 

定結果について、お知らせします。

ついては、村ホームページに掲載してい

１．

放射性セシウムの基準値「飲料水

井戸水・湧水等

２．一般食品

放射性セシウムの基準値

問

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

【農地】

行政区

15

【宅地】

行政区

15

ホウレンソウ

行者ニンニク

 食品中の放射性物質測定結果のお知ら
平成30

定結果について、お知らせします。

ついては、村ホームページに掲載してい

１．飲料水

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定品目

井戸水・湧水等

２．一般食品

放射性セシウムの基準値

問復興対策課農政第二

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

【農地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

【宅地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

測定品目

ホウレンソウ

ビタミン菜

フキノトウ

行者ニンニク

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
30年３月１

定結果について、お知らせします。

ついては、村ホームページに掲載してい

飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定品目 

井戸水・湧水等 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値

復興対策課農政第二

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

（地上から１

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

測定品目 

ホウレンソウ 

ビタミン菜 

フキノトウ 

行者ニンニク 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
月１日から

定結果について、お知らせします。

ついては、村ホームページに掲載してい

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数

 ３

放射性セシウムの基準値

復興対策課農政第二係（本庁☎

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

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内 

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内 

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内 

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内 

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

測定件数

 １

１

３

 ２

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
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。

ついては、村ホームページに掲載してい

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数 

３ 

放射性セシウムの基準値 「一般食品

係（本庁☎

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

及び１cm

小字地内 

草野字大谷地地内 

深谷字原前地内 

伊丹沢字山田地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

八木沢字上八木沢地内 

大倉字湯舟地内 

佐須字佐須地内 

草野字柏塚地内 

飯樋字下桶地内地内 

飯樋字一ノ関地内 

飯樋字笠石地内 

 

比曽字比曽地内 

長泥字長泥地内 

蕨平字木戸地内 

松塚字神田地内 

 

前田字福田地内 

二枚橋字町地内 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

伊丹沢字伊丹沢地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

 

大倉字大倉地内 

佐須字虎捕地内 

草野字大坂地内 

 

飯樋字割木地内 

飯樋字笠石地内 

飯樋字宮仲地内 

比曽字中比曽地内 

長泥字曲田地内 

蕨平字蕨平地内 

関根字押木内地内 

臼石字菅田地内 

前田字古今明地内 

須萱字水上地内 

測定件数 

１ 

１ 

３ 

２ 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
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

ついては、村ホームページに掲載してい

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／

セシウム

検出件数

０

「一般食品 100

係（本庁☎0244

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。

時です。※は除染未実施分です。

cm の高さで測定）

４月

１ｍ

0.36

0.09

0.37

0.28

0.42

 0.38

0.20

0.29

0.16

0.42

0.20

0.35

0.40

0.24

2.45

0.51

0.20

0.49

0.39

0.24

cm の高さで測定）

４

１ｍ

0.31

0.28

 0.14

0.26

0.35

0.18

0.11

0.33

0.24

0.20

0.28

0.23

0.14

0.22

2.29

0.35

0.17

0.20

0.19

0.13

セシウム

検出件数

０

０

３

２

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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いますので、ご覧ください。

Ｂｑ／ℓ」 

セシウム 

検出件数 

０ 

100Bq/Kg

0244-42-1625

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。

※は除染未実施分です。

の高さで測定）

月５日（晴

ｍ １c

0.36 0.34

0.09 0.10

0.37 0.36

0.28 0.25

0.42 0.48

0.38 0.39

0.20 0.21

0.29 0.27

0.16 0.14

0.42 0.47

0.20 0.19

0.35 0.30

0.40 0.37

0.24 0.22

2.45 3.18

0.51 0.39

0.20 0.18

0.49 0.53

0.39 0.37

0.24 0.26

の高さで測定）

４月５日 

１ｍ １

0.31 0.28

0.28 0.34

0.14 0.21

0.26 0.24

0.35 0.28

0.18 0.19

0.11 0.12

0.33 0.26

0.24 0.25

0.20 0.18

0.28 0.25

0.23 0.22

0.14 0.13

0.22 0.20

2.29 2.31

0.35 0.32

0.17 0.15

0.20 0.19

0.19 0.17

0.13 0.13

セシウム 

検出件数 

０ 

０ 

３ 

２ 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

測定品目や詳細な測定結果に

ますので、ご覧ください。

 

検出最大値

不検出

Bq/Kg」「乳児用食品

1625） 

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。

※は除染未実施分です。

の高さで測定） 

５日（晴） ３

cｍ １

0.34 0.28

0.10 0.09

0.36 0.32

0.25 0.27

0.48 0.40

0.39 0.34

0.21 0.17

0.27 0.27

0.14 0.17

0.47 0.42

0.19 0.23

0.30 0.34

0.37 0.31

0.22 0.23

3.18 2.34

0.39 0.52

0.18 0.18

0.53 0.45

0.37 0.41

0.26 0.19

の高さで測定） 

 

１cm １ｍ

0.28 0.27

0.34 0.26

0.21 0.12

0.24 0.28

0.28 0.23

0.19 0.21

0.12 0.13

0.26 0.32

0.25 0.24

0.18 0.17

0.25 0.28

0.22 0.23

0.13 0.15

0.20 0.24

2.31 2.17

0.32 0.38

0.15 0.16

0.19 0.22

0.17 0.22

0.13 0.11

検出最大値

不検出

不検出

34Bq/

598Bq/

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

測定品目や詳細な測定結果に

ますので、ご覧ください。

検出最大値 

不検出 

」「乳児用食品

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。

※は除染未実施分です。 

３月 15 日（晴

１ｍ 

0.28 

0.09 

0.32 

0.27 

0.40 

0.34 

0.17 

0.27 

0.17 

0.42 

0.23 

0.34 

0.31 

0.23 

2.34 

0.52 

0.18 

0.45 

0.41 

0.19 

３月 15

１ｍ 

0.27 

0.26 

0.12 

0.28 

0.23 

0.21 

0.13 

0.32 

0.24 

0.17 

0.28 

0.23 

0.15 

0.24 

2.17 

0.38 

0.16 

0.22 

0.22 

0.11 

検出最大値 

不検出 前田・八和

不検出 

Bq/㎏ 

Bq/㎏ 関根・松塚

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

測定品目や詳細な測定結果に

ますので、ご覧ください。

採取地

関沢 

」「乳児用食品 50Bq/Kg

 
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。

 

日（晴） 

１cm 

0.26 

0.10 

0.27 

0.21 

0.36 

0.32 

0.16 

0.25 

0.15 

0.45 

0.21 

0.23 

0.27 

0.19 

3.12 

0.42 

0.15 

0.49 

0.38 

0.23 

15 日 

１cm 

0.25 

0.34 

0.12 

0.27 

0.20 

0.20 

0.12 

0.30 

0.22 

0.19 

0.23 

0.21 

0.13 

0.20 

2.23 

0.38 

0.16 

0.20 

0.21 

0.12 

採取地

前田・八和

佐須

伊丹沢

関根・松塚

せ   
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

測定品目や詳細な測定結果に

ますので、ご覧ください。 

採取地 

 他 

Bq/Kg」 

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採取地 

前田・八和木 

佐須 

伊丹沢 他 

関根・松塚 他 

日までに村で行った食品等の放射性物質の測

測定品目や詳細な測定結果に

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。

平成
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

生活支援活動

サロン活動

季節の行事

住民交流事業

 １回の応募につき

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

で準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

点がありますので、詳細はお問い合わせください。

問飯舘村社会福祉協議会（

村社会福祉協議会では、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

でご利用ください。

○日 

○会 

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏

○予 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

村社会福祉協議会では、

んの参加をお待ちしています。

５月

５月

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

る県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

問福島県立医科大学

 放射線医学県民健康管理センター

「宿泊体験館きこり」
○募集人員

○募集締切…

○給 与

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

〒960

問復興対策課商工労政係

村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

の試食コーナーもありますので、

ください。

○日 

○場 

○イベント…

問飯舘村

 

平成 30 年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

生活支援活動

サロン活動

季節の行事

住民交流事業

１回の応募につき

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

飯舘村社会福祉協議会（

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

でご利用ください。

 時…５

 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏

 約…５

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

村社会福祉協議会では、

んの参加をお待ちしています。

開催日

月 14 日（月

月 25 日（金）

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

福島県立医科大学

放射線医学県民健康管理センター

「宿泊体験館きこり」
募集人員…

○募集締切…

給 与 等…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

960-1892

復興対策課商工労政係

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

の試食コーナーもありますので、

ください。※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

  時…

  所…

○イベント…

飯舘村商工会青年部事務局

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

生活支援活動 見守り・訪問、

サロン活動 健康づくり

季節の行事 お花見会、盆踊り

住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

１回の応募につき

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

飯舘村社会福祉協議会（

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

でご利用ください。

５月 18 日（

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏

５月 15 日（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

村社会福祉協議会では、

んの参加をお待ちしています。

開催日 

日（月） 

日（金） 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

福島県立医科大学

放射線医学県民健康管理センター

「宿泊体験館きこり」
…事務

○募集締切…４月

…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

1892  相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

復興対策課商工労政係

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

の試食コーナーもありますので、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

…４月 29

…いいたて村の道の駅までい館

○イベント… ・各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

・までい牛試食コーナー（先着

商工会青年部事務局

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

見守り・訪問、

健康づくり

お花見会、盆踊り

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

１回の応募につき 10 万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

飯舘村社会福祉協議会（

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、「心配ごと相談」を下記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（金）  

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏

日（火）まで

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

お茶のみ会
村社会福祉協議会では、

んの参加をお待ちしています。

時 間

午前 10

～ 

11 時 30

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター

放射線医学県民健康管理センター

「宿泊体験館きこり」
事務経理等

４月 27 日(

…村規定に準ず

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

復興対策課商工労政係 （

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

の試食コーナーもありますので、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

29 日（日）

いいたて村の道の駅までい館

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

・までい牛試食コーナー（先着

商工会青年部事務局

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

見守り・訪問、家事援助、

健康づくり支援、介護予防支援

お花見会、盆踊り

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

相談は無料です。

  午後１時

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏 

）まで村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

お茶のみ会
村社会福祉協議会では、避難先での「お茶のみ会」を開催します

んの参加をお待ちしています。 

間 

10 時

  

30 分 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

ふくしま国際医療科学センター

放射線医学県民健康管理センター

「宿泊体験館きこり」従業員募集のお知ら
経理等（パソコン

(金)まで

…村規定に準ずる   

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策

（本庁☎

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

の試食コーナーもありますので、みなさんお誘い合わせの上、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

日（日） 午前

いいたて村の道の駅までい館

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

・までい牛試食コーナー（先着

商工会青年部事務局（☎

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

家事援助、

支援、介護予防支援

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

陽だまりの家☎

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

相談は無料です。 

午後１時 15

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

お茶のみ会のご案内
避難先での「お茶のみ会」を開催します

福島市

杉妻学習センター

（和室）

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

ふくしま国際医療科学センター

放射線医学県民健康管理センター（☎024

従業員募集のお知ら
パソコンワード・エクセル操作必須）

まで 

  ○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

飯舘村役場復興対策課商工労政係

本庁☎0244-42

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

みなさんお誘い合わせの上、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

午前 10 時～

いいたて村の道の駅までい館

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

・までい牛試食コーナー（先着

（☎0244-26

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

家事援助、子どもの学習支援等

支援、介護予防支援

大会、いも煮会、クリスマス会

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。

☎0244-

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

15 分～午後

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-

のご案内
避難先での「お茶のみ会」を開催します

場 所 

福島市 

杉妻学習センター

（和室）

☎0244-

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

ふくしま国際医療科学センター

024-549

従業員募集のお知ら
ワード・エクセル操作必須）

○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢

課商工労政係

42-1620

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

みなさんお誘い合わせの上、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

時～ 

いいたて村の道の駅までい館 イベント

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

・までい牛試食コーナー（先着 150

26-7957）

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

子どもの学習支援等

支援、介護予防支援、生きがいづくり支援

大会、いも煮会、クリスマス会

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。

がありますので、詳細はお問い合わせください。 

-42-1021

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

分～午後３時 

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

村社会福祉協議会に申込みください。

-42-1021

のご案内 
避難先での「お茶のみ会」を開催します

 

杉妻学習センター 

（和室） 

-42-1021

甲状腺検査のお知らせ
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。

ふくしま国際医療科学センター 

549-5130）

従業員募集のお知ら
ワード・エクセル操作必須）

○勤務時間…応相談

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-1

課商工労政係 

1620） 

こいのぼりまつりにお越しください！
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

みなさんお誘い合わせの上、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。

イベント広場

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど）

150 名）など

） 

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」につい
福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受

け、被災地における地元住民のグループ等による支え合い

活動を支援する助成を行っています。県内在住者５名以上

で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。 

子どもの学習支援等

、生きがいづくり支援

大会、いも煮会、クリスマス会

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

準備しておりますので多数のご応募お待ちしております。昨年度と

1021） 

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

 

村社会福祉協議会に申込みください。

1021） 

避難先での「お茶のみ会」を開催します

 
100

（当日

徴収します）

1021） 

 
今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

県からの案内に従い、検査を受けるようお願いします。 

  

） 

従業員募集のお知ら
ワード・エクセル操作必須）

○勤務時間…応相談 

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

1 

こいのぼりまつりにお越しください！ 
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

みなさんお誘い合わせの上、

※詳細は前号で配布のチラシをご覧ください。 

広場 

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど）

・縁日コーナー（水風船つり、輪投げなど） 

名）など 

年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」について

子どもの学習支援等 

、生きがいづくり支援

大会、いも煮会、クリスマス会等 

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

昨年度と相違

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、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

村社会福祉協議会に申込みください。 

避難先での「お茶のみ会」を開催します。皆さ

会費 

100 円 
（当日、受付で

徴収します）

今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

従業員募集のお知らせ
ワード・エクセル操作必須） １名

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。

 
村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越し

各種アトラクション（ふわふわバルーンなど） 

て 

、生きがいづくり支援等 

 

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等 

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓

代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申請用紙は、当協議会

相違

 
村社会福祉協議会では、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

 

。皆さ

 
、受付で

徴収します） 

今年度は、福島県による甲状腺検査実施の年です。後日、個別送付され

せ 
１名 

○応募方法…履歴書を下記まで持参、または郵送して下さい。 

村の道の駅「までい館」イベント広場において、商工会主催による「こ

いのぼりまつり」を開催します。無料アトラクションの設置や、までい牛

ぜひお越し


