
 

 

 
 

 

すがご留意のうえ、

○収集日が変更になる行政区

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、

大倉、宮内、関根・松塚

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

臼石、二枚橋・須萱

問

 

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

問

 

た

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

○日時…

○場所…いいたて村の道の駅

○内容…

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

問

 

ベントにご家族みんなで、ぜひ

 

をプレゼント

野球の試合観戦

○日

○場

問

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

の今年度の

興対策課までお願いいたします。

○

○申請

○

問

 ８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

すがご留意のうえ、

○収集日が変更になる行政区

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、

大倉、宮内、関根・松塚

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

臼石、二枚橋・須萱

問住民課住民

 現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

問住民課住民係（

道の駅までい館
 いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

た交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

○日時…

○場所…いいたて村の道の駅

○内容…

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

問復興対策課商工労政係

 スポーツ公園が間もなくグラ

ベントにご家族みんなで、ぜひ

 ゲストと一緒に走り初めに参加

をプレゼント

野球の試合観戦

○日時…

○場所…

問生涯学習課

農による生きがい再生支援事業について
生きがい農業

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

の今年度の

興対策課までお願いいたします。

○申請方法

○申請要件

① 村内の農用地での作付けであること

② 原則として、平成

（平成

③ 補助金の交付決定後に購入した資材等であること

④ 村税等の滞納がないこと

○申請締

問復興対策課農政第一係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

すがご留意のうえ、

○収集日が変更になる行政区

 対象行政区

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、

大倉、宮内、関根・松塚

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

臼石、二枚橋・須萱

住民課住民係（

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

住民課住民係（

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

○日時…８月 11

○場所…いいたて村の道の駅

○内容…ステージ発表

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

復興対策課商工労政係

スポーツ公園オープニングイベント
スポーツ公園が間もなくグラ

ベントにご家族みんなで、ぜひ

ゲストと一緒に走り初めに参加

をプレゼントします。

野球の試合観戦など盛りたくさんです。

時…８月 12

所…いいたてスポーツ公園

生涯学習課（スポーツ公園

農による生きがい再生支援事業について
生きがい農業（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

の今年度の申請締切は

興対策課までお願いいたします。

申請方法…農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

要件 

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成

（平成 31 年

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと

締切…10

復興対策課農政第一係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

すがご留意のうえ、変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

○収集日が変更になる行政区

対象行政区 

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、

大倉、宮内、関根・松塚 

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

臼石、二枚橋・須萱 

係（本庁☎

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

住民課住民係（本庁☎

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

11 日（土）

○場所…いいたて村の道の駅

ステージ発表、無料縁日コーナー、物販

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

復興対策課商工労政係

スポーツ公園オープニングイベント
スポーツ公園が間もなくグラ

ベントにご家族みんなで、ぜひ

ゲストと一緒に走り初めに参加

します。その他にも、屋台や

など盛りたくさんです。

12 日（日）

いいたてスポーツ公園

スポーツ公園

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

申請締切は 10

興対策課までお願いいたします。

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

  

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成

年３月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと

10 月 31 日（水）

復興対策課農政第一係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

○収集日が変更になる行政区 

 

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、

 

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

☎0244-

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

☎0244-

道の駅までい館１周年
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

日（土）  午前

○場所…いいたて村の道の駅 

、無料縁日コーナー、物販

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

復興対策課商工労政係（本庁

スポーツ公園オープニングイベント
スポーツ公園が間もなくグラ

ベントにご家族みんなで、ぜひ

ゲストと一緒に走り初めに参加

その他にも、屋台や

など盛りたくさんです。

日（日） 午前９時

いいたてスポーツ公園

スポーツ公園☎

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

10 月 31

興対策課までお願いいたします。

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

村内の農用地での作付けであること

原則として、平成 30 年 12

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

村税等の滞納がないこと 

日（水） 

復興対策課農政第一係（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

収集する

ごみの種類

草野、深谷、関沢、八木沢・芦原、
可燃ごみ

小宮、飯樋町、前田・八和木、大

久保・外内、上飯樋、比曽、蕨平、

資源ごみ

（ビン・缶・

ペットボト

-42-1618

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。

-42-1618

１周年
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

午前 10 時～午後３

 までい館

、無料縁日コーナー、物販

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

本庁☎0244

スポーツ公園オープニングイベント
スポーツ公園が間もなくグランドオープンを迎えます。オープニングイ

ベントにご家族みんなで、ぜひご参加ください

ゲストと一緒に走り初めに参加した

その他にも、屋台や

など盛りたくさんです。

午前９時 30

いいたてスポーツ公園 

☎0244-42

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率

31 日（水）

興対策課までお願いいたします。 

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

村内の農用地での作付けであること

12 月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

 

 

復興対策課農政第一係（本庁☎0244

いいたてクリニックの診療日時 

第 8

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

収集する

ごみの種類

可燃ごみ

資源ごみ

（ビン・缶・

ペットボトル

8） 

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

ついては、住民課窓口でお渡しできます。 

1618） 

１周年交流
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

時～午後３

までい館  

、無料縁日コーナー、物販

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

0244-42-1620

スポーツ公園オープニングイベント
ンドオープンを迎えます。オープニングイ

ご参加ください

た方には、

その他にも、屋台や子ども向けゲーム大会、サッカー、

など盛りたくさんです。 

30 分～ 

42-0152

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

がい再生支援事業（補助対象経費×補助率 50

日（水）です。申請される方は、下記の復

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

村内の農用地での作付けであること 

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

0244-42-1621

 毎週火・木曜日

896 号 

ごみ収集日変更のお知らせ
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

収集する 

ごみの種類 

可燃ごみ 
８月

資源ごみ 

（ビン・缶・

ル） 

８月

ごみ収集についてのお願い
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

交流イベント
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

時～午後３時 

、無料縁日コーナー、物販 など

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

1620） 

スポーツ公園オープニングイベント
ンドオープンを迎えます。オープニングイ

ご参加ください!! 

方には、オープン記念スポーツタオル

子ども向けゲーム大会、サッカー、

0152） 

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

50％【補助金上限

です。申請される方は、下記の復

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること

1621） 

毎週火・木曜日

 平成 30

ごみ収集日変更のお知らせ 
８月のごみ収集日が、次のとおり変更となります。ご迷惑をおかけ

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

変更前 

８月17日

（金） 

８月16日

（木） 

ごみ収集についてのお願い 
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

イベント開催
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

など 

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。

スポーツ公園オープニングイベント
ンドオープンを迎えます。オープニングイ

オープン記念スポーツタオル

子ども向けゲーム大会、サッカー、

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

％【補助金上限

です。申請される方は、下記の復

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること）

補助金の交付決定後に購入した資材等であること 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年７月

 
ご迷惑をおかけ

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

 
変更後

日

 

８月

（木）

日

 

８月２３日

（木）

 
現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

別ルールが守られずに出されていたりすることがあります。 

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

開催！
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。

※詳しくは、次号の広報に同封するチラシをご覧ください。 

スポーツ公園オープニングイベント 
ンドオープンを迎えます。オープニングイ

オープン記念スポーツタオル

子ども向けゲーム大会、サッカー、

農による生きがい再生支援事業について
（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

％【補助金上限 50 万円】）

です。申請される方は、下記の復

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。

月までに作付けする取組みであること

月までに作付け状況が確認できること） 

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

ご迷惑をおかけしま

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。

変更後 

８月 16 日

（木） 

８月２３日

（木） 

現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

！ 
いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

販、飲食ブースなど盛りたくさんですので、ぜひお越しください。 

ンドオープンを迎えます。オープニングイ

オープン記念スポーツタオル

子ども向けゲーム大会、サッカー、

農による生きがい再生支援事業について 

（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

万円】）

です。申請される方は、下記の復

農政第一係で、届出書等に記入・押印いただきます。 

月までに作付けする取組みであること 

午前９時～正午（受付は午前８時

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
 村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

象に相談窓口を開設します。

○相談窓口

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

問環境省

建設課土木係（本庁☎

 

 

日 

しま

変更後の指定日に集積所へのごみ出しをお願いします。 

現在、村内のごみ集積所には、指定日以外のごみが出されていたり、分

村指定のごみ袋か、違う種類のごみが混ざっていないか等をご確認のう

え、ごみ集積所に出してください。ごみの出し方や分け方がわからないと

きは、住民課住民係までお問い合わせください。ごみの分別カレンダーに

いいたて村の道の駅までい館において、道の駅オープン１周年に合わせ

交流イベントを開催します！当日は、ステージ発表や縁日コーナー、物

ンドオープンを迎えます。オープニングイ

子ども向けゲーム大会、サッカー、

（自家用野菜、景観形成など）を支援する「農による生き

万円】）

です。申請される方は、下記の復

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

認定証は、

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

①印鑑

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

※住民税非課税世帯のみ

問住民課住民係

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

明書をお送りします。

帰還困難区域・

帰還困難区域以外の

上位所得層以外

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

（基礎控除後）の合計が

問住民課住民係（本庁

現在の被保険者証は、

ます。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

問住民課住民係（本庁

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
 介護保険を利用されている方へのお知らせです。

負担金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

は、平成

免除の対象となる方については、

認定票をお送りし

○上位所得層該当者

問健康福祉課

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは

○日時…

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

○募集人数…

○応募締切…

申込・問

午前９時～正午（受付は午前８時

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

象に相談窓口を開設します。

○相談窓口

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

環境省県北支所（☎

建設課土木係（本庁☎

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

認定証は、

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

①印鑑 ②国民健康保険証

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

※住民税非課税世帯のみ

住民課住民係

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

明書をお送りします。

区域区分

帰還困難区域・

帰還困難区域以外の

上位所得層以外

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

（基礎控除後）の合計が

住民課住民係（本庁

後期高齢者医療制度のお知らせ

現在の被保険者証は、

ます。新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

民課住民係（本庁

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

平成 31 年２月

免除の対象となる方については、

認定票をお送りし

○上位所得層該当者

健康福祉課

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは

○日時…８月

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

○募集人数…

○応募締切…

申込・問飯舘村社会福祉協議会（☎

午前９時～正午（受付は午前８時

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

象に相談窓口を開設します。

○相談窓口 開所日時

８月１日（水）～31

○相談場所…村役場１階

○相談対象者 

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

県北支所（☎

建設課土木係（本庁☎

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

認定証は、７月 31

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

②国民健康保険証

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

※住民税非課税世帯のみ

住民課住民係（本庁

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

明書をお送りします。

区域区分 

帰還困難区域・

帰還困難区域以外の

上位所得層以外

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

（基礎控除後）の合計が

住民課住民係（本庁

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

現在の被保険者証は、

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

民課住民係（本庁

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

年２月 28

免除の対象となる方については、

認定票をお送りします。

○上位所得層該当者

健康福祉課福祉係（

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは

８月 26 日（日）

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

○募集人数…120 名

○応募締切…８月 17

飯舘村社会福祉協議会（☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

象に相談窓口を開設します。

開所日時 

31 日（金）期間中の

○相談場所…村役場１階 

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

県北支所（☎024

建設課土木係（本庁☎

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

31 日（火）

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの

②国民健康保険証

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

※住民税非課税世帯のみ 

（本庁☎0244

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

明書をお送りします。 

国保税及び

後期保険料減免期間

帰還困難区域・ 

帰還困難区域以外の

上位所得層以外 

平成

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

（基礎控除後）の合計が 600

住民課住民係（本庁☎0244

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

現在の被保険者証は、７月

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

民課住民係（本庁☎0244

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

28 日まで延長されます。

免除の対象となる方については、

ます。 

○上位所得層該当者…被保険者個人の合計所得が

福祉係（いちばん館内

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは

日（日）  

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

名  ※参加費ひとり

17 日（金）

飯舘村社会福祉協議会（☎

分～午前

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

象に相談窓口を開設します。 

期間中の

 復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

024-563-1308

建設課土木係（本庁☎0244-42

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

（火）までの有効期限

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

○更新の手続きに必要なもの 

②国民健康保険証 ③申請日時点で過去１年以内に

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

☎0244-42-

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

国保税及び

後期保険料減免期間

平成 31 年３月

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

600 万円を超える世帯です。

☎0244-42-

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

７月 31 日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

☎0244-42-

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

日まで延長されます。

免除の対象となる方については、

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは

 開会式

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

※参加費ひとり

日（金）まで 

飯舘村社会福祉協議会（☎

分～午前 11 時 30

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

期間中の毎週火・木曜日

復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

1308） 

42-1623）

 

 

 

 
国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

までの有効期限

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

③申請日時点で過去１年以内に

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

-1619） 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

国保税及び 

後期保険料減免期間

年３月 31 日ま

 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の

万円を超える世帯です。

-1619） 

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

-1619） 

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

日まで延長されます。

免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が

いちばん館内☎0244

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。

の運行も予定していますので、詳しくは同封したチラシを確認ください。

開会式 午前８

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

※参加費ひとり 300

 

飯舘村社会福祉協議会（☎0244-

30 分）☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

毎週火・木曜日

復興対策課内  

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

 

） 

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。

までの有効期限となるため、

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。

③申請日時点で過去１年以内に

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

後期保険料減免期間 

日まで

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。

 

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

 

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

日まで延長されます。 

７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が

0244-42-1633

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

ウンド・ゴルフスポーツ交流会を開催します。県内避難先からの送迎バス

同封したチラシを確認ください。

８時 30 分

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田

300 円 

-42-1021 fax0244

分）☎0244-68

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

毎週火・木曜日 午前

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方 

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知ら
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

負担金免除証明書がある場合はそちらが優先されます。 

となるため、

き続き必要となる方は更新の手続きをお願いします。 

③申請日時点で過去１年以内に

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

一部負担金免除期間

平成 31

免除継続

平成 29

万円を超える世帯です。 

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護保険を利用されている方へのお知らせです。介護サービス利用一部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

７月中に、翌年２月末まで

…被保険者個人の合計所得が 633 万円以上の方

1633） 

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

県内避難先からの送迎バス

同封したチラシを確認ください。

分 

○会場…いいたてスポーツ公園（飯舘村伊丹沢山田 380

1021 fax0244

68-2277

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

午前10時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方 

国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方へ

限度額適用・標準負担額減額認定証更新のお知らせ
限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

となるため、８月１日以降も引

③申請日時点で過去１年以内に 90

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の

減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

一部負担金免除期間

31 年３月 28

免除継続 

29 年中総所得金額等

 

後期高齢者医療制度のお知らせ
８月１日から被保険者証が新しくなります。 

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

は、必ず郵便局で「転居届」の手続きを行ってください。 

介護保険一部負担金の免除期間が延長されま
介護サービス利用一部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

７月中に、翌年２月末まで

万円以上の方

 

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

県内避難先からの送迎バス

同封したチラシを確認ください。

380） 

1021 fax0244-42-

2277 

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方 

へ 

せ 

限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。※一部

８月１日以降も引

90 日を越え

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

の 

減免及び一部負担金の免除について 
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

一部負担金免除期間

28 日まで

年中総所得金額等

後期高齢者医療制度のお知らせ 

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

新しい被保険者証は、７月下旬に簡易書留で郵送します。 

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

介護保険一部負担金の免除期間が延長されます
介護サービス利用一部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

７月中に、翌年２月末までの負担軽減

万円以上の方。

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

県内避難先からの送迎バス

同封したチラシを確認ください。

-1040）

被災家屋解体の相談窓口を設置します（再掲） 
村では、被災家屋解体申請受付は終了していますが、下記の方を対

時～午後４時 

限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けている方は、医療機関窓口

に保険証と一緒に提示すると、本人負担額が限度額ですむようになります。

※一部

８月１日以降も引

日を越え

て入院されている方はそれを確認できる書類（領収書・入院証明書など）

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰還

困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一部負

担金免除の対象となる方については、７月中に、翌年２月末までの免除証

一部負担金免除期間 

で

年中総所得金額等

日（火）で有効期限が切れ、使用できなくなり

被保険者証が８月１日（水）までに届かない場合には住民係までご連絡

ください。また、転居された方で郵便局に「転居届」を出されていない方

す 

介護サービス利用一部

金について、帰還困難区域と、その他の村内地域の上位所得層以外の方

負担軽減

。 

グラウンド・ゴルフスポーツ交流会のお知らせ 

村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグラ

県内避難先からの送迎バス

同封したチラシを確認ください。 

） 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成30年６月１日から30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。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 １ ０ 不検出 前田・八和木 他 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課農政第二係（本庁☎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。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
７月５日（曇） ６月 21 日（雨） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.33 0.30 0.29 0.26 

２ 深谷字原前地内 0.10 0.08 0.08 0.08 

３ 伊丹沢字山田地内 0.35 0.30 0.32 0.31 

４ 関沢字中頃地内 0.25 0.20 0.23 0.21 

５ 小宮字曲田地内 0.41 0.42 0.31 0.33 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.35 0.36 0.32 0.32 

７ 大倉字湯舟地内 0.25 0.24 0.17 0.15 

８ 佐須字佐須地内 0.27 0.25 0.27 0.24 

９ 草野字柏塚地内 0.16 0.15 0.15 0.13 

10 飯樋字下桶地内地内 0.41 0.43 0.35 0.41 

11 飯樋字一ノ関地内 0.17 0.15 0.17 0.13 

12 飯樋字笠石地内 0.32 0.20 0.30 0.20 

13 飯樋字原地内 0.36 0.34 0.30 0.27 

14 比曽字比曽地内 0.21 0.19 0.21 0.21 

15※ 長泥字長泥地内 2.15 3.05 2.03 2.97 

16 蕨平字木戸地内 0.49 0.38 0.45 0.37 

17 松塚字神田地内 0.18 0.18 0.16 0.14 

18 臼石字町地内 0.42 0.44 0.43 0.51 

19 前田字福田地内 0.37 0.35 0.35 0.34 

20 二枚橋字町地内 0.26 0.25 0.24 0.24 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
７月５日 ６月 21 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.20 0.19 0.21 0.19 

２ 深谷字大森地内 0.25 0.27 0.25 0.28 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.15 0.15 0.13 0.13 

４ 関沢字中頃地内 0.25 0.24 0.25 0.23 

５ 小宮字曲田地内 0.29 0.22 0.32 0.24 

６ 芦原白金地内 0.20 0.20 0.19 0.19 

７ 大倉字大倉地内 0.11 0.12 0.12 0.12 

８ 佐須字虎捕地内 0.26 0.29 0.28 0.26 

９ 草野字大坂地内 0.21 0.23 0.20 0.17 

10 飯樋字町地内 0.21 0.20 0.19 0.16 

11 飯樋字割木地内 0.26 0.24 0.27 0.21 

12 飯樋字笠石地内 0.20 0.20 0.19 0.20 

13 飯樋字宮仲地内 0.11 0.12 0.13 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.21 0.16 0.20 0.17 

15※ 長泥字曲田地内 1.86 1.80 2.01 2.18 

16 蕨平字蕨平地内 0.28 0.31 0.32 0.30 

17 関根字押木内地内 0.16 0.13 0.15 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.21 0.18 0.20 0.19 

19 前田字古今明地内 0.21 0.16 0.20 0.19 

20 須萱字水上地内 0.12 0.11 0.11 0.10 

運動していい汗かきましょう！ 
○体育館無料開放日時  ○内 容…卓球、バドミントン など 

８月1日（水）、8日（水）、15（水）、22日（水）、29日（水）  午前10時～正午 

○場 所…福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）※上履き持参 

問生涯学習課（スポーツ公園☎0244-42-0152） 

4 分の 3 事業の〆切について  

なりわい農業（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

を支援する「原子力被災 12 市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

称：４分の３事業）の県の申請受付は年３回です。 

営農再開を希望される方は、下表を参考に、お早めに見積書、カタログ

等をご準備の上、農政第一係まで提出してください。 

申請回 村〆切 県〆切 事業採択 事業期間 営農再開想定 

平成 30 年度 

第３回 
７月末 10 月末 12 月頃 

約３か

月間 
平成 31 年上旬 

平成 31 年度 

第１回 
10 月末 ２月末 ５月頃 

約 10 か

月間 

平成 31 年下旬 

平成 32 年上旬 

平成 31 年度 

第２回 
３月末 ６月末 ８月頃 

約 7 か

月間 

平成 32 年下旬 

平成 33 年上旬 

※第３回分は事業期間が短いため、農機導入のみに限定されます。 

問復興対策課農政第一係（本庁☎0244-42-1621） 

今年度の農振除外の申請期限は 8/31 です。 

田や畑などの農地をやむを得ず宅地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、８月 31

日（金）まで変更申出書を復興対策課まで提出してください。（申出書は復

興対策課にあります） 

※今年度の申請期限は８月 31 日（金）までの一回だけです。申請もれのない

ようにご注意ください。 

問復興対策課農政第一係（本庁☎0244-42-1621） 

おやこ食育教室を開催します  

飯舘村食を考える会では、「おやこ食育教室」を開催します。 

夏休みに、親子一緒に楽しく料理をしませんか？ 

○日 時…８月９日(木) 午前 10 時～午後１時 

○場 所…飯舘中学校 食育ルーム ○持ち物…エプロン、三角巾 

○内 容…豚肉と小松菜の混ぜご飯、具だくさんみそ汁 など 

○申込み期限…７月 31 日（火）まで、健康福祉課にお申込みください。 

問食を考える会事務局 健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

粗大ごみの受け入れを行います（再掲） 
○日 時…７月 28 日（土）、29 日（日）  午前９時～午後２時 

○場 所…飯舘クリアセンター（☎0244-42-1588） ○料 金…無料 

収集できないもの 

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの など 

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。 

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。 

※長泥行政区は、ごみステーションで片付けごみの対応をお願いします。 

問住民課住民係（本庁☎0244-42-1618） 

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。 

○日 時…８月 20 日（月）  午後１時 15 分～午後３時 

○会 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 ※相談は無料です。 

○予 約…８月 16 日（木）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お茶のみ会のご案内 
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。 

開催日 時間 場所 会費 

８月 20 日（月） 
午前10時

～  

11時30分 

川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 100 円 
（当日、

受付で

徴収） 

８月 30 日（木） 原町区福祉会館 視聴覚室 

８月 31 日（金） 保原中央交流館 ３階大会議室 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

みんなで楽しむ♪ ネイチャー・マジック 
 福島っ子ドラマのひろばプロジェクトでは、誰にでもできるマジックを

楽しむイベントを開催します。参加費無料ですので、ぜひご参加ください。  

○日 時…８月 11 日（土・祝）  ①午後２時 30 分 ②午後４時 30 分 

○会 場…子どもの夢を育む施設 こむこむ（福島市稲荷町 1 番 1 号） 

問福島っ子ドラマのひろばプロジェクト（☎024-311-3772） 

測定品目 
測定

件数 

セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

ウメ 48 26 50Bq/Kg 上飯樋 他 

タケノコ 21 17 152Bq/Kg 比曽 他 

フキ 28 23 510Bq/Kg 比曽 他 

ウド 7 6 100Bq/Kg 草野 他 


