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 第 913 号 平成 3１年４月５日 

空き住宅を貸してください 
役場移住相談室では、移住者用の賃貸住宅を探しています。利用して

いない住宅をお持ちでしたら、村に移住する方のために住宅をお貸しく

ださい。空き住宅の売却に関する情報もお待ちしています。 

 村はお貸しいただける住宅を宅建業者に紹介し、賃貸物件として移住

者に貸し出す手配をお手伝いします。 

問移住相談室（ビレッジハウス☎0244-42-0310） 

までいの里の健康運動塾のおしらせ  

「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

てください！ 

日時 内容 運動強度 

４月 10 日（水） 
午前10時15分～ 

午前 11 時 45 分 

介護 

予防 

運動が苦手な方、いつまでも

自分の足で歩きたい方にお

すすめ！ 

弱 

４月 17 日（水） 
午前10時15分～ 

午前 11 時 45 分 
メタボ 

お腹周りが気になる方、体重

を減らしたい方におすす

め！ 

中 

４月 24 日（水） 
午前10時15分～ 

午前 11 時 45 分 

関節痛 

予防 

運動が苦手な方、肩や腰、膝

の関節痛で悩んでいる方に

おすすめ！ 

弱 

５月 15 日（水） 
午前10時15分～ 

午前 11 時 45 分 
男熱血

教室 

いつまでも若々しい体でい

たい方、体重を減らしたい方

におすすめ！ 

※男性だけの特別教室です 

強 

○講 師…健康運動指導士 滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属） 

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴を履いて来てく

ださい。 

問健康福祉課健康係(いちばん館内☎0244-42-1637) 

タブレット・お知らせアプリ体験会のお知らせ  

村では、昨年 10 月から配布を開始している新タブレット及びタブレ

ット・スマートフォン向けアプリ「イイタネちゃんお知らせアプリ」の

体験会を以下の通り開催します。 

タブレットやスマートフォンをお持ちでない方も自由に参加ができ、

事前の予約も不要となっています。皆様のご参加をお待ちしています。 

※当日は新タブレットの申込み受付も実施します。 

日時 場所 

４月 12 日（金） 

午後１時30分～午後３時30分 

飯舘村交流ｾﾝﾀｰ「ふれ愛館」研修室 

飯舘村草野字大師堂 17 番地 

４月 25 日（木） 

午後１時30分～午後３時30分 

飯舘村交流ｾﾝﾀｰ「ふれ愛館」研修室 

飯舘村草野字大師堂 17 番地 

問総務課企画係（☎0244-42-1613） 

新タブレットの申込みを受け付けています 
村では、昨年の10月から新タブレットの申込みを受け付けています。

新タブレットには村の情報がすぐに分かる「イイタネちゃんお知らせア

プリ」があらかじめインストールされているとともに、皆さんがお使い

になりたいアプリを自由にインストールしてご利用いただけます。 

申込みは随時受け付けていますので、申込みを希望される場合は企画

係までお問い合わせください。 

○利用料：約 1,550 円/月 

○その他：通信量が 2GB を超えると、翌月まで通信が遅くなります。 

問総務課企画係（☎0244-42-1613） 

 

４月２７日（土） ～ ５月６日（月） 

通常どおりごみ収集を行います 

村では、４月 27 日（土）～５月６日（月）までのゴミ収集を通常どおり

行います。ゴミの分別、収集日をご確認の上よろしくお願いいたします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 

健康診査を受けましょう！  

村では、下記の日程で、16 歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知します。 

＊受付時間などが変更になる場合があります。詳しくは郵送される個別 

通知をご覧ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

（最終）宿泊体験館きこり利用券等の払い戻しについて 
宿泊体験館きこりで震災前に発行した利用券等の払い戻しについて、

下記の期限で受付を終了しますのでご案内します。 

今回で払い戻しの受付は最終となりますのでご了承ください。 

○払戻期限…平成 31 年４月 30 日（祝・火）まで 

○払戻対象…ご利用券、入浴券、イオラ券（イオラパスポート） 

※サービス券は対象外となります。 

対象となる券をお持ちの方は、口座振り込みにて払い戻ししますので、

当館へ通帳の写しと併せてお持ちいただくか郵送でお送りください。 

【郵送先】宿泊体験館きこり（〒960-1802 飯舘村深谷字市沢 166-6） 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

農による生きがい再生支援事業の申請受付けについて  

村では、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 50％【補助上限 50 万

円】）の平成 31 年度(2019 年度)の申請を下記により受付けます。なお、 

平成 31 年度(2019 年度)が事業最終年度となりますので、事業の活用

を希望する方は、お早めに申請してください。 

○受付開始・場所…４月１日（月）から、村農政第一係で受付開始 

○補助要件（抜粋） 

①村内の農用地で平成 31 年９月までに作付けする取組みであること 

②村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品であること 

③以前にこの事業の補助金を受けていないこと 

④村税等の滞納がないこと 

問復興対策課農政第一係（☎0244-42-1621） 

農振除外の申請期限は 10 月 31 日です。 

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内の農用地区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。 

変更計画のある方は10月31日（木）まで変更申出書を復興対策課まで

提出してください。除外のためには、具体的な転用計画があるか、不要

不急なものではないかなどの除外５要件をみたすことが必要です。（申

出書は復興対策課にあります） 

※今年度の申請期限は 10 月 31 日（木）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。 

提出先・問復興対策課農政第一係（☎0244-42-1621） 

 

 

月 日 会 場 受 付 時 間 

５月７日（火） ウィル福島 

アクティおろしまち 

午前８時 30 分～ 

午前 11 時 ５月８日（水） 

５月９日（木） サンライフ南相馬 午前９時～午前 11 時 

５月 10 日（金） 

飯舘村いちばん館 

（混雑が予想されます） 

午前８時 30 分～ 

午前 10 時 

５月 11 日（土） 

５月 13 日（月） 

５月 14 日（火） 



○勤務条件等

○

○

○

※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

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】

行政区

15

【宅地】

行政区

15

 

 

介護士

介護員

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

○基本給

手 当

○受付期間…随時受け付け

○試 験

※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

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 

募集職種

介護士 

介護員 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給… 正職（月額

パート（時給：資格無

当…通勤手当

受付期間…随時受け付け

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（☎

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１

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字

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

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

募集職種 

正職 

パート

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

正職（月額

パート（時給：資格無

通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

受付期間…随時受け付け

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

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

伊丹沢字山田

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

条件資格免許等

 介護福祉士

パート 資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

正職（月額 144,400

パート（時給：資格無

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

受付期間…随時受け付け 午前

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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/

及び１cm

小字地内 

草野字大谷地地内 

深谷字原前地内 

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 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

山田地内 

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 

条件資格免許等

介護福祉士

資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

144,400 円～ 

パート（時給：資格無800円～

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

午前８時

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

/時です。

cm の高さで測定）

３月

１ｍ

 0.30

0.35

 0.29

0.23

0.34

 0.33

0.20

0.23

0.15

 0.37

 0.19

0.31

0.29

0.41

1.83

0.44

0.17

0.38

0.36

0.23

cm の高さで測定）

３

１ｍ

 0.19

0.22

 0.11

0.26

0.29

0.20

0.11

0.27

0.21

0.18

0.23

0.21

0.14

 0.21

1.95

0.37

 0.16

0.20

 0.20

0.13

条件資格免許等 

介護福祉士 

資格がなくても可 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

 ※経験年数を換算し支給）

円～ 資格有

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

時30分～午後５時

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

の高さで測定）

月 20 日（晴

ｍ １

0.30 0.30

0.35 0.49

0.29 0.29

0.23 0.19

0.34 0.36

0.33 0.31

0.20 0.18

0.23 0.22

0.15 0.15

0.37 0.39

0.19 0.20

0.31 0.31

0.29 0.27

0.41 0.38

1.83 2.72

0.44 0.41

0.17 0.19

0.38 0.41

0.36 0.35

0.23 0.24

の高さで測定）

３月 20 日

１ｍ １

0.19 0.18

0.22 0.29

0.11 0.13

0.26 0.25

0.29 0.24

0.20 0.16

0.11 0.11

0.27 0.24

0.21 0.18

0.18 0.17

0.23 0.21

0.21 0.19

0.14 0.11

0.21 0.16

1.95 1.98

0.37 0.35

0.16 0.15

0.20 0.20

0.20 0.15

0.13 0.12

 採用

５名

 ５名

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

資格有830

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時

…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。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42

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

※は除染未実施分です

の高さで測定） 

日（晴） ３

１cｍ 

0.30 

0.49 

0.29 

0.19 

0.36 

0.31 

0.18 

0.22 

0.15 

0.39 

0.20 

0.31 

0.27 

0.38 

2.72 

0.41 

0.19 

0.41 

0.35 

0.24 

の高さで測定） 

日 

１cm 

0.18 

0.29 

0.13 

0.25 

0.24 

0.16 

0.11 

0.24 

0.18 

0.17 

0.21 

0.19 

0.11 

0.16 

1.98 

0.35 

0.15 

0.20 

0.15 

0.12 

採用人員 

５名 

５名 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 

※経験年数を換算し支給）

830円～）※

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時30分（日曜除く）

…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。 

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

未実施分です

３月７日（雨

１ｍ 

0.28 

0.40 

0.29 

0.25 

0.37 

0.31 

0.20 

0.22 

0.16 

0.36 

0.16 

0.38 

0.29 

0.36 

1.98 

0.46 

0.15 

0.40 

0.39 

0.24 

３月７

１ｍ 

0.16 

0.22 

0.10 

0.25 

0.26 

0.16 

0.11 

0.29 

0.19 

0.18 

0.21 

0.20 

0.11 

0.16 

1.77 

0.28 

0.15 

0.19 

0.17 

0.11 

勤務先

いいたて

ホーム

い い た て 福 祉 会 職 員 募 集

※採用後６か月間は試的任用期間となります。 
 社会保険加

※経験年数を換算し支給） 

※正職登用あり

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

 

） 

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

未実施分です。 

７日（雨） 

１cm 

0.30 

0.43 

0.29 

0.21 

0.34 

0.27 

0.19 

0.23 

0.17 

0.38 

0.14 

0.32 

0.28 

0.43 

2.54 

0.37 

0.17 

0.47 

0.34 

0.26 

７日 

１cm 

0.17 

0.25 

0.10 

0.24 

0.20 

0.15 

0.12 

0.26 

0.21 

0.19 

0.19 

0.20 

0.10 

0.14 

1.91 

0.29 

0.13 

0.17 

0.15 

0.11 

勤務先 

いいたて

ホーム 

20

18

集 

社会保険加入 

 

正職登用あり 

分（日曜除く） 

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 

20 歳以上

18歳以上 

 

 

 

 

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
 村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

絡ください。

○要件…

    

    

なお、平成

ています。ご確認ください。

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
 村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

てきましたが、平成

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

 世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

〇納付までの主なスケジュール

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

 ５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

 ６月

 ６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

 以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

上下水道使用料の支払いについて

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

可能です。

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

 「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

全国のゆうちょ銀行、郵便局

問建設課建設管理係（本庁☎

ホッとサロン「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

○日 

○場 

○内 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

 民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。

○日 

○場 

○参加費…

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

○村内にお住まいの方

・飯舘村社会福祉協議会

・民生児童委員

問飯舘村社会福祉協議会

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
  高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

です。

○日  

○集合

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

申込・問

上 

 

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

絡ください。

○要件…①要介護３．４．５の認定がある方

    ②在宅で家族が介護している方

    ③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

なお、平成

ています。ご確認ください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

てきましたが、平成

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

〇納付までの主なスケジュール

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

６月 10 日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

上下水道使用料の支払いについて

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

可能です。 

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

全国のゆうちょ銀行、郵便局

建設課建設管理係（本庁☎

ホッとサロン「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。

 時…４月

 所…福島市保健福祉センター

 容…介護予防体操

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。

 時…４

 所…いちばん館（伊丹沢

○参加費…200

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

○村内にお住まいの方

・飯舘村社会福祉協議会

・民生児童委員

飯舘村社会福祉協議会

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

です。 

  時…

集合場所…交流センターふれ愛館

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

申込・問佐藤俊雄（☎

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

絡ください。 

①要介護３．４．５の認定がある方

②在宅で家族が介護している方

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

なお、平成 30 年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

ています。ご確認ください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

てきましたが、平成

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

〇納付までの主なスケジュール

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

上下水道使用料の支払いについて

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

 

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

全国のゆうちょ銀行、郵便局

建設課建設管理係（本庁☎

ホッとサロン「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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

４月 24

所…福島市保健福祉センター

容…介護予防体操

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

健康いちばん！の集い
民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。

４月 22

所…いちばん館（伊丹沢

200 円 ※昼食付、申込不要

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

○村内にお住まいの方

・飯舘村社会福祉協議会

・民生児童委員 担当：松原（☎

飯舘村社会福祉協議会

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

時…４月 18

場所…交流センターふれ愛館

当日は、蕨平から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

佐藤俊雄（☎

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

①要介護３．４．５の認定がある方

②在宅で家族が介護している方

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

ています。ご確認ください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

てきましたが、平成 31 年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

〇納付までの主なスケジュール

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

上下水道使用料の支払いについて

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

全国のゆうちょ銀行、郵便局

建設課建設管理係（本庁☎

ホッとサロン「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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

24 日（水） 

所…福島市保健福祉センター

容…介護予防体操 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

健康いちばん！の集い
民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。

22 日(月)

所…いちばん館（伊丹沢

※昼食付、申込不要

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

○村内にお住まいの方 

・飯舘村社会福祉協議会 担当：大内（陽だまりの家☎

担当：松原（☎

飯舘村社会福祉協議会 

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

18 日（木）

場所…交流センターふれ愛館

当日は、蕨平から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

佐藤俊雄（☎090

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

①要介護３．４．５の認定がある方

②在宅で家族が介護している方

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

ています。ご確認ください。 

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

〇納付までの主なスケジュール 

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

上下水道使用料の支払いについて 

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

全国のゆうちょ銀行、郵便局 

建設課建設管理係（本庁☎0244

ホッとサロン「て と
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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

 午前９時

所…福島市保健福祉センター

 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

健康いちばん！の集い
民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。

) 午前

所…いちばん館（伊丹沢 571  

※昼食付、申込不要

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

担当：大内（陽だまりの家☎

担当：松原（☎090

 担当：大内（陽だまりの家☎

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

日（木） 小雨

場所…交流センターふれ愛館

当日は、蕨平から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

090-4885-9266

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

①要介護３．４．５の認定がある方

②在宅で家族が介護している方

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

 

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針）

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

 

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

0244-42-1624

と て」の開 催 につい
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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

午前９時 30

所…福島市保健福祉センター ５階

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

健康いちばん！の集い
民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

日楽しく、笑顔で過ごしませんか。 

午前 10 時～午後１時

571  飯舘村地域活性化センター）

※昼食付、申込不要 

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。

担当：大内（陽だまりの家☎

090-8250

担当：大内（陽だまりの家☎

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

小雨決行 ○申込締め切り…

場所…交流センターふれ愛館 午前８時

当日は、蕨平から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

9266） 

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

①要介護３．４．５の認定がある方 

②在宅で家族が介護している方 

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

４月上旬…水道メーター検針（初めの検針） 

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

支払いに便利な口座振替をご利用ください！ 

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

ちょ銀行・郵便局でお申込みください。 

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

1624） 

て」の開 催 につい
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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

30 分～ 

５階 大会議室

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

健康いちばん！の集い
民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

時～午後１時

飯舘村地域活性化センター）

 

送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。 

担当：大内（陽だまりの家☎

8250-7110）

担当：大内（陽だまりの家☎

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

○申込締め切り…

午前８時

当日は、蕨平から入山します。 

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

  

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎0244-42

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

 

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

日頃…４、５月分使用料の納入通知書発送 

６月末日…４、５月分使用料の納期限・口座引落（口座振替者のみ）

以降は、２か月おきに奇数月に検針、偶数月の 10 日頃に納入通知書

を発送、月末に納期限日（口座引落）となります。 

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

て」の開 催 につい
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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

大会議室 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

健康いちばん！の集い 

民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

時～午後１時 30 分

飯舘村地域活性化センター）

担当：大内（陽だまりの家☎

） 

担当：大内（陽だまりの家☎

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

○申込締め切り…

午前８時 45 分（午前９時出発）

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参） 

平成３１年度家族介護用品給付事業につい
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

42-1626）

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付）

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）

 

（口座振替者のみ）

日頃に納入通知書

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

福島銀行、大東銀行の本店・各支店及び常陽銀行原町支店 

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

て」の開 催 につい
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。 

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

 

024-533-8881

 

民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

分 

飯舘村地域活性化センター）

担当：大内（陽だまりの家☎0244-42

担当：大内（陽だまりの家☎0244-42

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約 60 年

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

○申込締め切り…４月 15

分（午前９時出発）

 

平成３１年度家族介護用品給付事業について
村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

③紙おむつを（尿とりパットを含む）使用している方 

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

） 

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

方には、個別に案内をお送りしています。（１月下旬に送付） 

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。

５月下旬…水道メーター検針、検針票（使用料のおしらせ）配布 

（口座振替者のみ） 

日頃に納入通知書

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

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

8881） 

民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

飯舘村地域活性化センター） 

42-1021）

42-1021

「高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集 

年前まで操

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

15 日（月）

分（午前９時出発）

て  

村では、次の要件を全て満たす方を対象に紙おむつの購入費用の助成

を行っています。希望される方は飯舘村地域包括支援センターまでご連

年度利用されていた方には、申請書を３月末に郵送し

水道使用料・農業集落排水（下水道）使用料免除終了のお知らせ（再掲） 
村では、水道使用料、農業集落排水（下水道）使用料について、避難

指示期間中から今年度までは、加入されていた方の使用料免除を継続し

年４月分から料金の請求を再開します。対象の

世帯主の変更などで使用者名義を変更する場合は、ご連絡願います。 

 

日頃に納入通知書

納入通知書での支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアで

○金融機関…ふくしま未来農業協同組合、東邦銀行、あぶくま信用金庫、

○ゆうちょ銀行・郵便局…東北６県に所在するゆうちょ銀行・郵便局 

○コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等  

「預金（貯金）通帳・お届印」を持参し、下記の取扱金融機関、ゆう

・あぶくま信用金庫飯舘支店、ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店、

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

 

民生児童委員・老人クラブ連合会・ふくしま再生の会が協働での健康

の集いを開催します。お友達を誘いながら、ぜひ参加してください。１

  

） 

1021） 

 

前まで操

業していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立の小学校（高倉分校）が

ありました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎

日（月） 

分（午前９時出発） 


