
 

 

 

 

 

 
 

 

用候補者試験を次により行います。

さい

○

するほか合否について通知

知（令和元

○

飯舘村役場総務課総務係

○受付期間…

※郵送による申し込みは

問

いいたてプレミアム付商品券

の申し込みを受付中です！

日

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

たします。

さい。

問

 

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

○回収日時…

○受付時間…

○廃棄料金…１

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

※廃棄物ごとに準備が必

い

途、決まり次第お知らせします。

問

ては

○日

○会

問

採用職種

採用人数

受験資格

試験方法

及び内容

第１次

試

試験場所

令和２
令和２年度

用候補者試験を次により行います。

さい。 

○発 表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

するほか合否について通知

知（令和元

○申込用紙交付及び提出先

飯舘村役場総務課総務係

○受付期間…

※郵送による申し込みは

問総務課総

いいたてプレミアム付商品券
村では、

の申し込みを受付中です！

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

日(金)まで追加受付を行います。

購入上限額は

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

たします。

さい。 

問復興対策課商工労政係（☎

農業用ビニール・プラの回収を行います
 農業で使用した

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

○回収日時…

○受付時間…

○廃棄料金…１

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

※廃棄物ごとに準備が必

い。また、

途、決まり次第お知らせします。

問 JA 飯舘営農センター

JA では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

ては JA 飯舘営農センターまでお問い合わせ

○日 時

○会 場

問 JA 飯舘営農センター

採用職種

採用人数

受験資格

試験方法

及び内容

第１次 

試験 

試験場所

いいたてクリニックの診療日時

令和２
令和２年度飯舘村職員

用候補者試験を次により行います。

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

するほか合否について通知

知（令和元年９月下旬

申込用紙交付及び提出先

飯舘村役場総務課総務係

○受付期間…６月

※郵送による申し込みは

総務課総務係（

いいたてプレミアム付商品券
村では、10,000

の申し込みを受付中です！

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

まで追加受付を行います。

購入上限額は

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

たします。また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

復興対策課商工労政係（☎

農業用ビニール・プラの回収を行います
農業で使用した

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

○回収日時…６月

○受付時間…午前９時～

○廃棄料金…１kg

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

※廃棄物ごとに準備が必

。また、使用済み農薬の空容器回収は

途、決まり次第お知らせします。

飯舘営農センター

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

飯舘営農センターまでお問い合わせ

時…６月１４日（金）

場…ＪＡ飯舘営農センター

飯舘営農センター

採用職種 一般事務（大学卒程度）

採用人数 

受験資格 
昭和

生まれた者

試験方法

及び内容 

 

第１次試験

教養試験

（五肢択一式による筆記試験

 
 

 

試 験

受 

教養試験

適性検査

試験場所 

いいたてクリニックの診療日時

令和２年度飯舘村職員募集のお知らせ
飯舘村職員

用候補者試験を次により行います。

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

するほか合否について通知

年９月下旬～

申込用紙交付及び提出先

飯舘村役場総務課総務係

６月 21 日（金）まで

※郵送による申し込みは

務係（☎024

いいたてプレミアム付商品券
10,000 円購入で

の申し込みを受付中です！

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

まで追加受付を行います。

購入上限額は 60,000

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

復興対策課商工労政係（☎

農業用ビニール・プラの回収を行います
農業で使用したビニール・プラ

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

６月 14 日（金）、６月

午前９時～

kg あたり

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

※廃棄物ごとに準備が必

使用済み農薬の空容器回収は

途、決まり次第お知らせします。

飯舘営農センター

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

飯舘営農センターまでお問い合わせ

６月１４日（金）

…ＪＡ飯舘営農センター

飯舘営農センター

一般事務（大学卒程度）

昭和 49 年４月２日

生まれた者

第１次試験

教養試験及び適性検査

（五肢択一式による筆記試験

試 験 日 

  付 

教養試験 

適性検査 

いいたてクリニックの診療日時

年度飯舘村職員募集のお知らせ
飯舘村職員(大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

用候補者試験を次により行います。

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

するほか合否について通知※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

～10 月上旬

申込用紙交付及び提出先 

飯舘村役場総務課総務係 〒960

日（金）まで

※郵送による申し込みは６月 19

0244-42-1611

いいたてプレミアム付商品券
円購入で 15,000

の申し込みを受付中です！ 

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

まで追加受付を行います。

60,000 円(90,000

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

復興対策課商工労政係（☎0244

農業用ビニール・プラの回収を行います
ビニール・プラ

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

日（金）、６月

午前９時～正午 

あたり 82 円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

※廃棄物ごとに準備が必要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

使用済み農薬の空容器回収は

途、決まり次第お知らせします。

飯舘営農センター（☎024

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

飯舘営農センターまでお問い合わせ

６月１４日（金） ○集合時間…

…ＪＡ飯舘営農センター

飯舘営農センター（☎024

一般事務（大学卒程度）

年４月２日

生まれた者 

第１次試験         

及び適性検査

（五肢択一式による筆記試験

第２次試験

 ７月 28

 ９:00 ～９

 10:00 ～

 13:00 ～

福島大学

いいたてクリニックの診療日時

年度飯舘村職員募集のお知らせ
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

用候補者試験を次により行います。詳しくは、村ホームページをご覧

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

月上旬開催予定）

960-1892 

日（金）まで 

19 日（水）まで

1611） 

いいたてプレミアム付商品券 “
15,000 円分のお買い物ができるお得な商品券

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

まで追加受付を行います。 

90,000 円分

望される方は、下記までお問い合わせ

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

0244-42-

農業用ビニール・プラの回収を行います
ビニール・プラスチックは、

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

日（金）、６月 16

 ○受付場所…

円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

使用済み農薬の空容器回収は

途、決まり次第お知らせします。 

0244-42-0125

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

飯舘営農センターまでお問い合わせ

○集合時間…

…ＪＡ飯舘営農センター 

0244-42-0125

一般事務（大学卒程度）

年４月２日以降に

         

及び適性検査  

（五肢択一式による筆記試験）

第２次試験 

28 日（日）

～９:30

～ 正午

～14:00

福島大学 福島市金谷川１番地

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

 第

年度飯舘村職員募集のお知らせ
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

詳しくは、村ホームページをご覧

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

開催予定）

 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

日（水）まで（当日消印有効）

 

“追加
円分のお買い物ができるお得な商品券

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

円分)で変更ありません。申し込みを希

望される方は、下記までお問い合わせ下さい

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

-1620）

農業用ビニール・プラの回収を行います
スチックは、

のごみ収集では処分することができません。

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

16 日（日） 

○受付場所…JA

円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

使用済み農薬の空容器回収は 12 月頃を予定

0125） 

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

飯舘営農センターまでお問い合わせ下さい

○集合時間…午前９時

0125） 

一般事務（大学卒程度） 資格免許職（幼稚園教諭）

若干名

以降に 

昭和

まれた者で幼稚園教諭及び

保育士両方の免許を有する

者。または、令和２年３月末

までに両方の免許を取得見

込みの者。

         

   

） 

第１次試験

教養試験

適性検査

（五肢択一式による筆記試験

 面接及び小論文等

日（日） 

30 

正午 

00 

試 験

受

教養試験

専門試験

適性検査

福島市金谷川１番地

毎週火・木曜日

第 917

年度飯舘村職員募集のお知らせ
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

詳しくは、村ホームページをご覧

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

開催予定） 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

（当日消印有効）

追加”申し込み受付中
円分のお買い物ができるお得な商品券

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

で変更ありません。申し込みを希

下さい。 

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

） 

農業用ビニール・プラの回収を行います
スチックは、個人での焼却処分や行政

のごみ収集では処分することができません。下記の日時で、

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

 

JA 飯舘営農センター窓口

円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

月頃を予定

 

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

下さい。

午前９時 50

 

資格免許職（幼稚園教諭）

若干名 

昭和 49 年４月２日以降に生

まれた者で幼稚園教諭及び

保育士両方の免許を有する

者。または、令和２年３月末

までに両方の免許を取得見

込みの者。

第１次試験

教養試験

適性検査

（五肢択一式による筆記試験

面接及び小論文等

試 験 日

受  付

教養試験

専門試験

適性検査

福島市金谷川１番地

毎週火・木曜日

917 号 令和元

年度飯舘村職員募集のお知らせ
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

詳しくは、村ホームページをご覧

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

（当日消印有効）

申し込み受付中
円分のお買い物ができるお得な商品券

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、

で変更ありません。申し込みを希

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

農業用ビニール・プラの回収を行います
個人での焼却処分や行政

下記の日時で、

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。

飯舘営農センター窓口

円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

月頃を予定していますので別

小菊の栽培見学会を開催します
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

。 

50 分 

資格免許職（幼稚園教諭）

年４月２日以降に生

まれた者で幼稚園教諭及び

保育士両方の免許を有する

者。または、令和２年３月末

までに両方の免許を取得見

込みの者。 

第１次試験         

教養試験及び専門試験、

適性検査   

（五肢択一式による筆記試験

面接及び小論文等 

日 ７月 28

付 ９:00 

教養試験 10:00

専門試験  13:00

適性検査 14:40 

福島市金谷川１番地 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年６

年度飯舘村職員募集のお知らせ
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

詳しくは、村ホームページをご覧

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地１

（当日消印有効） 

申し込み受付中
円分のお買い物ができるお得な商品券

事前申し込み締め切りを、発行予定冊数に対して余裕があるため、6

で変更ありません。申し込みを希

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

農業用ビニール・プラの回収を行います
個人での焼却処分や行政

下記の日時で、回収が行わ

れますので、産業廃棄物の適正な処分をお願いいたします。 

飯舘営農センター窓口

円（税込）※料金は個人負担となります

○回収を行う廃棄物…農ポリ・マルチ類、育苗箱・プランター等 

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ

していますので別

小菊の栽培見学会を開催します 
では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

資格免許職（幼稚園教諭）

年４月２日以降に生

まれた者で幼稚園教諭及び

保育士両方の免許を有する

者。または、令和２年３月末

までに両方の免許を取得見

        

及び専門試験、

（五肢択一式による筆記試験

 

28 日（日）

:00 ～９:

00 ～正午

00 ～14:

:40 ～15:

 

午前９時～正午（受付は午前８時

６月５日 

年度飯舘村職員募集のお知らせ 
大学卒程度）及び資格免許職（幼稚園教諭）採

詳しくは、村ホームページをご覧下

表…令和元年８月下旬に村役場前掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通

番地１ 

申し込み受付中！ 
円分のお買い物ができるお得な商品券

6 月 21

で変更ありません。申し込みを希

※なお、既にお申し込みされた方には、後日「購入者証明証」を郵送い

また、購入をご希望の商品があれば、取扱店へお気軽にご相談くだ

農業用ビニール・プラの回収を行います 
個人での焼却処分や行政

回収が行わ

飯舘営農センター窓口 

円（税込）※料金は個人負担となります 

 

要ですので、詳しくは下記にお問い合わせ下さ 

していますので別 

では、出荷用小菊の栽培見学会を村内にて開催します。詳細につい

資格免許職（幼稚園教諭） 

年４月２日以降に生

まれた者で幼稚園教諭及び

保育士両方の免許を有する

者。または、令和２年３月末

までに両方の免許を取得見

        

及び専門試験、 

（五肢択一式による筆記試験）  

日（日） 

:30 

正午 

:30 

:30 

午前９時～正午（受付は午前８時

 村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

 本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

 なお、

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

 再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

※重要な文書例

 (農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知

ご注意！

 村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

ります。

問住民課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

詳細は村ホームページをご覧

問建設課農林土木係（☎

未就園児の親子

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだ

○日 

○場 

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

問までいの里のこども園

 村では、

食が細くなった」などの悩みがある方、

６月 21

午前

６月28

午前

○場 

○申込締

問・申込

「健康のために身体を動かしたい」と

できますので、ぜひ

６月 12

午前

午前

６月 19

午前

午前

○場 

○講 

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

問健康福祉課健康

児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

(月)までに

が受けられなくなります

○現況届の

ただくか、

【現況届に必要な書類】

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

②平成

町村長が発行する児童手当用所得証明書

問健康福祉課福祉係

午前９時～正午（受付は午前８時

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

なお、郵便局での転送期間は申請から１年間と

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

※重要な文書例

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知

ご注意！ 

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

ります。 

住民課(☎

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

詳細は村ホームページをご覧

建設課農林土木係（☎

こども園に遊びに来てください♪
未就園児の親子

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだ

 時…６月

※受付午前９時

 所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園

村では、介護予防教室を開催します。

食が細くなった」などの悩みがある方、

21 日（金）

午前 10時～午前

28日（金）

午前 10時～正午

 所…交流センター「ふれ愛館」

申込締切…６月

問・申込地域包括支援センター（いちばん館

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

できますので、ぜひ

日時 

12 日（水）

午前 10 時 15

午前 11 時 45

19 日（水）

午前 10 時 15

午前 11 時 45

 所…交流センター「ふれ愛館」

 師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

健康福祉課健康

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

までに村に提出

が受けられなくなります

現況届の提出

ただくか、いちばん館

【現況届に必要な書類】

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

②平成 31 年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書

健康福祉課福祉係

午前９時～正午（受付は午前８時

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

郵便局での転送期間は申請から１年間と

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

※重要な文書例 

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

☎0244-42

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

詳細は村ホームページをご覧

建設課農林土木係（☎

こども園に遊びに来てください♪
未就園児の親子を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだ

６月 21 日（金）

※受付午前９時

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園

介護予防教室のおしらせ
介護予防教室を開催します。

食が細くなった」などの悩みがある方、

日時 

日（金） 

時～午前 11

日（金）※エプロン持参

時～正午1

所…交流センター「ふれ愛館」

６月 17 日（月）

地域包括支援センター（いちばん館

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

できますので、ぜひ

 

日（水） 

15 分～ 

45 分 

日（水） 

15 分～ 

45 分 

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

健康福祉課健康係

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

村に提出して

が受けられなくなります

提出方法…

いちばん館

【現況届に必要な書類】

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書

健康福祉課福祉係

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

郵便局での転送期間は申請から１年間と

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

42-1609)

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

詳細は村ホームページをご覧

建設課農林土木係（☎0244

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだ

日（金） 

※受付午前９時 15

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

までいの里のこども園（☎

介護予防教室のおしらせ
介護予防教室を開催します。

食が細くなった」などの悩みがある方、

11時 30

※エプロン持参

所…交流センター「ふれ愛館」

日（月） 

地域包括支援センター（いちばん館

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

できますので、ぜひ教室にご参加

 

いつまでも若々しい体でい

したい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

 
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！

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士 

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

係(いちばん館内

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

して下さい

が受けられなくなりますのでご注意

方法…村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

いちばん館までご持参

【現況届に必要な書類】 

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書

健康福祉課福祉係 (いちばん館

分～午前 11

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

郵便局での転送期間は申請から１年間と

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

) 

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

詳細は村ホームページをご覧下さい

0244-42-1610

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだ

  午前９時～

15 分まで。

所…までいの里のこども園 

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

☎0244-

介護予防教室のおしらせ
介護予防教室を開催します。

食が細くなった」などの悩みがある方、

30分1
口の健康を

※エプロン持参 調理教室（簡単な調理を行い、昼食

として参加者みんなで食べます。）

所…交流センター「ふれ愛館」

 ※１日のみの参加もできます。

地域包括支援センター（いちばん館

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

ご参加下さい

いつまでも若々しい体でい

したい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

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！

所…交流センター「ふれ愛館」

 滝口義光先生

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

いちばん館内

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

下さい。提出

のでご注意下さい

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

までご持参下さい

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書

いちばん館☎

11 時 30

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。

本人に送達するため、村や県、国からの

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

郵便局での転送期間は申請から１年間と

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

案内、金融機関等からの案内や通知) 

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ
 

 

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

下さい。 

1610） 

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

遊んだり、いろいろな遊具で楽しんだりしませんか。

午前９時～午前

分まで。 

 飯舘村伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等

-42-0229

介護予防教室のおしらせ
介護予防教室を開催します。「食べ物を

食が細くなった」などの悩みがある方、どなたでも

口の健康を

調理教室（簡単な調理を行い、昼食

として参加者みんなで食べます。）

所…交流センター「ふれ愛館」 1

※１日のみの参加もできます。

地域包括支援センター（いちばん館

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

下さい！

いつまでも若々しい体でい

したい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

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！

所…交流センター「ふれ愛館」 

滝口義光先生

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

いちばん館内☎0244

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

提出のない

下さい。 

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

下さい。

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書(

☎0244-

30 分）☎

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

便局で郵便物の転送の手続きをお願いします。 

本人に送達するため、村や県、国からの重要な文書※

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。

郵便局での転送期間は申請から１年間となっておりますので、

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

  

 

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

りしませんか。

午前 10 時

飯舘村伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え等 

0229） 

介護予防教室のおしらせ
「食べ物を

どなたでも

内容

口の健康を保つ方法

調理教室（簡単な調理を行い、昼食

として参加者みんなで食べます。）

1

※１日のみの参加もできます。

地域包括支援センター（いちばん館☎0244

でいの里の健康運動塾のおしらせ
思っている方

！ 

内容 

いつまでも若々しい体でい

したい方におすすめ！   

※男性だけの特別教室です 

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！    

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

4-42-1637)

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の

ない場合は、

 

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

。 

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

(令和元年

-42-1633)

分）☎0244-68

郵便物の転送手続きについて
村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

 

重要な文書※

送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。 

なっておりますので、

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。

こども園に遊びに来てください♪
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

りしませんか。 

時 30 分

飯舘村伊丹沢字山田

介護予防教室のおしらせ
「食べ物を飲み込みづら

どなたでも無料で

内容 

方法1等1

調理教室（簡単な調理を行い、昼食

として参加者みんなで食べます。）

※１日のみの参加もできます。

☎0244-42-

でいの里の健康運動塾のおしらせ
思っている方！どなたでも参

 

いつまでも若々しい体でいたい方、体重を減ら

   運動強度：強

 

運動が苦手な方、いつまでも自分の足で歩き

    運動強度：弱

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

③運動靴 

1637) 

児童手当現況届を提出してください
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の現況届を７月１日

場合は、６月以降の児童手当

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

令和元年度課税

1633) 

68-2277 

郵便物の転送手続きについて1

村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

重要な文書※は住所地に郵

 

なっておりますので、

期間が切れますと転送されず、送付元に戻ってしまいます。 

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

農業用ため池ハザードマップについて
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

に備えて、「農業用ため池ハザードマップ」を作成しました。 

こども園に遊びに来てください♪ 
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

分  

飯舘村伊丹沢字山田 380 

介護予防教室のおしらせ1

飲み込みづらく

無料で参加できます。

1

調理教室（簡単な調理を行い、昼食

として参加者みんなで食べます。）

※１日のみの参加もできます。1

-1626）

でいの里の健康運動塾のおしらせ
！どなたでも参

たい方、体重を減ら

運動強度：強

運動が苦手な方、いつまでも自分の足で歩き

運動強度：弱

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

児童手当現況届を提出してください
現況届を７月１日

６月以降の児童手当

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し 

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

度課税平成 30

 

村に住所を有したまままで、村外に避難中又は住んでいる方は、郵

は住所地に郵

なっておりますので、

 

再度郵便局に確認をしていただき、更新の手続きをお願いします。 

農業者年金や国民年金等の通知書、自動車税及び村税等の通知や

村に帰村された方で、避難先に転居届を出されていた方は、村の住

所への転居届を郵便局に提出しないと、村の住所に届かない場合もあ

農業用ため池ハザードマップについて 
村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

 

 
を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

くなった、

参加できます。

調理教室（簡単な調理を行い、昼食1

として参加者みんなで食べます。）1

）1

でいの里の健康運動塾のおしらせ  
！どなたでも参加

たい方、体重を減ら

運動強度：強 

運動が苦手な方、いつまでも自分の足で歩き

運動強度：弱 

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

児童手当現況届を提出してください 
現況届を７月１日

６月以降の児童手当

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

30 年分)

 

村では、村内の大規模な農業用ため池が地震によって万一決壊した際

を対象に、園舎開放を行います。こども園のお友達と

なった、

参加できます。 1

加

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属） 

現況届を７月１日

６月以降の児童手当

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送い

年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

) 



無料内部被ばく検査のお知らせ 
村では、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。

検査希望の方は、同封した「内部被ばく検査同意書」に記入し、予約の

上、受検下さい。※同意書が足りない場合は、コピーして使用下さい。 

○検査期間…令和２年３月２８日（土）まで ※祝日、年末・年始を除く 

      ※日曜日の実施は、祝日を除く第２、第４のみです。 

○対 象 者…満年齢１歳以上の全村民（３歳以下で検査希望の場合は、

健康福祉課までご連絡下さい。）  

○検査場所…あづま脳神経外科病院（福島市大森字柳下 16 番地の１） 

予約申し込み☎080-5737-5123 あづま脳神経外科病院に申込み下さい。 

甲状腺検査のお知らせ 
今年度、村では、お子さんの健康見守りのため、甲状腺検査を予定し

ています。検査の準備が整いましたらご案内します。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

消費税軽減税率制度説明会 
消費税の軽減税率制度説明会を行いますので、ぜひお越し下さい。 

○日 時…６月 20 日（木）  午後１時 30 分～午後３時 

○場 所…飯舘村商工会館  ※満車時はふれ愛館駐車場を利用下さい。 

問飯舘村商工会（☎0244-26-7957） 

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 
５月 16 日（晴） ５月８日 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.28 0.24 0.26 0.26 

２ 深谷字原前地内 0.37 0.33 0.37 0.34 

３ 伊丹沢字山田地内 0.25 0.28 0.30 0.34 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.19 0.22 0.19 

５ 小宮字曲田地内 0.27 0.21 0.37 0.37 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.26 0.25 0.28 0.26 

７ 大倉字湯舟地内 0.19 0.17 0.20 0.20 

８ 佐須字佐須地内 0.25 0.23 0.23 0.21 

９ 草野字柏塚地内 0.14 0.12 0.14 0.14 

10 飯樋字下桶地内地内 0.35 0.35 0.32 0.33 

11 飯樋字一ノ関地内 0.16 0.15 0.17 0.16 

12 飯樋字笠石地内 0.31 0.25 0.33 0.29 

13 飯樋字原地内 0.27 0.23 0.28 0.28 

14 比曽字比曽地内 0.39 0.41 0.42 0.46 

15※ 長泥字長泥地内 1.98 2.70 2.00 2.59 

16 蕨平字木戸地内 0.47 0.37 0.46 0.40 

17 松塚字神田地内 0.16 0.16 0.17 0.16 

18 臼石字町地内 0.39 0.37 0.39 0.38 

19 前田字福田地内 0.34 0.33 0.36 0.33 

20 二枚橋字町地内 0.25 0.23 0.22 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 
５月 16 日 ５月８日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.15 0.15 0.17 0.18 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.27 0.23 0.27 

３ 伊丹沢字山田地内 0.12 0.13 0.13 0.12 

４ 関沢字中頃地内 0.24 0.23 0.25 0.24 

５ 小宮字曲田地内 0.28 0.22 0.24 0.21 

６ 芦原白金地内 0.16 0.16 0.18 0.16 

７ 大倉字大倉地内 0.12 0.11 0.11 0.12 

８ 佐須字虎捕地内 0.26 0.23 0.26 0.23 

９ 草野字大坂地内 0.19 0.23 0.19 0.18 

10 飯樋字町地内 0.16 0.15 0.18 0.17 

11 飯樋字割木地内 0.22 0.18 0.22 0.19 

12 飯樋字笠石地内 0.19 0.19 0.20 0.21 

13 飯樋字宮仲地内 0.12 0.11 0.11 0.10 

14 比曽字中比曽地内 0.18 0.15 0.15 0.15 

15※ 長泥字曲田地内 1.87 1.85 1.90 2.08 

16 蕨平字蕨平地内 0.33 0.30 0.31 0.27 

17 関根字押木内地内 0.16 0.13 0.13 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.21 0.17 0.20 0.19 

19 前田字古今明地内 0.20 0.17 0.20 0.18 

20 須萱字水上地内 0.11 0.13 0.12 0.13 

「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 

６月 26 日（水） 午前 10 時 

～午前 11 時 30 分 

福島市 

杉妻学習センター 

100 円 
当日徴収 6 月 28 日（金） 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

家族介護者交流のつどいのご案内  

村社会福祉協議会では、家族を自宅で介護している方を対象に、交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加下さい。 

○日 時…６月 25 日（火） 午前 10 時 30 分～午後１時 30 分 ※昼食付1

○場 所…スポーツ公園管理棟（会議室） ○内容…ピラティス教室1

○申込み…６月 21 日（金）まで、下記へお申し込み下さい。1

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244-26-5207）1

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、交流イベントを開催しています。 

○日 時…６月 26 日（水） 午前９時 30 分～1

○会 場…福島市保健福祉センター５階1大会議室（福島市森合町 10-1）1

○内 容…レクリエーション協会によるレクリエーション1

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-533-8881）1

柏餅つくりと菖蒲（しょうぶ）さし交流会 

村文化財愛好会の交流会が行われます。参加をお待ちしています。 

○日 時 …６月 16 日（日）  午前９時集合 ※参加費 500 円（当日徴収） 

○会 場 …交流センターふれ愛館 ○定員…20 名 

○締切日…６月 12（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） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ 

どなたでも参加できます。お気軽にご参加下さい。 

○日 時…６月11日（火） 午前10時～ ○場所…永井川集会所（福島市） 

○内 容…村保健師による「夏を乗り切るための健康講座！」 

問・申込代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

健康いちばん！の集い 

 健康の集いを開催！お友達を誘いながら、ぜひ参加して下さい！ 

○日 時…６月 24 日(月) 午前 10 時～午後１時 30 分 

○場 所…宿泊体験館きこり （深谷） ○参加費…200 円※昼食付 

村内にお住まいの方で、送迎の希望の方は、以下までご連絡ください。 

①村社会福祉協議会 担当：大内（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

②民生児童委員 担当：松原（☎090-8250-7110） 

問村社会福祉協議会 担当：大内（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

グラウンドゴルフ練習会を開催します 
南相馬市飯舘同窓会では、練習会の参加者を募集しています。 

○日 時…６月 13 日（木） 午前９時～ 28 日（金） 午後１時 15 分～ 

○会 場…南相馬市原町区仲町河川敷  

問南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（☎090-4310-5387） 

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募集のお知らせ 

〇募集人員…レジスタッフ・キッチンスタッフ・清掃スタッフ 若干名 

〇募集締切…６月 30 日（日） 

〇勤務時間…午前９時～午後６時  〇休日…シフト制  

〇年齢…18～50 歳位（性別不問） 

〇時給…850 円～※試用期間３か月あり ※土・日勤務できる方大歓迎 

〇応募方法…電話連絡後、履歴書（写真貼付）を持参または郵送下さい。 

〒960－1802 飯舘村深谷字深谷前 12－1 (株)までいガーデンビレッジいいたて 

問(株)までいガーデンビレッジいいたて 担当中山（☎0244-42-1080） 

「安否確認・健康支援事業」スタッフ募集 
もりの駅運営協議会では、安否確認事業スタッフを募集しています。 

○活動日数…月４～５回 各回５時間程度 ○募集人員…若干名 

○資格…普通運転免許（常時運転可能な方 ） 

○応募締切…６月 20 日（木）※応募方法、条件は下記に連絡ください。 

問事務局 本名 080-1682-2121（午前９時～午後６時）  

男性のつどい in 飯舘を開催します！ 
料理を通じて食べる楽しみや、参加者同士の交流を通して元気になる

ことを目指す男性のつどいを開催します。ぜひ、ご参加下さい！ 

○日 時…６月 11 日（火） 午前 10 時～午後２時 ○参加費…300 円 

○会 場…いちばん館（送迎が必要な場合はご相談ください。）  

○応募締切…６月７日（金）まで、下記へお申し込みください。 

問・申込こころのケアセンターなごみ（☎0244-26-9353） 


