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暮らしの情報案内板

情報伝達訓練の実施訓 　
練

地震・津波や武力攻撃などの発生に
備え、情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム
を用いた訓練で、田村市以外の地域
でも情報伝達訓練が行われます。
●日時　3 月 14 日（水）
　　　　午前 11 時
●訓練で行う放送試験
　・情報伝達手段
　　防災行政無線からの一斉放送
　・放送内容
　　上りチャイム音
　　「これは、Ｊアラートのテストです。」
　　×３回
　　下りチャイム音
※Ｊアラートとは…
　地震・津波や武力攻撃などの緊急情
　報を、国から人工衛星などを通じて
　瞬時にお伝えするシステムです。
問市民部 生活環境課　(81-2272

検察審査会とは？行 　
政

検察審査会の主な仕事は、検察官が
被疑者を裁判に掛けなかったことが
正しかったかどうかを審査すること
です。検察審査員は選挙権を有す
る一般国民の中から 11 人選ばれま
す。検察官の職務に一般国民の良識
と視点を反映させ、その適正な運営
を図るために設けられています。
審査の申し立てには、費用は掛かり
ません。申し立てについての相談も
受け付けています。
詳しくは、下記へお問い合わせくだ
さい。
問郡山検察審査会事務局
　(024-932-5656

有期雇用で雇われている
皆さんへ

雇 　
用

１年間の期限が定められて雇用され
ているなど、有期雇用契約であって
も何度か更新されて通算５年を超え
たときは、労働者の申し込みにより
使用者は期間の定めのない労働契約
に転換しなければなりません。
詳しくは「無期転換サイト」で検索
するか、福島労働局へ問い合わせく
ださい。
無期転換サイト

【URL】http://muki.mhlw.go.jp/
問福島労働局雇用環境・均等室
　(024-536-4609

 【 共通事項 】
職場体験実習をご利用いただいた方 ( 雇用保険受給者 ) で、証明書が必要な方へ参加証明書を発行します。
当協議会の事業につきましては、詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください。
チラシ設置場所　田村窓口、各行政局、各商工会、田村市地域職業相談室アルファ
問・申福島広域雇用促進支援協議会 田村窓口（産業部 商工課内）
　　　(61-5585　 FAX 61-5586
　　　ホームページ…働きたいネットで検索　

福島広域雇用促進支援協議会からのお知らせ

福島県内への就職相談
就職活動についての悩みや不安を相談してみませんか？
ひとりで悩まず、ご相談ください。
電話、メール、窓口にて、相談員が対応します。
●電話　フリーダイヤル　(0120-810-650
　　　　受付時間　平日午前 9 時～正午
　　　　　　　　　午後 1 時～午後 4 時 30 分
●メール　専用フォームから 24 時間受付中　
　　　　　【URL】http://fkkoyou.net/
●窓口　予約制
　　　　※フリーダイヤルにお問合せ
　　　　　ください

「大人のインターンシップ」説明会
職場体験実習をご存じですか？
未経験の職種に挑戦したいが自分に合うかわからない
方、働いていない期間が長く再就職に不安な方など、職
場体験で自分に合った仕事を見つけましょう！
県内 400 の事業所で職場体験を受け入れています。説
明会では、職場体験できる企業のご紹介や、実習の内容
などを個別にご案内します。ぜひお気軽にお越しくださ
い。求人票だけではわからない情報を見て、聞いて、や
ってみて納得！
●日時　3 月 7 日（水）　午前 10 時～正午　
●場所　船引公民館

出張！ゴルゴ塾
命の授業

講 　
演

移中学校閉校に伴い、お笑いコンビ 
ＴＩＭ ゴルゴ松本さんによる講演
会および閉校記念イベントを開催し
ます。
当日は、送迎バスを運行しますので、
ぜひご利用ください。
●日時
　３月 24 日（土）
　・出張ゴルゴ塾！命の授業
　　午後 1 時 30 分～午後 3 時
　・閉校記念イベント
　　午前 10 時～午後 5 時
●会場　移中学校および体育館
●参加料　無料
●送迎バス運行スケジュール

問

【講演会】
田村市青少年健全育成市民会議

（生涯学習課）(81-1215
【閉校記念イベント】
移中学校閉校記念イベント
実行委員会 菊地(090-2794-4657

【行き】
場所 第 1 便 第 2 便

滝根公民館 9:00 発 11:30 発
大越行政局 9:20 発 11:50 発
都路公民館 9:00 発 11:30 発
常葉公民館 9:30 発 12:00 発
船引公民館 9:30 発 12:00 発

※帰りのバス 15:30 発（予定）

◆環境放射線モニタリング結果のお知らせ◆

環境放射線モニタリング測定値（μSv ／ｈ）
滝根町
32 ヶ所

大越町
19 ヶ所

都路町
35 ヶ所

常葉町
30 ヶ所

船引町
92 ヶ所

最大値  0.11 0.10 0.24 0.17 0.18
最小値 0.05  0.06 0.06 0.05 0.06

1 月に実施した、市内 208 カ所の環境放射線モニタリング結果をお知らせします。
なお、空間線量測定結果は、原子力規制委員会が
市内 136 カ所に整備している、空間放射線量モ
ニタリングポストの電光掲示板により、リアルタ
イムで放射線測定値が確認できます。また、田村
市のホームページ『原子力規制委員会ホームペー
ジ』からも、リアルタイムで測定結果を見ること
ができますので、ご活用ください。

◆食品の放射性物質測定結果のお知らせ◆
昨年 12 月に、市内において産出された自家用野菜や自然採取された食品の測定結果は、測定件数 56 件のうち、基
準値を超えたものはシイタケ 1 件で、測定値は 648 ベクレルでした。

◆食べ物・飲み物の放射能測定検査のお知らせ◆

問・申市民部 原子力災害対策課(82-1116、各行政局 市民課、各出張所

市では、食べ物や飲み水の放射能測定検査をしています。お気軽にお申し込みください。
●受付時間　午前 9 時～午後 5 時　※平日のみ　  ●受付場所　市民部 原子力災害対策課、各行政局 市民課、各出張所
●申込方法　近くの受付窓口へお持ちください。　●測定費用　無料
●測定対象　自宅などで収穫された自家用の野菜、山菜やきのこなど、飲料に供する引き水や井戸水
●留意点　・測定品は 500 ｇ（水は１ℓ以上）必要です。
　　　　　・土や泥を洗い流し、ビニール袋に入れてお持ちください。
●結果通知　検査結果は測定品の返却時に直接お渡しするか、郵送でお送りします。

Advertisement広告欄
山火事の予防防

災

森林を大切にし、火の用心に取り組
みましょう。
●風が強いときはたき火をしない
●まわりに燃えやすいものがある場
　所でたき火をしない
●たき火をしているときは、その場
　を離れない
●たばこの投げ捨てはしない
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

にこにこスペース古道・
岩井沢移転のお知らせ

移 　
転

現在、都路地区で開設しているにこ
にこスペース古道と、にこにこスペ
ース岩井沢を、小学校統合などに伴
い統合し、都路こども園の２階にリ
ニューアルオープンします。
今後、遊具も新しくなる予定ですの
で、皆さんのご利用をお待ちしてい
ます。
●開設日
　にこにこスペース都路（仮称）
　都路こども園２階
　４月２日（月）から
　毎週月・火・土・日曜日
●開設時間
　午前 10 時～正午
　午後 1 時～午後 4 時
●対象者
　小学６年生までの児童、保護者
●利用料　無料
●その他
　にこにこスペース古道およびにこ
　にこスペース岩井沢は、3月27日
　（火）までご利用いただけます。
問保健福祉部 社会福祉課
　(81-2273

3 月 1 日から 7 日は
「春の火災予防運動」

防 　
災

空気が乾燥し、火災が発生しやすい
時季です。火の取り扱いには十分注
意しましょう。
●寝たばこはしない
●コンロの使用中はその場を離れない
●ストーブの周りに燃えやすいもの
　を置かない

【 29 年度私たちの防火標語
　　火災予防部門　最優秀賞作品 】
はなれない その場その火が 消えるまで
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

3 月は自殺対策強化月間
です

月 　
間

自殺対策強化月間では、期間中、国
や自治体が広報啓発活動を集中的に
行うとともに、悩みを抱えた方やそ
の周囲の方が支援を求めやすい環境
を作るため、関係団体などとも連携
し、相談事業の強化をしています。

～一人一人が取り組めること～
◆一人で我慢しない
◆相談する
◆身近な人の悩みに気づき声をかける

自殺は追いつめられた死とも言われ
ています。悩んでいる人のサインに
気づいて声をかけることで、気持ち
が楽になるかもしれません。日頃か
ら、周囲に関心を持つことで自殺を
防げる社会にしていきましょう。
問保健福祉部 保健課
　(81-2271

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-2117) へ


