
いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日 午前８時 30 分～午後０時 30 分（受付は午前８時 30 分～午前 11 時 30 分）☎0244-68-2277 

 

 

 

 

 

 
 

 

 第 958 号 令和３年 2 月 20 日 
 

新型コロナウイルス感染症相談窓口 症状がある方へ  

 風邪のような症状、発熱、強いだるさ、息苦しさなど感染症が疑われる

症状がある方は、まずは電話で、かかりつけ医や身近な医療機関にご相談くださ

い。どこに相談してよいか分からない方や夜間・休日に急に症状が悪化した

場合は下記の受診相談センターにご相談ください。 

受診相談センター（☎0120-567-747）毎日 24 時間対応 

宿泊体験館きこり 全館臨時休館のお知らせ  

 宿泊体験館きこりでは、２月 13 日（土）の地震の影響のため、２月 14

日（日）より宿泊体験館きこりは当面の間、全館臨時休館といたします。

皆さまには、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが何卒、よろしくお願い

いたします。 

 再開時期等については、宿泊体験館きこりホームページ等でお知らせ 

しますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

宿泊体験館きこりホームページ http://iitate-kikori.jp/ 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

飯舘村任期付職員を募集します  

村では、次により任期付職員を募集します。 

○採用職種…任期付職員 ９名(フルタイム)  

※令和３年４月１日から、最長５年の範囲で任用 

○業務内容…（1）一般事務 ８名 

（2）保育教諭（※保育士、幼稚園教諭免許必要）１名 

○勤務場所…飯舘村役場他  

○給料等…村規定による 

○勤務時間…月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分（休憩時間有） 

○応募期限…３月５日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村役場総務課へ持参又は郵送。 

○選考方法…面接(日程は応募者に後日通知) 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

飯舘村会計年度任用職員を募集します 
村では、次により会計年度任用職員を募集します。 

○採用職種…会計年度任用職員 

○業務内容…（1）スクールバス助手 若干名 

（2）学童保育指導員  若干名  

○勤務場所…飯舘村役場他  

○給料等…村規定による 

○勤務時間…月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分（休憩時間有） 

○応募期限…３月５日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村役場総務課総務係へ持参又は郵送。 

○選考方法…面接(日程は応募者に後日通知) 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

マイナンバーカードの手続きの際は予約をお願いします 

 村では、今後、マイナンバーカードに関する手続きの増加を想定してい

ます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、窓口でお待ちいた

だく時間を少なくするためにも、マイナンバーカードに関連する手続きで

来庁が必要な方は、必ず事前の予約をして頂きますようお願いします。 

〇予約方法…住民係（☎0244-42-1617）まで予約をお願いいたします。 

希望の手続き内容や日程をお知らせください。調整のうえ日程を決め 

させて頂きます。※希望日の１か月前から予約ができます。 

問住民課住民係（☎0244-42-1617） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕 

３月議会定例会が下記日程で開催されます。どなたでも、傍聴できます

が、新型コロナウイルス感染症防止のため、体調のすぐれない方は傍聴を

お控えいただきますようお願いいたします。 

〇３月 ８日 (月) 午前 10 時～   ‥‥‥‥本会議（開会・議案提案） 

〇３月 10 日（水）・11 日（木）午前 10 時～‥本会議（一般質問） 

〇３月 15 日（月）午前９時～ 

 16 日（火）・17 日（水）午前 10 時～‥予算審査特別委員会 

〇３月 19 日（金）午前 10 時～‥‥‥‥‥‥‥本会議（議案審議・閉会） 

○場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 

議会中継と配信について 

 村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見られます。ぜひご利用ください。 

○議会中継インターネット URL http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp 

※利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。過去に開

催された本会議及び各委員会の映像の配信も始まりました。録画配信動画

は令和２年９月定例会以降の映像となります。 

視聴方法については、村ホームページのトップ画面から、「飯舘村議会」

のバナーをクリックし、注意事項等をご確認の上、ご視聴ください。 

問飯舘村議会事務局（☎0244-42-1628）   

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください  

 冬期間は、水道管の凍結による破裂・漏水が多発します。水道管の凍結

防止を行い、漏水が起こらないようお気を付けください。 

①水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため水道の 

元栓止水をお願いします。 

③村や業者に止水（元栓止水）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・ 

漏水の有無などの確認のため必ず立会いをお願いします。 

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は

必ず元栓で止水し、凍結破裂を防いでください。 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

【再掲】住宅を解体された村民の皆さまへ 
 東日本大震災において、居住していた住宅を解体（一部解体を除く）さ

れた方は、被災者生活再建支援金を申請することができます。 

 今回、申請期間が令和４年４月 10 日まで延長されましたので、お知らせ

します。なお、過去に申請された方は除きます。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

 

 

 

今 月 の 納 め も の 

〇固定資産税          ４ 期   ３月１日（月） 

○国民健康保険税       ８ 期   ３月１日（月） 

○介護保険料          ８ 期   ３月１日（月） 

○後期高齢者医療保険料   ７ 期   ３月１日（月） 

〇上下水道使用料    12・１月分   ３月１日（月） 

納期限までに忘れずに納めましょう。 

村税等の納付に便利な口座振替のご利用を 

村では、村税等の納付が便利な口座振替のご利用を推進してい

ます。納期ごとにコンビニや金融機関に出向く必要がありませ

ん。口座振替申請は、対象税目・料金の納付期限１か月前までに、

村内の金融機関に通帳及び通帳届出印を持参の上、手続きをして

いただきますようお願いいたします。不明な点などありましたら

税務係までお問い合わせください。 
問住民課税務係（☎0244-42-1615） 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

令和３年１月１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。 

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 ２ ０ - 前田・八和木 

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」 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値について 
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時間

当たりの大気中放射線測定値について、２月中頃の降雪の影響により、【農

地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。 

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

あなたの軽自動車は、正しく登録・抹消されていますか？ 
 軽自動車税は、４月１日（木）午前０時現在で車検証上の所有者（割賦販

売の場合は使用者）に課税されます。 

軽自動車を下取りに出したり、他人に譲り渡したり、所有する方が亡く

なったり、廃車したりした場合などは、令和３年３月末日までに必ず軽自動

車協会で名義変更や抹消登録の手続きを行ってください。 

<手続き先>  

原動機付自転車（50～125cc） 

小型特殊自動車（農耕車両等） 
役場税務係 ☎0244-42-1615 

軽２輪車（126～250cc 以下） 軽自動車協会 ☎024-546-2577 

２輪の小型自動車（250cc 超） 東北運輸局福島支局 ☎050-5540-2015 

軽自動車（４輪） 軽自動車検査協会福島事務所 ☎050-3816-1837 

 なお、小型特殊自動車（農耕車両：トラクター）は令和２年度より課税となりま

したので、登録や抹消の手続きを忘れず行ってください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

【再掲】令和３年豆類・エゴマ作付の届出について  

 令和３年に豆類（大豆、青ばた、黒豆、小豆）およびエゴマの 

作付をする圃場は、作付前に土壌のカリ含有量検査を行う必要が 

あります。 

令和３年に村内で作付する予定があり、届出がまだの方は、３月 12 日(金)

までに農政第二係まで届出をしてください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

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、弁護士法人鈴木芳喜法律事務所による「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 時…３月 19 日（金） 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） 

○予 約…３月 16 日（火）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） 

 

日本赤十字社社資募集のお知らせ 
日赤福島県支部飯舘村分区（事務局：村社会福祉協議会）では、日本赤

十字社社資(活動資金)の募集を平成 28 年度より再開し、昨年(令和２年 4

月～12 月)は 177,000 円の善意が寄せられました。                                                                                                                             

令和３年も、同封の振込用紙を使用し、日赤社資にご協力をお願いいた

します。日本赤十字社は災害救護活動や奉仕団体の育成、いのちや健康を

守る活動（血液事業、医療活動、社会福祉事業など）を行っており、社資

はこれらの活動の資金となります。 

また、社資には税制優遇措置がある他、表彰制度もあります。皆さまの

ご支援・ご協力をお願いいたします。 

※振込用紙にご協力いただける金額を記入の上、郵便局・各銀行でご利用

ください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

南相馬警察署飯舘駐在所からのお知らせ 
 交通事故に遭わないよう、一人ひとり気をつけましょう。 

〇福島県交通安全運動年間スローガン 

「わたります 止まるやさしさ ありがとう」 

〇横断歩道を横断しましょう。反射材を着用しましょう。 

〇村内は高齢ドライバーが多く運転しています。ゆずりあい運転を実践し

ましょう。 

問南相馬警察署飯舘駐在所（☎0244-42-0110） 

枯草火災・林野火災にご注意！ 
今年に入り、飯舘村を含む相馬地方で、野焼きなどから飛び火し周囲に

燃え広がる火災が多く発生しています。 

家庭用ゴミの焼却（落葉も含む）・たき火・野焼きは、例外を除き原則

禁止されているため、絶対に行わないようにしましょう。廃棄物の焼却禁

止に違反した場合は、５年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金に処せられ

ます。これからの季節は空気が非常に乾燥し、風が強く火災の起こりやす

い季節です。枯草に火がつくと一気に拡大し、周囲の山林に燃え広がる恐

れがあります。 

ひとたび山火事になると、消火は非常に困難で大きな被害になることが

予想されます。飯舘村の豊かな自然と皆様の財産を守るためにも、火の用

心をお願いします。 

問消防飯舘分署（0244-42-0119） 

SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA2021-  
３月 10～13 日 追悼復興イベント開催！ 

 福島県では、東日本大震災から 10 年目の節目に当たり、追悼復興祈念

イベントを４日間にわたり開催します。 

 県内各地の皆さんの想いや子ども達の夢を込めたキャンドルナイト、大

凧あげのほか、特設ステージでのアーティストライブやマーケット出展、

シンポジウムなどを実施予定です。皆様どうぞお越しください。 

（新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、内容を変更する場合があり

ます。） 

〇日 程…３月 10 日（水）～３月 13 日（土） 

〇場 所…Ｊヴィレッジ及び東日本大震災・原子力災害伝承館 

〇参加費…無料（申込不要） 

※各イベントの開催日時、内容等詳細は、お問い合わせください。 

問福島県相双地方振興局復興支援・地域連携室（☎0244-26-1115） 

チェックしましょう！ 福島県最低賃金 
 最低賃金は、都道府県毎に決められ、年齢に関係なく、パートや学生ア

ルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。 

 賃金が最低賃金以上になっているかご確認ください。 

〇福島県最低賃金（時間額）…800 円（効力発生日 令和２年 10 月２日） 

※次の賃金は、最低賃金の計算には含まれません。 

（１）精皆勤手当（２）通勤手当（３）家族手当（４）結婚手当 

（５）賞与等  （６）時間外・休日・深夜手当 

※日給制、月給制、歩合給制の賃金については、1 時間当たりの賃金が、

最低賃金の時間額を上回らなければなりません。 

問福島労働局 労働基準部 賃金室 （☎024-536-4604） 

〒960-8021 福島市霞町 1-46 福島合同庁舎 5F 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

葉ワサビ ３ ０ - 宮内 他 

花ワサビ ２ 
０ 

- 佐須 他 

フキノトウ ３ ２ 45Bｑ/ｋｇ 草野  他 


