
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 962 号 令和３年４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 

 

粗大ごみの受入れ及び有料化について 
 粗大ごみの収集は１年に２回行っており、今年度も粗大ごみの受入れ 

を実施します。今回から、震災前と同様に有料化での受入れを再開します。 

搬入の際は、飯舘村商工会から事前に搬入券を購入していただくように 

なりますのでご注意ください。 

※受入日は５月 30 日（日）の予定です。詳しくは次回のお知らせ版等で 

お知らせいたします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 

狂犬病予防集合注射について 
 村では、例年５月に狂犬病予防集合注射を行ってきましたが、今年度は

県内外で新型コロナウイルス感染症が拡大していることなどから実施時

期を秋頃に変更いたします。 

 実施日については、改めてお知らせ版で皆様にお知らせします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 

マイナンバーカードの手続きは電話での予約を!! 
 現在、住民課の窓口では、マイナンバーカード関連の受付件数が増加し

ています。一度に受付できる件数は限られていますので、受付は予約の方

が優先となります。必ず事前の予約をして頂きますようお願いします。 

◎申請、受取、電子証明書の更新など、マイナンバーカードに関連するすべて

の手続きにおいて予約が必要です。 

◎希望日の１か月前から予約を入れることができます。下記まで、電話に

てご連絡ください。 

◎予約時間と異なる時間に来庁されますと、お待ちいただくことがありま

すのでご注意ください。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

村営住宅入居者募集 
村では、次のとおり村営住宅の入居者を募集します。 

○対  象：①入居申込者及び同居者が暴力団員でない方②税等の滞納が

ない方 

○募集住宅：①桶地内団地 ２ＬＤＫ：１戸 

      ②大谷地団地 ３ＬＤＫ：１戸 

      ③大師堂団地 ２ＬＤＫ：２戸、１ＬＤＫ：４戸 

      ④臼石第２住宅 ２ＬＤＫ：３戸 

      ⑤飯野町団地 ３ＬＤＫ：５戸、２ＬＤＫ：３戸 

       ※①～⑤は平成 23 年３月 11 日時に村民の方 

      ⑥笠石住宅 ３ＤＫ：１戸 

○家  賃：入居者の収入額により決定します 

○敷  金：家賃の３カ月分 

○提出書類：①申込書（建設課にあります）②入居申込者全員の住民票お

よび所得証明書③納税証明書 

○そ の 他：村外に住宅を取得した方は申込みできません 

申込・問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ゴールデンウィーク中のごみ収集について 

  村ではゴールデンウィークの期間中、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ

の収集は、休日であっても通常どおり行います。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

スクールバス運転手を募集します【再掲】 

村教育委員会では、次によりスクールバス運転手（委託）を募集します。 

○採用職種  スクールバス運転手（委託） １名 

○業務内容  スクールバス運転業務及び車両整備業務 

○勤務場所  スクールバス車庫（飯舘村） 

○勤務時間  午前６時～午後８時（休憩時間有） 

○委託料等  村規定による 

○応募資格  ①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者 

        ②令和３年４月１日現在で満 55 歳未満の者 

○応募期限  令和３年４月 28 日（水）必着 

○応募方法  ①履歴書 

②運転免許証のコピーを飯舘村教育委員会へ持参又は 

郵送願います。 

○選考方法  面接、実技試験(日程は応募者に後日通知) 

問飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

６次総ダイジェスト版を同封します 

令和３年度から令和７年度までの飯舘村のめざす姿をみんなで考え

た飯舘村第６次総合振興計画。この計画をわかりやすく、何度も手に取

って貰えるように短くまとめ直した「ダイジェスト版」を皆様にお届け

しました。 

ぜひ、このダイジェスト版をご覧いただき、「ふるさとの担い手」と

して想いを膨らませ、村の主役として活躍いただくきっかけとしてご活

用いただければ幸いです。 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

固定資産税についてのお知らせ 

  前年度までは償却資産分のみの課税でしたが、令和３年度からは土 

地・家屋分も課税となり、土地・家屋・償却資産分の全てが通常課税 

となります。 

つきましては、令和３年度の固定資産税の納税通知書は５月 14 日 

（金）に発送となります。 

  なお、納期限は下記のとおりです。 

第１期納期限 令和３年５月 31 日（月） 

第２期納期限 令和３年８月２日（月） 

第３期納期限 令和３年 12 月 27 日（月） 

第４期納期限 令和４年２月 28 日（月） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

 

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３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 

載しておりますので、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 ０ - - - 

 

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」 

※各行政区の農地・宅地モニタリング結果については、月に１回、広報 

いいたてお知らせ版５日号への掲載となります。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

カフェ永井川 村内めぐり参加者募集！ 

 愉快な幸せカフェ永井川では、下記のとおり村内めぐりを開催します。

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください！ 

○日 時…５月 11 日（火）午前９時～午後３時 30 分 

○参加費…1,000 円 

○定 員…25 名 ※定員が埋まり次第申込を終了させていただきます。 

○締切日…５月６日（木） 

参加の方は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用を

お願いします。  

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

いいたて福祉会職員募集 
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。 

募集職員 条件資格免許等 
採用

人員 
勤務先 年齢 

介護士 正職 介護福祉士 ５名 
いいたて 

ホーム 

20 歳以上 

介護員 パート 資格がなくても可 ５名 18 歳以上 

○勤務条件…週 40 時間勤務、賞与年２回、有給休暇有、退職金制度有、

社会保険加入 

（採用後６か月間は試的任用期間となります。） 

○給  与…①正職：月額 194,500 円～ 

（上記額は基本給、資格手当、新採用者手当、夜勤手当（４回）、 

通勤手当片道 20 ㎞の場合） 

職歴の経験年数に応じ基本給が増額していきます。 

※定期昇給有 

      ②パート：時給（法人の規定による） 

       ※准職員・正職登用有り 

○手  当…通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当、特定処遇改 

善手当等有、新採用者手当（月額１万円支給） 

○受付期間…午前８時 30 分～午後５時 30 分（日曜、祝日除く） 

※随時受付 

○試 験 日…随時実施（日時・場所等については後日連絡します。） 

      履歴書は必要事項を記入し、当日にご持参ください。 

※職員紹介奨励制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金 

が出ます。（紹介いただいた方が採用された場合に限ります。） 

問社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42-1700） 

 

健康体操教室のお知らせ 

 きつつきの会（会長 齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。 

村民の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

日 時 場 所 

５月 11 日（火）、18 日（火）、25 日（火） 飯舘村交流センター 

○持ち物…ヨガマット ※無料で貸し出しも行います。 

○講 師…快フィットネス研究所 吉井雅彦先生 

問きつつきの会 会長 齋藤（☎090-5183-9247） 

 

令和３年度赤い羽根 

「被災地住民支え合い活動助成事業」について 

今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民のグループ

等による支え合い活動に対する助成を行います。県内在住者５名以上で

構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。 

 

１回の応募につき 10 万円を上限とし、活動に要する物品費、

弁当茶菓代、印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。申

請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご

応募お待ちしております。 

ま た 、 詳 細 に つ い て は 福 島 県 共 同 募 金 会

『https://www.akaihane.or.jp/』のホームページをご覧い

ただくか下記へお問い合わせください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

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、鈴木芳喜弁護士による「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…5 月 20 日（木）午後 1 時 15 分から午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○予 約…5 月 17 日（月）まで村社会福祉協議会に 

お申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

 

宿泊体験館きこり 

日帰り入浴・イオラ再開のお知らせ 

  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）より臨時休館となっていましたが、４月９日（金）より、日帰り

入浴とイオラ（岩盤浴）を再開します！ 

  また、離れ客室（コテージ風）は従来どおり営業しております。日々

のストレスや疲れを癒しに、ぜひ足をお運びください。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大浴場の営業時間の短 

縮・イオラの利用人数の制限を行っています。 

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） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

ほうれん草 ６ ０ - 前田 他 

あさつき ３ ０ - 上飯樋 他 

ふきのとう 13 11 163Bｑ/kg 長泥  他 

イノシシ ５ ５ 485Bｑ/kg 深谷 他 

生活支援活動 見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等 

サロン活動 
健康づくりの支援（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ等）、 

生きがいづくりの支援等 

季節の行事 お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等 

住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等 


