
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 
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健診結果個別相談のお知らせ  

７月に村が実施した集団健診の結果を、受診した皆さまに郵送していま

す。結果をご確認いただき、「私の結果は良いの？悪いの？どうすればい

いの？」そんな疑問を持たれた方は健康福祉課にご連絡ください。お一人

おひとりのご相談に村の保健師・栄養士がお答えします。 

○相談手順 

①電話でご予約ください。（健康福祉課健康係☎0244-42-1637） 

 予約受付時間 月曜日～金曜日（祝祭日除く）  

     午前８時 30分～午後５時 15分 

②担当保健師と相談日と時間、相談方法を調整します。 

  ※相談方法は、「訪問による相談」、「電話相談」、「いちばん館に来所

しての相談」の３つの方法からお選びいただけます。 

③保健師があなたに合った資料を準備し、相談させていただきます。 

※相談は、適切な新型コロナウイルス感染症対策をとりながら実施します。 

※相談日程につきましては事前に調整をしますが、新型コロナウイルスの

感染拡大の状況によって変更・延期をお願いする場合があります。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

インフルエンザ予防接種料金助成について 
 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際には、医療機関

備え付けの予診票をご使用ください。 

 高齢者の方が接種を受ける際には村が準備する予診票が必要です。予診票

につきましては、今回のお知らせ版に同封している『医療機関一覧』に備

え付けています。一覧にない場所での接種を希望する場合にはお手数です

が健康福祉課健康係までご連絡ください。 
 

○今回の助成対象と回数 

助成対象 助成回数 

生後６か月以上 13歳未満の方 ２回 

13歳以上中学３年生までの方 １回 

65歳以上の方 １回 

60 歳以上 65 歳未満の方のうち、心臓、じん臓及び呼吸器

障がいのある方及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫障

がいのある方 

（内臓疾患の身体障がい者１級程度の方） 

１回 

 

○助成期間…10月１日（金）から令和４年１月 31日（月）まで 

○接種方法…接種を希望する医療機関に事前にご予約ください。 

※助成対象のうち、60 歳以上の方が福島県立医科大学付属病院で接種す

る場合、村の助成上限額（5,200円）を超えた場合は自己負担となりま

す。 

※重要（他の予防接種との接種間隔について） 

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受け

てから２週間の間隔をあける必要がありますので、ワクチン接種の予約をする際

には接種間隔の確保に十分ご注意ください。 
 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

狩猟免許取得に係る経費の一部を補助します 
 村では、今年度新たに狩猟免許を取得した方に対して、免許取得経費の

一部を補助します。詳しくは農政第二係までお問合せください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「村文化祭」を中止し、「作品展」を開催します  

 10月 24日（日）を中心に開催を予定していた『第 38回いいたて村文化

祭』は、新型コロナウイルス感染症の拡大に配慮し、中止といたします。

代わりに、以下のとおり『みんなの作品展』を開催します。（ステージ発表

はありません。）村民の皆さんが心を込めて作った作品をぜひご覧くださ

い。 

○会場…飯舘村地域防災センター（旧飯樋小学校） 

〇日時…令和３年 10月 20日（水）～10月 27日（水） 

    午前 10時～午後３時まで入場（午後３時 30分終了） 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072 FAX：0244-42-0860） 
今年度の農振除外の申請期限は 

令和３年 10月 29日（金）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転用する場合は、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、福島県の

農地転用の許可を受ける必要があります。変更計画のある方は令和３年 10

月 29日（金）まで、変更申出書を役場産業振興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。（申出書は産業振興課にあります） 

提出先・問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

粗大ごみの受入れを行います（再掲） 
 村では以下のとおり、家庭にある粗大ごみの受入れを行います。今年度

から、震災前と同様に有料化での受入れを再開しています。 

 あらかじめ、飯舘村商工会にて粗大ごみの搬入券をご購入いただき（販

売は平日午前９時～午後４時のみ）、搬入日当日に持参していただくよう

になります。 

 詳しくは広報９月５日号の同封チラシをご覧ください。 

○日 時…10月３日（日）午前９時～午後２時 

○場 所…飯舘クリアセンター（☎0244-42-1588） 

○料 金…乗用車（軽・普通） 500円、軽トラック 1,000円 

     小型貨物車（１t）1,500円／（２t）2,000円 

○搬入できないもの 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたるもの、農業用品、可

燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業所からのごみ、家電４品目（テレビ、

冷蔵庫、洗濯機、エアコン等）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器 等 

※搬入できないごみについては、お持ち帰りいただきます。 

※家屋の解体で出たごみ（大量の畳など）は搬入できません。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

今 月 の 納 め も の 

○国民健康保険税      ３期         ９月 30日（木） 
○介護保険料         ３期         ９月 30日（木） 
○後期高齢者医療保険料       ２期         ９月 30日（木） 
○上下水道使用料      ７・８月分 ９月 30日（木） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

 

ワクチン接種を希望される方へ 

現状、市町村に対するワクチンの供給量が一時的に減少しています

が、全国民分は確保されていることから、接種を希望される方は必ず受ける

ことができます。接種まで時間がかかることもありますが、焦らずにご予

約いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

１ 村内にお住まいの方・福島市に避難されている方 

  対象の方に接種券等を発送しており、９月７日（火）からすべての年代

で予約が開始されています。予約枠は今後 10 月にかけて順次公開されて

いきますので、福島市ホームページなどの情報を注視してください。 

２ 福島市以外の村外にお住まいの方 

  接種券等を６月に送付しています。接種時期や予約方法は、市町村によ

って異なりますので、具体的な手続きについては、接種を受ける市町村

にお問合せください。 

ワクチン接種状況について（速報値） 

 村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。 

対象者 
９月 13日（月）現在 

１回目 ２回目 

65歳以上の方         2,111人 88.7％ 87.1％ 

村民全体（接種対象者） 4,735人 66.3％ 55.5％ 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

いわき市・郡山市・福島市に適用されている『まん延

防止等重点措置』ならびに、56 市町村への『福島県非

常事態宣言』は、９月 30 日（木）まで延長されました。

村から皆様にお願いしている対策も、９月 30 日（日）ま

で延長いたします。 

※令和３年９月 13日（月）現在の情報です。 

新型コロナワクチンに関するお知らせ 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和３年８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 １ ０ - 草野 
 

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） 

９月 24日（金）～30日（木）は 

結核予防週間です 
 

～１年に１回結核検診を受けましょう～  
結核は過去の病気ではありません。福島県内では令和元年に 128 名の方

が新たに結核を発症しています。その内、約６割が 65 歳以上の方です。 

結核は早期発見・早期治療が重要です。村では現在、医療機関での検診

を実施中です。１年に１回、胸部レントゲン検査を受けましょう。詳しく

は健康福祉課健康係にお問合せください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

飯舘村ソフトボールチームを応援してください  

 第８回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。球場に足

を運んで飯舘チームを応援してください。 

○日 時…10月 16日（土）第２試合 午前 11時 15分～ 

○会 場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）○対戦相手…下郷町 

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152） 

日本で最も美しい村ビューティフルデーのお知らせ  
 飯舘村が参加している「日本で最も美しい村」連合では、10 月３日を

『ビューティフルデー』と定めており、各地で清掃活動等が実施されます。

この機会に、ぜひ皆さまもご家庭等で清掃活動等に取り組んでください。 

 また、この取り組みに合わせて、「日本で最も美しい村」連合からオリ

ジナルの手ぬぐいが提供されます。数に限りはございますが、役場ほっと

コーナーに設置いたしますので、ご自由にお持ち帰りください。 

問村づくり推進課定住交流係（☎0244-42-1622） 

 

 

令和４年 成人式のご案内 
 村では、令和４年の成人式を下記の日程で開催いたします。 

なお、対象者の方へは後日詳細を通知いたします。 

○日時…令和４年１月９日（日） 

午後１時 30分～午後３時 10分（予定） 

○場所…交流センター「ふれ愛館」ホール（飯舘村草野字大師堂 17） 

○対象…平成 13 年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれた方で

平成 23年３月 11日時点で村に住民票のあった方。 

または、その後村に転入し、令和３年 10 月１日時点で村に住民

票のある方。 

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた開催にご協力ください。なお 

県の要請に応じ、入場制限・開催時間の短縮または、中止とする場合があり

ます。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

ウォーキング交流会  

 村では、大倉はやま湖周辺を周る『ウォーキング交流会』を行います。

秋の自然を満喫しましょう。詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

○日  時…10月 10日（日）午前９時 30分～午後２時 

○場  所…大倉はやま湖 ○申込…10月６日（水）まで 

○感染対策…当日の検温、手指消毒、マスクの着用等にご協力ください。 

※県の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。 

申込・問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152） 

 

野生きのこは出荷や譲渡をしないでください 
 福島県の中通り・浜通りについては、全ての市町村で野生きのこ（全品

目）の出荷制限が指示されています。 

 村内の野生きのこは、出荷・流通させることはもちろん、他人への譲渡もしな

いでください。また、村内で採取した野生きのこは食べないでください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

ヨガ・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。皆さんのご参加お待ちしています。 

内 容 日 時 場 所 

健康体操 10月５日（火）、11日（月）、21日（木） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 10月７日（木）、14日（木）、28日（木） 

○時 間…午後１時 30分～午後３時 30分 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています） 

○講 師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所） 

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師） 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。 

※県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。 

問きつつきの会（菅野☎080-2801-3687） 

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」を以下

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…10月 20日（水）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…10月 15日（金）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） 
 

（仮称）イオンモール北福島の新設に係る 

説明会が開催されます 
 

伊達市堂ノ内地区に建設を計画している特定小売商業施設について「福

島県商業まちづくりの推進に関する条例」第 12 条第１項及び第２項の規

定により、新設届出者が次のとおり説明会を開催します。 

○新設届出者の名称…イオンモール㈱ 代表取締役 岩村康次氏 

○特定小売商業施設の名称・所在地 

 （仮称）イオンモール北福島（伊達市堂ノ内土地区画整理事業地内） 

○関係市町村 

 伊達市、福島市、相馬市、桑折町、国見町、川俣町、飯舘村 

○説明会の日時・場所 

 10月５日（火） コラッセふくしま３階（企画展示室） 

 10月６日（水） 伊達市ふるさと会館（ＭＤＤホール） 

 ※両日…１回目：午後２時～３時、２回目：午後６時～７時 

○その他 

 ①届出内容は、福島県庁及び関係市町村にて期間内に縦覧が可能です。

縦覧場所等の詳細は、福島県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021d/syomachijoureitod

oke.html 

 ②ご来場に際し、感染症対策のため以下の点にご注意ください。 

  ・マスクの着用、検温のご協力をお願いします。 

  ・体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えください。 

  ・会場の定員数を超えた場合、入場をお断りする場合があります。 

  ・県が示すガイドラインに基づき感染症対策を講じます。 

 ただし今後の感染状況により、説明会実施内容の変更も想定されますの

で、以下へお問合せいただくか、伊達市ホームページをご確認ください。 

問イオンモール㈱ 開発本部 エリア開発統括部 東北・北海道開発部 

（林☎022-204-1037） 

移動販売スタッフの募集について 
 川俣町などでスーパーを経営する株式会社運喜では、飯舘村等で移動販

売にも取り組んでいます。現在、移動販売スタッフを募集しています。やる気

のあるあなたの応募をお待ちしています。 

○募集人数…若干名 

○時  給…1,000 円（午前９時～午後６時、休憩１時間、週２～３回） 

〇通 勤 費…実費支給（上限あり） 

※飯舘村の地理に詳しい方優遇、性別や年齢は不問、運転免許必須。 

将来的には飯舘村での移動販売をお任せできればと考えています。その

他詳細についてはお気軽にお問合せください。 

申込・問株式会社運喜（担当 城戸(きど)☎024-573-2035） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

カボチャ 19 ０ - 深谷 他 

ゴーヤ ５ ０ - 前田 他 

スイカ ６ ０ - 飯樋町  他 

トマト ８ ０ - 前田・八和木 他 

ミョウガ ６ ２ 26.0Bq/Kg 関沢 他 

以下枠内のイベントは、県の『非常事態宣言』の期間を見込んだうえで情報

を掲載しております。詳細については、担当課へお問合せください。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021d/syomachijoureitodoke.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021d/syomachijoureitodoke.html

