
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 978号 令和３年 12月 20日 
 

 

年末年始の役場業務について 
 役場の業務は 12 月 29 日（水）から１月３日（月）まで休みになりますの

で、必要な手続きは早めに済ませましょう。 

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は休み中も受け付

けます。（午前８時 30分～午後５時 15分） 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

年末年始のごみ収集について 
 飯舘クリアセンターは、12月 29日（水）から１月３日（月）まで可燃ゴミの

収集を休止します。ご迷惑をおかけしますが、ご留意の上、休止日の前後に

集積所へのごみ出しをお願いします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

いいたてクリニック休診のお知らせ 

 毎週火・木曜日に診療を行っている「いいたてクリニック」は年末年始

期間の12月29日（水）から１月３日（月）まで休診となります。 

年内最終の診療日は12月28日（火）、年明け最初の診療日は１月４日（火）

となりますのでご注意ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

宿泊体験館きこりからのお知らせ 
宿泊体験館きこりは、年末年始も営業いたします。皆様のご利用、お待ち

しております。 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

道の駅までい館 年末年始休業のお知らせ 
いいたて村の道の駅までい館では、次の日時で年末年始休業をいたしま

す。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

○道の駅までい館 

12月 31日（金）～１月２日（日） 

○ふかや風の子広場・いいたて村のドッグラン わんこの庭のびのび 

 12月 28日（火）～１月５日（水） 

※トイレ・駐車場は 24時間開放いたします。 
 

問いいたて村の道の駅までい館（☎0244-42-1080） 
 
 

までいな健康運動塾のお知らせ  

「健康のためにからだを動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ていますので、ぜひご参加ください。 

〇日 時…１月５日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水） 

        午前 10時 15分～午前 11時 45分 

〇場 所…交流センター「ふれ愛館」 

     ※１月５日のみ「地域活性化センターいちばん館」 

〇内 容…①介護予防（運動強度：中） ②メタボ予防（運動強度：中）  

③関節痛予防（運動強度：弱)④熱血教室（運動強度：強） 

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。 

〇講 師…健康運動指導士 滝口義光先生 

（YAGOメディカルフィットネスクラブ所属） 

〇持ち物…①水または麦茶 ②動きやすい服 

③運動靴（１月５日は上履きが必要です） 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、参加される方は体温を測定し

可能な限りマスクを着用して参加してください。発熱や咳などのかぜ症状

のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。また、新型

コロナウイルスの感染状況によって中止する場合がありますので、ご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

新型コロナウイルス感染予防給付金について（再掲）  

 村では、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや消毒液などの

感染予防衛生資材等の購入に活用していただくため、村民１人につき１万円

を給付します。12月 23日（木）に世帯主の口座へ振り込み予定です。詳しく

は、各世帯への通知文書、12月５日号のお知らせ版をご確認ください。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 

 

 

 
 

マイナンバーカード臨時窓口を開設します  

 村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、事前予約制とします。 

 受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

話ください。 

○開庁日時…令和４年１月 12日（水） 午後５時 30分～午後７時 

         令和４年１月 22日（土） 午前９時～午後４時 

○場  所…飯舘村役場１階 住民課窓口 

○取扱いできる業務 

 ・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新 

 ・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。） 

  ※スマートフォンやセブン銀行ＡＴＭでも手続きができます。 

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。 

※必ず予約が必要です。ご注意ください。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

子育て世帯の臨時特別給付金について 
 子育て世帯の生活を支援するために子育て世帯に対し臨時特別給付金

を支給します。対象者①は 12 月下旬から順次お支払いいたします。対象

者②③④については申請が必要になります。該当の方へは直接ご案内いた

します。 

○給付額…児童１人当たり一律５万円 

○対象者…申請が不要な方 

①令和３年９月分の村の児童手当の支給を受けている者 

（高校生の兄弟・姉妹を含みます） 

     申請が必要な方 

②令和３年９月 30 日時点で高校生のみ（平成 15 年４月２

日～平成 18年４月１日生）の保護者であって、保護者の

所得が児童手当（本則給付）と同等未満の所得の者 

③所属庁から児童手当（本則給付）を受給している公務員 

④令和４年３月までに生まれた児童手当（本則給付）給付

対象児童（新生児）の保護者 

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

問健康福祉課福祉係（☎0244-42-1633） 

今 月 の 納 め も の 

○固定資産税          ３ 期  12月 27日（月） 
○国民健康保険税       ６ 期  12月 27日（月） 
○介護保険料          ６ 期  12月 27日（月） 

○後期高齢者医療保険料   ５ 期  12月 27日（月） 

納期限までに忘れずに納めましょう。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

新型コロナワクチンに関するお知らせ 
１ 新型コロナワクチン３回目接種に関する意向調査のお願い 

 新型コロナワクチン３回目接種につきましては、村内に接種会場を設

けます。以下の対象者へ第１次意向調査を郵送していますので、12 月 31

日（金）必着でご返信ください。また、７月 31日までに２回目接種を終え

た方で、意向調査が届いていない方につきましては、村で１回目・２回目の接

種記録を確認できていない場合があります。お手数ですが健康係までご連

絡ください。 

○第１次調査対象者…令和３年７月 31 日までに２回目接種を終了して

いる 18歳以上の村民の方 

※上記以外の方には村から改めて意向調査（第２次以降）を送付しま

すので、今しばらくお待ちください。 
 

２ これから１回目・２回目のワクチン接種を受ける方へ 

 令和３年 12月１日以降に新型コロナワクチン接種を希望される方は、

これまで村が配布していた予診票（ピンクの用紙）は使用できません。新

しい予診票を配付しますので、必ず事前に健康係までご連絡ください。 
 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

令和３年 11 月１日から 30 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 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」 

 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 『新春村民のつどい』 中止について 
 本年の『新春村民のつどい』は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止とします。２年連続のイベント中止となってしまい、楽しみにさ

れていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

 なお、毎年実施しております「10大ニュース」につきましては、前回同

様に結果発表の動画公開を予定しております。同封チラシをご覧いただき、

返信用封筒にてご応募ください。当選された方の中から抽選で、豪華景品が

当たります。たくさんのご応募、お待ちしております。 

○応募締め切り…令和４年１月７日（金） 必着 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

空き家・空き地を募集しています！ 
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地の

紹介を行っています。現在、空き家・空き地が不足しております。村内に所

有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、村づくり推進課定住交流

係までお電話ください。なお、令和３年 11 月末までの空き家バンクを利

用した成約実績は、登録数 37戸の内 27戸（賃貸 18戸、売買９戸）です。 

問村づくり推進課定住交流係（☎0244-42-1622） 

口座振替推進キャンペーン実施中 

（商品券 2,000円プレゼント） 
各種税金等が減免中であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。 

 なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

すのでご了承ください。 

〇キャンペーン期間…令和３年 12月 28日（火）まで 

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

さい。 

※税務係より９月中に「口座振替に係る確認書」を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。 

※口座振替推進キャンペーンの詳細は以下までご確認願います。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

ゆずカフェ開催のおしらせ  

 村では認知症の方やそのご家族など、どなたでも自由に参加できる集

いの場『ゆずカフェ』を開催します。日頃の悩みの相談や情報交換はも

ちろん、おいしい飲み物を飲みながらほっとひと息しませんか？ 

お気軽にご参加ください。 

〇日時…令和４年１月 19日（水）午後１時 30分～午後３時 30分 

    ※途中参加・退席もＯＫです。 

〇場所…交流センター「ふれあい館」キッチンスタジオ  

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

村内の木を薪として使用しないでください 

村内の木を薪として使用した場合、燃やした後の灰から高濃度の放射性

物質が検出され、家庭ごみとして処分できなくなる恐れがあるため、使用

しないでください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 『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。皆さ

んの参加をお待ちしています。 

日 程 場 所 時 間 会 費 

①１月 24日（月） 
川俣町 

老人福祉センター 午前 10時～ 

11時 30分 
200円 

②１月 28日（金） 
南相馬市 

原町区福祉会館 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、当日はマスクの着用、検温、

手指のアルコール消毒にご協力ください。また、当日体調のすぐれない

方は、参加を控えるようお願いいたします。 

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…令和４年１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…令和４年１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） 

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 １月４日（火）、11   日（火）、18日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 １月 13日（木）、27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・会場に変更が生じる場合が 

ありますのでご了承ください。 

問きつつきの会（齋藤☎090-5183-9247） 

道の駅までい館 従業員大募集！  

○募集職種…セブンイレブン販売スタッフ５名程度 

○基 本 給…850円（午前５時～午前８時、午後６時～午後９時は＋50円） 

      賞与年２回（2020年実績 ※勤続６か月以上） 

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん働

きたい方も大歓迎！ 

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員登

用もあります！詳細については以下までお問合せください。 

問・申込 ㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎0244-42-1080） 
 

いいたてホーム 職員大募集！ 
○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。 
週 40時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 

社会保険加入 

○受付期間…随時受付 午前８時 30分～午後５時 30分（日曜除く） 

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

がでます。（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。） 

問・申込社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42-1700） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

キクイモ ３ １ ７Bq/kg 臼石 他 

大根 ６ ０ - 前田・八和木 他 

長いも ６ ０ - 上飯樋 他 

ブロッコリー ６ ０ - 上飯樋 他 

 


