
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 20分～午前 11 時 30分）☎0244-68-2277 

 

 

 

 

 

 

 

第 980号 令和４年１月 20日 

※新型コロナウイルス感染症の影響による県・村の要請に応じ、中止または

延期となる場合があります。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 
 

令和３年分申告相談のご案内 
村では、令和３年分飯舘村申告相談を以下の日程で行います。詳細に

ついては、同封チラシをご覧ください。 
 

月日 対象行政区 申告会場等 

２月 14日（月） 八木沢・芦原、大倉 

○申告会場 

ビレッジハウス 

（旧 ほんの森いいたて） 

 

○相談時間 

午前９時～午後４時 

 

○午前の受付人数 

感染予防のため 20人に

制限。 

 

○午後の受付人数 

制限なし。午後４時まで

に受け付けた方全員。 

２月 15日（火） 佐須、宮内 

２月 16日（水） 飯樋町 

２月 17日（木） 前田・八和木 

２月 18日（金） 大久保・外内 

２月 19日（土） 
申告休み 

２月 20日（日） 

２月 21日（月） 上飯樋 

２月 22日（火） 比曽 

２月 23日（水） 申告休み 

２月 24日（木） 長泥 

２月 25日（金） 指定なし 

２月 26日（土） 
申告休み 

２月 27日（日） 

２月 28日（月） 蕨平、関根・松塚 

３月  １日（火） 臼石、前田 

３月  ２日（水） 二枚橋・須萱 

３月  ３日（木） 草野 

３月  ４日（金） 指定なし 

３月  ５日（土） 
申告休み 

３月  ６日（日） 

３月  ７日（月） 深谷 

３月  ８日（火） 伊丹沢 

３月  ９日（水） 関沢 

３月 10日（木） 小宮 

３月 11日（金） 指定なし 

３月 12日（土） 
申告休み 

３月 13日（日） 

３月 14日（月） 指定なし 

３月 15日（火） 指定なし 

※日程の後半は混雑が予想されます。お早めに申告相談をしてください。 

※行政区指定日については、指定されている行政区の方が優先となりま

す。指定外の行政区の方は順番が前後することがあります。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

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２月 ９日（水）午後５時 30分～午後７時 

      令和４年２月 19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 

 ・マイナポイントの申し込み（まだ手続きをしていない方が対象） 

 ・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上、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します。） 

○予約方法…役場住民課へお電話で予約をいただくか、来庁の際にご予

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） 

 

 

 

 

 

 
 

 

いいたてプレミアム付商品券 

【使用期限は令和４年１月 31日まで！】 
 

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわずかと

なっています。売り切れ次第、販売終了となりますのでお早めにお買い求

めください。 

 また、商品券の利用期限は令和４年１月 31 日（月）までとなっておりま

す。期限が過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなりますのでご

注意ください。（残券の換金はできません） 

〇販売場所…飯舘村商工会館 午前９時～午後４時 

問飯舘村商工会（☎0244-26-7957） 

 村づくり推進課商工観光係（☎0244-42-1620） 

届きましたか？入学通知書  

 村教育委員会では、今年４月に飯舘村立いいたて希望の里学園に入学

予定の児童の入学通知書を１月上旬に送付しました。通知書が届かない

場合はご連絡ください。 

 また、すでに区域外就学の手続きがお済みの場合は就学先の市町村教

育委員会から通知がありますのでご確認ください。区域外就学の手続き

を行っていない場合は早急に就学先の市町村教育委員会で申請を行って

ください。 

○該当児童…新小学１年生 

（平成 27年４月２日～平成 28年４月１日生まれの方） 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

『村民芸能発表祭』を開催します！ 
 村のみなさんが日頃の練習の成果を披露する『村民芸能発表祭』を開催

します。神楽や舞踊、フラダンスなど、盛りだくさんの出し物をお楽しみ

ください。 

ゲストとして「お笑い歌声喫茶」などで笑いを振りまいてくれた「めお

と楽団ジキジキ」も登場。心の底から笑って寒さを吹き飛ばしましょう！ 

○日時…令和４年２月 20日（日） 開場：午後１時／開演：午後１時 30分 

○場所…交流センター「ふれ愛館」ホール 

※観覧をご希望の方は、事前にお電話または FAXでお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072 FAX 0244-42-0860） 

新型コロナワクチンに関するおしらせ 

 
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 

 村では、「いちばん館」を会場に村内で集団接種を２月下旬より開始しま

す。３回目の接種は、国の方針により、ファイザー社製ワクチン、武田／モ

デルナ社製ワクチンの２種類のワクチンを使用します。つきましては、意向

調査で村内接種を希望した対象の方にワクチンの種類について追加の調査

を郵送していますので、まだ回答していない方は至急ご返信ください。 

また、令和３年８月 31日までに２回目接種を完了した方で、意向調

査が届いていない方につきましては、村で１・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。 

※令和３年９月以降に２回目接種を完了した方には村から改めて意向

調査を送付しますので、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 

これから１・２回目のワクチン接種を受ける方は、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） 

今 月 の 納 め も の 

○村県民税               ４期  １月 31日（月） 

○国民健康保険税           ７期  １月 31日（月） 

○介護保険料             ７期  １月 31日（月） 

○後期高齢者医療保険料      ６期  １月 31日（月） 

○上下水道使用料      11・12月分  １月 31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） 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和３年 12 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） 

【期間延長】 一部損壊住宅修理支援補助金について 

令和３年２月 13日に発生した福島県沖を震源とする地震によって破損

した住宅の修理を行った被災者に対し支給する補助金の申請期間を延長

します。 

○対象者（次のすべての要件を満たす方が対象となります。） 

・福島県沖地震により被害を受けた住宅に居住し、り災証明が「一部損壊」

の方 

・日常生活に必要な部分の修繕工事に 20万円以上（消費税込）を要した方 

・自らの資力（資金）では修理できない方 

○補助対象の修理の範囲 

屋根、柱、床、外壁、基礎等日常生活に支障が出る箇所の修理。 

※地震の被害と直接関係し、住宅に係る日常生活に必要な破損のみが

補助対象であり、空き家、物置、塀、業務用建物、さらに内装や家電

製品などの修理は対象外となります。 

○必要書類 

申請書などの必要書類は総務課窓口でのお渡し、または村ホームペー

ジからの取得可。 

○補 助 額…20万円（消費税込）以上の修繕工事をした場合、定額 10万円

を支給します。 

○申請期限…令和４年３月 10日（木）まで 

〇受付方法…持参もしくは郵送での受付も可 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

※り災証明書については住民課税務係（☎0244-42-1615） 

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

を支給しています。①の申請が不要な方は令和３年 12 月 27 日に児童手

当の指定口座に振込しております。②③④の申請が必要な方へは個別に

通知しておりますので、早めの申請をお願いいたします。 

○給付…児童１人当たり一律 10万円（一括給付しています。） 

○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】（申請期限：令和４年３月 31日） 

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）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 

※詳しくは同封チラシをご覧ください。 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

文化財防火デーに伴う消防訓練の実施について  
文化財愛護の精神および防火意識の高揚を図ることを目的として、消

防訓練を行う予定です。ご協力をお願いいたします。 

○日時…１月 30日（日） 午前９時～10時 30分 

○場所…善応寺（飯舘村飯樋字町 71） 

問南相馬消防署飯舘分署（☎0244-42-0119） 

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、是非ご参加ください。 

〇日 時…①２月２日（水）②２月９日（水）③２月 16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」 

〇内 容…①介護予防（運動強度：弱）②メタボ予防（運動強度：中） 

③関節痛予防（運動強度:弱） 

 ※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動きやすい服装 ③運動靴 

※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） 

健康体操教室のお知らせ  

きつつきの会では、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 ２月 １日（火）、８   日（火）、15日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 ２月 10日（木）、24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（菅野☎080-2801-3687） 

永井川カフェからのお知らせ 
 ゆかいなしあわせカフェ永井川では、『葉っぱのフロッタージュづくり

』を開催します。予約は不要です。お気軽にご参加ください。 

○日時…２月８日（火） 午前 10時～ ○参加費…500円 

○場所…永井川集会所（福島市） 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

後期高齢者医療に係る 

「医療費のお知らせ」（医療費通知）について 
福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に自己の健康管

理と医療に対する関心を高めていただくために「医療費のお知らせ」を送

付しています。 

令和３年１月から 12 月までの「医療費のお知らせ」を令和４年２月下

旬より順次発送しますので、ご確認をお願いします。なお、対象期間内に医

療機関への受診がなかった場合は、通知は発行されません。「医療費のお

知らせ」については、県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応

じられません。確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお

願いいたします。 

問福島県後期高齢者医療広域連合（☎024-528-9025） 

司法書士による相談会を開催します 
 福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。 

〇日時…２月８日（火） 午後１時～午後４時 

〇会場…交流センター「ふれ愛館」 

〇予約…２月７日（月）まで福島県司法書士会にお申込みください。 

    ※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

問福島県司法書士会事務局（☎024-534-7502） 

「NET119緊急通報システム」の運用を開始します 
相馬地方広域消防本部では、令和３年 11月１日より「NET119緊急通報

システム」の運用を開始しています。このシステムは、携帯電話やスマー

トフォンのインターネット機能を利用し、簡単な画面操作で 119 番通報

することができ、相馬地方在住で、聴覚や発話に障害があるなど、音声によ

る 119番通報が困難な方を対象としています。 

ご利用には、事前の登録が必要となります。詳しくは、 

相馬地方広域消防本部ホームページでご案内しています。➡ 

問相馬地方広域消防本部警防課（☎0244-22-4165） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

青大豆 ４ ４ 17Bq/kg 小宮 他 

里芋 ２ ０ - 前田 

ダイコン ７ ０ - 上飯樋 他 

ハクサイ ４ ０ - 宮内 他 

 

 


