
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 
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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３月 ９日（水）午後５時 30分～午後７時 

      令和４年３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） 

福島交通バス停留所 休止のお知らせ 
 草野地区での農業集落排水管路工事に伴い、県道原町川俣線（草野字本

町地内）において、昼間は大型車が迂回路を通ることになるため、次の期

間は福島交通のバス停留所２ヵ所が休止となります。 

○休止となる停留所…目玉打、草野本町 

○休止となる期間…令和４年３月１日（火）～３月 31日（木） ※１ヵ月間 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

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、令和４年４月１日（金）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４年３月末日までに必ず軽自

動車協会等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 

（50cc～125cc） 

小型特殊自動車 

（農耕車両等） 

役場住民課税務係 ☎0244-42-1615 

軽２輪車 

（126cc～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 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

【必須】令和４年豆類・エゴマ作付の届出について（再掲） 
 令和４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。また、

検査は毎年行う必要があります。 

令和４年に村内で作付する予定があり、届出がまだの方は、３月 14日（月）

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） 

 

 

 

 

 

 

 

飯舘村の山菜は取らないでください 

 村の野生の山菜には出荷制限等が出ています。野生の山菜は取ったり

誰かに譲ったりしないでください。また、食べるのも控えてください。 

 なお、畑などで栽培して山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第

二係までご相談ください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

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』を開催しています。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３月 16日（水）午前９時 30分～11時 30分 

※途中参加・退席もＯＫです。 

〇場所…交流センター「ふれ愛館」キッチンスタジオ 

※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。あらか

じめご了承ください。 

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

宿泊体験館きこり 臨時休業のお知らせ  

 宿泊体験館きこりは、メンテナンスのため臨時休業いたします。皆様の

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

○期間…令和４年３月７日（月）～３月９日（水） 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

 『家族介護者交流のつどい』 中止のお知らせ 

広報お知らせ版２月５日号でお知らせしておりました２月 28 日（月）

の『家族介護者交流のつどい』は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に

より中止とします。参加を楽しみにしていた皆様には大変申し訳ござい

ませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためですので、ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244-26-5207） 

今 月 の 納 め も の 

○固定資産税                   ４期  ２月 28日（月） 

○国民健康保険税           ８期  ２月 28日（月） 

○介護保険料             ８期  ２月 28日（月） 

○後期高齢者医療保険料      ７期  ２月 28日（月） 

納期限までに忘れずに納めましょう。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。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 
令和４年２月 20日（日）まで、県内 59市町村すべて

に 『まん延防止等重点措置』 が適用されています。 

引き続き、「基本的な感染防止対策」を徹底してくだ

さい。 

※令和４年２月 14日（月）現在の情報です。 

新型コロナワクチン３回目接種について 
１ 村内の集団接種について 

 ２月末より、「いちばん館」で集団接種を実施します。意向調査で村内

の集団接種を希望された方には、２回目接種日が早い順番で、接種日時

の案内を順次送付しています。 

また、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。お手数ですが健康福祉課健康係までご連絡ください。 

２ 村外での接種について 

 村外での接種を希望される方にも、接種券等を順次送付しております

ので、ご確認ください。 

３ 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） 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

令和４年１月３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 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） 

子育て世帯の臨時特別給付金について（再掲）  

 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。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。また、通知が届かない方は以下の問合せ

先までご連絡ください。 

○給付額…児童１人あたり一律 10万円（一括給付しています。） 

○対象者 

【申請が必要な方】（申請期限…令和４年３月 31日） 

①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 

②所属庁から児童手当（本則給付）受給している公務員 

③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 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

被災者生活再建支援金のお知らせ  

 東日本大震災関連で居住用住宅を解体（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ので、お知らせいたし

ます。 

なお、申請期間は令和５年４月 10日（月）までとなりますので、手続きを

されていない方はお忘れのないようお願いいたします。ただし、過去に申

請された方は除きます。 

詳しくは税務係までお問合せください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

消防飯舘分署からのお願い  

 消防飯舘分署では、飯舘村内に居住している方を対象に、住宅用火災警

報器の設置状況を調査しております。お手数ではございますが、ご自宅の

住宅用火災警報器の設置状況を確認のうえ、同封チラシ裏面の「住宅用火

災警報器設置状況調査票」への記入をお願いいたします。 

 調査票につきましては、３月中に地区の消防団員が回収にお伺いしますの

で、訪問した際にお渡しください。ご不明な点がございましたら、訪問し

た消防団員にお尋ねください。 

 なお、調査表には名前、住所、電話番号等の個人情報のご記入は必要あ

りません。皆様のご協力をお願いいたします。 

※詳しくは同封チラシをご覧ください。 

問消防飯舘分署（☎0244-42-0119） 

 

119番通報の一時不通について 

NTT東日本による電話交換機メンテナンス工事のため、相馬消防本部管

内（相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村）からの 119番通報と消防本部代

表電話が一時的に繋がらなくなります。 

工事時間帯にかけた 119番通報は、話し中または無音状態になります。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

○工事日時…令和４年３月４日（金） 午前０時 20分～１時までの間の３分間 

（工事を行う 40分間のうち３分間だけが不通となりますが、工事の進捗

状況により明確な時間は未定です。） 

※火災や救急の際、119番通報しても繋がらない場合は、繋がるまで落ち

着いておかけください。 

※携帯電話からも繋がりません。 

 工事内容などの詳しい案内は、NTT東日本のホームページをご覧くださ

い。 

問相馬地方広域消防本部 警防課 通信指令係（☎0244-22-4165） 

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…３月 18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 15日（火）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） 

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、前回に引き続き『葉っぱのフロッ

タージュづくり』を開催します。あぐりコーヒーを楽しみながら、ゆった

りと楽しい時間を過ごしませんか。予約は不要です。お気軽にご参加くだ

さい。 

○日 時…３月８日（火） 午前 10時～ 

○場 所…永井川集会所（福島市） 

○参加費…300円 

※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。あらかじめご了承ください。 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

ヴィレッジフューチャーグループ メンバー募集 

村の未来の発展のために活動する団体です。昨年 12月にはボランティ

アの一環として、「までいの里のこども園」の園児達にテスラ社製自動車

のパフォーマンスを披露する機会を設けました。今後も、村のために何か

できることを、小さなことからコツコツと取り組んでいく予定です。募集

において性別・年齢は問いません。飯舘村の未来のために協力したい方、

ぜひお気軽にお問合せください。 

問代表 長谷川芳博（☎080-5575-4416） 

３ 月 1 0 日 ～ 1 2 日 に 追 悼 復 興 イ ベ ン ト を 実 施 し ま す 
SONG OF THE EARTH 311-FUKUSHIMA 2022- 

 東日本大震災追悼復興祈念イベントを、今年もＪヴィレッジ及び東日

本大震災・原子力災害伝承館で開催します。 

 県内各地のみなさんの想いや子どもたちの夢を込め、キャンドルナイ

ト、大凧あげ、アーティストライブなどを実施します。皆様どうぞお越し

ください。開催時間や内容の詳細については以下までお問合せください。 

○と き…令和４年３月 10日（木）～12日（土） 

○ところ…Ｊヴィレッジ及び東日本大震災・原子力伝承館 

○参加費…無料（申込不要） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更する場合があります。あ

らかじめご了承ください。 

問福島県相双地方振興局 復興支援・地域連携室（☎0244-26-1116） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

イチゴ ３ ０ - 臼石 他 

凍み大根 ２ ０ - 深谷 他 

ツボミ菜 ２ ０ - 上飯樋 

ハチミツ ４ ０ - 宮内 

 

 


