
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 986号 令和４年４月 20日 

小児（７歳～11歳）新型コロナワクチン接種について  

 ７歳から 11歳までの方を対象とした新型コロナワクチン接種を、以下

のとおり福島市の集団接種会場で実施します。接種希望がある方は、４月

26日（火）まで健康係にお申込みください。 

○接種日時 

①１回目接種４月 28日（木）→２回目接種５月 19日（木） 

午後２時 30分～午後３時 15分 

②１回目接種４月 30日（土）→２回目接種５月 21日（土） 

午前 11時 15分～午後３時 30分 

○接種会場…NCVふくしまアリーナ（福島市霞町４－45） 

○対 象 者…７歳から 11歳までの方で新型コロナワクチン未接種の方 

※既にお住まいの市町村での接種、医療機関での接種を申込んでいる方

は対象外となります。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

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５月 11日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      令和４年５月 21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） 

不審な修理事業者に注意してください  
 地震に乗じた不審な屋根瓦業者の情報が多数寄せられています。 

○不審な業者の例 

・県からの依頼で来た。 

・ブルーシートがかかっているお宅を訪問している。 

・もし屋根瓦の修理の依頼がまだなら見積りだけでもとらせてほしい。 

などと言ってお宅を訪問しているものです。 

県や市町村では、屋根瓦修理についてこのような依頼はしておりません。 

見知らぬ業者が訪問した際は、 

  ・すぐに契約しない。 

  ・料金をよく確認し、家族に相談する。 

  ・不審に思う業者を屋根に上げない。 

  ・要求しても名刺や身分証を見せない。など、不審な場合は警察に通報す

るように注意してください。 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

令和４年度３/４補助事業第２回申請受付について  

 なりわい農業（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

を支援する「原子力被災 12市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通称：

４分の３事業）の申請についてのお知らせです。 

事業活用を予定されている方は、営農計画等の聞き取りを行いますの

で見積書及びカタログをご準備のうえ、以下の提出期限までに農政第一係

へご連絡のうえお越しください。その際に事業内容やその他準備物につ

いて詳しく説明いたします。 

○第２回申請提出期限…５月 12日（木） 

※申請提出から事業決定まで最短で３ヶ月程度を要します。 

※営農開始は実質令和５年からとなります。 

※機械・施設等の納期をご確認のうえ、早めの事業申請をお願いします 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

 

 

 

 

いいたてクリニック診療時間の変更について  

いいたてクリニックでは、火曜日の午後も診療するようになりました。変更

後の時間は以下のとおりです。 

 火曜日 木曜日 

診療時間 
午前８時 30分～正午 午前８時 30分～正午 

午後１時 30分～午後３時  
 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

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。 

〇日 時…①５月 11日（水） ②５月 18日（水） ③５月 25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） 

村民広報委員を募集します 
 村では、村民と村をつなぐ、よりよい広報紙づくりのため、村民広報委

員を若干名公募します。村民広報委員となった方には、役場内で月に一度

開催している広報委員会に５月からご出席いただき、主に村外のうごき

についての情報共有や広報紙の内容について協議していただきます。（や

むを得ない場合は WEB参加も可とします。） 

村内及び村外・県外にお住まいで、飯舘村に住民票をもつ方は、ぜひご応

募ください。なお、応募多数となった場合には抽選となりますのであらか

じめご了承ください。 

問村づくり推進課企画定住係（☎0244-42-1613） 

クマ出没注意報発令中 
 福島県では、昨秋の堅果類の結実が並作以上となったことにより春先

に子連れのクマの出没が多くなると予想されるため、『クマ出没注意報』

が発令されましたので十分注意してください。 

○注意報発令期間…令和４年７月末まで ○発令区域…県内全域 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

今 月 の 納 め も の 

○固定資産税    １期  ５月２日（月） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

新型コロナワクチン３回目接種について 
 現在「いちばん館」を会場に新型コロナワクチン追加（３回目）接種

を実施しています。 

 村にご提出いただいた意向調査に基づき、以下の対象の方に接種日の

案内を郵送しております。４月接種対象の方で、村からの案内が届いていな

い方は、健康係までご連絡をお願いいたします。 

１ ４月実施村内会場での接種対象者（４月 22日・23日予定） 

①村の意向調査で、村内接種を希望した方 

②２回目の接種日が令和３年 10月 23日以前の方 

※２回目の接種日から６ヵ月経過した方が対象になっています。 

２ ５月以降に実施する村内会場での接種対象者 

２回目の接種日が令和３年 10 月 24 日以降の方には、５月以降の接種

日をご案内いたします。日時が決定次第、個別に通知いたします。 

３ 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。 

４ 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 11月以前にお渡ししている予診票は使用できません。新しい

予診票が必要になりますので、事前に健康係までご連絡ください。 

５ 接種券の発送状況 

 ２回目の接種を令和３年 11月までに完了した方には、３回目の接種券

を郵送しています。まだ届いていない方は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） 

村内農業用ハウス 

暴風雪被害対策事業補助金申請について 

 村内に設置されている農業用ハウスの、暴風雪被害を防ぐために必要

な対策に係る経費の補助を行います。事業活用を希望する方は、産業振

興課まで申請してください。 

○申請方法…農政第一係で申請用紙への記入・押印 

○必要書類…現況のハウスの写真、見積書 

○対象経費…既存のハウスを補強するために必要な資材費、設置工事費 

○補 助 率…補助対象経費×２分の１（補助金上限 50万円） 

○補助要件（以下の全ての要件を満たすもの） 

①申請者が使用するために設置した農業用ハウスであること 

②販売を目的に作付けをするものであること 

③対策内容が他の補助事業等と重複していないこと 

④村税等の滞納がないこと 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

わくわく農業体験塾・塾生募集 
 村内の豊かな自然に触れながら、四季折々の野菜を作ってみませんか。

収穫や、野菜を使った料理教室などを通して塾生同士の交流も深めます。 

作業は、村内深谷地区の畑で月数回行い、野菜作りのベテランが指導し

ますので、初心者でも楽しく安心して行うことができます。この機会に、

ぜひご参加ください。詳しくは同封チラシをご覧ください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

『一人一趣味』団体 募集中！ 
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では

『一人一趣味』として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、お友達にお声をかけ、趣味にチャレンジ

しませんか。(助成は申請から３年間です) 

※新型コロナウイルス感染対策を講じたうえでの講座の実施にご協力願

います。 

○助成対象…村民５名以上のグループ 

○助成内容…講座１回につき 5,000円 

      ・１年目は年３回助成 

・２・３年目は年１回のみ助成 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

『いいたて元気アップ・ポイント』を知っていますか？ 

体力向上と生きがいづくりを推進するために実施している事業です。

生涯学習課（公民館）やスポーツ公園が主催する事業、図書の貸し出し等

に参加するとポイントがもらえて、50ポイントがたまると商品券（5,000円

相当）と交換ができます。ぜひ、生涯学習事業に参加してポイントをためて

ください。詳しくは同封チラシをご覧ください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

健康体操・ヨガ教室のお知らせ 
 きつつきの会の健康体操・ヨガ教室に、ぜひご参加ください。 

内 容 日にち 場 所 

健康体操 ５月 10日（火）、17日（火）、24日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 ５月 12日（木）、19日（木）、26日（木） 

○時間…午後１時 30分～午後３時 30分 ○持ち物…飲み物 

※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。 

問きつつきの会（菅野☎080-2801-3687） 

※午後５時以降に連絡願います 

いいたてホーム 職員募集！  
 

 

○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 

○基 本 給…正職（月額 144,400円～※経験年数を換算し支給） 

         例：各種手当（新採用、資格、夜勤４回）を含むと

179,400円～ 

パート（時給：法人の規定による）※資格不問、正職登用有 

○試 験 日…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。 

※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） 
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（草野本町

地内）において、昼間は大型車が通行規制により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５月９日～６月８日（１ヵ月間） 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 
農家のみなさん 防霜対策に万全を  

 これからの季節は、霜による農作物への被害が心配されます。県では、

３月 25日から「相双地方防霜対策本部」を設置して警戒を呼びかけてい

ますが、特に肌寒い日はテレビ・ラジオ放送に注意しましょう。 

○期間…３月 25日（金）～５月 31日（火） 

※被害にあった場合は、直ちに産業振興課農政第一係へ報告してください。 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

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？ 

〇日時…令和４年５月 18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 

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

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、健康体操と談笑会を行います。ど

なたでも参加できますので、お気軽にご参加ください！ 

○日 時…５月 10日（火） 午前 10時～（午前９時開場） 

○場 所…永井川集会所（福島市）○参加費…300円 

○申 込…５月３日（火）までにお申込みください。 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

『アロマお話し会』を開催します  
 いいたてアロマと健康の会では、アロマと美容、健康などについてのお

話を聞き、お好みの香りを使ったオリジナルブレンドの香りを楽しみま

す。使用するアロマは、脱石油 100％の安心安全な精油アロマで、肩ヘッ

ドやハンドケアに活用できます。ご興味のある方はぜひご参加ください。 

○日 時…５月 17 日（火） 午前 10 時／午後１時 30 分～（２時間程度） 

○場 所…交流センター「ふれ愛館」 ○定員…各回 10人程度 

○参加費…一人 1,000円（材料費、飲み物代） 

○講 師…シナリー化粧品 海老原いく子所長 

問いいたてアロマと健康の会（高橋真弓☎090-1490-7907） 

令和４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 
福島県共同募金会では、被災者の交流事業や支援活動に助成を行って

います。県内在住者５名以上で構成される団体で、以下の活動が対象です。 

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（グラウンドゴルフ等）、 

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 

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、以下へお問合せください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

募集職種 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 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

アサツキ ３ ０ - 上飯樋 他 

小松菜 ４ ０ - 小宮 他 

たらの芽 ４ ２ 13Bq/kg 前田 他 

フキノトウ ３ ２ 55Bq/kg 前田 他 

 

http://www.akaihane-fukushima.or.jp/

