
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～正午、午後１時 30分～午後３時（火曜日のみ）☎0244-68-2277 

 

 

 

 

 

 

 

第 988号 令和４年５月 20日 

令和５年度採用飯舘村職員募集について（訂正）  
 ５月５日号でお知らせしていた『令和５年度採用飯舘村職員募集のお

知らせ』について、保健師（資格免許職）の受験資格に誤りがありましたの

で、お詫びして訂正いたします。 

○訂正箇所…（誤）昭和     57    年４月２日以降に生まれた者 

      （正）昭和 52年４月２日以降に生まれた者 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

会計年度任用職員募集のお知らせ  
 村では、以下のとおり会計年度任用職員を募集します。希望される方は

５月 31日（火）までに履歴書を各担当課へ持参または郵送してください。 

（１）いいたて希望の里学園 学校調理員 １名 

（２）飯舘村役場      一般事務  １名 

問（１）飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

（２）総務課総務係（☎0244-42-1611） 

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６月 ８ 日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      令和４年６月 18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） 

一部損壊住宅修理支援事業補助金について  
村では、令和４年３月 16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て、補助金を支給します。 

○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）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。 

○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。 

○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。 

○申請期限…令和４年 11月 30日（水）まで 

〇受付方法…持参もしくは郵送での受付も可 

※準半壊以上の被害があった方については、別の補助金がありますので、

以下までご相談ください。 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

ただし、り災証明書については住民課税務係（☎0244-42-1615） 

いいたてスポーツ公園 テニス教室のお知らせ  
 いいたてスポーツ公園テニスコートにおいて、テニス教室を開催しま

す。運動不足解消に友達と一緒に参加してみませんか。参加をお待ちし

ています。詳しくは同封チラシをご覧ください。 

○日 時…６月 19日（日） 午前 10時～正午 ○参加費…200円 

※運動時以外はマスクの着用をお願いします。 

問いいたてスポーツ公園 担当 林（☎0244-42-0152） 

 

 

 

 

 

粗大ごみの受入れを行います  
 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。有料で

すのであらかじめ、飯舘村商工会にて粗大ごみの搬入券をご購入いただ

いて（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。詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

○日時…５月 29日（日）午前８時～正午 

○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） 

飯舘村口座振替推進キャンペーン実施中 
村では、税金や料金のお支払いに便利で確実な口座振替を推進するた

め、今年度もキャンペーンを実施しています。 

〇対 象…昨年度のキャンペーン後に、新規または追加ですべての税

金（料）を口座振替納付に登録した方 

※道の駅「までい館」商品券 2,000円を贈呈します。 

〇登録期限…令和４年 12月 28日（水） 

〇取扱金融機関 

 ＪＡふくしま未来、あぶくま信用金庫、ゆうちょ銀行、東邦銀行、福島

銀行、大東銀行（全ての本店・支店で口座振替可） 

 ※村外の金融機関は、申込用紙を郵送しますので、住民課税務係へご連

絡ください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

臨時特別給付金（家計急変世帯）のご案内 
 この給付金は、新型コロナウイルスの影響によって令和３年１月以降

の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯に対して支

給するものです。詳しい内容や必要書類、申請方法などは住民課税務係へ

お問合せください。 

なお、住民税非課税世帯の給付金を受け取った世帯は対象外です。 

〇給付金額…１世帯あたり 10万円 〇申請期限…令和４年９月 30日（金） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

図書ボランティアを募集します 
 交流センターや学校での図書の整理、村の学校やこども園での絵本の

読み聞かせを行う図書ボランティアを募集しています。本が好きな方、絵

本の読み聞かせを行ってみたい方など興味がある方は一緒に活動しまし

ょう。月に数回、平日に活動しています。ぜひご応募ください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

今 月 の 納 め も の 
○軽自動車税            ５月 31日（火） 

○上下水道使用料 ３・４月分  ５月 31日（火） 

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います。５月 28日接種対象の方で、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 ５月に実施する村内会場での接種対象者（５月 28日実施） 

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 11月 28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 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 

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。 

※村の意向調査の内容を変更したい方、意向調査未提出の方、２回目の接

種を令和３年 11月までに完了した方で接種券が届いていない方（それ以降の

方はこれから個別に通知します）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４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」 

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） 

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する方に対して、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。 

 なお、今年度の試験日等は以下のとおりとなります。申込み方法につい

ては、福島県ホームページをご覧になるか、福島県相双地方振興局へお問

合せください。（県ＨＰhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/） 

区分 試験日時 会場 受付期間 備考 

第１回 ７月２日（土） 
会津若松市 

アピオスペース 

５月２日（月） 

～ 

６月３日（金） 

わな猟のみ 

第２回 ８月６日（土） 
郡山市 

労働福祉会館 

６月６日（月） 

～ 

７月８日（金） 

全種 

第３回 ９月25日（日） 
郡山市 

労働福祉会館 

７月25日（月） 

～ 

８月26日（金） 

全種 

第４回 10月16日（日） 
福島県 

青少年会館 

８月15日（月） 

～ 

９月16日（金） 

わな猟のみ 

第５回 11月19日（土） 
郡山市 

労働福祉会館 

９月16日（金） 

～ 

10月21日（金） 

全種 

※狩猟免許の種類：網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

福島県相双地方振興局（☎0244-26-1144） 

までいな健康運動塾のお知らせ  
〇日 時…①６月 １日（水）②６月 ８日（水）③６月 15日（水） 

④６月 22日（水）⑤６月 29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熱血教室（運動強度：強）   ②介護予防（運動強度：弱） 

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（運動強度:弱） 

⑤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。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

サッカー無料観戦チケットを配布します  

サッカー日本代表ＯＢ選手チームｖｓ福島市選抜チーム 

○日 時…６月 12日（日） 午後１時 30分（開場午前９時） 

○場 所…福島県営あづま陸上競技場 

○配布場所…いいたてスポーツ公園管理棟（先着 100名） 

○配布期限…６月 10日（金）午後５時まで 

問いいたてスポーツ公園（☎0244-42-0152） 

人権擁護委員による特設人権相談について 
人権擁護委員が特設人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。 

○日時…６月３日（金） 午前 10時～午後３時 

○場所…交流センター「ふれ愛館」視聴覚室 

問住民課住民係（☎0244-42-1619） 

令和４年度『歯っぴいライフ 8020』募集中 
 県と県歯科医師会では「80歳で 20本の歯を残そう」を生涯の健康目標

とする 8020運動の一環として、現在十分機能している歯を 20本以上保持

している 80歳の方に認定証を交付いたします。 

 自分の歯が 20本以上残っている 80歳の方（昭和 16年７月１日から昭

和 17 年６月 30 日の間に生まれた令和４年６月 30 日時点で 80 歳の方）

は、健康福祉課健康係までお知らせください。 

※すでに「歯っぴいライフ 8020」の認定証をお持ちの方は除きます。 

〇募集期間…６月 30日（木）まで 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

しあわせ金婚夫婦表彰の実施について 
～結婚 50年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます～ 

県老人クラブ連合会では、「しあわせ金婚夫婦表彰」を実施します。

該当する方は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会までお申込

みください。 

○対 象 者…昭和 47年１月１日～昭和 47年 12月 31日に結婚された方 

      （前回までに自己申告されていない方も該当します。） 

○申込締切…７月４日（月）まで 

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…６月 20日（月） 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…６月 15日（水）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） 

ＪＡ臨時職員を募集します 
 JA では営農再開の進展につき以下のとおり臨時職員を募集しています。 

○募集人員…若干名 

○雇用期間…令和４年５月～令和５年２月末まで ※継続雇用あり 

○募集職種…①事務等一般職 ②農作物等扱い現場職 

○応募資格…①②とも要普通免許、フォークリフト等免許所持者優遇 

○勤 務 地…飯舘営農センター（飯舘村深谷字二本木前 27－１） 

○給与及び待遇 

 当組合就業規則に基づく待遇（交通費支給、社会保険加入等） 

詳細については電話または窓口でお問合せください。 

問飯舘営農センター（川井・松下☎0244-42-0125） 

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 ６月７日（火）、14日（火）、21日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 ６月９日（木）、16日（木）、23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時以降にご連絡願います。 

一般不妊治療・生殖補助医療保険適用について 
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受け

られるように、2022年４月より以下の内容で保険適用となりました。 

○保険適用 

・一般不妊治療…タイミング・人工授精 

・生殖補助医療…体外受精 

○保険適応の条件 

・対象となる方…女性治療開始時に 43歳未満（男性年齢制限なし） 

・事実婚のカップルも対象となります。 

・新たに対象となる治療は人工授精や体外受精などです。 

・適用された治療は４月から自己負担が原則３割です。 

・体外受精の際、受精卵の異常を調べる「着床前検査」は対象外です。 

・第３者提供の卵子や精子による生殖補助医療も対象外です。 

問不妊に関すること…お近くの「保健福祉事務所児童家庭支援チーム」 

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 ５ ０ - 小宮 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

行者ニンニク 10 ５ 60Bq/kg 前田・八和木 他 

コシアブラ ５ ５ 8,077Bq/kg 小宮 他 

たらの芽 15 13 198Bq/kg 上飯樋 他 

フキノトウ 12 ７ 94Bq/kg 小宮 他 

ホウレン草 13 １ 13.0Bq/kg 臼石 他 

ワラビ ８ ８ 316.8Bq/kg 小宮 他 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/

