
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 990号 令和４年６月 20日 

飯舘村任期付職員・会計年度任用職員を募集します
村では、次により任期付職員・会計年度任用職員を募集します。 

○採用職種…任期付職員、会計年度任用職員 

      ※令和４年８月１日から任用 

○業務内容…一般事務（技術職含む） 若干名 

○勤務場所…飯舘村役場ほか 

○給 料 等…村規定による 

○勤務時間…月～金曜日（祝日を除く） 

午前８時 30分～午後５時 15分（休憩時間有） 

○応募期限…７月８日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村役場総務課へ持参、または郵送。 

○選考方法…面接（日程は応募者に後日通知） 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

学校給食調理員を募集します（再掲）  
村教育委員会では、次により学校給食室調理員を募集します。 

○採用職種…学校給食調理員（会計年度任用職員）１名（フルタイム） 

○業務内容…学校給食調理 

○勤務場所…いいたて希望の里学園調理室 

○勤務時間…月～金曜日 午前８時～午後４時 45分（休憩時間有） 

○給 料 等…村規定による 

○応募資格…資格要件なし 

○応募期限…令和４年７月８日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会へ持参または郵送してください。 

○選考方法…面接（日程は応募者に後日通知） 

問飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

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。 

※平日の業務時間内（午前９時～午後４時30分（昼休みを除く））は毎日手続

き可能です。平日でもご予約が可能ですので、以下の予約番号へご連絡くだ

さい。 

○開庁日時…令和４年７月 13日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      令和４年７月 16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。 

予約・問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

災害公営住宅入居者募集 
 村では、次のとおり災害公営住宅の入居者を募集します。 

〇対 象 者…①2011年３月 11日時点において村に住民票のあった方。 

      ②入居申込者および同居する者が暴力団員でない方。 

      ③税等の滞納がない方。 

〇募集住宅…①飯野町団地  ３ＬＤＫ：７戸、２ＬＤＫ：４戸 

      ②大谷地団地  ２ＬＤＫ：１戸 

      ③桶地内団地  ２ＬＤＫ：１戸、３ＬＤＫ：１戸 

      ④大師堂住宅  ２ＬＤＫ：２戸、１ＬＤＫ：４戸 

      ⑤臼石第２住宅 ２ＬＤＫ：２戸 

〇家  賃…入居世帯の所得などにより決定します。 

〇敷  金…家賃の３ヶ月分 

〇提出書類…①申込書（建設課にあります） 

②入居申込者全員の住民票および所得証明書 

③納税証明書 

〇そ の 他…村外に住宅を取得した方は申込みできません。 

申込・問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

 

 

 

 

 

令和４年度『結』の農業支援事業の申請について  

農繁期等における短期的な労働力確保の支援や生産者間の共助等を促

進し、収量増加や栽培技術の継承を図るため、『結』の農業支援事業の申

請受付を開始します。 

○申請方法…村農政第一係で、申請書類に記入・押印いただきます。 

○補 助 額…１時間あたりの委託費に対して 200円 

（※50歳未満または村内営農者に委託する場合は 300円） 

補助金上限７万２千円 

○対象経費…自身が生産する農畜産物の生産作業等のために委託契約に

より人員を確保する際の委託費 

○補助要件（以下のすべての要件を満たすもの） 

①申請者が村内で営農を行う農業経営体であること 

②補助対象経費が他の事業の補助を受けていないこと 

③同一の世帯員、家族等への委託ではないこと 

④村税等の滞納がないこと 

※村からの交付決定日以降に支出された経費が対象となります。 

※事業の活用を希望される方は、委託契約を行う前に産業振興課へご

相談ください。 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

子育て世帯生活支援特別給付金について 
 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子

育て世帯に対し給付金を支給します。対象者①には７月末頃に支払のご案

内をいたします。対象者②については申請が必要になります。（ひとり親世帯

については、ひとり親世帯分の給付金より給付となるため対象外となり

ます。後日通知いたします。） 

○給付額…児童１人あたり一律５万円 

○対象者 

①令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けて

いる者であって令和４年度分の住民税均等割が非課税である者（申

請は不要です） 

②①のほか、対象児童（令和４年３月 31日時点で 18歳未満の子（障害

児については 20 歳未満））の養育者であって、以下のいずれかに該

当する者（申請が必要です） 

※令和４年４月以降令和５年２月末日までに生まれる新生児も対象です。 

・令和４年度分の住民税均等割が非課税である者 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４

年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると

認められる者（家計急変者） 

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（いちばん館内☎0244-42-1633） 

今 月 の 納 め も の 
○村県民税  １期  ６月 30日（木） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

新型コロナワクチン接種について 
１ ４回目接種について 

 ４回目の対象は、３回目接種から５ヵ月が経過している①60歳以上の

方と②18 歳以上 59 歳以下の方で基礎疾患を有する者その他重症化リスク

が高いと医師が認める方です。 

 ３回目接種を令和４年３月末まで完了している 18歳以上の方には、意

向調査を送付しております。意向調査が届いていない方は、健康係まで

ご連絡ください。 
 

２ 次回の村内会場「いちばん館」での接種について 
 

接種日 使用ワクチン 対象 

７月 23日（土） ファイザー 対象者にはこれから

個別通知します ７月 25日（月） 武田モデルナ 

※４回目だけでなく、１～３回目接種の対象の方も受けられます。 
 

３ これから１回目・２回目のワクチン接種を受ける方へ 

 事前に健康係までご連絡ください。 
 

４ これから３回目のワクチン接種を受ける方へ 

 ２回目接種から５ヵ月が経過すれば接種可能です。対象の前月までに

接種券を送付いたします。 

※令和４年５月 25 日より、２回目からの接種間隔が６ヵ月から５ヵ月に

変更になりました。 
 

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５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」 

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） 

重度心身障害者医療費助成制度について  

 村では、重度心身障害者に対して、医療費の一部を給付する制度があり

ます。以下の要件に該当する方は制度に該当する可能性があります。なお

災害による医療費免除を受けている方はそちらが優先になります。 

○資格要件 

①身体障害者手帳所持者で障害等級１級又は２級の方。 

②身体障害者手帳所持者（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、

免疫または肝臓の機能障害を有する方）で障害等級３級の方。 

③精神障害者保健福祉手帳所持者で障害等級 1級の方 

④療育手帳所持者で障害程度Ａの方。 

⑤上記手帳を複数お持ちの方。 

 詳しくは、健康福祉課福祉係までお問合せください。 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

までいな健康運動塾のお知らせ 

〇日 時…①７月 ６日（水）②７月 13日（水） 

③７月 20日（水）④７月 27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）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） 

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７月 13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」内 

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） 

 

 

成人の風しん抗体検査について 
妊婦が風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能

性があるため、妊婦や周囲にいる人が風しんにかからないように予防す

ることが大切です。 

これまで風しんの予防接種を受ける機会のなかった方（以下対象者）に

風しん抗体検査を無料で実施しています。 

〇対象者…昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日生まれの男性で、風

しん抗体検査をまだ受けていない方 

※対象者には４月にクーポン券（シール用紙）をお送りしています。 

〇持ち物…クーポン券（シール用紙） 

集団健康診査および医療機関での健康診査の際に風しん抗体検査が同

時に実施できます。医療機関で検査する際はご予約のうえ受診してくだ

さい。集団健診では予約の必要はありません。 

対象となる方でお手元にクーポン券（シール用紙）がない方は健康係ま

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） 

第 11回飯舘村村民グラウンド・ゴルフ／スポーツ交流会

（兼第 19 回老人クラブ連合会グラウンド・ゴルフ大会）

のお知らせ 
村と村老人クラブ連合会では、村民相互の親睦と交流を図るためにグ

ラウンド・ゴルフ大会を開催します。 

○日  時…令和４年７月 16日（土） ※開会式午前８時 30分 

○会  場…いいたてスポーツ公園グラウンド（陸上競技場） 

○募集人数…100名 ※参加料無料 

○競技方法…男女別個人戦 16ホールストロークマッチ 

○申込締切…令和４年７月６日（水） 

※荒天時は、屋内運動場にて輪投げ大会を行います。 

申込・問飯舘村社会福祉協議会 

（陽だまりの家 斎藤☎0244-42-1021／fax0244-42-1040） 

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…７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…７月 14日（木）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・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 ７月５日（火）、12日（火）、19日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 ヨガ教室 ７月７日（木）、14日（木）、21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。 

令和４年度セーフティチャレンジ事業 
県では、７月１日（金）から 12月 31日（土）までの半年間、本事業を

実施します。交通事故の更なる減少を図るため、村民の皆様には、日頃か

らの安全運転の心がけをよろしくお願いします。 

○募集期間…６月１日（水）～７月 15日（金） 

○セーフティチャレンジとは 

県内に居住または勤務し、運転免許証を有するドライバーが、３名で１

チームを作り、無事故・無違反に挑戦する事業です。達成したチームには

達成記念品が進呈されます。 

問福島県交通安全協会（☎024-591-5038） 

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 １ 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 

ウド ９ ３ 60Bq/kg 臼石 他 

キャベツ ４ ０ - 宮内 他 

ゼンマイ 14 14 2,440Bq/kg 小宮 

タケノコ ７ ６ 61Bq/kg 飯樋町 他 

フキ 20 ８ 72.4Bq/kg 蕨平 他 

モミジガサ（シドケ） ７ ６ 558.0Bq/kg 比曽 他 

 

 

 

 


