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第 992号 令和４年７月 20日 

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。平日でもご予約が必要ですので住民課住民係へご連絡くだ

さい。 

○開庁日時…令和４年８月 10日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      令和４年８月 20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 

※受け取り期限を過ぎたカードも受け取り可能です。 

 ・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。 

予約・問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

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…①８月 ３日（水） ②８月 10日（水） ③８月 17日（水） 

 ④８月 24日（水） ⑤８月 31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） 

⑤介護予防（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） 

介護保険料及び一部負担の免除期間延長について 

 介護保険料及び利用者負担の免除期間が、上位所得層以外の方は延長

されます。 

○介護保険料…令和５年３月 31日まで 

○利用者負担…令和５年２月 28日サービス利用分まで 

 免除の対象となる方については、７月中に『原子力災害避難者介護保険

利用者 負担軽減支援事業対象者認定票』をお送りいたします。 

※上位所得層該当者…被保険者個人の合計所得が 633万円以上の方 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

『多肉植物寄せ植え教室』参加者募集！ 
 かわいい多肉植物を使って『多肉植物寄せ植え教室』を開催します。色

や形が様々なので、色々なアレンジが楽しめますよ。ぜひご参加ください。 

○と き…９月１日（木） 午後１時 30分～３時（受付午後１時～） 

○ところ…交流センター「ふれ愛館」（大小研修室） 

○講 師…樹木医 鈴木俊行先生 ○参加費…１人 2,500円（材料費） 

○定 員…30名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

参加をご希望の方は８月 10 日（水）まで生涯学習課へお申込みください。

詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

※新型コロナウイルス対策を講じたうえでの開催にご協力願います。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

 

 

 

 
 

一部損壊住宅修理支援事業補助金について（再掲）
 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）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 

○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） 

介護保険負担限度額認定証について 
 介護保険制度において、村民税非課税世帯などの低所得者に対して、介

護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度があります。 

これは、介護保険施設利用（施設入所及びショートステイなど）におけ

る食費や居住費が一部減免されるものです。 

昨年度申請したが、非該当になられた方で、今年度から非課税世帯になら

れた場合は、再度申請し認定になる場合もありますので、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） 

飯舘村敬老会を開催します！ 
飯舘村敬老会を以下のとおり開催いたします。敬老者の皆さんには後

日招待状をお送りしますので、是非ご出席ください。 

○日時…９月 11日（日） 午前 10時 30分～ 

○会場…いいたて希望の里学園体育館（旧飯舘中学校体育館） 
※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

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 
○固定資産税    ２期          ８月１日（月） 

○国民健康保険税 １期          ８月１日（月） 

○介護保険料    １期          ８月１日（月） 

       ○上下水道使用料 ５・６月分 ８月１日（月） 

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５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）・８月６日（土） ファイザー 対象者には個別通知

しています ７月 25日（月）・８月５日（金） 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６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） 

宿泊体験館きこり 一部営業再開のお知らせ 
 令和４年３月 16日に発生した地震の影響により、臨時休業していた日

帰り入浴、岩盤浴（イオラ）を７月 20日より再開します。 

○営業時間…日 帰 り入 浴：午前 10時～午後８時 

      岩盤浴（イオラ） ：午前 10時 30 分～午後５時 25分 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

飯舘村社会福祉協議会 職員募集 
〇募 集 職 種…生活支援相談員 

（業務内容：村民の見守り・相談、生活支援等） 

〇採 用 人 数…１名程度（採用年月日：令和４年９月１日） 

〇応 募 資 格…福祉の事業に関心があり、健康で普通自動車運転免許所

持者、パソコンの基本操作が可能な方 

〇雇用条件等…通年雇用職員（賞与有、有給休暇制度有） 

○勤 務 時 間…午前８時 30分～午後５時 15分 

〇給 与 等…本会規定による。（手当：通勤手当等、社会保険加入） 

〇勤 務 場 所…飯舘村社会福祉協議会 

〇応 募 方 法…履歴書・職務経歴書を社会福祉協議会に持参または郵送

してください。 

〇受 付 締 切…８月３日（水）まで ※郵送必着 

       ※受付時間：午前８時 30分～午後５時 15分 

〇試 験 内 容…面接等（日程は応募者に後日通知します） 

申込・問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

『お茶のみ会』のご案内 

村社会福祉協議会では、今年度第１回目の『お茶のみ会』を開催します。

皆さんの参加をお待ちしています。 

日にち 時間 場所 会費 

① ８月 10日（水） 午前 10時～ 

11時 30分 

福島市 

杉妻学習センター 
100円 

② ８月 17日（水） 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、当日はマスクの着用、検温、

手指のアルコール消毒にご協力ください。また、当日体調のすぐれない

方は、参加を控えるようお願いいたします。 

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 ８月２日（火）、９日（火）、30日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 

※８月 25 日の

みいいたてスポ

ーツ公園 

ヨガ教室 ８月４日（木）、18日（木）、25日（木） 

○時 間…【健康体操】午後１時 30分～午後３時 

     【ヨガ教室】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。 

自然災害に備え、 

農業用施設等の保険・共済に加入しましょう 
近年、自然災害等による農業用施設等への被害が大きくなっています。

農業経営を安定的に継続するためにも、農業用施設等について保険や共

済への加入を是非ご検討ください。なお、加入する保険・共済によって補

償内容や保険料・共済掛金、対象となる農業用施設等や災害は異なります。

ご自分の経営にあった保険・共済をご検討ください。 

また、保険・共済の加入お申込みはお近くの農業協同組合、農業共済組

合、その他損害保険会社等にご相談ください。 

問 JAふくしま未来飯舘総合支店（☎0244-42-0121） 

NOSAI福島相馬出張所（☎0244-23-6236） 

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…８月９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…８月８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。 

申込・問福島県司法書士会事務局（☎024-534-7502） 

警察官を募集します 
 福島県警察では、以下のとおり警察官を募集いたします。 

○受験資格…生年月日及び学歴の双方の条件を満たす者 

【生年月日】平成元年４月２日～平成 17年４月１日までに生まれた男女 

【学 歴】次のいずれかに該当する者を除く。 

①大学を卒業した者または令和５年３月末日までに大学を

卒業する見込みの者 

②人事委員会が①と同等の資格があると認める者 

○申込期間…７月 25日（月）～８月 19日（金） 

申込・問南相馬警察署（☎0244-22-2191） 

令和４年度公立双葉准看護学院 見学説明会のお知らせ  
公立双葉准看護学院では、学院見学説明会を予約制で開催します。看護

の仕事に興味のある方など、お気軽にお越しください。 

○日時…【第１回】７月 30日（土）午前 10時～正午 

         予約締切：７月 25日（月） 

    【第２回】10月１日（土）午前 10時～正午 

         予約締切：９月 26日（月） 

○場所…公立双葉准看護学院（南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45-76） 

予約・問公立双葉准看護学院（☎0244-32-0990） 

８月は食品衛生月間です。夏は食中毒にご用心！ 
食中毒は毎日食べている家庭の食事でも発生します。夏は気温が高く、

細菌が増えやすくなるため、食中毒が起きやすくなります。食中毒の中に

は、重症化して命に関わるものもありますので、食中毒予防の３原則を実

行し、夏を元気に乗り切りましょう。 

○食中毒予防の３原則 

菌 をつけない…こまめな手洗い。器具を清潔に保つ。 

菌を増やさない…低温保存。調理したらすぐに食べる。 

菌をやっつける…中心部まで十分に加熱する。 

問福島県相双保健所 食品衛生チーム（☎0244-26-1358） 

文部科学省からのお知らせ 
 東京電力福島第一原発事故の賠償請求について、一緒に確認しません

か？時間が経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めにくくなり

ますので、これを機会に請求漏れがないかなどの確認をおすすめします。

「今までどのような賠償をもらったか分からない」「賠償が全部済んでい

るか分からない」場合もご相談ください。 

 無料電話相談では、原子力損害の賠償に関する相談や適切な窓口の案

内等をいたします。詳しくは、原子力損害 賠償請求で検索してください。 

問原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎0120-013-814） 

※月～土 午前 10時～午後１時／午後２時～午後５時（祝休日を除く） 

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 - - - 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

キュウリ ６ ０ - 蕨平 他 

サヤインゲン ８ ０ - 深谷 他 

大根 ８ ０ - 前田・八和木 他 

玉ねぎ ６ ０ - 前田 他 

ニンニク 10 ０ - 大久保・外内 他 

フキ 15 10 100.4Bq/kg 小宮 他 


