
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 996号 令和４年９月 20日 

宿泊体験館きこり休業のお知らせ  

宿泊体験館きこり改修工事のため、コテージを除き、日帰り入浴、岩盤

浴（イオラ）、宿泊棟を 10月１日（土）から令和５年３月 31日（金）まで、お

休みいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

問宿泊体験館きこり（☎0244-42-1012） 

令和５年成人式のご案内 
 村では、令和５年の成人式を以下の日程で開催いたします。 

なお、対象者の方へは後日詳細をご連絡いたします。 

○日時…令和５年１月８日（日） 午後１時 30分～午後３時 10分（予定） 

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール 

○対象…平成 14年４月２日から平成 15年４月１日までに生まれた方で、

平成 23 年３月 11 日時点で村に住民票のあった方。または、そ

の後村に転入し、令和４年 10月１日時点で村に住民票のある方。 

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催予定ですが、感染状況

により、入場制限・開催時間の短縮または、中止する場合があります。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

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係へご連絡ください。 

○開庁日時…10月 12日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      10月 15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） 

こども園に遊びに来てください♪ 
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎の開放を行いま

す。新型コロナウイルス感染防止対策のため、園児との交流はありません

が、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでください。 

○日 時…10月 21日（金） 午前９時～10時 ※受付は午前９時まで。 

○場 所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田 380） 

○持ち物…飲み物 等 

○申込み…10月７日（金）までに電話でお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止 

になる場合があります。 

申込・問までいの里のこども園（☎0244-42-0229） 

役場内ＪＡ窓口時間変更のお知らせ（再掲） 
 ＪＡふくしま未来飯舘総合支店の業務見直しにより、飯舘村役場１階

会計室の隣で行っている税金等の収納窓口取扱時間が、以下のとおり変

更となりますので、お知らせします。 

○現 行…（平日）午前９時～正午 

〇変 更 後…（平日）午前９時～午前 11時 

○変更時期…令和４年 10月３日（月）から 

問会計室（☎0244-42-1627） 

野生きのこは出荷や譲渡をしないでください 
 福島県の中通り、浜通りについては、全ての市町村で野生きのこ（全品

目）の出荷制限が指示されています。 

 村内の野生きのこは、出荷・流通させることはもちろん、他人への譲渡

もしないでください。また、村内で採取した野生きのこは食べないでくだ

さい。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 

 

 

 
 
 

 

高齢者インフルエンザ予防接種料金助成について
 高齢者の方が接種を受ける際には、村が準備する予診票が必要です。医療

機関に予約する際に、飯舘村の予診票があるかご確認ください。医療機関

に村の予診票がない場合には、飯舘村活性化センター「いちばん館」まで

お越しください。来庁が難しい方には郵送でお送りいたしますので、健康

福祉課健康係までご連絡ください。 

○助成対象と回数 ※自己負担なし 

助成対象 助成回数 

65歳以上の方 １回 

60 歳以上 65 歳未満の方のうち、心臓、じん臓及び呼吸器

障がいのある方及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫障

がいのある方（内臓疾患の身体障がい者１級程度の方） 

１回 

○助成期間…10月１日から令和５年１月 31日まで 

○接種方法…接種を希望する医療機関に必ず事前にご予約ください。 

※福島県立医科大学付属病院や県外の医療機関で接種する場合、村の助

成上限額（5,200円）を超えた場合は自己負担となります。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 
 

小児インフルエンザ予防接種料金助成について
 中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際には、医療機関備え付け

の予診票をご使用ください。 

 実施医療機関については、飯舘村ホームページの「小児インフルエンザ

予防接種実施医療機関一覧」をご確認ください。一覧以外の医療機関で接

種する場合には、健康福祉課健康係までご連絡ください。 

○助成対象と回数 ※自己負担なし 

助成対象 助成回数 

生後６か月以上 13歳未満の方 ２回 

13歳以上中学３年生までの方 １回 

○助成期間…10月１日から令和５年１月 31日まで 

○接種方法…接種を希望する医療機関に事前にご予約ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

今 月 の 納 め も の 
○国民健康保険税           ３期         ９月 30日（金） 

○介護保険料              ３期         ９月 30日（金） 

○後期高齢者医療保険料 ２期         ９月 30日（金） 

○上下水道使用料           ７・８月分  ９月 30日（金） 

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 

 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③医療従事者等及び高齢者施設等の従事者です。 

 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 

９月 30日（金） 

午前のみ実施 

モデルナ 対象者には個別通知

しています ファイザー 

※９月 30 日に若干の空きがあります。まだ接種がお済みでない方は、健

康係までご連絡ください。 

※当日は、従来型のワクチンを使用します。今後開始される「オミク

ロン株と従来型に対応した２価ワクチン」での接種日程については、

決定次第お知らせいたします。 

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希望する方へ 

 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。村内会場での接種を希望される方は、健康係

までご連絡ください。 

５ 医療機関・高齢者施設等の従事者の方へ 

 令和４年７月 22日より、４回目接種対象者に医療従事者等及び高齢者

施設等の従事者が追加されました。接種を希望される場合は、健康係ま

でご連絡ください。接種に必要な書類を送付いたします。 
 

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８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） 

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） 

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

加できますので、是非ご参加ください。 

日時 場所 

10月 ５日（水） 
午前 10時 15分 

～ 

午前 11時 45分 

交流センター「ふれ愛館」 
10月 12日（水） 

10月 19日（水） 
地域活性化センター「いちばん館」 

10月 26日（水） 

〇内 容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度:弱） 

③熱血教室（運動強度：強）    ④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（特に 10月 19日・26日は上履き用をお忘れなく！）     

※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） 

原子力防災訓練に係る緊急速報メールについて  

令和４年 10月１日（土）午前８時より、南相馬市にて福島県原子力防

災訓練が実施されます。訓練の中で、携帯電話へのエリアメール発信訓練

が午前８時頃に実施されます。メール配信地域にいる場合には、訓練メール

が届きますので、ご承知おきください。 

※訓練ですので、皆様の実際の避難等は不要です。 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

粗大ごみの受入れを行います（再掲）  
 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。昨年度

から、震災前と同様に有料での受入れを再開しています。 

 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き（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。９月５日号の広報と一緒にチラシをお送りしておりますので、詳し

くはそちらをご覧ください。 

○日時…10月 16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 

    ※小型貨物車については、今回は対象外といたします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

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。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。 

内容 日にち 場所 

健康体操 

10月 ４日（火） 交流センター「ふれ愛館」 

10月 18日（火） 
いいたてスポーツ公園 

10月 25日（火） 

ヨガ教室 

10月 ６日（木） 交流センター「ふれ愛館」 

10月 13日（木） いいたてスポーツ公園 

10月 27日（木） 交流センター「ふれ愛館」 

○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 

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。 

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

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…10月 20日（木） 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…10月 17日（月）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） 

村老人クラブパークゴルフ大会のお知らせ 
村老人クラブ連合会では、パークゴルフ大会を開催いたします。会員以

外の 60 歳以上の村民の方も参加可能です。参加希望の方は期日までにお

申込みください。なお、当日は新型コロナウイルス感染防止対策にご協力

をお願いいたします。 

○日 時…10月 16日（日） 午前８時受付開始 

○会 場…いいたてパークゴルフ場（飯舘村伊丹沢字山田 406－４） 

○申込方法…会員の方は各単位クラブ体育部員へ、会員以外の方は村老 

      人クラブ連合会事務局へお申込みください。 

○申込締切…10月７日（金） 

○準 備 物…スティック・ボール・飲料水 

申込・問村老人クラブ連合会事務局（村社会福祉協議会☎0244-42-1021） 

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

済への加入をぜひご検討ください。 

 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…10月 11日（火） 午後１時～午後４時 

〇会場…飯舘村交流センター「ふれ愛館」 

〇予約…10月 10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。 

問福島県司法書士会事務局（☎024-534-7502） 

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 

枝豆 ６ ０ - 前田 他 

ジャガイモ ６ １ 37Bq/kg 小宮 他 

スイカ ５ ０ - 深谷 他 

パプリカ ６ ０ - 臼石 他 

ミョウガ ７ １ 7.0Bq/kg 小宮 他 


