
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 998号 令和４年 10月 20日 

第 22回福島県知事選挙について（再掲） 
任期満了に伴う福島県知事選挙が 10 月 30 日に執行されます。私たち

の声を県政に反映させるための重要な選挙です。すべての有権者の皆様

にとって大切な１票となりますので、棄権せずに投票しましょう。 

○投 票 日…令和４年 10月 30日（日） 

○投票日の投票時間…午前７時～午後６時 

○期 日 前 投 票…10月 14日（金）～10月 29日（土） 

※場所、時間等の詳細は、別途送付の「選挙のお知らせ」、村ホームページをご

覧ください。 

※今回の選挙より、投票所入場券の裏面に宣誓書を印字しておりますので、期

日前投票をされる方は、ご記入の上投票所へお越しください。 

※本庁舎の投票場所は１階正面玄関横となります。 

問飯舘村選挙管理委員会（村役場総務課内☎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。 

※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…11月 ９ 日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      11月 19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、更新等 

※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） 

【必須】令和５年水稲作付の届出について 

 令和５年に水稲（主食用米、飼料用米、ホールクロップサイレージ用稲

など）の作付をする圃場は、11 月中に土壌のカリ含有量検査を行う必要

があります。検査は作付初年度のみでなく作付する年ごとに毎年必要と

なります。 

令和５年に村内および村外で水稲を作付する方で、届出がまだの方は、11

月１日（火）までに農政第二係まで届出をしてください。なお土壌採取は、11月

上旬より開始予定です。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業について  

森林の保全管理等を行う上記事業について、令和５年度の実施要望の

とりまとめを行います。事業の詳細について興味がある方は 11月 11日

（金）までに農政第二係までお問合せください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

農地の贈与、売買、貸し借り、転用等には許可が必要です  

 農地（田・畑）または採草放牧地（原野）の所有権移転（売買、贈与等）、

賃借権設定、その他使用貸借等を行うには、農地法３条の規定により、農業

委員会の許可を受ける必要があります。また、同じく農地等を、住宅や資

材置場、農地以外のものに使うこと（農地転用）にも、農地法４条・５条の

規定に基づき許可が必要になります。 

太陽光発電設備への転用等、事案によっては「いいたて美しい村づくり推進

条例」の許認可が必要となりますので、事前に必ず余裕をもって、農業委員

会までご相談ください。 

問農業委員会事務局（☎0244-42-1621） 

ゆずカフェ開催のおしらせ  

 どなたでも参加できます。ほっとひと息しませんか？ 

〇日 時…11月 16日（水） 午前９時 30分～11時 30分 

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） 

 

 

 

 
 
 

小児新型コロナウイルスワクチン３回目接種について 
 ５歳～11 歳の方を対象とした３回目の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申

込期日までに、健康係へお申込みください。 
 

接種月日 時間 申込期日 

11月５日(土) ・午前 11時～11時 45分 

・午後２時 30分～３時 15分 

※15分刻みで受付しています。 

10月 28日（金） 

11月 19日(土) 11月 11日（金） 
 

〇接種会場…ＮＣＶ福島アリーナ（福島市霞町４－45） 

〇対 象 者…以下の要件をすべて満たす方 

①５歳～11歳の方で初回接種（１回目・２回目接種)を完了している方 

②２回目接種から５か月が経過している方 

③飯舘村・福島市・伊達市・川俣町・国見町・桑折町にお住まいの方 

（それ以外の市町村にお住まいで接種希望がある場合は、個別にご相

談ください。） 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

帯状疱疹予防接種費用の一部助成について 

村では、帯状疱疹予防接種費用の一部助成を開始します。 

帯状疱疹ワクチンは２種類あり、費用や効果などが異なるため、必ず接

種する医療機関にご確認ください。 
 

ワクチンの種類 接種回数（間隔） 費用 

生ワクチン １回 7,000円～11,000円程度／回 

不活化ワクチン 

２回 

※１回目から２か月

空けて２回目を接種。 

20,000円～23,000円程度／回 

 

〇助成期間…令和５年２月 28日まで 

〇対 象 者…接種当日 50歳以上の方 

※令和４年４月１日以降、既に接種した方も助成対象です。 

○助成金額…予防接種に要した費用の２分の１で、接種１回につき 10,000

円を上限。※ひとり一方のみを一度限り助成。 

○助成回数…生ワクチンは１回、不活化ワクチンは２回 

〇助成方法 ※「償還払い」による助成となります。 

（１）接種希望する医療機関に予約の上、接種を受けます。 

（２）接種後は医療機関に接種費用を全額お支払いください。 

（３）領収書（帯状疱疹のワクチン接種と分かるもの）の原本、予診票の 

   写しを添えて、助成期間内に健康係まで助成申請してください。 

（４）申請内容を確認後、指定の口座へ助成金を振り込みます。 

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 
○村県民税          ３期 10月 31日（月） 

○国民健康保険税           ４期 10月 31日（月） 

○介護保険料              ４期 10月 31日（月） 

○後期高齢者医療保険料 ３期 10月 31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 
村では、「オミクロン株対応２価ワクチン」の接種を実施しています。

対象は、12 歳以上で、初回接種（１回目・２回目）が終了しており、前回接種

より５か月が経過した方です。 
 

１ 意向調査への回答をお願いいたします 

 初回接種（１回目・２回目）が終了している方へ、意向調査を発送し

ています。未回答の方は、お早めの回答をお願いします。 

２ 村内会場「いちばん館」での接種について 

意向調査で「村内接種を希望する」と回答された方に順々に接種の案

内をします。個別の案内通知が届くまでお待ちください。 

次回接種日 使用ワクチン 対象 

10月 28日（金） 

※午前のみ 

モデルナ社 

※オミクロン株対応 

意向調査で村内接種を 

希望された方 

※対象者には個別通知をして

います。 
10月 29日（土） 

ファイザー社 

※オミクロン株対応 

４ これから１回目・２回目のワクチン接種を受ける方へ 

 １回目・２回目のワクチンは、年内で、国からの供給が終了予定です。

オミクロン株対応ワクチンは、１回目・２回目の接種が完了しないと接

種できませんので、計画的な接種をご検討ください。接種を希望する方

は事前に、健康係まで連絡をお願いいたします。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 



 

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ 
令和４年９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 10 Bq／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） 

ハチの被害に注意しましょう 
 村内でハチに刺される被害が増加しています。ハチやハチの巣を見か

けたら、十分に距離を取るなどハチを刺激しないように行動しましょう。 

黒っぽい服装、香水や整髪料などの匂いはハチを刺激しやすいため、ご

自宅付近でハチを見かけるという場合は注意してください。 

 村では個別に駆除は行っておりませんが、ハチの防護服を貸出ししておりま

す。詳しくは住民課にお問合せください。 

ただし、スズメバチなど攻撃性の高いハチは大変危険ですので、無理を

せず業者に駆除を依頼してください。 

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（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…り災証明書、領収書、工事内容が分かるもの（見積書等）、印鑑 

○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 

 ※期限を過ぎてからの補助金申請はできませんのでご注意ください。 

○受付方法…持参もしくは郵送での受付も可 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

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  

どなたでも参加できますので、是非ご参加ください。 

〇日 時…①11月 ２日（水）②11月９日（水）③11月 16日（水） 

④11月 30日（水）各日午前 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 

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。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

永井川カフェ『移動お茶会』を開催します 
「ゆかいなしあわせカフェ永井川」では、新そばを食べて交流します。

準備の都合上、11月７日（月）までにお申込みください。 

○日 時…11月 10日（木） 午前 11時現地集合 

○参加費…一人 1,000円 

○場 所…松原光年様宅（飯舘村小宮字曲田 143－４） 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

飯舘村園芸作物等産地づくりモデル事業拡充について 
村農作物の生産拡大と産地づくりを支援するために必要な経費を支援

する『飯舘村園芸作物等産地づくりモデル事業』の対象作物、補助率、補

助対象者が拡充されました。事業を活用される方は、産業振興課へご相談

ください。 

○対 象 品 目…野菜、花卉、果樹等の畑作物（詳細はお問合せください。） 

○補 助 率…補助対象経費の３分の２を４分の３に拡充 

（補助上限額は 50万円） 

○補助対象者…村内で営農を継続している方または平成 23 年３月 11 日

時点で飯舘村に住所を有し、避難先で営農を継続している

方。 

○対 象 経 費…対象品目を作付、出荷するための以下の経費 

①消耗品費（種苗、肥料、農薬、諸材料） 

②燃料費（農機、施設用暖房等） 

③農業用施設（パイプハウス等） 

④委託費（農作業委託費等） 

※ただし、同一世帯員、家族等への作業委託は対象外です。 

⑤修繕料（園芸施設の修繕等） 

○補助要件（以下のすべての要件を満たすもの） 

①昨年以前から作付、出荷を継続し、今年の目標を立てること。 

②他の補助事業対象経費と重複していないこと及び対象品目について

経営所安定対策交付金（ただし、産地交付金を除く）の交付を受けて

いないこと。 

③収支・出荷実績等を村へ報告すること。 

④村税等の滞納がないこと。 

○申請期限…11月 30日（水） 

※令和４年４月１日以降の経費が対象となります。 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

消防飯舘分署からのお知らせ  

令和４年秋季全国火災予防運動が実施されます 
 

〇期間…11月９日（水）～11月 15日（火）までの７日間 

〇2022年全国統一防火標語『お出かけは マスク戸締り 火の用心』 
 

これからの季節は空気が乾燥し、寒さも厳しくなることから暖房機器

を使用する機会が増え、火災が発生しやすくなりますので、取扱いには十

分ご注意ください。 

10月 23日（日）に、交流センター「ふれ愛館」で開催される『いいた

て村文化祭』では、消防ブースにて住宅用火災警報器のアンケートを実施

し、記入して頂いた方にノベルティグッズ（無くなり次第終了）の配付を

企画しております。 

子ども用防火衣の着装や記念撮影も実施しますので、ぜひ足をお運び

ください。 

問消防飯舘分署（☎0244-42-0119） 

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 

11月 １日（火） 

交流センター「ふれ愛館」 11月 15日（火） 

11月 22日（火） 

ヨガ教室 

11月 10日（木） 交流センター「ふれ愛館」 

11月 17日（木） いいたてスポーツ公園 

11月 24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。 

農業用施設等の保険・共済に加入しましょう（再掲） 
 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） 

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 

カボチャ 15 １ 24Bq/kg 蕨平 他 

栗 23 14 1,237Bq/kg 小宮 他 

コウタケ（イノハナ） 32 32 39,770Bq/kg 蕨平 他 

サルナシ ６ ２ 50Bq/kg 関沢 他 

ナツハゼ ５ １ 8.1Bq/kg 深谷 他 

 

 


