
 

 

 

 

○採用職種…任期付職員

○業務内容…

○勤務場所…飯舘村役場ほか

○

○勤務時間…月～金曜日（祝日

○応募期限…

○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

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

 

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

 

 

○

○

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

問

す

 

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

い。

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

問

 

 

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

○

○給付金額…

○手

※

問

あたり１万円の支援金を支給いたします。

 

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。）

〇

〇

問

いいたてクリニックの診療日時

 村では、次により任期付職員を募集します。

○採用職種…任期付職員

○業務内容…

○勤務場所…飯舘村役場ほか

○給 料

○勤務時間…月～金曜日（祝日

○応募期限…

○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（☎

今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

 トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

 おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

 詳しくは、同封チラシをご覧ください。

○日

○場

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

問生涯学習課（ふれ愛館☎

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

す。売り切れ次第、販売終了

 また、商品券の利用期限は令和５年１月

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

い。（残券の換金はできません。）

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

問飯舘村商工会（☎

 村づくり推進課商工観光係（☎

 今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

○対象世帯

○給付金額…

○手 続 

※「家計急変世帯」

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。

問住民課税務係（☎

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。

 住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。）

〇対象世帯

①高齢 者 世

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

③ひとり親世

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

〇提出・申請期限…令和４年

詳しくは、同封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☎

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。

○採用職種…任期付職員

○業務内容…一般事務（技術職含む）

○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

午前８時

○応募期限…11

○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）

総務課総務係（☎

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

日 時…12

場 所…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

生涯学習課（ふれ愛館☎

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

売り切れ次第、販売終了

商品券の利用期限は令和５年１月

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

（残券の換金はできません。）

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

飯舘村商工会（☎

村づくり推進課商工観光係（☎

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

対象世帯…令和４年度の住民税非課税世帯

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

○給付金額…１世帯あたり５万円

 き…対象世帯には、

認書に記入し、期日内に返送してください。

「家計急変世帯」

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。

住民課税務係（☎

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。）

対象世帯…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

度住民税非課税世帯のうち、

高 齢 者世 帯

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

③ひとり親世帯：

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

提出・申請期限…令和４年

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。

○採用職種…任期付職員

一般事務（技術職含む）

○勤務場所…飯舘村役場ほか

…村規定による

○勤務時間…月～金曜日（祝日

午前８時 30

11 月 25 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）

総務課総務係（☎0244

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

12 月３日（土）

…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

生涯学習課（ふれ愛館☎

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

売り切れ次第、販売終了

商品券の利用期限は令和５年１月

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

（残券の換金はできません。）

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

飯舘村商工会（☎0244

村づくり推進課商工観光係（☎

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

令和４年度の住民税非課税世帯

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

１世帯あたり５万円

対象世帯には、

認書に記入し、期日内に返送してください。

「家計急変世帯」…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。

住民課税務係（☎0244

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。）

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

度住民税非課税世帯のうち、

帯：世帯員全員が

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

帯：18 歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

提出・申請期限…令和４年

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。

○採用職種…任期付職員 ※採用日は、年明けを予定。

一般事務（技術職含む）

○勤務場所…飯舘村役場ほか 

…村規定による 

○勤務時間…月～金曜日（祝日

30 分～午後５時

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）

0244-42-1611

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

月３日（土） 開場：午後１時／開演：午後１時

…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

生涯学習課（ふれ愛館☎0244

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

売り切れ次第、販売終了となりますので

商品券の利用期限は令和５年１月

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

（残券の換金はできません。）

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

0244-26-7957

村づくり推進課商工観光係（☎

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

令和４年度の住民税非課税世帯

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

１世帯あたり５万円

対象世帯には、11

認書に記入し、期日内に返送してください。

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。

0244-42-1615

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。）

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

度住民税非課税世帯のうち、

：世帯員全員が

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

提出・申請期限…令和４年 12

詳しくは、同封チラシをご覧ください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。

※採用日は、年明けを予定。

一般事務（技術職含む）若干名

 

○勤務時間…月～金曜日（祝日を除く）

分～午後５時

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）

1611） 

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

詳しくは、同封チラシをご覧ください。 

開場：午後１時／開演：午後１時

…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

0244-42-0072

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

となりますので

商品券の利用期限は令和５年１月

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

（残券の換金はできません。） 

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

7957） 

村づくり推進課商工観光係（☎0244

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

令和４年度の住民税非課税世帯

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

１世帯あたり５万円 

11 月中旬に村から案内を送付します。同封の確

認書に記入し、期日内に返送してください。

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。

1615） 

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

る世帯には確認書を送付しております。） 

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

度住民税非課税世帯のうち、

：世帯員全員が 65 歳以上の世帯

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

12 月 12

詳しくは、同封チラシをご覧ください。 

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

第 999

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。

※採用日は、年明けを予定。

若干名 

を除く） 

分～午後５時 15 分（休憩時間有）

○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）

 

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

 

開場：午後１時／開演：午後１時

…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

0072） 

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、

となりますので、お早めにお買い求めください。

商品券の利用期限は令和５年１月 31 日（月）まで

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

 

0244-42-1620

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

令和４年度の住民税非課税世帯（住民税が課税されている方

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

認書に記入し、期日内に返送してください。

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

しくは税務係までお問合せください。 

 

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、

あたり１万円の支援金を支給いたします。 

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

 

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

度住民税非課税世帯のうち、以下の区分に該当する世帯

歳以上の世帯

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

12 日（月） 

 

健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42

毎週火・木曜日

999 号 

飯舘村任期付職員を募集します
村では、次により任期付職員を募集します。 

※採用日は、年明けを予定。

分（休憩時間有）

○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） 

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

開場：午後１時／開演：午後１時

…交流センター「ふれ愛館」ホール ※入場無料（ドリンク付）

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。

 

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

今年度の『いいたてプレミアム付商品券』は、残りわずか

お早めにお買い求めください。

日（月）まで

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなります

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時）

1620） 

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

（住民税が課税されている方

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。）

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

認書に記入し、期日内に返送してください。

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、住民税非課税世帯へ１世帯

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

以下の区分に該当する世帯

歳以上の世帯 

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

 

42-1633

毎週火・木曜日 

 令和４年

飯舘村任期付職員を募集します

※採用日は、年明けを予定。 

分（休憩時間有）

○応募方法…履歴書を飯舘村役場総務課へ持参、または郵送。

『クリスマス・コンサート』開催します！
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

開場：午後１時／開演：午後１時

※入場無料（ドリンク付）

○申込方法…お電話またはＦＡＸでお申込みください。 

いいたてプレミアム付商品券
使 用 期 限 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で ！

残りわずか

お早めにお買い求めください。

日（月）までとなっております。

期限を過ぎますと商品券は無効となり、使用できなくなりますのでご注意くださ

○販売場所…飯舘村商工会館（午前９時～午後４時） 

価格高騰緊急支援給付金のご案内
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。

（住民税が課税されている方

の扶養親族のみで構成される世帯は除く。） 

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

認書に記入し、期日内に返送してください。 

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
住民税非課税世帯へ１世帯

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、

以下の区分に該当する世帯

 

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯

1633） 
 午前８時

令和４年 11 月５日

飯舘村任期付職員を募集します 

分（休憩時間有） 

○応募方法…履歴書を飯舘村役場総務課へ持参、または郵送。 

『クリスマス・コンサート』開催します！ 
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

近藤淳が、ピアノトリオを引き連れて、三たび登場します。 

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。

開場：午後１時／開演：午後１時 30 分

※入場無料（ドリンク付）

いいたてプレミアム付商品券 
残りわずかとなっていま

お早めにお買い求めください。

となっております。

のでご注意くださ

価格高騰緊急支援給付金のご案内  
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

国による「価格高騰緊急支援給付金」を次により給付します。 

（住民税が課税されている方

 

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案
住民税非課税世帯へ１世帯

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

…令和４年６月１日時点で飯舘村に住民登録がある、令和４年

以下の区分に該当する世帯

②障がい者世帯：障害者手帳を所持している者がいる世帯 

歳未満の児童を養育しているひとり親世帯 

④生活保護世帯：生活保護法により生活保護を受けている世帯 

午前８時 30 分～正午、午後１時

 

月５日 
 

今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。

おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。 

分 

※入場無料（ドリンク付） 

となっていま

お早めにお買い求めください。

となっております。

のでご注意くださ

今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

（住民税が課税されている方

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金のご案内  
住民税非課税世帯へ１世帯

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

令和４年

以下の区分に該当する世帯 

 

 

 

分～正午、午後１時

 

 

 

今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年・一昨年に「スイ

ートネイル」ボーカルとして癒しの歌声を聞かせてくれたボーカリスト・

トリオのメンバーは、プロミュージシャンの信頼も厚いベーシスト、日

本ジャズ界のレジェンドドラマー、若手の注目ピアニストという豪華版。 

 

 

となっていま

お早めにお買い求めください。 

となっております。

のでご注意くださ

今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、

（住民税が課税されている方

月中旬に村から案内を送付します。同封の確

…予期せず今年の家計が急変し、収入が住民税非課税相

当となった世帯は、申請により給付金を受けられる場合があります。詳

 
住民税非課税世帯へ１世帯

住民税未申告者がいる世帯や令和４年１月２日以降に転入された世帯など、

村が課税状況を確認できない場合は申請が必要です。（非課税が確認できてい

令和４年

 村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

り更なる影響を受けている

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

○給付対象となる

①令和４年９月

影響を受けている事業者

②今後も事業を継続する意思があること

問飯舘村商工会（☎

マイナポイント第２弾
 マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

きは混雑を避けるため、

予約をいただくか、来庁の際にご予約をお願いします。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

手続き可能です。

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

いただきます

予約・問

村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

○対

        

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、あぶくま信用金庫、ゆうちょ銀行、

問住民課税務係（☎

 村では、「オミクロン

対象

より３
 

１ 接種間隔

12

接種

これまでの２

大しています。ぜひ

２ 意向調査への回答をお願いいたします

 初回

てい

３ 接種に必要な書類

 12

ている方には

しても

４ 村内会場「いちばん館」での接種について

意向調査

内を

次回

11 月

12 月中
 

５ これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

１

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

ので

前に、

※福島県でも接種

ご覧ください。

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

分～正午、午後１時

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

り更なる影響を受けている

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

給付対象となる

①令和４年９月

影響を受けている事業者

②今後も事業を継続する意思があること

飯舘村商工会（☎

マイナポイント第２弾
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

きは混雑を避けるため、

予約をいただくか、来庁の際にご予約をお願いします。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

手続き可能です。

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの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・問住民課住民係（

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

対

        

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、あぶくま信用金庫、ゆうちょ銀行、

住民課税務係（☎

新型コロナワクチン接種について
村では、「オミクロン

対象は、12

３か月が経過

接種間隔

12 歳以上

接種間隔が、

これまでの２

しています。ぜひ

意向調査への回答をお願いいたします

初回接種（

います。

接種に必要な書類

12 歳以上の方

ている方には

しても届かない方

村内会場「いちばん館」での接種について

意向調査

内をします

次回接種日

月中 ３日間

月中 ２日

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

１回目・２回目

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

ので、計画的なワクチン接種を

に、健康

福島県でも接種

ご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

分～正午、午後１時 30

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

り更なる影響を受けている

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

給付対象となる商工業者

①令和４年９月 30

影響を受けている事業者

②今後も事業を継続する意思があること

飯舘村商工会（☎

マイナポイント第２弾
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

きは混雑を避けるため、

予約をいただくか、来庁の際にご予約をお願いします。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

手続き可能です。マイナンバーカードとポイントを入れたいカー

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

ので、ご準備をお願いします。

住民課住民係（

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

対 象…令和４年

ての税目（料金）を口座振替納付に登録した方。

        ※金融機関の窓口にて、手続きをしてください。

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、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

住民課税務係（☎

新型コロナワクチン接種について
村では、「オミクロン

12 歳以上

か月が経過した方です。

接種間隔の変更

以上を対象

間隔が、前回接種日より

これまでの２年間、

しています。ぜひ

意向調査への回答をお願いいたします

接種（１回目

ます。まだの方は、早め

接種に必要な書類

歳以上の方で

ている方には「接種券

届かない方は、

村内会場「いちばん館」での接種について

意向調査で「村内

します。個別の案内通知が

接種日 

３日間 

２日間 

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

・２回目のワクチン

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

、計画的なワクチン接種を

健康係まで連絡をお願いいたします。

福島県でも接種会場

ご覧ください。 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

30 分～午後３時（火曜日のみ）☎

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

り更なる影響を受けている

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

商工業者 

30 日以前より事業を営んでおり、物価高騰、原油高の

影響を受けている事業者

②今後も事業を継続する意思があること

飯舘村商工会（☎0244-26

マイナポイント第２弾
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

きは混雑を避けるため、事前予約制となっております。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。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

マイナンバーカードとポイントを入れたいカー

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

ので、ご準備をお願いします。

住民課住民係（☎0244

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

令和４年

ての税目（料金）を口座振替納付に登録した方。

※金融機関の窓口にて、手続きをしてください。

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、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

住民課税務係（☎0244-42

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

歳以上で、初回

した方です。

変更について

対象とした「

接種日より

年間、新型

しています。ぜひ年内中

意向調査への回答をお願いいたします

回目・２回目）が終了している方へ、意向調査を発送し

まだの方は、早め

接種に必要な書類（接種

で、令和４

接種券付き

は、健康係まで連絡をお願いします。

村内会場「いちばん館」での接種について

村内接種を

の案内通知が

使用ワクチン

モデルナ

ファイザー

※オミクロン株対

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

のワクチン

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

、計画的なワクチン接種を

係まで連絡をお願いいたします。

会場を設けています

 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

分～午後３時（火曜日のみ）☎

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

り更なる影響を受けている商工業者の方を対象に、５万円の支援金を給付

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

 

日以前より事業を営んでおり、物価高騰、原油高の

影響を受けている事業者 

②今後も事業を継続する意思があること

26-7957

マイナポイント第２弾
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

事前予約制となっております。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。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

マイナンバーカードとポイントを入れたいカー

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

ので、ご準備をお願いします。

☎0244-42

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

令和４年 12 月 28

ての税目（料金）を口座振替納付に登録した方。

※金融機関の窓口にて、手続きをしてください。

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、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

42-1615

新型コロナワクチン接種について
株対応２

初回接種（

した方です。 

について 

とした「オミクロン

接種日より５か月から

新型コロナ

年内中の接種をご検討ください。

意向調査への回答をお願いいたします

２回目）が終了している方へ、意向調査を発送し

まだの方は、早めの回答をお願いします。

（接種券付き予診票

令和４年８月末まで

付き予診票

健康係まで連絡をお願いします。

村内会場「いちばん館」での接種について

接種を希望する

の案内通知が届く

使用ワクチン

モデルナ社 

ファイザー社 

オミクロン株対

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

のワクチンは、年内

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

、計画的なワクチン接種をご検討

係まで連絡をお願いいたします。

を設けています

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

分～午後３時（火曜日のみ）☎

 

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

商工業者の方を対象に、５万円の支援金を給付

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

日以前より事業を営んでおり、物価高騰、原油高の

②今後も事業を継続する意思があること

7957） 

マイナポイント第２弾 期限が延長されました
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

住民課までお越しいただく必要があります。「カードを作りたいけどどうして

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

事前予約制となっております。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。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

マイナンバーカードとポイントを入れたいカー

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

ので、ご準備をお願いします。

42-1618）

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

28 日（水

ての税目（料金）を口座振替納付に登録した方。

※金融機関の窓口にて、手続きをしてください。

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、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

1615） 

新型コロナワクチン接種について
２価ワクチン

接種（１回目・２

オミクロン株対応

か月から

コロナウイルス感染症は

の接種をご検討ください。

意向調査への回答をお願いいたします 

２回目）が終了している方へ、意向調査を発送し

の回答をお願いします。

券付き予診票）

月末まで

予診票」を送付

健康係まで連絡をお願いします。

村内会場「いちばん館」での接種について

希望する」と回答された方に順々

届くまでお待ちください。

使用ワクチン 

 

 

オミクロン株対応 

意向調査

※対象者

を送付します

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

は、年内で、

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

ご検討ください。接種を希望する方は

係まで連絡をお願いいたします。

を設けています。詳しく

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

分～午後３時（火曜日のみ）☎

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

商工業者の方を対象に、５万円の支援金を給付

いたします。申請の受付窓口は飯舘村商工会となりますので、対象となる事

業者は、関係書類を添えて申請をお願いいたします。

日以前より事業を営んでおり、物価高騰、原油高の

②今後も事業を継続する意思があること 

期限が延長されました
マイナンバーカードを期限までに申請すればマイナポイントがもらえ

る、「マイナポイント第２弾」の期限が、12 月末まで延長になりました。

この機会にぜひマイナンバーカードをご申請ください。

マイナンバーカードを作成するには、原則として、申請時または交付時に役場

「カードを作りたいけどどうして

いいか分からない。」という方、まずはお電話ください。なお、各種手続

事前予約制となっております。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。

○マイナポイントの申込み（まだ第２弾の手続きをしていない方）

役場の他に、スマートフォンやコンビニのＡＴＭ、お近くの郵便局でも

マイナンバーカードとポイントを入れたいカー

カード等）を持参の上、窓口でマイナンバーカードの４ケタの暗証番号を入力して

ので、ご準備をお願いします。 

） 

口座振替納付の手続きはお済みですか？
村では、税金や公共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「口座振替推進キャンペーン」を実施しています。

にお申込みされた方へ、「道の駅までい館」の商品券

この機会に、ぜひ口座振替納付を始めてみませんか。

日（水）までに、新規または追加ですべ

ての税目（料金）を口座振替納付に登録した方。

※金融機関の窓口にて、手続きをしてください。

○取扱金融機関…ふくしま未来農協、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

新型コロナワクチン接種について
価ワクチン」の

・２回目）

株対応２

か月から３か月に短縮されました。

ウイルス感染症は

の接種をご検討ください。

 

２回目）が終了している方へ、意向調査を発送し

の回答をお願いします。

）の送付

月末までに、２～４

送付しています。

健康係まで連絡をお願いします。

村内会場「いちばん館」での接種について 

と回答された方に順々

までお待ちください。

意向調査で

※対象者には

を送付します

これから初回接種（１回目・２回目）を受ける方へ

で、国から

オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません

ください。接種を希望する方は

係まで連絡をお願いいたします。 

。詳しく

0244-42-

分～午後３時（火曜日のみ）☎0244

物価高騰対策事業者支援金のご案内
村では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、物価高騰によ

商工業者の方を対象に、５万円の支援金を給付
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小児新型コロナワクチン３回目接種について（再掲） 
 ７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。 

接種月日 時間 申込期日 

11 月 19 日(土) 

午前 11 時～11 時 45 分 

午後２時～３時 15 分 

※15 分刻みで受け付けています。 

11 月 11 日（金）ま

でに健康係へお申

込みください。 
 

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 

①７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。） 

【訂正】お知らせ版 10 月 20 日号掲載の「対象年齢」に誤りがありました。

お詫びして訂正いたします。誤)５歳～11 歳⇒正)７歳～11 歳 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間あたりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位はすべて㍃シーベルト／時です。 
 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月 12 日（晴） ９月 13・14 日（晴）

１ｍ １㎝ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.17 0.19 0.21 0.20 

２ 深谷字原前地内 0.32 0.35 0.32 0.36 

３ 伊丹沢字山田地内 0.30 0.29 0.32 0.28 

４ 関沢字中頃地内 0.24 0.20 0.21 0.18 

５ 小宮字曲田地内 0.40 0.45 0.39 0.57 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.29 0.32 0.29 0.36 

７ 大倉字湯舟地内 0.13 0.12 0.15 0.17 

８ 佐須字佐須地内 0.16 0.16 0.18 0.21 

９ 草野字柏塚地内 0.13 0.14 0.15 0.15 

10 飯樋字下桶地内地内 0.35 0.33 0.34 0.31 

11 飯樋字一ノ関地内 0.18 0.15 0.20 0.28 

12 飯樋字笠石地内 0.18 0.17 0.16 0.20 

13 飯樋字原地内 0.31 0.35 0.27 0.27 

14 比曽字比曽地内 0.34 0.32 0.32 0.41 

15 長泥字長泥地内 1.26 0.78 1.16 0.91 

16 蕨平字木戸地内 0.28 0.29 0.32 0.28 

17 松塚字神田地内 0.12 0.17 0.12 0.15 

18 臼石字町地内 0.28 0.28 0.34 0.31 

19 前田字福田地内 0.17 0.16 0.12 0.20 

20 二枚橋字町地内 0.16 0.16 0.18 0.22 
 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月 12 日（晴） ９月 13・14 日（晴）

１ｍ １㎝ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.12 0.11 0.12 0.12 

２ 深谷字大森地内 0.17 0.18 0.14 0.18 

３ 伊丹沢字山田地内 0.12 0.13 0.12 0.13 

４ 関沢字中頃地内 0.15 0.14 0.17 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.18 0.17 0.18 0.20 

６ 芦原白金地内 0.14 0.14 0.14 0.14 

７ 大倉字大倉地内 0.07 0.06 0.07 0.09 

８ 佐須字虎捕地内 0.21 0.20 0.19 0.22 

９ 草野字大坂地内 0.12 0.10 0.12 0.16 

10 飯樋字町地内 0.12 0.13 0.14 0.14 

11 飯樋字割木地内 0.12 0.12 0.14 0.16 

12 飯樋字笠石地内 0.10 0.12 0.12 0.12 

13 飯樋字宮仲地内 0.07 0.07 0.08 0.09 

14 比曽字中比曽地内 0.11 0.11 0.13 0.13 

15 長泥字曲田地内 0.35 0.36 0.38 0.38 

16 蕨平字蕨平地内 0.23 0.23 0.25 0.24 

17 関根字押木内地内 0.12 0.14 0.13 0.12 

18 臼石字菅田地内 0.14 0.13 0.15 0.17 

19 前田字古今明地内 0.15 0.14 0.16 0.17 

20 須萱字水上地内 0.13 0.11 0.13 0.12 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

おいしく食べる！減塩体験教室 
 村では、栄養士による減塩の栄養教室を行います。濃い味の料理を食べ

続けると高血圧になり、将来、脳卒中や心筋梗塞等の病気を引き起こす恐

れがあります。体験教室は、減塩のコツや実際においしいうす味を体験で

きる内容になっていますので、ぜひご参加ください。 

○日  時…①11 月 30 日（水）※男女問わず ②12 月１日（木）※主に男性 

     午前 10 時～午後１時 

○場  所…交流センター「ふれ愛館」キッチンスタジオ 

○定  員…各回 16 名 ※参加費無料 

○申込み…11 月 21 日（月）まで、健康係へお申込みください。 

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（再掲） 
 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？ 

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） 

内部被ばく検査のお知らせ 
村では、ホールボディカウンタでの内部被ばく検査を以下のとおり実施

します。検査は、検査車両内で実施します。予約不要、検査費無料ですの

で、検査希望の方は、いいたてクリニック駐車場までお越しください。 

〇日時…令和４年 11 月 15 日（火）、17 日（木） 午前９時 30 分～午後３時 

〇場所…いいたてクリニック駐車場 

問公益財団法人原子力安全研究協会（線量把握事業電話相談窓口） 

（フリーダイヤル☎0120-466-559）午前９時～午後５時（土日祝除く） 

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の申請はできませんのでご注意ください。 

〇受付方法…持参もしくは郵送での受付も可 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

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…11 月 18 日（金） 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…11 月 15 日（火）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） 

グラウンドゴルフ練習会・小さなお茶会を開催します  
南相馬市飯舘同窓会での活動に、ぜひご参加ください。 

【練習会】○日時…11 月 10 日（木） 午前９時～ 

         11 月 25 日（金） 午後１時 30 分～ 

     ○会場…南相馬市原町区仲町河川敷 

【お茶会】○日時…11 月 17 日（木） 午後１時～ 

     ○会場…石神生涯学習センター（南相馬市原町区石神字坂下 29） 

問南相馬市飯舘同窓会（会長 三浦☎090-5594-3730） 

第３回飯舘電力杯村民ゴルフ大会 
○日 時…11 月 22 日（火） 午前８時 30 分集合 

○場 所…パーシモンカントリークラブ 

○参 加 者…株主、飯舘村民、村内企業従事者 ※先着 40 名 

○参 加 費…ひとり 2,000 円（当日受付）○申込締切…11 月 10 日（木） 

申込・問実 行 委 員 長 荒利喜（☎080-1665-9516） 

    副実行委員長 渡邊富士男（☎090-7568-7392） 

       〃   えびす庵（☎0244-43-2018） 


