
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 1000号 令和４年 11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係へご連絡ください。 

○開庁日時…12月 14日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      12月 17日（土） 午前９時～午後４時 

○場  所…飯舘村役場１階 住民課窓口 

○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。 

○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・問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

【期間延長】一部損壊住宅修理支援事業補助金について 
 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支給する補助金の申請期間を延

長します。 

○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５年２月 28日（火）まで 

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） 

令和５年飯舘村成人式のご案内（再掲） 
村では、令和５年成人式を以下の日程で開催いたします。対象者の方へ

は式典等のご案内をお送りしました。つきましては、出欠に関わらず「成

人式調査用紙」返送してください。 

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いいたします。 

〇日 時…令和５年１月８日（日） 

式典：午後１時 30分～午後３時 

〇場 所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール 

○報告期限…11月 21日（月） 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

ようこそ飯舘村へ～移住者と村民の集い～ 
 縁あって飯舘村へ移住した皆様、飯舘村の食文化を一緒に作ったり、食

べたりして交流し、お互いに飯舘村を再発見してみましょう。 

○日 時…12月 10日（土） 午前 10時～午後１時 

○場 所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」 

○持参物…エプロン、三角巾またはバンダナ 

○主 催…ふるさと飯舘で“自分らしく”生きよう会 

○参加費…500円 ○申込締切…12月５日（月） 

申込・問代表 菅野（☎090-9637-9201） 

※ショートメールまたは留守番電話へご連絡ください。 

 

 

 

 
 

 

子宮頚がん・乳がん検診のおしらせ 
ご自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しまし

ょう。７月に集団健診ですでに申込みをした方は、予約の必要はありませ

ん。 

○日にち…令和５年１月 17日（火） 

○会 場…いいたて活性化センター「いちばん館」 

子宮頚がん検診対象：20歳以上の偶数歳（20歳、22歳など）の女性 

乳がん検診対象：40歳以上の偶数歳（40歳、42歳など）の女性 

※どちらも、昨年度未受診の場合は、奇数歳の方も受診できます。 

○ご予約…12月９日（金）まで、お電話でお申込みください。 

※希望する場合は予約が必要です。希望者には受診録を郵送します。 

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。 

予約・問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

人権擁護委員による特設人権相談について 

人権擁護委員が、以下のとおり特設の人権相談を行います。相談は無料

で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。 

○日時…12月２日（金） 午前 10時～午後３時 

○場所…交流センター「ふれ愛館」視聴覚室 

問住民課住民係（☎0244-42-1619） 

第２回いいたて雪っ娘かぼちゃ祭を開催します 
 全国各地で生産されたかぼちゃの品評会と即売会を行います。ぜひ足

をお運びください。 

○日時…11月 23日（水・祝） 午前 10時～午後３時 

○場所…いいたて村の道の駅「までい館」 

問いいたて雪っ娘かぼちゃプロジェクト協議会（渡邊とみ子☎080-5740-4656） 

今 月 の 納 め も の 
○国民健康保険税           ５期             11月 30日（水） 

○介護保険料              ５期             11月 30日（水） 

○後期高齢者医療保険料 ４期            11月 30日（水） 

○上下水道使用料            ９・10月分 11月 30日（水） 

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３か月が経過した方です。 
 

１ 接種間隔の変更について 

12歳以上を対象とした「オミクロン株対応２価ワクチン」について、

接種間隔が、前回接種日より５か月から３か月に短縮されました。 

これまでの２年間、新型コロナウイルス感染症は年末年始に流行が拡

大しています。ぜひ年内中の接種をご検討ください。 

２ 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。回答がまだの方は、早めの回答をお願いします。 

３ 接種に必要な書類（接種券付き予診票）の送付について 

 12歳以上の方で、令和４年８月末までに、２～４回目の接種を終了し

ている方には「接種券付き予診票」を送付しています。前回接種日より

３か月が経過しても「接種券付き予診票」が届かない方は、健康係まで

連絡をお願いします。 

４ 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 

12月中 

２日間程度 

モデルナ社 

ファイザー社 

※オミクロン株対応 

意向調査で村内接種を希望された方 

※対象者にはこれから個別に案内を

送付します。 
 

５ 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、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。 

※福島県でも接種会場を設けています。詳しくは、同封チラシをご覧くださ

い。 

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 10 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 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） 

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。新型コロナウイルス感染防止のため、最大限の対策をとり実

施しています。事前申込みは不要ですので、是非ご参加ください。 

〇日 時…①12月 ７日（水） ②12月 14日（水） ③12月 21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） 

 ※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。発熱や咳などの風邪

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） 

物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援金について  

電気代などの光熱水費等の物価高騰に伴い、住民税非課税世帯かつ、以

下の対象世帯へ１世帯あたり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…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

度住民税非課税世帯のうち、以下の区分に該当する世帯。 

①高齢者世帯：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 

③ひとり親世帯：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 

〇申請期限…令和４年 12月 12日（月） 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

相馬地方広域消防本部からのおしらせ  

相馬地方広域消防本部では、令和４年 11月１日から、公式インスタグ

ラムを開設いたしました。これは、当消防本部の取り組み、イベントなど

の情報を発信することで、広く地域住民の方へ消防全般のＰＲを行うと

ともに、消防防災に対する関心を高めるため、時代に即した情報発信を目

的としています。ぜひご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

問南相馬消防署飯舘分署（☎0244-42-0119） 

いいたてスポーツ公園『テニス教室』  

 いいたてスポーツ公園テニスコートにおいて、テニス教室を開催しま

す。運動不足解消に友人や家族と一緒に参加してみませんか。参加をお待

ちしています。詳しくは、同封チラシをご覧ください。 

○日時…12月３日（土） 午前 10時～正午 ○参加費…200円 

問いいたてスポーツ公園（林☎0244-42-0152） 

いいたてスポーツクラブ『バドミントン交流会』  

 いいたて希望の里学園体育館において、『バドミントン交流会』を開催

します。参加をお待ちしています。 

○日時…12月４日（日） 午前９時～午後２時 30分 ○参加費…無料 

○主催…いいたてスポーツクラブ 

※運動時以外はマスクの着用をお願いします。 

問いいたてスポーツ公園（林☎0244-42-0152） 

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…12月 20日（火） 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…12月 15日（木）まで、村社会福祉協議会にお申込みください。 

予約・問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

『家族介護者交流のつどい』のご案内  

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、日頃の疲れを癒したり介護者相互

の交流を深めたり、リフレッシュする場を提供します。参加費は無料です。

お気軽にご参加ください。 

○日 時…12月 12日（月） 午前 10時 30分～正午 

○場 所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」（大研修室） 

○内 容…『フラワーアレンジメント教室』 

○申込み…12月５日（月）まで、お申込みください。 

申込・問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（緑川☎0244-26-5207） 

永井川カフェからのお知らせ 
 ゆかいなしあわせカフェ永井川では、以下の日程で談笑会を開催しま

す。どなたでもお気軽にご参加ください。 

○日時…12月 13日（火） 午前 10時～「談笑会」 

○場所…永井川集会所（福島市） 

 また、クリスマスやお正月に合わせ、季節のフラワーアレンジメントを

行います。皆さんで素敵な作品を作りませんか。 

○日 時…12月 20日（火） 午前 10時～「フラワーアレンジメント」 

○場 所…永井川集会所（福島市） 

○参加費…ひとり 2,000円（材料費） 

○申込み…12月 15日（木）まで、お電話でお申込みください。 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

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 時間 

健康体操 

12月 ６日（火） 

午後１時 30分～午後３時 12月 13日（火） 

12月 20日（火） 

ヨガ教室 

12月 １日（木） 

午後１時 30分～午後３時 30分 12月 15日（木） 

12月 22日（木） 

○場 所…交流センター「ふれ愛館」 

○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。 

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…12月 13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…12月 12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。 

予約・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 

コウタケ（イノハナ） 27 27 37,458Bq/kg 前田 他 

サツマイモ ８ １ 20Bq/kg 臼石 他 

里イモ ９ ２ 16Bq/kg 深谷 他 

シロモダシ ７ ７ 2,032Bq/kg 草野 他 

ナツハゼ ７ ２ 41.0Bq/kg 上飯樋 他 

   


