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第 1004号 令和５年１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。なお、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…２月 ８ 日（水） 午後５時 30分～午後７時 

      ２月 18日（土） 午前９時～午後４時 

      ２月 26日（日） 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ご予約をいただくか、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。） 

 マイナンバーカードはスマホからでも簡単に申請ができます。詳しくは広報いい

たて令和４年 12月号をご覧ください。 

予約・問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

マイナポータルからオンラインで 

転出届を提出できるようになりました 
令和５年２月６日から、転出届についてマイナポータルを通じたオン

ラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出に

あたり飯舘村役場への来庁が原則不要になります。 

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内で

の引越しをする方がご利用いただけます。ご自身だけの引越しの他、ご自

身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。詳

しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。（右 QR） 

※ただし、マイナポータルを通じての転出届の提出をした後は、 

別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

価格高騰緊急支援給付金（家計急変世帯）のご案内  
この給付金は、失業などにより令和４年中の収入が減少し、世帯全員が

非課税相当となった世帯に対して支給するものです。詳しい内容や必要

書類、申請方法などは住民課税務係へお問合せください。 

なお、すでに５万円の給付金を受け取った方は対象外です。 

○給付金額…１世帯あたり５万円 〇申請期限…２月 28日（火） 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

農地法申請の提出期限変更について 
飯舘村農業委員会では、農地法３条（農地の所有権移転、賃貸借権設定）、

４条（自己所有農地の転用）、５条（他者所有農地の転用）に関する申請

の許認可を諮る総会を毎月 20日に実施しています。この申請書の提出期

限を、令和５年１月以降は毎月31日（月末日）に変更いたします。申請したい

案件がある場合はお早めに飯舘村農業委員会事務局、または地区の農業

委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください。 

○農地法申請締切日…毎月５日→毎月 31日（月末日）に変更 

 （例）２月農業委員会総会案件：１月 31日（火）まで 

    ３月農業委員会総会案件：２月 28日（火）まで 

問飯舘村農業委員会事務局（☎0244-42-1621） 

届きましたか？入学通知書  
 村教育委員会では、令和５年４月に飯舘村立いいたて希望の里学園に

入学予定の児童の入学通知書を１月上旬に送付しました。通知書が届か

ない場合はご連絡ください。 

また、すでに区域外就学の手続きがお済みの場合は就学先の市町村教

育委員会から通知がありますのでご確認ください。区域外就学の手続きが

まだの場合は、早急に就学先の市町村教育委員会で申請を行ってください。 

○該当児童…新小学１年生（平成 28年４月２日～平成 29年４月１日生まれの方） 

問飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員（介護認定調査員）を募集します  

 村では、以下のとおり要介護認定に係る調査員（介護認定調査員）を募

集します。 

〇採用職種…介護認定調査員（令和５年４月１日から任用） 

      パートタイム会計年度任用職員（週３日）１名 

〇業務内容…要介護認定申請をされた方の認定調査 

〇勤務場所…飯舘村役場 

※近隣市町村への訪問が多いため公用車を運転します。 

〇勤務時間…午前８時 30分～午後５時 15分 

〇資格条件…普通自動車運転免許（必須） 

〇給 与 等…村の規定による 

〇応募期限…２月 24日（金）必着 

〇応募方法…履歴書を飯舘村役場健康福祉課へ持参、または郵送 

○選考方法…面接（日程は応募者に後日通知） 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

狩猟免許取得に係る経費の一部を補助します  
 村では、新たに狩猟免許を取得した方に対して、免許取得経費の一部を

補助しています。これから取得する方及び今年度取得した方は、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） 

１月２６日は文化財防火デーです。
み ん な で 守 る ふ る さ と の 文 化 財

 
飯舘村にはたくさんの文化財があります。文化財は村の財産です。大切

に守りましょう！ 

村指定文化財・保存木の現状を変更する場合は、必ずご相談ください。 

 また、１月 22日（日）午前９時から、善應寺（飯樋字町 71）にて 

消防訓練を行います。ぜひ訓練にご参加ください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

今 月 の 納 め も の 
○村県民税                                                ４期      １月 31日（火） 

○国民健康保険税                     ７期      １月 31日（火） 

○介護保険料                         ７期      １月 31日（火） 

○後期高齢者医療保険料           ６期       １月 31日（火） 

○上下水道使用料      11・12月分 １月 31日（火） 

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 
～現行の制度では、令和５年３月末までです～ 

 

 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。 

 現行の制度では、令和５年３月末で新型コロナワクチン接種は終了します。

接種を希望する方は、早目に接種をしてください。 
 

１ 接種間隔について 

 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、

前回接種日より３か月後に接種できます。 

２ 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 11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か月が経過しても届かない方は、健康係まで連絡をお願いします。 

３ 村内会場「いちばん館」での接種について 

１月 26 日（木）の午後２時 15 分から午後３時まで、「いちばん館」で実施

します。（対象者には個別通知済です。）今回の接種で、村内会場での接

種は終了します。それ以降に接種を希望される方は、健康係まで連絡をお

願いします。 

４ これから１回目・２回目のワクチン接種を受ける方へ 

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します。 

５ ワクチン接種についての相談窓口等について 

福島県では、大規模接種を実施しています。詳しくは県のホームぺー

ジをご覧いただくか、健康福祉課までお問合せください。 

また、国では、ワクチンの効果・基本情報などについて、電話での相

談窓口を開設しています。必要時にご利用ください。 

問厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

☎0120-761770（フリーダイヤル）午前９時～午後９時（毎日） 
 

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 12 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」 

 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

ゆずカフェ開催のおしらせ  

 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？お気

軽にご参加ください。※途中参加もＯＫです。 

〇日時…１月 25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） 

福島県原子力防災訓練に係る緊急速報メールについて  

 １月 27日（金）に福島県原子力防災訓練が実施されます。訓練の中で

携帯電話等へのエリアメール発信訓練が、午前 10時 30分～午前 11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、皆さんの実際の避難等は不要です。 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

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

施していますので、ぜひご参加ください。 

〇日 時…①２月１日（水）    ②２月８日（水） 

③２月 15日（水） ④２月 22日（水） 

午前 10時 15分～午前 11時 45分 

〇場 所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」 

〇内 容…①熱血教室（運動強度：強）    ②介護予防（運動強度：弱） 

③メタボ予防（運動強度:中）④関節痛予防（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） 
 

後期高齢者医療に係る「医療費のお知らせ」 

（医療費通知）について 
 

福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に自己の健康管

理と医療費に対する関心を高めていただくために毎年１回「医療費のお

知らせ」を送付しています。 

令和４年１月から 12 月までの「医療費のお知らせ」を、令和５年２月下旬よ

り順次発送しますので、内容をご確認ください。なお、対象期間内に医療機関

への受診がなかった場合は、通知は発行されません。 

「医療費のお知らせ」については、県内全域に順次発送する関係上、個

別の発送には応じられません。確定申告を急がれる場合は、領収書により

申告手続きをお願いいたします。 

問福島県後期高齢者医療広域連合（☎024-528-9025） 

 

飯舘村社会福祉協議会 職員募集 
〇募 集 職 種…生活支援相談員及びサロン支援員等 

○業 務 内 容…村民の見守り・相談、生活支援、サロン運営等 

〇採 用 人 数…３名程度（採用年月日：令和５年４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。（〒960-1803 飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571） 

〇受 付 締 切…２月 15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） 

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…２月 20日（月） 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…２月 15日（水）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） 

「ここから調査」のお知らせ 
※ここから調査：令和４年度県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に

関する調査」 

福島県立医科大学では、「こころ」や「からだ」の健康状態をお伺いし、

必要に応じて適切なケアや支援を行うための調査を実施しています。普

段の生活では気づきにくい、ご自身の「こころ」や「からだ」の変化をチ

ェックできる機会にもなりますので、積極的なご回答をお願いします。令

和５年８月末までにご回答いただいた方には、結果通知書を返送します。 

 専門的な支援が必要と判断された場合には、公認心理師、保健師、看護

師等による「ここから健康支援チーム」からご連絡をさせていただきます。 

対象者 令和４年４月１日現在住民登録のある方等 

発送時期 令和５年２月 10日発送予定 

回答方法 
郵送またはオンライン（スマートフォン・パソコン）に

よる回答 

問福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター 

（☎024-549-5170 午前９時～午後５時（土日祝・年末年始を除く）） 

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『中華ランチを楽し

む』会を開催します。どなたでもお気軽にご参加ください。なお、悪天候

の場合は中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

○日 時…２月 15日（水） 午前 10時集合 

○集合場所…永井川集会所（福島市）※集合後、お店に移動します。 

○申込締切…２月 10日（金）までにお申込みください。 

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、ぜひお気軽にご参加ください。

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 

２月 ７日（火） 

午後１時 30分～午後３時 ２月 14日（火） 

２月 28日（火） 

ヨガ教室 

２月 ２日（木） 

午後１時 30分～午後３時 30分 ２月 ９日（木） 

２月 16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。 

そうま広域シルバー人材センター会員募集 
 シルバー人材センターは、定年退職などの高年齢者（会員）へ家庭や企

業、公共団体などから、臨時的、短期的、軽易な仕事を提供し、高年齢者

が就業を通じて生きがいの充実や、福祉の増進を図るとともに、活気ある

地域社会づくりに寄与することを目的とした公益法人です。 

入会条件はおおむね 60歳以上で就業を希望し、健康な方なら会員にな

ることができます。就業中のケガや事故などの補償はシルバー保険で対

応します。 

問（公社）そうま広域シルバー人材センター（☎0244-36-1283） 

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 

大根 ２ ０ - 飯樋町 他 

白菜 ２ ０ - 臼石 他 

カリン ３ ２ 26Bq/kg 飯樋町 他 

凍み餅 １ １ 13Bq/kg 蕨平 他 


