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広報しょうわ　お知らせ版　No.019 (1)

新型コロナウイルス感染症関連情報
～緊急事態措置実施中～

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う
施設の休館・休業等の状況について

　新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣
言の延長に伴う、公の施設等の休館・休業等の
状況を、お知らせします。

施設名 対応
内容 期間等

交流観光拠点施設　喰丸小
※観光交流係、観光協会業務
　は平常通り

休館

当面の間

田舎暮らし体験住宅

奥会津昭和の森
（キャンプ場）
昭和村公民館

※教育委員会業務は平常通り
村内体育施設

（昭和小・中学校体育館、下中
津川体育館、野尻体育館、下
平運動広場〔健康増進施設、
野球場、ソフトボール場、テ
ニスコート〕）
※下平運動広場については、
集団での活動を制限するもの
であり、ウォーキング等屋外
での個別利用は可能です。

村民いこいの湯 休止

道の駅からむし織の里
しょうわ (3施設 ) 休業

昭和温泉 しらかば荘 縮小
営業

5/16～
日帰り入浴のみ
（村民限定）
午後4～8時

多目的研修施設
（しらかば会館） 休業 当面の間

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
次のイベント・事業は中止・延期となりますので、
お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

5月上旬 からむし織体験生事業 延期
5/14,16 刃物研ぎ教室 中止

5/16-17 草加市民
春の昭和村体験ツアー 中止

5/28 健康づくりセミナー 中止
5/30 御前ヶ岳登山 中止
5/31 第 53回昭和村総合運動会 中止

6/1-16 関節さびぬき教室 中止

6/6 ぼっこやま
てづくりマーケット 中止

6/11 千歳学級
「魚沼醸造株式会社」工場見学会 中止

6/12-14 喰丸小 イチョウの木のした
手仕事マルシェ 中止

6/14 少年教室・つみきクラブ
「親子料理教室」 中止

6/15 乳がん集団検診（マンモ） 中止
6/13-14 からむし市 延期
6/17,19
    22,24 人間ドック 中止

6/22 子宮がん集団検診 中止
6/29 乳がん検診（超音波検査） 中止
6/30 健康づくりセミナー 中止
7/18 からむし織の里フェア 中止

7/19-20 喰丸小芸術祭 中止

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645▼  次頁にも、お知らせがございますので、

　 ご確認ください。

周知周知
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新型コロナウイルス感染症関連情報
～緊急事態措置実施中～

福島県主催イベント等の中止について
　この度の「新型コロナウイルス感染症」の感
染拡大防止のため、下記のイベントについて中
止が決定されました。

イベント名 場所 開催日

コード　F-10 道の駅
村内各所 4/18～中止

花の王国
ふくしまフラワー
スタンプラリー 2020

道の駅
村内各所 3/20～中止

　これまでご協力いただいた皆様には、急なご
案内となってしまったことを心よりお詫び申し
上げます。

　問 観光交流係 ☎ 57-2124

周知

狩猟免許(わな)試験中止のお知らせ
　広報しょうわ 5月号 11ページに掲載の「7月
4日開催予定の狩猟免許試験 (福島県主催 )」は、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間
延長に伴い、中止となりました。

　今後の試験日程については、お知らせ版等で
ご案内いたします。

　問 産業係 ☎ 57-2117

令和 2年度からむし織体験生
活動開始の延期について

　例年、5月の連休明けから新年度のからむし織
体験生が活動を開始しておりますが、今年度は
新型コロナ感染症対策の観点から、活動開始を
７月１日まで延期することになりました。
　また、６月中旬の状況によっては、来年５月
までの延期となります。
　なお、４名の受け入れを予定しております。

　問 からむし振興室 ☎ 57-2116

周知

周知周知
～駐在所からのお知らせ～
免許更新手続きの休止について

　新型コロナウィルス感染症対策のため 5月 20
日 (水 )に金山町で実施予定の運転免許更新手続
きは休止となりましたのでご注意ください。
　なお、4月に免許更新手続きをされた方への新
しい免許証の交付は行いますので忘れずに受取
ください。
　金山出張免許更新　※受取、延長手続きのみ
　〇日時　令和 2年 5月 20日
　　　　　午前 9時 30分～
　〇会場　金山町開発センター (金山町役場隣 )
　5月 31日（日）まで県内全ての免許センター
及び警察署での免許更新手続き等の業務が休止
となります。
　運転免許証の有効期間の末日が令和 2年 7月
31日までの運転免許証をお持ちの方は更新期間
の末日までに免許センター又は警察署で運転免
許更新期間延長手続きを行うことで運転及び更
新可能期間を延長することができます。
※免許更新期間の延長が適用されるのは必要な
手続きを行った方のみとなりますのでご注意
ください。

※ 5月 20日の金山出張免許更新でも延長手続き
が行えます。

　問 会津坂下警察署 昭和駐在所 ☎ 57-2110
　　 役場　総務企画係 ☎ 57-2111
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診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は必ずマスクを着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、ま
ずお電話でご相談ください。（５７－２２５５）

○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス

14日 (木 ) 〇 〇 松山～野尻

15日 (金 ) ○ ○ 大芦

18日 (月 ) ○ ○ 下中津川

19日 (火 ) ○ ○ 上昭和

20日 (水 ) 検査日 〇

21日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

22日 (金 ) ○ ○ 大芦

25日 (月 ) 〇 〇 下中津川

26日 (火 ) ○ ○ 上昭和

27日 (水 ) 検査日 ○

28日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

29日 (金 ) ○ 休診 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。
※一般受付１番から３番程度（当日の状況に　
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30 (受付 11:15まで )
　  午後　14:00～ 16:00 (受付 16:00まで )
○  歯科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30
　  午後　13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
歯科相談健康診査
「お口のドック」のご案内

　健康づくりはまずお口から。
　お口の中の健康を保つことは全身の健康につ
ながります。年に 1回はお口の点検 (健診 )をし
て、しっかりとお手入れしていきましょう。
＜対象者＞
　昭和村在住で 20歳以上の方
＜実施期間＞
　令和 2年 6月 1日～令和 2年 12月 25日まで
＜健診内容＞
　健診は国保診療所歯科にて実施します。
　①予防健診
　②お口の状態に合った歯磨きの仕方について
＜受診料金＞
　500円（受診時に歯科へお支払いください）
＜受診の仕方＞
　お知らせ版別紙の申込書を保健福祉課まで提
　出ください。
　申込者には後日、診療所歯科より健診希望日
　(予約 )についてご連絡いたします。
＜お申し込み締め切り＞
　令和 2年 5月 27日 (水 )
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集

～駐在所からのお知らせ～
交通事故防止について

　これからの季節、村内を通行する車両が増加
することが見込まれますので、以下の点にご注
意ください。
　〇国道沿いでは、左右から来る車に十分
　　注意しましょう。
　〇スピードは控えめに、自分のペースで
　　運転しましょう。
　〇夕暮れ時は、反射材を身につけましょう。

　※事故防止のため、村内でも通学路等での交
通取り締まりを行っています。ご理解とご協力
をお願いします。

　問 会津坂下警察署 昭和駐在所 ☎ 57-2110

周知
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昭和村特産品商品化支援事業希望者募集
　個人ではなかなか難しい新たなお土産品など
の開発や、商品化に向けて取り組んでいる商品
の改良や品質向上など専門家の知識を借りて、
取り組んでみませんか。

　●内 容　
本村の特産品である、からむし、かすみ草や
その他資源などを活用した新商品開発や、商
品化に向けて試作等を行っている商品の改良
や品質向上などのために専門家による助言を
行います。
※専門家を招聘し助言を受けるための専門家
　講師に対する謝礼を役場が負担します。
（例）かすみ草の加工品、お菓子の開発・商
品化・リニューアル、商品のラベル開発など
なんでも相談ください。

　●事業実施期間　令和 2年 5月 ~12月 25日

　●お申込方法　
お知らせ版別紙の申込用紙にご記入の上、6
月 30日 (火 )までに、産業係へ郵送または
FAXでお申し込みください。
尚、申込者多数の場合は、申込内容を精査し
た上で審査致します。

　※この事業は令和 2年度福島県地域創生総合
支援事業（サポート事業）を活用しています。

　問 産業建設課 産業係 ☎ 57-2117

募集募集

下平運動広場及び健康増進施設の
トイレ及び水道の使用について

　水道施設のポンプ故障のため、当面の間、ト
イレ及び水道は使用できません。ご不便をおか
けし大変申し訳ございませんが、ご協力をお願
いいたします。

　問 教育委員会 ☎ 57-2164

周知

追加募集
乳がん施設(病院)検診のご案内

　医療機関 (坂下厚生総合病院 )で実施する乳が
ん検診（マンモグラフィ）の定員に余裕があり
ますので、追加募集を行います。
　村の乳がんの集団検診（すみれ荘）は中止と
なりますので、乳がん検診を希望される場合に
は、こちらにお申し込みいただくか、個人で医
療機関にて受診が必要となります。
　●対象者
　　40歳以上の女性
　●検診医療機関
　　坂下厚生総合病院
　　　河沼郡会津坂下町逆水 50番地
　　　(0242-83-3511)
　●検診期間
　　令和 2年 6月 1日 (月 )～ 12日 (金 )
　　受付時間：午後 2時
　●検診料金
　　500円

※検診料金は、当日医療機関へお支払いく
ださい。

※生活保護世帯の方及びクーポン券対象の
方（別途送付）は無料です。

　●施設検診の方法
　①受診を希望する方は、お知らせ版申込書

に必要事項を記入し、保健福祉課までお
申し込みください。

　②乳がん検診受診録を後日送付いたします。
　③受診録を持参し、坂下厚生病院で検査を

受けます。
　④結果は医療機関から送付されます。
●お申し込み締め切り
　令和 2年 5月 25日 (月 )

※新型コロナウイルス感染症の感染状況に
よっては、中止となる場合がありますので、
予めご了承ください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645
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募集 小中津川村営住宅入居者募集
　次のとおり、小中津川村営住宅の入居者を公
募しますので、入居を希望される方は、期日ま
でに役場産業建設課建設係までお申し込みくだ
さい。
1.入居募集戸数　1戸（2号棟 203号室）
　 昭和村大字小中津川字石仏 1842番地
2.住宅の構造等　平成 26年度建築
　鉄骨造 2階建　床面積　25.8㎡
3.家賃及び敷金等　家賃　月額 17,000円
　敷金　51,000円
　共益費（共同管理分）は別途徴収とする。
4.入居予定日　令和 2年 6月 1日（月）
5.入居者の資格
(1)自ら居住するため住居を必要とする者で、年
間所得額が単身者にあっては 61万 2千円以
上であること。（ただし、同居人、扶養親族
等がある場合は村長の定める基準額以上）

(2)村長の定める基準額に満たない者は、入居開
始後、所得の上昇が見込まれる者。

(3)村内に住所又は勤務場所を有する者で、村税
等の税滞納をしていない者。

6.入居申込必要書類
(1)住宅入居申込書（用紙は役場産業建設課建設
係にあります。）

(2)所得証明書
　本人及び入居予定同居親族（婚約者を含む）
について、市町村長発行の前年の所得証明書。
15歳以上全員とし、学生は在学証明書とする。
　前年の所得証明書の発行が受けられない場
合にあっては、給与所得者については、前年
の源泉徴収票と前々年の所得証明書。事業所
得者等については、前年の確定申告書等所得
の収支を記載した明細書と前々年の所得証明
書とする。

(3)市町村長が発行する入居予定者全員の納税証
明書

(4)入居予定者全員の住民票

7.申込締切日
令和 2年 5月 22日（金）※正午必着

8.入居者の選考方法
　　入居の申し込みを受理した戸数が募集戸数
を超える場合は、次に該当する者のうちから
入居者を決定する。
　　ただし、これによりがたい場合は、公開抽
選により入居者を決定する。
　　なお、今回の入居募集について、応募者が
募集戸数に満たなかった場合は、随時受け付
けます。

(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は
保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある
住宅に居住している者。

(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受
けている者、又は住宅がないため親族と同居
することができない者。

(3)住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との
関係から衛生上又は道徳上不適当な居住状態
にある者。

(4)正当な事由による立退の要求を受け、適当な
立退先がないため困窮している者。

(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の
地に居住を余儀なくされている者、又は、収
入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀
なくされている者。

(6)住宅に困窮していることが明らかな者。

　問 産業建設課 建設係 ☎ 57-2123



　お申し込み一覧

昭和村特産品商品化支援事業　 ▼　産業係 (FAX 57-3044)

氏名 電話番号
商品化を予定している内容
（相談したい内容）

※具体的に記入してください。

歯科相談健康診査「お口のドック」　 ▼　保健福祉課 (FAX 57-2649)
氏名 住所 電話番号

昭和村大字
  57-

昭和村大字
  57-

乳がん施設（病院）検診申込書　 ▼　保健福祉課 (FAX 57-2649)

氏名 年齢 住所 個人情報
取扱確認

昭和村大字

番地  

受診希望日 6月　　　　日（6/1～ 6/12の平日のみ）

※　検診の実施にあたり必要な内容について検診実施機関に提出することについてご承諾ください。
　　検診に関する個人情報は、昭和村個人情報保護条例を遵守して取り扱います。
　　個人情報の取り扱いについてご承諾いただける場合は、上記「取扱確認欄」に○印をご記入くだ
さい。同意いただけない場合は、お申し込みいただけません。


