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周知 広報しょうわ おしらせ版について

　昨年 8月より、文書配布方法について見直しを行い、配布時の負担を減らすため、お知らせを集
約した「おしらせ版」の発行を行っているところです。
　発行開始から約 1年が経過し、様々なご意見を頂戴しているところですが、今後も緊急時を除き、
役場からのお知らせの文書は、「お知らせ版」に集約をし、ご案内をさせて頂きます。
　村民の皆様への重要度に応じて、紙面を構成しているところですが、スペースの都合上、どうして
も中面への掲載になることもございますので一通りお目通しを下さいますようお願いいたします。

　問 総務企画係 ☎  57-2111

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　今回発行分より、掲載一覧（目次）を掲載することとしました。

　2ページ　　・健康講演会のご案内
・蜂の巣の駆除について

　3ページ　　・村外医療機関でのインフルエンザ予防接種について
・令和2年産米の出荷・販売の自粛（制限）解除について
・イベント・事業等の中止について
・令和2年度農産物品評会みのりのフェスティバル 中止について

　4ページ　　・昭和村特産品通信販売事業が始まりました
　5ページ　　・診療所からのお知らせ

　2ページ　　・特定健診施設(診療所)健診のお知らせ（〆切10月16日㈮）
　3ページ　　・｢村民限定！元気まつり｣出店者募集（〆切10月14日㈬）
　4ページ　　・枝物講演会、アレンジメント参加者募集（〆切10月14日㈬）
　5ページ　　・第24回会津西部巡回美術展出品作品募集（〆切10月28日㈬）

・文化祭の出店団体募集について（〆切10月13日㈫）
　6ページ　　・除雪作業員の募集について（〆切10月23日㈮）
　7ページ　　・イチョウの木のした手作りマルシェ出店者募集（〆切10月15日㈮）

周知

募集
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健康講演会のご案内
　診療所　今井先生による健康講演会を開催し
ます。新型コロナウイルス感染症について、現在
の状況や感染に対する考え方にふれた内容です。
●日時：令和2年10月21日(水)　午後1時30分～
●場所：すみれ荘
●講師：昭和村診療所長　今井　一男 先生
●内容：「新型コロナウイルス感染症について」
●申し込み：10月14日(水)までに保健福祉課

まで申込用紙またはお電話にて申
し込みください。

※新型コロナウイルス感染症対策として、参加
人数を把握させていただきますので、参加を希
望される方は必ず保健福祉課まで申し込みくだ
さい。
※申し込みの状況によっては、開催場所を変更
する場合があります。
※送迎バスを希望される方は、申込時にバス利
用の有無をお知らせください。
●その他：感染症対策にご協力ください。
①参加される方は、マスクの着用をお願いいた
します。また、入り口での検温、手指消毒に
ご協力ください。

②風邪症状等がある方、体調が悪い方は参加を
見合わせてください。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

40歳から 74歳の国保の方
特定健診施設(診療所)健診のお知らせ

　今年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため実施を中止しました村の総合健診
のうち、40歳から 74歳までの国保の方を対象
とした特定健診を昭和村国保診療所において実
施することとなりましたのでご案内します。

＜対象者＞
40歳から 74歳の国民健康保険加入者
※ただし、診療所以外にかかりつけの主治医が
いる場合は主治医にご相談のうえ、今回の特定
健診を申し込みください。（かかりつけで既に健
診と同等の内容で検査を実施している場合があ
るため）

＜健診内容＞
問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査（血
中脂質、肝機能、血糖、腎機能、貧血検査）心
電図検査
※この他に、大腸がん検査、前立腺がん検査、
喀痰 (肺がん )検査を希望する方は、診療所まで
ご相談ください。（健診ではなく、任意での検査
になります）

＜実施期間＞
令和 2年 11月 2日から令和 3年 3月 31日

＜健診料金＞
自己負担：500円
(当日、診療所にお支払いください )

＜受診方法＞
①申込書を保健福祉課まで提出してください。
申し込み締め切り：令和 2年 10月 16日 (金 )
②後日、日時のお知らせ及び受診票を送付いた
します。
③受診票等を持参して健診を受けます。
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645 / FAX 57-2649

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

募集 周知

スズメバチに注意！
蜂の巣の駆除について

　保健福祉課では、防護服・駆除器具の無料貸
し出しを行っておりますので、ご利用を希望さ
れる方はご連絡ください。
　また、殺虫剤についてもご相談ください。
　なお、職員による駆除の請負は行っておりま
せんのであらかじめご承知おきください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

令和 2年度農産物品評会
みのりのフェスティバル 中止について

　令和２年度農産物品評会みのりのフェスティ
バルにつきましては、農産物の展示や即売会に
おいて新型コロナウィルス感染症の感染リスク
が伴い、感染対策において万全な体制で開催す
ることが困難であるため、中止とさせていただ
きます。出品を予定されていました農家様及び
即売会を楽しみにされていた村民の皆様に深く
お詫び申し上げます。

　令和３年度の農産物品評会に向け感染症対策
を万全に施し、開催できるよう最善を尽くして
まいりますので、来年度の農産物品評会にて多
数出品していただきますようよろしくお願い申
し上げます。

農産物品評会みのりのフェスティバル実行委員会

　問 昭和村農業委員会 ☎  57-2117

周知周知 村外医療機関でのインフルエンザ
予防接種について

　村外の医療機関でのインフルエンザ予防接種
の実施期間が以下の通り変更となりました。

<実施期間 >
令和 2年 11月 1日～令和 3年 1月 31日

⬇
令和 2年 10月 1日～令和 3年 1月 31日

※村外医療機関で接種を希望される方は、保健
福祉課で申し込みをしてください。その場で予
診票をお渡しします。
　問 保健福祉課 ☎  57-2645

令和 2年産米の出荷・販売の
自粛（制限）解除について

　今年度より、米の全量全袋検査から市町村ご
とのモニタリング検査に移行し、検査が完了す
るまでの間は出荷・販売を自粛していただいて
おりました。
　9月 29日に、本村分の 3検体の（野尻・中向・
大芦地区）の結果が判明しいずれからも放射性
セシウムは検出されません（ND）でした。
　よって、令和 2年産米の出荷販売の自粛（制限）
が解除となり、販売及び譲渡等が可能となりま
したので、お知らせいたします。
　問 産業係 ☎  57-2117

周知

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次のイベント・事業は中止となりますので、
お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

10月11日 消防団　秋季検閲式 中止
10月25日 イチョウまつり 中止
11月  3日農産物品評会みのりのフェスティバル 中止
11月11日 幼年・少年消防クラブ防火パレード 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

周知

一緒にまつりを盛り上げませんか ?
｢村民限定！元気まつり｣ 出店者募集

　10月 24日 (土 )に開催される、「村民限定！
元気まつり」の出店者を募集します。
　出店内容は飲食物のほか、工芸品などでもOK
です。出店を希望される場合には、お電話にて
10月 14日 (水 )までに昭和村観光協会までお
申し込みください。
　なお、来場対象者が昭和村民限定ですので、
売り上げはあまり見込めないかもしれませんが、
出店して一緒にまつりを盛り上げてくださる方
のご参加をお待ちしています。
※イベントの詳細につきましては、「広報しょう
わ 10月号」をご覧ください。

※村民限定イベントのため、出店者も村内の方
のみとさせていただきます。

　問 昭和村観光協会 ☎ 57-3700

募集
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枝物栽培はじめてみませんか？
枝物講演会、アレンジメント参加者募集

　令和 2年度喰丸小ブラッシュアップ事業を活
用し、枝物講演会、カスミソウのブーケやアレ
ンジメントをするお花教室を開催します。
●目的　昭和村で、新たな事業（枝物栽培）

を始める方、専業農家、会社員の方
など様々な方を対象に、ユーカリな
どの草花（枝物）栽培の方法、お花
屋さんでの使われ方を学びます。小
さな面積から始めることができます。
　また、カスミソウのブーケの作り
方やアレンジを学ぶことで、昭和村
のカスミソウや草花で素敵な花束が
作れるようになれます。お花屋さん
から直接コツを学べ、直売所で販売
したり、人にプレゼントすることが
できます。

●対象　昭和村在住の方
●日時　令和 2年 10月 16日 (金 )
　　　　午前 10時 00分～ 12時 00分
●場所　昭和村公民館
●講師　昭和村小野川　菅家博昭さん
　　　　山形県酒田市ロータスガーデン主宰
　　　　畠山秀樹さん
●申込方法　申込用紙にご記入の上、10月

14日(水)までに、観光交流係へ
お申し込みください。お電話で
もFAXでも結構です。

●お 願 い 　新型コロナウイルス感染症対策
のため、マスクの着用をお願いし
ます。発熱や風邪の症状がある場
合は参加をご遠慮下さい。

（この事業は、令和 2年福島県サポート事業を活
用しています）
　問 観光交流係　 ☎  57-2124 / FAX 42-7322

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

昭和村特産品通信販売事業が
始まりました

　新型コロナウイルス感染症の影響により昭和
村でも観光客が減少し、生産者・製造者などの
売り上げが大幅に減少する見込みとなっていま
す。そこで、昭和村の特産品の通信販売を通して、
村の生産者・製造者などの売上げ向上及び村の
知名度向上を図ることを目的としています。

　通信販売は、「道の駅からむし織の里しょうわ」
が窓口となり、受付・発送を行います。

　現在は第一弾として、道の駅で扱っている一
部商品を特別価格で販売しています。道の駅へ
の出荷をしていない方で、新型コロナウイルス
感染症の影響により売上が減少している方、新
たな販路を求めている方などは、この機会に出
荷をご検討ください。

　また、新型コロナウィルス感染症の影響で昭
和村に来ることができない方々に、ご自宅で昭
和村を感じていただける事業となっております
ので、ぜひ、村民の皆様から、遠方のご家族・
ご親戚にお知らせいただければと思います。

　なお、通信販売にかかる送料・手数料等は道
の駅で負担をします。商品の詳細など、道の駅
へお問合せ下さい。
　問 道の駅 織姫交流館 ☎  58-1655

周知
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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
は自宅で体温を測っていただき、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。（57-2555）
○ 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
10月8日 (木 ) ○ ○ 下昭和

9日 (金 ) ○ ○ 大芦
12日 (月 ) ○ ○ 下中津川
13日 (火 ) ○ ○ 上昭和
14日 (水 ) 検査日 ○
15日 (木 ) ◯ ○ 下中津川
16日 (金 ) ○ 〇 大芦
19日 (月 ) ○ 〇 下中津川
20日 (火 ) ○ ○ 上昭和
21日 (水 ) 検査日 ○

○  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

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

第 24回会津西部巡回美術展
出品作品を募集します

　2年に一度、4町村を巡回する「第24回会津西
部巡回美術展」が本年開催されますので、出品
作品を募集いたします。
　「絵画」、「彫塑・美術工芸」、「書」、「写真」、「短歌・
俳句」の 5つの部門に分かれ、それぞれお一人
1点まで出品できますので、是非、多数の部門で
ご出品ください。（規格等についてはお問い合わ
せください）
　別紙の出品票に記入の上、10月28日(水)まで
に公民館へ提出してください。（文化祭に出品
されない作品の場合は、出品票をお持ちくださ
る際に作品もご持参ください。）
　なお、文化祭に出品される場合は10月16日
(金)までにお申し込みください。
　問 昭和村公民館　 ☎  57-2114

募集

文化祭の出店団体募集について
　先日、出品や出演についてお知らせしました
が、11月3日村民文化祭に合わせて食品等の出
店について募集いたします。

　保健所への申請が必要になりますので、ご質
問・ご相談等ございましたら事前に公民館まで
お問い合わせください。

【出店】
・別紙の出店申込書を10月13日（火）までに
公民館へ提出してください。

・机、椅子、テント、電源等はお貸しできます。
・出店料は無料です。

　問 昭和村公民館　 ☎  57-2114

募集
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除雪作業員の募集について

　令和 2年度、昭和村において除雪作業員 (業務委託 )を以下のとおり募集いたします。

1.募集職種　除雪作業員　男性　8名

2.委託内容
　期間　令和2年11月1日から令和3年3月31日まで
　（1）村道及び国県道、歩道等道路付帯施設の除排雪作業
　（2）除雪作業日報作成及び村との作業連絡調整
　（3）道路パトロール及び道路修繕・降雪期の消雪管理作業
　（4）村公共施設等の除雪作業
　（5）村主催事業等の会場設営作業
　（6）その他村が指示する作業

3.就業場所及び勤務日・時間（12月～3月）
　（1）除雪作業、夜間降雪確認パトロール等実施時作業終了後、終日待機とします。
　（2）その他作業を指示する日（除雪作業実施無しの日）

業務内容に規定するその他作業等（業務報告）を実施します。
・就業場所　下平車庫及び村内
・業  務  日　土日祝日及び年末年始を除く平日
・業務時間　午前8時30分から午後5時00分
・休憩時間　午後0時00分から午後1時00分
※上記記載内容はその他作業等の場合の目安の時間です。

　（3）11月1日～30日の間は、降雪状況により村が作業指示する日のみ勤務とします。

4.委託料の額
　5年以上　日額　13,000円
　5年未満　日額　12,000 円
　土日祝日及び年末年始を除く日で各月算定した委託料の額を待機料勘案分として支払保証します。
　私事都合等により就業及び自宅待機できない場合は申し出ることとし、その日数分は減じます。

5.雇用条件
①18歳以上の方で業務上健康に支障のない方
②普通自動車免許、大型特殊自動車免許及び車輌系建設機械運転技能講習終了証を取得している
者（又は、10月31日までに取得見込みの者）

6.選考方法　提出書類の審査にて選考します

7.応募方法及び提出書類
除雪作業員申込書（役場窓口に準備してあります）に下記①～③の書類を添付し、押印の上、
10月23日(金)までに産業建設課建設係に提出してください。

　　①履歴書（市販のもの）
　　②医療機関が発行する健康診断書
　　③免許書及び技能講習終了証の写し
　問 建設係 ☎  57-2123

募集



広報しょうわ　お知らせ版　No.029 (7)

秋の手づくりマルシェの出店募集
イチョウの木のした 手作りマルシェ
出店者を募集します！

　11月7日(土)～8日(日)の間、喰丸小にて「イ
チョウの木のした　手作りマルシェ」を開催い
たします。つきましては、出店者を募集します
ので、奮ってお申込みください。
　なお、内容については通常の販売ブースを基
本に、ワークショップに加え、昭和村の野菜の
販売や飲食ブースも出店可能ですので、お気軽
にご相談ください。

●開催日時：令和2年11月7日㈯～8日㈰
午前10時～午後4時

●申込方法：別紙申込用紙にご記入の上、
10月15日(木)までに、喰丸小へ
お申込みください。いつでも電
話でご相談ください。

●会　　場：交流・観光拠点施設「喰丸小」
校庭、校舎

●出  店  料：無料
●新型コロナウィルス感染症対策のため、密
にならないように配置しますので、申し込
み状況に応じて出店が屋外になることもあ
ります。
●新型コロナウィルス感染症対策を講じての
出店をお願いすることになりますので、ご
協力をお願いします。

　問 観光交流係　 ☎  57-2124

募集



　お申し込み一覧

健康講演会申込　 ▼　保健福祉課（〆切:10月14日㈬）

氏名 電話番号 バス利用 住所（地区名）

有・無

有・無

枝物講演会、アレンジメント申込　 ▼　観光交流係（〆切:10月14日㈬）

氏名 住所 電話番号

特定健診施設(診療所)健診申込　 ▼　保健福祉課（〆切:10月16日㈮）

氏名 年齢 電話番号 個人情報
取扱確認

 
住所

昭和村大字

番地

※　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。



　お申し込み一覧

第24回会津西部巡回美術展出品票　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月28日㈬）
氏名

（団体は、団体名及び代表者）
電話番号

部門 作者氏名 (雅号 ) 作品名

絵画

彫塑・美術工芸

書

写真

短歌・俳句

村民文化祭　出店　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月13日㈫）

氏名または団体名 代表者名 電話番号 販売品目 提供方法（テントで
調理する物かどうか）



　お申し込み一覧

イチョウの木のした 手作りマルシェ　 ▼　観光交流係[喰丸小]（〆切:10月15日㈭）
出店申込書
店舗名 代表者

連絡先（電話）/（メールアドレス）

構成員（グループの場合、全員記載ください）

出店希望場所（○で囲む）

校庭・校舎内※必要スペース（　　m×　　m）

出店可能日（○で囲む）

11月　7日・8日

出店内容（○で囲む）内容は正確に記載下さい

販売あり・販売なし
（ありの場合の内容）

ワークショップ内容（○で囲む）内容は正確に記載下さい

ワークショップあり・ワークショップなし
（ありの場合の内容）
費用：無料　・　有料（　　　　円）

その他

貸し出しを希望する物品（机・イス）の目安をご記入下さい。


