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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　　・令和2年度農政座談会の延期について
　　　　　      ・公民館・体育館等の利用について
　　　　　      ・事業・イベント等の中止等について
　2ページ　　・令和2年分 所得申告相談日程のお知らせ
　3ページ　　・昭和村新型コロナウイルス感染拡大防止協力金及び昭和村事業
　　　　　　　  継続支援金の申請受付終了について
　　　　　      ・令和3年 金山出張免許更新について
　4ページ　　・診療所からのお知らせ
　　　　　      ・会津坂下警察署からのお知らせ
　4ページ　　・「ふくしま健民検定」に挑戦しよう

　3ページ       ・「子宮がん施設（病院）検診」実施期間延長のご案内

周知

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
事業・イベント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防止の
ため、次の事業・イベント等は中止等となりま
すので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

2月27日 文化協会・千歳学級合同
「組踊　特別鑑賞会」 中止

2月下旬 からむし織の里雪まつり 中止
3月上旬 老人作品展示会 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

周知令和2年度農政座談会の延期について
　例年 2月上旬に開催している農政座談会につ
きまして、今年度の開催は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、延期いたします。
　問 産業建設課 産業係 ☎  57-2117

周知

周知 公民館・体育館等の利用について
　福島県新型コロナウイルス緊急対策本部から
の要請を受け、1月 13日 (水 )から 2月 7日 (日 )
まで、教育施設の利用時間を午後８時までとさ
せていただきます。ご不便をおかけしますが、
御協力いただきますようよろしくお願いいたし
ます。
●対象施設：
昭和村公民館、小・中学校体育館、下中津川
体育館、野尻体育館、小野川生涯学習センター

　問 教育委員会 ☎  57-2114
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令和 2年分　所得申告相談日程のお知らせ
　以下の日程で所得申告相談を実施します。今年度より会場などに変更がありますのでご注意下さい。
● 2月 8日から 10日までは事前予約制として実施しますので来庁前にご連絡ください。
※ 1月 25日　午前 8時 30分より予約を受け付けます。

● 2月 19日、26日は村内全域を対象に昭和村生活改善センターで実施します。
●下中津川の中坪、新田、阿久戸・下坪地区にお住まいの方は会場が下中津川区長事務所から昭和
村生活改善センターに変更となります。

● 3月 10日からは例年役場 2階和室で実施していましたが、昭和村生活改善センターに変更とな
ります。

　申告の対象者など詳しくは広報しょうわ 2月号でお知らせします。

月日 対象地区 会場 時間
2月　8日（月） 村内全域（事前予約制）

（電話番号 57-2113）
役場（2階和室） 9:30～ 16:002月　9日（火）

2月 10日（水）

2月 12日（金）
小野川 小野川生活改善センター 9:30～ 12:00
奈良布 奈良布自治会館 13:30～ 14:30
大岐 大岐管理センター 15:00～ 16:00

2月 15日（月）
大芦

中見沢・山崎
大芦保健福祉館

9:30～ 14:30
2月 16日（火） 中組・赤田
2月 17日（水） 山神平・全域
2月 18日（木） 両原 郷土芸能伝承館
2月 19日（金） 村内全域 9:30～ 15:00

2月 22日（月） 喰丸 喰丸区長事務所 9:30～ 12:00
佐倉 佐倉公民館 13:30～ 14:30

2月 24日（水） 小中津川 小中津川区長事務所 9:30～ 14:30
2月 25日（木） 下中津川 上坪 昭和村公民館 9:30～ 12:00
2月 26日（金） 村内全域

昭和村生活改善センター
9:30～ 15:00

3月　1日（月） 下中津川 中 坪・新 田
9:30～ 14:30

3月　2日（火） 阿久戸・下坪
3月　3日（水） 中向 中向公民館

9:30～ 14:30
3月　4日（木） 野尻 野尻コミュニティーセンタ－
3月　5日（金） 松山 松山公民館 9:30～ 12:00
3月　8日（月） お休みします3月　9日（火）
3月 10日（水）

上記で都合の悪い方 昭和村生活改善センター 9:30～ 15:003月 11日（木）
3月 12日（金）
3月 15日（月）

　問 総務課　住民係 ☎ 57-2113 

周知
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令和 3年
金山出張免許更新について

　毎月第３水曜日に金山町開発センターで金山
出張免許更新を実施しています。
　今年の日時は以下のとおりとなります。
　なお、対象者は優良講習該当者及び高齢者講
習受講済者のみとなりますのでご注意ください。

日時 該当者
1月20日9:30～ 2月 20日誕生日の者まで

2月 17日 9:30～ 3月 17日誕生日の者まで

3月 17日 9:30～ 4月 17日誕生日の者まで

4月 21日 9:30～ 5月 21日誕生日の者まで

5月 19日 9:30～ 6月 19日誕生日の者まで

6月 16日 9:30～ 7月 16日誕生日の者まで

7月 21日 9:30～ 8月 21日誕生日の者まで

8月 18日 9:30～ 9月 18日誕生日の者まで

9月 15日 9:30～ 10月 15日誕生日の者まで

10月 20日 9:30～ 11月 20日誕生日の者まで

11月 17日 9:30～ 12月 17日誕生日の者まで

12月 15日 9:30～ 1月 15日誕生日の者まで

　※新しい免許証は翌月の免許更新日にお渡し
　　いたします。
　※ご不明な点がございましたら役場総務課
　　までご連絡ください。

　問 総務課 総務企画係 ☎ 57-2111

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知

「子宮がん施設 (病院 )検診」実施期間
延長のご案内

　子宮がん施設検診について、会津若松医師会
の指定医療機関での実施期間が延長になりまし
た。この機会に受診を希望される方は１月２９
日 (金 )までに保健福祉課まで申し込みください。

＜対象者＞
   （今年度の子宮がん検診を受診していない方）
　1．子宮頸がん施設検診：２０歳以上の女性
　2．子宮体がん施設検診：
　　  下記(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当する方

（ア）５０歳以上の方
（イ）閉経以後の方
（ウ）未妊婦であって月経不規則な方
※最近６か月以内に不正性器出血のあった方
で医師が必要と認めた場合（不正性器出血
とは、生理以外の出血、閉経以後の出血、
おりものがピンクまたは茶褐色のような場
合をいいます。）

＜実施期間＞
令和 3年 1月 12日～令和 3年 2月 25日ま
で

（会津若松医師会の指定医療機関のみが対象で
す）
＜検診料金＞
子宮頸がん検診：500円
子宮体がん検診：500円
(当日医療機関にお支払いください。)
(生活保護世帯の方及び無料クーポン券対象の
方は無料となります。

＜受診方法＞
①申込書を保健福祉課まで提出ください。
申し込み締め切り：令和 3年 1月 29日 (金 )
②後日、受診票を送付いたします。
③指定医療機関一覧表より、各自希望の指定
医療機関に予約して検査を受けます。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

募集昭和村新型コロナウイルス感染拡大防
止協力金及び昭和村事業継続支援金の
申請受付終了について

　飲食・宿泊業を営む事業者への｢昭和村新型コ
ロナウイルス感染拡大防止協力金｣、村内事業者
への｢昭和村事業継続支援金｣につきましては、
令和3年1月29日（金）で申請受付を終了いたし
ますので、申請がお済みでない方は産業係まで
ご連絡ください。
　問 産業建設課 産業係 ☎  57-2117

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。

「１１０番」は、緊急通報電話です。
会津坂下警察署からのお知らせ

　110番は緊急の事件事故専用の緊急通報電話
です。
　警察本部通信指令室で受理されますので、あ
なたの現在地について具体的な説明をお願いし
ます。
　相談・落し物・運転免許などのお問い合わせ
は最寄の警察署や警察相談ダイヤル（#9110）
にお願いします。
お尋ねする主な内容
○何がありましたか？
○いつのことですか？
○場所はどこですか？
※携帯電話使用時は以下の点にご注意下さい。
・現場を離れずに通報を
・必ず停止して通報を
・すぐに電話を切らないで

※住所がわからない時は??
　目の前にある建物・道路・橋・河川など目
標になるもの、近くの民家があればその住
所。電力柱、ＮＴＴ柱があればその番号を教
えてください。
例）公的機関、金融機関、医療機関、商業施
設、コンビニ、ガソリンスタンド、名所・旧
跡等

※高速道路には、ガードレール又は中央分離帯
に数字の記載してある「キロポスト」という
プレートがありますのでプレート記載の数字
を伝えてください。

　問 会津坂下警察署　昭和駐在所 ☎  57-2110

周知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、
(家族も含む )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
1月25日(月) ○ ○ 下中津川
　26日(火) ○ ○ 上昭和

27日(水) 検査日 ○
　  28日(木) ◯ ○ 下昭和

29日(金) 〇 〇 大芦
2月1日(月) ○ 〇 下中津川

2日(火) ○ ○ 上昭和
3日(水) 検査日 ○

　 4日(木) ◯ ○ 下昭和
5日(金) ○ ○ 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
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周知
あなたの健康知識はどれくらい？
「ふくしま健民検定」に挑戦しよう

　県では、皆さんの健康知識や理解度を測る
「ふくしま健民検定」を実施します。ぜひ挑戦
してみてください。

●実施時期
令和3年1月20日～2月28日

●参加方法（次のいずれかの方法を選択）
①「ふくしま健民検定」ホームページに
　アクセスし、検定フォーム上で解答
　（https://kenkou-fukushima.jp/kentei）
②問題用紙を事務局から取り寄せ、解答を
　郵送（郵便料は事務局負担）
③令和3年1月23日（土）の福島民報・福島
民友新聞紙面で解答。事務局に郵送（郵便料
は事務局負担）

●合格基準
　正答率70％以上
●特典
　①合格者全員に「認定証・ふくしま健民
　　カード特別版」を進呈
　②合格者のうち抽選で50名に景品を進呈
　問 ふくしま健民検定事務局（平日10時～17時）
　　 ☎  024-927-0021





　お申し込み一覧

子宮がん施設 (病院 )検診申込書　 ▼　保健福祉課 (FAX 57-2649)

氏名 年齢 希望の検診（いずれかに○をしてください） 個人情報
取扱確認

子宮頸がん検診
子宮体がん検診

 
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。





令和３年１月２０日発行

昭昭和和村村新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策本本部部（（保保健健福福祉祉課課）） 電話 57-2645

やむを得ない理由で緊急事態宣言対象地域へ

往来される方・家族等が来られる方へ

① 往来後、少なくとも１週間はできる限り自宅で体調を観察してください。

(裏面の健康観察票をご活用ください。）

② その間、人との接触を避けてください。

③ 風邪等の症状がある場合は無理をせず会社や学校を休んでください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策対策

福島県からの協力要請について

感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、福島県から以下の

協力要請がありました。

村民の皆様もご協力をお願いいたします。

◆不不要要不不急急のの外外出出をを自自粛粛すするるこことと。。特特にに午午後後８８時時以以降降のの外外出出自自粛粛をを 

  徹徹底底すするるこことと。。 
 

  ※医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、

   屋外での運動や散歩など生活や健康の維持に必要な場合を除く

◆緊緊急急事事態態宣宣言言対対象象地地域域をを始始めめととすするる感感染染拡拡大大地地域域ととのの不不要要不不急急 

のの往往来来をを自自粛粛すするるこことと。。 
 

  ※緊急事態宣言対象地域：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、

                          愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

※不要不急の往来の例：帰省や旅行

◇◇期期間間 ２２月月７７日日（（日日））ままでで 

福島県内の感染状況は極めて危機的状況です！ ！

① 外出は、その必要性をしっかりと考えて、慎重に行動してください。

② 普段一緒にいない人との飲食などは避けてください。

③ マスクなしでの会話は止めてください。



氏名

日付
（曜日）

検温時刻 体温 体調 行動記録 備考

（朝）　　　7:30 36.5　℃

（夕）　　18：00 36.7　℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

（朝） 　　  　 ℃

（夕）          ℃

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

例 自家用車、マスク着用良 □□へ買い物

/
（　　）

 健 康 観 察 票

     新型コロナウイルス感染拡大防止のための記録票です。
     ご自身の健康管理にお役立てください。（提出不要です。）

/
（　　）

1/20
（水）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

/
（　　）

「体調」欄の具体的な症状の記入例

せき・のどの痛み・鼻水・だるい・息苦しい・頭痛・下痢・味覚症状・嗅覚異常 等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここねねっっとと！！加加盟盟社社会会福福祉祉協協議議会会のの各各種種相相談談会会開開催催ののおお知知ららせせ 
 

どの町村でも無料で相談できます。特設相談をご希望の方は、事前に電話等でのご予約を

お願いします。 

また、各各町町村村社社協協でではは、、電電話話相相談談をを月月曜曜日日～～金金曜曜日日のの午午前前９９時時～～午午後後５５時時ままでで 
おこなっております。小さなことでも、一人で悩まずご相談ください。

あなたの秘秘密密はは厳厳守守ししまますす。。 
 

会津坂下町社会福祉協議会
0242-83-1368

西会津町社会福祉協議会
0241-45-4259

柳津町社会福祉協議会
0241-42-3418

弁護士相談

2月 12日（金）
午前 10時～午後 3時

心配ごと相談

２月 8日（月）
2月２6日（金）

午前９時３０分～正午

弁護士相談

2月 22日（月）
午前 10時～正午

三島町社会福祉協議会
0241-52-3344

金山町社会福祉協議会
0241-55-3336

昭和村社会福祉協議会
0241-57-2655

心配ごと相談

２月１８日（木）
午前 9時半～午前 11時半
相談員：人権擁護委員
    民生児童委員

特設相談はありません 特設相談はありません

 

◇◆◇気軽にできるボランティア情報◇◆◇

年賀状などの書き損じハガキはございますか？

昭和村社会福祉協議会では、書き損じハガキや未使用切手を集め、日本盲導犬協会へ

送付しております。

送られた書き損じハガキは切手と交換され、

日本盲導犬協会の活動に関わる通信料（郵送料）

として役立てられます。

ご自宅に書き損じハガキや使う予定のない未使用切手がございましたら、

昭和村社会福祉協議会（電話 57-2655）までお願いいたします。

6 町 村 合 同 か わ ら 版 令和 3年

2月号

令和 3年

1月 20日発行

発 行

会会津津坂坂下下町町社社会会福福祉祉協協議議会会 

西西会会津津町町社社会会福福祉祉協協議議会会 

柳柳津津町町社社会会福福祉祉協協議議会会 

三三島島町町社社会会福福祉祉協協議議会会 

金金山山町町社社会会福福祉祉協協議議会会 

昭昭和和村村社社会会福福祉祉協協議議会会
こねっと！



 

ここねねっっとと！！加加盟盟社社会会福福祉祉協協議議会会のの各各種種相相談談会会開開催催ののおお知知ららせせ 
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豪雪による死者の６６％は高齢者（年齢 65歳以上）

82％は除雪作業中でした

命を守る除雪中の１０箇条

☑☑作業は家族、となり近所にも声かけて 22人以上で！ 
 
☑☑建物のまわりに雪を残して雪おろし！ 
 
☑☑晴れの日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでる！
 
☑☑はしごの固定を忘れずに！ 
 
☑☑低い屋根でも油断は禁物！ 
 
☑☑エンジンを切ってから！除雪機の雪詰まりの取り除き 
 
☑☑作業開始直後と疲れたころは特に慎重に！ 
 
☑☑面倒でも命綱とヘルメットを！ 
 
☑☑命綱、除雪機など用具はこまめに手入れ・点検を！ 
 
☑☑作業のときには携帯電話を持っていく！ 

 
 
 
 
（内閣府災害予防担当発行「よくある除雪作業中の事故とその対策」より一部抜粋） 

晴れの日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでる！


