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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
　1ページ　・事業・イベント等の中止等について
　2ページ　・ワクチン接種証明書のご案内

・奥会津産品販売におけるイベント出展者募集について
　3ページ　・診療所からのお知らせ

　1ページ　・住宅用火災警報器の交換の目安は10年です
　5ページ　・昭和村内道路除雪についてお知らせとお願い！

　3ページ　・古文書教室の開催について
　4ページ　・昭和村冬休みシネマウイーク

　4ページ　・令和4年産そば種子購入補助事業
　6ページ　・村営住宅入居者募集
　7ページ～・昭和村十大ニュースの募集について

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

募集

イベ
ント

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

1月4日 新春懇談会 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
あなたのお家は大丈夫ですか？

住宅用火災警報器の交換の目安は10年です
　住宅用火災警報器は、火災をいち早く察知す
るためとても有用ですが、故障や電池切れ等に
より正常に作動していない場合もあります。い
ざというときに備え、定期的に点検することが
大切です。

　警報器の寿命は 10年が目安とされています。
本体に記載されている製造年等を確認し、10年
を経過したものは交換しましょう。

　高所の警報器を点検・交換する際は、転倒・
転落に十分注意しましょう。不安な場合は無理
をせず、周囲の人などに依頼することも検討し
ましょう。

　警報器の点検方法や、鳴ってしまったときの
止め方等については、取扱説明書やメーカーの
ホームページ等で確認しておきましょう。

　問 会津坂下消防署昭和出張所 ☎  57-2119

お願い

お願い
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12月 20日から発行が開始されます。
ワクチン接種証明書のご案内

　12月 20日から発行が開始されます新型コロ
ナウイルスワクチン接種証明書についてご案内
します。なお、今回のワクチン接種証明書活用は、
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が策
定した「ワクチン・検査パッケージ制度」を基
に行われます。

1．接種証明書の種類
国内 海外

予防接種済証
（接種時の控え）

ワクチン接種証明書
（海外アプリ版）

ワクチン接種証明書
（アプリ版）

ワクチン接種証明書
（海外紙版）

ワクチン接種証明書
（紙版）

2．証明書の活用方法
国内 海外

各種施設利用時、イベ
ント参加時等におい
て、事業者等の求めに
応じて提示する。

出入国時に関係各所へ
証明書を提示する。

※詳しい活用方法については、今後の報道や事
業者の案内等をご確認ください。

3．予防接種済証について
　現在皆様のお手元にある「予防接種済証」は、
その他の接種証明書と同等の証明書です。原本
の他、コピー、スマホ内の写真データの提示で
も有効です。その為、海外へ渡航する場合を除
いて、改めて他のワクチン接種証明書を申請す
る必要はありません。

４．ワクチン接種証明書申込み方法

アプリ版
紙版（国内向けは20日

以降受付）
①マイナンバーカード
を準備。

②2 0日以降に、スマ
ホにアプリをダウン
ロードし、指示に
従って申請。

①住民係窓口に来庁。
②本人確認資料（海外
用を希望の場合はパ
スポートも）を持参
し申請

※予防接種済証を紛失した場合や、参加予定イベン
ト等において事業者の指示があった場合は、いず
れかのワクチン接種証明書をお申込み下さい。
※ワクチン接種証明書に関するご不明な点がござ
いましたら、お気軽に住民係マイナンバー担当ま
でお問い合わせください。

　問 総務課住民係 ☎  57-2115

周知
生産者・事業者の皆さまへ

奥会津産品販売におけるイベント
出展者募集について

　只見川電源流域振興協議会において、下記に
より奥会津産品を販売するイベント出店を計画
しております。出店を希望される生産者・事業
所さまの募集を行いますので、お知らせします。

参加
申込
条件

奥会津地域内（柳津町、三島町、金
山町、昭和村、只見町、南会津町、
檜枝岐村）で生産、加工、販売のう
ちいずれかを行っている生産者・事
業所

イベント
出店日程

イベント①
場所　いわき・ら・ら・ミュウ【い
わき市】
日程　1/22（土）・1/23（日）
イベント②
場所　LATOV（ラトブ）【いわき市】
日程　2/5（土）・2/6（日）
イベント③
場所　コラッセ福島【福島市】
日程　3/4（金）・3/5（土）
※ 1　上記①～③の出店機会のうち、
2日間出店が可能な方のみお申込み
ください。（1日だけの出店は不可。）
※ 2　販売員は用意しません。出品
のみの申込も受付不可となります。
※ 3　①、②は協議会規定による旅
費等の支給がありますが、③は旅費
等の支給がありません。また、売上
額のうち 5％を出店料としていただ
きます。
※ 4　1事業所につき、2名までの
参加となります。

申込期限 令和 3年 12月 21日（火）まで

申込方法
観光交流係でお申込みのご案内をい
たしますので、下記お問合せ先まで
ご連絡ください。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎ 57-2124

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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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。

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。
　12月29日（水）から令和4年1月3日（月）までの期
間、年末年始のため、診療所休診となります。
　また、1月7日（金）午後は、医師不在のため、内科午
後休診となります。
　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。
※休診期間中（12月 29日～ 1月 3日）に発熱等の症
状があった場合、県の「受診・相談センター」までご
連絡ください。（0120-567-747）
○ 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
12月15日(水) 検査日 ○

16日(木) ○ ○ 松山～野尻

17日(金) ○ ○ 大芦

20日(月) ○ ○ 下中津川

21日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

22日(水) 検査日 ○

23日(木) ○ ○ 松山～野尻

24日(金) ○ ○ 大芦

27日(月) ○ ○ 下中津川

28日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

29日(水) 休診 休診

年末年始
による休診

30日(木) 休診 休診
31日(金) 休診 休診

1月3日(月) 休診 休診
4日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

5日(水) 検査日 ○

○ 内科　診療時間（12/29～ 1/3、及び 1/7の午後休診）
　  午前10:00～11:30 (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
くずし字って難しい？

古文書教室の開催について

　昔の手紙や古い本を見たことがありますか？
　なんだかウネウネとした字で、どこまでが区
切りなのか、そもそもどんな字なのかさっぱり
分からない・・・古文書は難しい！と諦めるの
はまだ早い。古文書の中にも丁寧に書かれて読
みやすい物もあるのです。そんな古文書初心者
向けの教室を全５回に渡って開催しますので、
是非ご参加ください。

1．開催日時
1月 15日（土）午前 10時～正午まで
（２回目以降は土曜日開催を基本として、参
加者の希望を聞いて設定します。）

2．場所
昭和村公民館

3．持ち物
筆記用具、マスク

4．講師
小林盛雄さん、
からむし工芸博物館　松尾悠亮さん

5．参加申込
令和 4年 1月 7日（金）までにお電話等で
お申し込みください。

6．その他
参加は村在住の方のみとさせていただきま
す。（参加費無料）

　問 教育委員会 ☎  57-2114

イベ
ント
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令和 4年産そば種子購入補助事業
　令和 4年度もそば種子購入補助事業を実施い
たしますので、以下の条件をすべて満たす方で
補助を希望される方は、内容を確認の上、別紙
の申込用紙を「産業建設課 産業係」にご提出く
ださい。

【種子購入補助事業の条件】

●対象種子　会津のかおり
　　　　　　（種子の確保ができない場合は「在来種」）

●対 象 者　令和 4年産そばを作付予定の
農業者及び集落営農等の団体

●対象ほ場の地目　水田、畑

●補助金額　全額 ※消費税含む
●配 布 量　申込書記載の面積より算出

(10a=6kgにて算出 )

【事業の流れ】

●申込方法　補助事業の利用を希望する場合は、
申込書を役場産業係までご提出下
さい。

●申込〆切　令和 4年 1月 12日（水）

●配布予定時期　令和 4年 6月下旬～ 7月中旬

（その他注意事項）

・令和 3年産から種子を自家採取した方は、その
分を配布量より差し引きし手配させていただき
ますので、申込書に採取量をご記入ください。

・種子の注文は役場で一括して行います。

・配布量の変更はできません。

※例年、作付する年になってから数量の変更の
依頼等がございますが、種子協議会での種子確
保量に限度があるため、申し込み締切以降は変
更できませんので、ご了承願います。

・会津のかおり種子協議会より直接購入した場合
は、補助対象外となりますのでご注意ください。

　問 産業建設課 産業係 ☎  57-2117

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

映画上映会のお知らせ

昭和村冬休みシネマウイーク

　3日間で 3本の映画を上映します。皆さまお
誘い合わせの上ご来場ください。（あらすじは
12月 1日発行のコバシリをご覧ください）
●開催期間：
　12月 23日（木）、24日（金）、27日（月）
　の３日間
　3日間とも、1回目午後 1時 30分から、
　　　　　　2回目午後 6時 30分から上映
●場　所：昭和村公民館　ホール
●内　容：
12月 23日（木）
「花のあとさき～ムツばあさんの歩いた道～」

12月 24日（金）
「前田建設ファンタジー営業部」

12月 27日（月）
「おらおらでひとりいぐも」

●入場料：無料
●申　込：各映画上映日の前日までにお電話等
でお申し込みください。
●その他：マスクをご持参ください。参加は村
内在住の方のみとさせていただきます。

　問 教育委員会 ☎  57-2114

© 2020 「おらおらでひとりいぐも」製作委員会

© 前田建設／ Team F
© ダイナミック企画・東映アニメーション

©ＮＨＫ

イベ
ント
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昭和村内道路除雪についてお知らせとお願い！

　今年度の、国道・県道・村道の各除雪は次のとおり実施します。ご協力をお願いいたします。
1.除雪区間 

国道 400号
川口～喰丸 23.0km県で除雪　（金子建設㈱）
喰丸～舟鼻峠 9.0km県で除雪　（金子建設㈱）

国道 401号

佐倉～大芦 3.1km県で除雪　（栗城馬場工業㈱）

喰丸～小野川 4.8km村で除雪　（昭和村委託オペレーター
にて除雪）

小野川～博士峠 6.3km県で除雪　（金子建設㈱ )
県道柳津昭和線 小野川～琵琶首 7.3km県で除雪　（金子建設㈱）
県道小林会津宮下(停)線 中向 0.2km村で除雪　（栗城馬場工業㈱）

村　　　　　道
村道は常時除雪と春先除雪に区分して栗城馬場工業㈱、㈲グリーン
ファーム、金子建設㈱、(株 )奥会津昭和村振興公社、昭和村委託オペレー
ターで除雪します。

　　      
2.除雪実施 
(1)  全幅 3.5m以上ある道路でかつ雪の押し出し場及び除雪ドーザの回り場所がある道路について、
常時除雪路線と春先除雪路線とに区分して除雪を実施します。

(2)　路上積雪 5cm～ 10cm以上を目安に除雪作業を開始します。主要路線については朝 7時を目
標に一車線確保を原則として除雪作業を行います。

(3)　降雪中の除雪は一車線確保を原則とし、部分的に拡幅（待避所等確保）作業を行います。
(4)　降雪のない場合に次の降雪時に備えて、路面整正作業や拡幅作業等を行います。

※道路の除雪を円滑に行い、皆さんの道路交通を確保、交通渋滞及び人身事故をなくすため、つぎの
ことについてご協力をお願い致します。

1.人家連担地区を除雪する場合、雪捨て場所の確保が大きな問題となります。雪捨て場がなければ
除雪をすることができませんので、ご協力をお願い致します。

2.除雪作業を阻害するような路上駐車は絶対にしないようご協力下さい。又公共施設広場（役場前
広場、学校校庭等）へ夜間駐車放置されますと早朝除雪ができませんので、駐車放置されないよ
うお願い致します。

3.除雪作業中は危険です。除雪車が来たら近寄らないでください。通園、通学の子供さんには家庭
でよくご指導くださるようお願い致します。

4.博士峠トンネル工事のため、今年度は例年より早い段階での通行止めになりました。また、通行
止めが解除となりましたら、皆様へ防災無線等にてお知らせいたします。

5.除排雪等で利用した流雪溝・側溝の蓋等は、歩行者や通行車両の落下事故、除雪ドーザにより破
損事故等の恐れがありますので、使用後は必ず元に戻すよう開けたままには絶対にしないでくだ
さい。

6.村道農道沿いには農業資材・機器類等は放置しないようお願いします。雪の下で確認できないため、
除雪作業中破壊してしまう恐れがありますので、どうしても移動できない場合には、除雪作業員
が確認できるよう目印 (ポール・棒など )を設置して、範囲がわかるようにしてください。※目印
(ポール・棒など )は、雪に埋もれてしまわない２ｍ以上の高さを確保して、目立つように棒を赤
ペンキで塗るか赤布をつけてください。

◇雪の押し出し場の春先の除排雪は、下昭和地区から順番に上昭和地区へ実施します。

　問 産業建設課 建設係 ☎  57-2123

お願い
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村営住宅入居者募集

　次のとおり、特定公共賃貸住宅、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下さい。

募集

1入居募集戸数（２戸）
特定公共賃貸住宅　B棟 102号室
（昭和村大字下中津川字住吉 2番地）
小中津川村営住宅　1号棟 105号室
（昭和村大字小中津川字石仏 1842番地）

2住宅の構造等　
特定公共賃貸住宅　平成 6年度建築　
床面積　81.94㎡（3DK）
小中津川村営住宅　平成 26年度建築鉄骨造２階建
床面積　25.8㎡（1DK）

3家賃及び敷金等　
特定公共賃貸住宅　家賃 月額　25,000円
　　　　　　　　　敷金　　　 75,000円

共益費（共同管理分）は別
途徴収とする。
（令和3年度月額　1,200円）

小中津川村営住宅　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。
（令和 3年度月額　500円）

4入居予定日　令和 3年 1月中旬以降
5入居者の資格
特定公共賃貸住宅
(1)自ら居住するため住居を必要とする者のう
ち、現に同居または同居しようとする親族（婚
約者等を含む。）がある者

(2)単身入居者
地域振興を図るため都心部からの Uターン、
Jターン等による入居者
人口の流出を制御するための入居者

(3)所得の基準
扶養控除額後の入居世帯員の合計所得額が、
20万円以上で 60万円 1千円以下に該当す
る者
単身入居者で、月収 20万円に満たない者は、
所得の上昇が見込まれる者

小中津川村営住宅
(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入居者の選考方法
　入居の申込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、臨時受け付けます。

(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、設備又は間取りと世帯構成との
関係から衛生上又は風教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。
8申込締切日
　令和 3年 12月 28日（火）※午後 5時必着
　問 建設係 ☎  57-2123
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SHOWA TOP NEWS 10 -2021-

昭和村
十大ニュース
大募集

今年のトップ 10を決めるのはあなた
　昭和村では、令和 3年に村内で起きた
ニュースを記録に残すため、村民の皆さ
ま方に「昭和村十大ニュース」を選んで
いただきます。
　令和 3年の昭和村の歴史に何を刻むか
は、あなたの投票次第です！

問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717

　● 応募方法　「十大ニュース候補」の中から 10項目を選び（項目番号を用紙に記入）、別紙の
　　　　　　　応募用紙等に必要事項を明記してご応募下さい。
　● 応募〆切　令和 4年 1月 7日 (金 )
　● 応 募 先　（ウェブフォームから応募）　https://s.showavill.jp/ZJ5Z

パソコンからは、上記の URLを
入力してください。
スマートフォンタブレットからは、
右のQRコードを読み込んで
ください。

　　　　　　 　（郵送・持参による応募）　968-0103 昭和村大字下中津川字中島 652
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 昭和村役場総務課企画創生係内「昭和村十大ニュース」係
　　　　　　　（F A X による応募）　0241-57-3044
　●選定方法　投票の多い順（最も選択された項目順）に十大ニュースとします。
　●賞　　品　昭和村スタンプ会商品券（総額 5万円分）
　　　　　　　※ 10項目全て的中した方に商品券を一人５千円分贈呈します。
　　　　　　　※ 9項目以下の的中した方には、各的中項目の人数を考慮（抽選あり）し、予算の
　　　　　　　　 範囲内で商品券を贈呈します。

=令和 3年　昭和村十大ニュース候補 =
1. 昭和村生活バス（昭和村－南会津町間）を冬期実証運行
令和 2年 12月 1日から令和 3年 3月 31日までの間、昭和村と南会津町を結ぶ生活バスの実証運行
が行われた。期間中の乗車人数はのべ 99人、悪天候による運休は 3日という実績だった。

2. ALTのアンニック先生が着任
令和 2年 12月に外国語指導助手のアンニック先生が着任した。小中学校での英語の授業のほか、生涯
学習講座での英会話教室を行っている。

3. 昭和村フォトアワード2020応募総数358点
昭和村観光ビジョンのテーマでもある「これからも、昭和（村・時代）」をテーマに行われた写真コン
テストに、2部門で 358点の応募があった。各部門 5点ずつが選ばれ、喰丸小で展示が行われた。

4. 空き家バンクの登録情報をインターネットで公開開始
空き家バンク（登録された空き家を移住希望者等に紹介し、空き家の有効活用を図る仕組み）に登録さ
れた物件は、これまで来村頂かないと見れない状況でしたが、所有者の承諾が得られた物件は、インター
ネットで公開を開始した。

募集

▼  次頁続きます。
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5. 本名茂さん、瑞宝単光章を受章
1月 14日、村長室において、守岡文浩会津地方振興局長から、本名茂さん（下中津川）に、叙勲・瑞
宝単光章が伝達された。これは、本名さんの長きにわたる消防団員としての功績が認められたもの。

6. オンラインで宮古島の小学校と交流
2月 12日、昭和小学校において、オンライン会議システムを利用して、沖縄県宮古島の福嶺小学校と
の交流会が行われた。

7. 昭和小・長谷川美桜さん書きぞめ賞を受賞
（一財）福島県教育会館が主催する「第 65回福島県書きぞめ展」において昭和小 4年 (当時 )の長谷川
美桜（下中津川）が上から 3番目の賞となる「書きぞめ賞」を受賞した。

8. 青木梅之助さん賀寿
青木梅之助さん（野尻）が 3月 8日、満百歳の誕生日を迎え、自宅にて賀寿の贈呈式が行われた。な
お、10月には梅之助さんの生涯をまとめた『奥会津昭和村 百年の昔語り 青木梅之助さんの聞き書きよ
り（著：須田雅子）』が歴史春秋社より刊行された。

9. 昭和村のホームページがリニューアル
3月 12日に、昭和村のホームページが全面リニューアルした。新たなコンテンツとして人の紹介を通
して村の魅力を伝える「お隣さん話」の掲載が始まった。記事を執筆する宣伝部員として、現在 1名
の方が活動している。

10. 「地域発！いいもの」に、からむし織が選定
厚生労働省が主催する令和 2年度「地域発！いいもの」にからむし織の技術伝承や後継者育成に関す
る取り組みが評価され選定された。福島県内での選定は初めて。

11. 舟木哲也さん、東京オリンピックの聖火ランナーに
3月 25日に、浜通りをスタートした東京オリンピックの聖火リレー。本村からは舟木哲也さん（下中
津川）が三島町の区間を 600m駆け抜けた。

12. 大芦地区にシェアハウスが完成
3月 30日、大芦地区に建設が行われていたシェアハウス「ゆうゆう大芦」が完成し、村民向けに内覧
会が行われた。運営は、大芦企画 (株 ) 。

13. JA大芦支所跡に、『お茶っこ「ゆうゆう」』が誕生
昭和村と神奈川県で 2地域居住をする沼上豊さんが代表を務める大芦企画 (株 )の主催により、『お茶っ
こ「ゆうゆう」』がスタートした。小学生らを対象に地理的な条件により休日の友達同士の交流が少な
い現状から、交友の場を設けることがねらい。

14. 副村長に阿部氏が就任
4月 1日付で、副村長に阿部浩陽（あべひろあき）が就任した。出身は福島市。前任地は、保健福祉部 
地域医療課。

15. 消防団長に、馬場修二氏
4月 1日付で、昭和村消防団長に馬場修二さんが就任した。就任にあたり、馬場団長からは「村民の命
と財産を守るために尽力したい」と意気込みが語られた。

16. 消防団検閲式、昨年に引き続き春・秋とも中止に
例年 5月 3日と 10月中旬に開催される昭和村消防団の検閲式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止となった。検閲式は中止となったものの、資機材の点検や各班による消火栓などの設備の
点検が行われ、有事への備えは徹底された。

▼  次頁続きます。
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17. 「かすみの教習所」が開校
4月 22日、「昭和かすみ草振興協議会」による「かすみの教習所」がスタートした。初めての受講生
となる大山さん家族（小中津川）が開校式に参加して、早速、座学による講習に臨んだ。

18. 渡し舟『からむしを績む』が完成
4月 25日から 5月 12日にかけて、「喰丸小」において、渡し舟による『からむしを績む』の出版記念
イベントが開催された。本製作にあたっては、からむしや昭和村の営み、布に宿された気配を伝えられ
るよう心掛けたとのこと。

19. 交通死亡事故ゼロ2500日達成
5月 6日、「交通死亡事故ゼロ 2500日」が達成され、翌日、会津地方交通対策協議会長より、表彰状
が贈られた。

20. 新型コロナウイルスワクチン接種開始
5月 6日から、本村でも新型コロナウイルスのワクチン接種が開始された。週に 4日間の接種を行っ
たほか、140名規模の集団接種も行われた。

21. NPO法人ゆうゆう昭和による移動支援サービス開始
NPO法人ゆうゆう昭和（代表：沼上豊）による、移動支援サービスが開始された。村内の循環運行の他、
村外へのレクリエーション的なおでかけが行われている。

22. 昭和村議会構成新たに
6月 18日開会の第 2回定例会で、議会の構成が変更となった。新しく議長には、馬場政之議員（佐倉）、
副議長に馬場栄三議員（野尻）が選出された。

23. 博士トンネル4,503mが貫通
7月 2日午前 10時 31分頃、会津美里町と昭和村を結ぶ博士トンネルが貫通した。平成 30年 11月
21日にトンネル部の工事が着工し、昭和村側は、湧水などの影響により当初の予定より遅れて 955日
での貫通となった。完成すれば、福島県管理トンネルとしては最長となる。

24. 成人式延期に
例年、8月 15日に開催されていた真夏の成人式が新型コロナウイルスの影響により、延期となった。
延期後は、令和 4年 1月 9日に開催が予定されている。

25. 雪室の改修工事が完了
8月 6日、昭和かすみ草振興協議会の主催で、「昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設（通称・雪室）」の完
成披露会が行われた。この改修により、これまでのおよそ 2倍の 3,280箱が収容可能となった。

26. 個人県民税完納2年連続。県知事感謝状授与
9月 1日村長室において、個人県民税の完納を讃える知事感謝状が授与された。本村は、2年連続での
表彰となった。

27. 敬老の日プレゼントを配布
今年も新型コロナウイルス感染症の影響により、敬老会が中止になったことに伴い、対象となる方に、
小中学生からのメッセージが添えられた記念品が配布されました。

28. 矢ノ原湿原のスイレン駆除体験行われる
9月 24日、矢ノ原湿原で行われた自然観察会にあわせて、園芸スイレンの駆除体験が行われた。侵略
的外来種であるスイレンの駆除は、2017年から行われており、今回の実施で、ほとんどの駆除作業を
終えた。

▼  次頁続きます。
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29. 有害鳥獣対策スマート化実証事業を実施
福島県サポート事業の採択を受け、有害鳥獣対策の省力化のための実証事業が行われた。下中津川地区
と両原地区に設置された電気柵の電圧遠隔監視や箱罠やくくり罠の作動状況の遠隔監視を行った。

30. 内堀福島県知事、新規就農者と対談
10月 5日、内堀福島県知事が来村し、この夏改修を終えた雪室を視察したほか、来年度、新規就農を
予定する大山さんご家族（小中津川）と指導農家の工さん（小中津川）と対談した。

31. ポケモン「ラッキー」の遊具整備へ
10月 14日、株式会社ポケモンから、ふくしま応援ポケモン「ラッキー」がモチーフの複合遊具 1基
及び周辺設備一式の寄贈を受けた。令和 4年度に、道の駅の歳時記広場に設置が予定されている。

32. HIRATAの帽子展
10月 16日から 17日にかけて、からむし織の里オープン 20周年を記念して、皇室御用達の帽子店
である (有 )オートモード平田による帽子展示が織姫交流館において開催された。展示のほか、ワーク
ショップも行われた。

33. 齋藤賢一さん、旭日単光章を受章
10月 6日、村長室において、髙野武彦会津地方振興局長から、齋藤賢一さん（小野川）に、叙勲・旭
日単光章が伝達された。これは、齋藤さんの長きにわたる議会議員としての活動や、農業委員としての
功績が認められたもの。

34. 中学生が村へ寄附
10月 6日、中学生が村長室を訪問し、生徒たちが集めた募金 5,218円を「新型コロナの蔓延で大変な
状況にある人達のために役立ててほしい」と寄附した。

35. 大芦の手づくり文化祭
11月 16日、大芦区長事務所において「大芦の手作り文化祭」が初めて開催された。手工芸品の展示
販売のほか、スカットボールなどのレクリエーションで訪れた方は、久しぶりの集いの機会を楽しんだ。

36. 本名萩君、ふくしま駅伝力走
11月 21日に第 33回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会が開催され、本名萩君（下中津川出身）が 2
区 8.2㎞を走った。各チームともエースを揃えた区間で 7人を抜き、16位という好成績でタスキを繋
いだ。

37. かすみ草の販売額が5億円を突破、記念式典行われる
11月 27日、昭和村公民館において、JA会津よつばかすみ草部会の主催による、「昭和かすみ草販売
額 5億円達成記念式典」が行われた。なお、12月上旬時点の販売額は、5億 7千万円で過去最高となっ
ている。

38. 博士トンネル貫通石披露式典行われる
11月 26日、工事中の博士トンネル内において、貫通石の披露式典が行われた。縦横約 50cmほどの
貫通石に銘板がつけられた。今後は、会津美里町と本村でそれぞれ 1台ずつが展示される予定。

39. 国勢調査本村は、1,246人
11月 30日に、令和 2年度に実施された国勢調査の確定値が公表された。本村は、人口 1246人、う
ち男性 623人・女性 623人、世帯数 626世帯で、奥会津の 5町村では、最も少ない減少率であった。

40. 新型コロナウイルスの影響拡大
新型コロナウイルスは、本村でも令和3年2月に5名の感染が確認された。全国的な拡大も影響し、
本村でも、各種施設の休止や時短営業となった。また、全村民に対してマスクの追加配布を行った。

【注意事項】
・1番～ 40番の中から 10項目を選び、項目番号を応募用紙にご記入ください。
・10項目未満、超過の記入や所定の方法以外の応募は無効となります。



　お申し込み一覧

昭和村十大ニュース応募用紙　 ▼　総務課 企画創生係
（〆切 :1月 7日㈮）

十大ニュース候補の中から必ず 10項目を選び項目番号をご記入ください。

（応募者情報）

住 所

氏 名

職 業

電 話 番 号

お 名 前 （ 個人　・　団体 ）

住 所 昭和村大字

電 話 番 号

作 付 け
予 定 面 積

水田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

畑地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

自 家 採 取
の 有 無

来年の播種用の自家採取分がある場合は記入してください。

（　有り　→　　　　kg　・　無し　）

令和 4年産 そば種子購入補助事業申し込み　 ▼　産業建設課 産業係
（〆切 :1月 12日㈬）


