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・事業・イベント等の中止等について
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・マイナポイント第２弾が開始されました
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・診療所からのお知らせ
・「よいやれ屋」2月のご案内

・会計年度任用職員の募集について

・文化研修会の開催について
・古文書教室の開催について
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ント

お願い

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

募集

ご回答よろしくお願いします！

村民満足度調査の実施について
　村では、令和 3年度から第 6次の振興計画（村
の最上位計画で 10年ごとに策定をしています）
に則り、施策・事業の展開をしています。

　第 6次振興計画では、その施策や事業がどの
程度村民生活へ影響を与えているのか（効果が
あるのか）を、各分野の満足度をアンケート調
査により効果測定を行うこととしています。

　つきましては、対象となる方に 1月 17日よ
り調査票を順次郵送しておりますので、ご回答
へのご協力をお願いします。

　回答は、スマートフォンやタブレットからも
簡単に行えますので、若い世代の方も、村の施
策に声を届ける機会ですので、積極的なご回答
をお願いいたします。

　● 調査対象：令和 4年に 16歳以上となる方
　● 調査〆切：令和 4年 2月 14日 (月 )
＜お詫び＞
郵送した調査票内で「令和 4年に 16歳を迎え
る方を対象に」と記載しておりますが、正しくは、
「令和 4年に 16歳以上となる方を対象に」です。
お詫びして訂正いたします。

　問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717

お願い
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

3月5,6日 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
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令和 3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。

　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 14日（月）
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（火） 両原 郷土芸能伝承館 9：30～14：30

2月 16日（水）
喰丸 喰丸区長事務所 9：30～12：00
佐倉 佐倉区長事務所 13：30～14：30

2月 17日（木） 小中津川 小中津川区長事務所 9：30～14：30
2月 18日（金）

大芦
中見沢・山崎

大芦保健福祉館 9：30～15：00
2月 21日（月） 中組・赤田・山神平

2月 22日（火） 松山 松山公民館 9：30～12：00
2月 24日（木） 野尻 野尻コミュニティセンター 9：30～14：30
2月 25日（金） 中向 中向公民館 9：30～14：30
2月 28日（月）

下中津川

上坪 昭和村公民館 9：30～12：00
3月   1日（火） 中坪・新田

昭和村生活改善センター 9：30～14：30
3月   2日（水） 阿久戸・下坪

3月   3日（木）
上記で都合の悪い方 昭和村生活改善センター 9：30～15：00

3月   4日（金）
3月   7日（月）

お休みします
3月   8日（火）
3月   9日（水）

上記で都合の悪い方 昭和村生活改善センター 9：30～15：00
3月 10日（木）
3月 11日（金）
3月 14日（月）
3月 15日（火）

　問 総務課　住民係 ☎ 57-2113 

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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最大 2万円分のキャッシュレスポイントが受取れます
マイナポイント第２弾が開始されました

　12月まで実施されていた国のマイナポイント
が、第２弾にリニューアルされました。今回初
めて登録する方は最大 2万円分、前回 5千円分
受け取った方は最大 1.5万円分受け取れます。
【受け取る前提条件】
●マイナンバーカードを持っている、
　または新しく申込んだ方
●キャッシュレス決済を利用する方、
　または新しく申込んだ方

必要な手続き項目 金額
①カードとキャッシュレス
　決済の紐付け

最大 5,000円分

②カードへの保険証機能設定 定額 7,500円分
③カードへ公金受取口座の
　登録設定

定額 7,500円分

※①を前回受領済みの方は、②③のみ受取れます。

　制度の詳細やキャッシュレス決済については、
下記の国ホームページをご参照頂くか、住民係
マイナンバー担当へお問い合わせください。今
回の手続きは、お持ちのスマホから行う事が出
来ますが、役場窓口で設定サポートもいたしま
す。お気軽にお申し付けください。

＜総務省マイナポイントホームページ＞
　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

　問 住民係マイナンバー担当 ☎  57-2115

周知 昭和村事業維持継続支援金について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
大きな影響を受け、売上げが大幅に減少してい
る村内事業者が、その事業を維持継続するため
の支援金を交付いたします。申請期間は令和４
年 2月 28日までとなりますのお早めに申請し
てください。

1　対象者　村内に事業所があり、令和 3年 7月
末時点で事業を営んでいる法人及び
個人事業主で、今後も営業を継続す
る者

2　支援金の額　一律５０，０００円
3　申請方法及び必要書類
①昭和村事業維持継続支援金交付申請書（村
ホームページ及び産業係で配布）

②令和 2年分の確定申告書の写し又は、令和
2年分の売上高の実績が確認できる書類
③通帳の写し

4　申請先：昭和村役場産業建設課産業係
5　申請期間：令和４年２月２８日（月）
　問 産業建設課 産業係 ☎  57-2117

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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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。
　〈内科〉
　・1月21日（金）：休診
　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。
○休日当番医の変更について　1月 30日  昭和→金山

2月 11日  金山→昭和
○ 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 19日 (水 ) 検査日 ○

20日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

21日 (金 ) 休診 ○ 大芦

24日 (月 ) ○ ○ 下中津川

25日 (火 ) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

26日 (水 ) 検査日 ○

27日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

28日 (金 ) ○ ○ 大芦

31日 (月 ) ○ ○ 下中津川

2月 1日 (火 ) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

2日 (水 ) ○ ○
3日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

4日 (金 ) ○ ○ 大芦

7日 (月 ) ○ ○ 下中津川

8日 (火 ) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科（21日休診）
　  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
　  午前 9:00～ 11:30  午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知周知
喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」2月のご案内
　チャレンジショップ in喰丸小「よいやれ屋」
を開催しております。みなさんぜひご来館くだ
さい。来館の際には、引き続き体温測定、マス
ク着用、手指消毒、体調管理等、感染症対策に
ご協力をお願いします。（出店者の都合により変
更、中止がありますので、ご了承ください。）

開催日 出店者 内容

2/6(日 ) つどいや 編み組、実演

2/26(土 ) 燈日草 書店

2/27(日 ) 燈日草 書店

喰丸小からのお知らせ
　村では、移住を検討している方、移住に興味
がある方へ向けた移住促進動画「移住者の方に、
聞いてみました」を３本作成し、公開します。

仕事や年齢は違うけれど、同じように村に魅了
され移住した方々のそれぞれの形を追い、

①カスミソウ就農に従事している移住者の方

②好きな仕事や暮らしを村で見つけることがで
きた移住者の方

③からむし織に従事している移住者の方

の暮らしを紹介しています。

　下記、村公式 YouTubeチャンネルにて公開し
ておりますので、是非ご覧ください。

https://s.showavill.jp/HACo

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

▼  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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教育委員会事務補助員募集

会計年度任用職員の募集について
　地方公務員法に基づき期限を定めて任用され
る、一般職の非常勤職員（旧名称：臨時職員）
を下記のとおり募集します。

業務内容
教育委員会事務補助員

（教育委員会業務/一般事務）
募集人数 1名

勤務場所 昭和村公民館

必要資格
・経験

PC操作、普通自動車免許

雇用期間 令和4年2月14日～令和4年3月31日

勤務日
毎週月曜日から金曜日まで
※土日祝祭日は原則休日ですが、行事
等がある場合には勤務日になります。

勤務時間
午前８時30分～午後5時
※行事等がある場合は前後すること
があります。

報酬、
手当等　

日額　7,086円（通勤手当別途支給）

社会保険 なし

服務
一般職の地方公務員として、守秘義
務、職務専念義務等の服務上の規程
が適用されます。

応募締切 令和４年２月４日(金)午後５時まで

応募方法

履歴書・健康診断書を提出してくだ
さい。（履歴書は市販のもので結構
です。診断書については、今年度に
職場や村で健康診断を受けている場
合はその写しで結構です。）

選考方法 提出書類等の審査にて決定します。

決定通知 採用決定者にのみ通知いたします。

　問 教育委員会 ☎  57-2164

募集
昔は昭和村も海の底？

文化研修会の開催について
　昭和村文化協会・千歳学級合同の研修会を開催
しますので、皆さま是非ご参加ください。

1.開催日時 　2月 15日（火）
　　　　　　午後 1時 20分～午後 3時 30分

2.内容
福島県立博物館で開催中の特集展に沿った内容
の研修会です。
①「自然史講座」
貝殻パラダイス！
（貝殻・化石からみる県土の成り立ちと歴史）
講師：福島県立博物館学芸員　相田優氏
②「災害分野講座」
そなえの芽～災害から考えるあしたの暮らし～
講師：福島県立博物館学芸員　筑波匡介氏

3.会　場　昭和村公民館　研修室
4.持ち物　マスク
5.参加申込
２月４日（金）までにお電話等でお申し込みく
ださい。

6.その他
参加は文化協会加盟団体の会員、千歳学級生の
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

くずし字の奥深さ

古文書教室の開催について

　「御
おしおきごにんぐみちょう

仕置五人組帳」をテキストとして読み進め
ていきます。皆さま是非ご参加ください。
1．開催日時

1月 29日（土）午前 10時～正午まで
（3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

1月 28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



昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部(保健福祉課） 

村民の皆様へ 

 

県内でもオミクロン株による市中感染やクラスターが発生し、

感染者が急激に増加しています。 

このため県は、感染レベルを「警戒すべきレベル」に引き上げ

ました。 

つきましては、これまでの基本対策を徹底していただくととも

に、感染が収まるまでの間、 

 
ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

令和４年1月１９日 
昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部長 

 

◎心配なことがございましたら、対策本部まで御相談ください。 

電話 ０２４１－５７－２６４５【保健福祉課２４時間対応】 

◎昭和村国保診療所（発熱等の症状がある場合） 

電話 ０２４１－５７－２２５５【平日9:00～17:00】 

◎受診・相談センター（かかりつけ医がいない場合） 

電話 ０１２０－５６７－７４７【２４時間対応】 

 

福福島島県県もも新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症がが  

第第６６波波にに入入りりままししたた  
  

○○大大人人数数・・長長時時間間のの飲飲食食はは控控ええててくくだだささいい。。  

○○県県ををままたたぐぐ不不要要不不急急のの移移動動はは  

極極力力控控ええててくくだだささいい。。  

○○近近場場ででもも、、混混雑雑ししたた場場所所やや感感染染リリススククがが  

高高いい場場所所へへのの外外出出はは避避けけててくくだだささいい。。  
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～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～ 

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から 
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。 

 

高齢者が一人で除雪作業をしていたら、声かけ、見守りをお願いします 
高齢者が屋根からの落雪で雪に埋まってしまったり、転倒などで動けなくなる事故が全国で多発し

ています。地域の皆さんの見守りや声かけで重大事故を防止しましょう！ 

電話相談 特設相談 お問い合わせ先 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で 

2月４日（金） 

午前 10時 00分 
～午後 3時 00分 

会津坂下町 
社会福祉協議会 

      0242-83-1368 

2月 7日（月） 
2月２8日（金） 
午前 9時 30分～正午 

西会津町 
社会福祉協議会 

      0241-45-4259 

  

2 月８日（火） 
 午前 9時 00分～正午 柳津町 

社会福祉協議会 

      0241-42-3418 

 

2月４日（金） 
午前 9時 30分 
  ～午前 11時 30分 

2月 17日（木） 
午前 9時 30分 
～午前 11時 30分 

相談員：人権擁護委員・民生児童委員 

三島町 
社会福祉協議会 

      0241-52-3344 

特設相談はありません 
電話相談をご利用ください 

金山町 
社会福祉協議会 

      0241-55-3336 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

昭和村 
社会福祉協議会 

      0241-57-2655 
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～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～ 

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から 
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。 

 

高齢者が一人で除雪作業をしていたら、声かけ、見守りをお願いします 
高齢者が屋根からの落雪で雪に埋まってしまったり、転倒などで動けなくなる事故が全国で多発し

ています。地域の皆さんの見守りや声かけで重大事故を防止しましょう！ 

電話相談 特設相談 お問い合わせ先 
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昭和村社会福祉協議会（すみれ荘）で集めています！ 

空き缶のプルタブ、 

書き損じハガキ・未使用切手 

～気軽にできる収集ボランティア～ 

 

空き缶のプルタブ 
 

 集まったプルタブは、リサイクル業者へ売却し、 

その収益で車椅子を購入しています。これまで 

10台の車いすを購入し、必要な方々に貸し出し 

て、活用いただいています。 

 シーチキン缶等のふたでも大丈夫ですが、 

汚れを落としてからお持ち込みくださいますようお願いします。 

 

書き損じハガキ・未使用切手 
 

  年賀状などで書き損じてしまったハガキや、 
使用する予定のない未使用の切手はございますか？ 

 書き損じハガキや未使用切手は、日本盲導犬協会へお送りし

ており、盲導犬育成活動に関わる通信料（郵送料）として役立て

られています。 

 

その他にも！ 

ペットボトルのキャップ 
 

 昭和村社会福祉協議会では、数年前にエコキャップの回収を終了しました

が、エコキャップをすみれ荘へお届けくださる方がいらっしゃいますので、現

在でも回収を続けている金山町社会福祉協議会さんへお届けしています。 

 エコキャップは、リサイクル業者に売却し、その収益で、はしかやポリオ等の

ワクチンとして途上国の子供たちへ届けられます。 

 

【お問合せ先：昭和村社会福祉協議会 電話 57-2655】 


