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・事業・イベント等の中止等について
・新田橋の交通規制について

・オオハンゴンソウは特定外来生物です！
・診療所からのお知らせ

・令和4(2022)年5月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます
・電気柵の盗難にご注意ください

・期日前・当日投票所の立会人募集について

・「親子ハイキング～大芦・矢ノ原編～」の開催について

・「矢ノ原湿原」勉強会について

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

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

5月29日
昭和村総合運動会
（小学校運動会は 5月 28日に
実施）

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

募集

イベ
ント

橋りょう補修工事情報

新田橋の交通規制について
　橋りょう補修工事にともなう交通規制の実施
についてお知らせいたします。付近を通行され
る際にはご注意ください。
　なお、前回のお知らせ内容から変更がありま
すのでご確認ください。

　【交通規制内容】
　○日中通行止（8:30～ 17:00）

　6　月　1　日　（水）
　6　月　3　日　（金）
　6　月　6　日　（月）　
　6　月　7　日　（火）　
　6　月　8　日　（水）

※雨天等により日程が変更となる場合がありま
す。（予告看板にて周知）

※歩行者・自転車等は通行可です。
　（工事内容によっては通行できない場合有）
※通行止予告看板を設置します。
※車両の迂回路は宮前橋、阿久戸橋（普通車の
み通行可）となります。

　村民の皆様には大変ご不便をおかけいたしま
すが何卒ご協力くださいますようお願いいたし
ます。

　問 産業建設課 建設係 ☎  57-2123

周知



 (2)  広報しょうわ　お知らせ版　No.068

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。
　（国保診療所　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
5月 25日（水） 検査日 ○

26日（木） ○ ○ 松山～野尻

27日（金） ○ ○ 大芦

30日（月 ) ○ ○ 下中津川

31日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

6月 1日（水）検査日 ○

2日（木） ○ ○ 松山～野尻

3日（金） ○ ○ 大芦

6日（月） ○ ○ 下中津川

7日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

8日（水）検査日 ○
9日（木） ○ ○ 松山～野尻

10日（金） ○ ○ 大芦

13日（月） ○ ○ 下中津川

14日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科
　  午前  9:00～11:30 (受付11:15まで)
　  午後14:00～16:15 (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

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

オオハンゴンソウは
特定外来生物です！

　オオハンゴンソウは特定外来生物に指定され
ており、栽培・運搬・販売などが禁止されてい
ます。
　所有する土地でオオハンゴンソウが生えてい
るのを見かけたら駆除にご協力ください。

●花が咲いている場合は花を摘む。移動させ
ずにその場で枯死させる。

●根から引き抜く。

●刈り取る。根の破片からも再生するため効
果は限定的ですが、種子ができる前に複数回
刈り取ることが有効です。

　問 産業建設課 産業係 ☎  57-2117

周知
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国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方へ

令和4(2022)年5月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます
対象手続

①国民年金 第 1号被保険者加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）
②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
③国民年金保険料 学生納付特例の申請
メリット

① 24時間 365日申請ができます。
②スマートフォンから申請できます。

③処理状況も申請結果も確認できます。

まずはマイナポータルの「利用者登録」が必要です→

役場窓口でも利用者登録が可能ですのでお気軽にお越しください。

※手続にはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。

スマートフォンでの電子申請の流れ

①マイナポータル利用のためご用意いただくもの

　・マイナンバーカード

　・マイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード（数字４桁）

②マイナポータル利用者登録手続（すでに登録している方は③へ）

　1.マイナポータルのトップ画面の「利用者登録 /ログインして使う」を選択
　2.「利用者登録」を選択
　3.「スマートフォン」を選択し、マイナポータルアプリをダウンロード
　4.「利用者登録 /ログイン」を選択
　5.パスワードを入力し、スマートフォンの裏側にマイナンバーカードを押し当てて読み取りを開始
　6.画面の案内にしたがい入力・選択し、登録が完了
③申請手続

　1.マイナポータルのトップ画面の「年金の手続をする」を選択
　2.「国民年金に関する手続」画面にて、希望する手続を確認し
「手続に進む」を選択

　3. パスワードを入力し、スマートフォンの裏側にマイナンバーカードを押し当てて読み取りを開
始

　4.画面の案内にしたがい、申請に必要な内容の入力・選択等を行う
　5.個人情報の取扱い等を確認し、「同意する」「申請する」を選択
④送信完了したら電子申請が完了です

　問 日本年金機構（0570-003-004） 、昭和村役場住民係（0241-57-2115)

周知
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電気柵の盗難にご注意ください

　定期的な見回りと盗難対策を行い、被害を未
然に防ぎましょう。

●本体は、極力人目に触れにくい場所に設置
する。

●電気柵本体に所有者名などを油性ペンやス
プレーで目立つように記載する　

●本体の近くに打った杭などに、金属製ワイ
ヤーで結着する

●土のう袋など重量物を括り付けておく

●「パトロール強化中」などの看板の掲示

●製造番号を控えておく

　問 産業建設課　産業係 ☎  57-2117

周知
7月10日執行予定　第26回参議院議員選挙
期日前・当日投票所の立会人募集について

　7月 10日執行予定の第 26回参議院議員選挙
における期日前投票所及び当日投票所の投票立
会人を募集します。
◎仕事の内容
　投票が公正に行われているかの確認
◎期日前投票所
〇立会日時
　・6月 23日 (木 )～ 7月 9日 (土 )
　・朝８時～夜８時まで
　※立会時間中は立会場所から離れることが
　　できませんのでご注意ください。
〇立会場所
　昭和村生活改善センター
〇報　酬
　1日　9,600円

◎当日投票所
〇立会日時
　・7月 10日 (日 )
　・朝 7時～夜 6時まで
　※立会時間中は立会場所から離れることが
　　できませんのでご注意ください。
〇立会場所 (各投票所 )
　・松山公民館
　・野尻コミュニティセンター
　・昭和村保育所
　・すみれ荘
　・大芦区長事務所
　・喰丸区長事務所
　・両原郷土芸能伝承館
　・小野川生活改善センター
　・大岐管理センター
〇報　酬
　1日　10,900円

◎応募方法
　6月3日 (金 )までに選挙管理委員会 (57-2199)
まで電話で応募ください。

　問 選挙管理委員会 ☎  57-2199

募集

▼  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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昭和村子ども会♪

「親子ハイキング～大芦・矢ノ原編～」
の開催について

　奥会津昭和の森キャンプ場を出発し、大芦地
区から矢ノ原湿原まで約５㎞の道のりを歩きま
す。初夏の瑞々しい風景を一緒に楽しみましょ
う！

　●対象　小学生・中学生と保護者等

　●日時　令和 4年 6月 5日（日）
　　　　　9：00～ 12：00　8:50集合　
　●集合場所　奥会津昭和の森キャンプ場
　　　　　　　管理棟

　●申込方法　学校で配布済みのチラシか、
お知らせ版最終頁の申込用紙にご記入の上、
5月 31日（火）までに担任の先生か保健
福祉課へお申し込みください。お電話でも
FAXでも結構です。

　●参加費　無料

　●服　装　長そで・長ズボン
　　　　　　歩きやすいシューズ・帽子など

　●その他　

・新型コロナウィルス感染症対策・熱中症対
策を各自でお願い致します。

・雨天などで中止の場合は当日朝 7:30頃に
ご連絡します（小雨決行）

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

湿原の成り立ちと森林について

「矢ノ原湿原」勉強会について

　6月 4日（土）午前 10時 30分から正午まで、
矢ノ原湿原勉強会を開催します。
　福島県植物研究会の二瓶重和先生を講師に、
湿原について学び、実際に湿原を歩いてみましょ
う。
・参加費：無料

・参加申込：6月 3日までに、昭和村公民館ま
で電話等でお申し込みください

・集合場所：昭和村公民館（始めに公民館で座
学を行い、その後湿原に移動します。）

・持ち物：長靴等（ぬかるみを歩く可能性があ
ります）、マスク

・小雨決行

・次回は 6月 25日を予定しています。詳しく
は参加者にお知らせいたします。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント

イベ
ント





　お申し込み一覧

「親子ハイキング～大芦・矢ノ原編～」　 ▼　保健福祉課
（〆切 :5月 13日㈮）

児童氏名 参加する保護者等 保護者連絡先





発行：一般社団法人昭和村観光協会
〒968-0212 昭和村大字喰丸字宮前１３７４
電話：0241-57-3700 FAX：0241-57-3701

インターネットで情報発信しています！
https://showakanko.or.jp/

事務局の新しいスタッフをご紹介いたします
5月より、観光協会事務局に新しいスタッフが増えましたので、ご紹介いたします。

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

御前ヶ岳山開きについて

岡井 理恵（大阪府出身・令和３年度からむし織体験生修了生）
約１年間のからむし織体験生を通して知った、昭和村の魅力を
伝えていきたいと思っています。まだまだ知らないことばかり
ですが皆様のお役に立てるように努力して参りますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

村内飲食店では、「矢ノ原高原そば」や、からむしを食用にしたり、地のものを活
かしたメニューなど、工夫の凝らされた美味しいものが提供されています。
これをもっと村内外の多くの方に知っていただき、まだ村を訪れたことのない方が

訪れるきっかけを作ること、リピーターになっていただくことを目指し、新事業「麺
＆食めぐりキャンペーン＆食めぐりキャンペーン」を開始いたしました。
キャンペーン期間中（12月28日まで）に２軒の飲食店をめぐってスタンプを集め

て応募すると、村の美味しいものが抽選で当たります。もちろん村民の皆様もご応募
いただけます（店舗関係者、運営関係者の方を除く）ので、ぜひご参加ください。
くわしくは、飲食店、喰丸小、道の駅などにあるパンフレットをご覧ください。

「麺＆食めぐりキャンペーン」を実施中です

本年度は5月28日（土）が山開きの日となります。頂上まで登った先着200名様に
年号入り記念バッジの贈呈と、登山口への仮設トイレの設置を行います。なお、新型
コロナウイルス感染症拡大防止等のため、出発式などのイベントは行いません。
山開きに先立ち、観光協会と村役場観光交流係にて登山道の整備を行います。

「ラッキー公園」と連動した事業を企画中です
子供から大人まで幅広い年代に大人気の、ポケットモンスターのキャラクターによ

る「ラッキー公園」が、道の駅に近日中にオープン予定です。これを活用した新しい
観光事業を実施すべく、村役場観光交流係や県などと現在調整しています。
（諸般の事情により最終的に実施できない可能性もありますがご容赦ください）


