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・シニア向け「初めてのスマホ・タブレット教室」
・昭和村南会津町生活バス冬季試験運行を実施

・からむし工芸博物館臨時休館のお知らせ
・ふくしま駅伝への出場について
・昭和村職員(高卒程度)採用候補者試験のご案内
・消費税「インボイス制度説明会」開催のお知らせ

・昭和村電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ

・診療所からのお知らせ 
・元気で長生き教室開催のお知らせ

・「よいやれ屋」12月のご案内
・条例に基づき、令和4年度の人事行政の運営等の状況を公表します

・「しめ飾り作り教室」開催

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。

シニア向け「初めてのスマホ・
タブレット教室」

　電源の入れ方や文字の打ち方などの基本操作
やインターネット検索、LINE等便利な機能を優
しく、ていねいに教えます。
●日　　時　　令和4年12月16日（金）

午後1時30分～3時30分
●場　　所　　すみれ荘
●定　　員　　15名
●講　　師　　福島県中央計算センター
●準  備  物　　教室用端末（iPad）を用意して

おります。
※ご自身の端末でも参加もでき
ます。

●申込方法　　会場準備のため、令和4年12月
12日（月）までに役場総務課企
画創生係へお電話等でお申し込
みください。
また、送迎が必要な方は申込時
にお知らせください。

　問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717

周知 昭和村南会津町生活バス冬季
試験運行を実施

　12月1日より昭和村南会津町生活バスの冬季
運行を実施しますのでお知らせいたします。

　運行時刻は、別添の時刻表の通りです。ま
た、料金は夏季と概ね同額です。

冬季試験運行中の生活バスは、昭和村民及び昭
和村を訪れる方のみが乗車できます。

　ぜひ、ご利用ください。

　問 総務課 総務係 ☎ 57-2111

周知
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からむし工芸博物館臨時休館
のお知らせ

　企画展撤収作業のため、11月28日（月）は終
日臨時休館します。ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。

　問 からむし工芸博物館 ☎  58-1677

昭和村職員 (高卒程度 )採用
候補者試験のご案内

　令和5年度採用の昭和村職員採用候補者試験を
次により行います。

○試験職種　一般事務（高卒程度）
○採用予定人員　1～2名程度
○受験資格
・昭和62年4月2日以降に生れた者で高校を卒業し
た者（令和5年3月末までに卒業見込みを含む）

○申込期限　令和4年12月16日
○試験期日　令和5年1月8日8:30から
○試験会場　昭和村役場
○試験の方法
・教養試験（高卒程度）／小論文／事務適性検
査／職場適応性検査／個別面談試験

※詳しくは、村ホームページ又は総務課総務係
へお問い合わせください。

　問 総務課　総務係 ☎  57-2111

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

第 34回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会
ふくしま駅伝への出場について

　11月 20日（日）に、白河市陸上競技場をスター
トし、福島県庁まで 16人の選手でタスキを繋ぎ
ます。

　当村は、三島町・金山町・湯川村・葛尾村・
川内村・檜枝岐村の 7町村合同「希望ふくしま」
チームとして参加します。

　第 10区（郡山市から本宮市）を本名萩さん、
第 13区（二本松市）を櫻岡正俊さんが走る予定
です。是非、現地沿道やテレビ・インターネッ
ト等での応援、よろしくお願いします。

　問 教育委員会 ☎  57-2114

周知

周知

周知 周知 消費税「インボイス制度説明会」
開催のお知らせ

　令和5年10月1日から実施されます適格請求書
等保存方式（インボイス制度）の説明会を、次
のとおり開催いたします。

　説明会では、消費税の基本的な仕組みから、
インボイス制度の概要、登録申請書の書き方ま
で説明いたしますので、是非ご参加ください。

開催日 開催時間 会　場

12月13（火） 14:00～ 16:00 昭和村公民館
研修室

※会津若松税務署でも説明会を開催しますので
別紙をご覧ください。

　問 会津若松税務署　個人課税第一部門
        ☎  0242-27-4314
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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。

昭和村電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ

　この給付金は電力・ガス・食料品等の価格高
騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が
大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支
援する新たな給付金です。

【支給額】
1世帯あたり　50,000円

【支給対象の世帯】
◆住民税非課税世帯
　下記の①から③まで全てに該当する世帯
①世帯の全員が、令和 4年度住民税非課税世
帯であること

②世帯の全員が、住民税が課されている他の
親族等の扶養を受けていないこと

③世帯の中に、住民税課税となる所得がある
のに未申告である者がいないこと

◇家計急変世帯
　住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期
せず令和 4年 1月から令和 4年 12月までの
家計が急変し、「住民税非課税相当」の収入と
なった世帯

【申請方法】
　対象世帯の条件により確認書が送られてく
る世帯と役場窓口で申請が必要な世帯があり
ます。

≪確認書が送られてくる世帯（12月上旬発送予
定）≫
◆住民税非課税世帯
　令和４年度住民税非課税世帯。
　確認書が届いた世帯は、上記の①から③全
てに該当することを確認し署名のうえ、確認
書を返送ください。

　※確認書を返送頂いた場合でも、課税情報等
から住民税が課されている他の親族等の扶養
を受けている事実が確認された場合は不支給
となります。

≪役場窓口で申請が必要な世帯（12月上旬受付
開始予定）≫
　下記に該当する世帯は申請書の提出が必要です。

◆住民税非課税世帯
　令和 4年 1月 2日以降転入された方のいる
住民税非課税世帯の方のみの世帯

◇家計急変世帯
　令和 4年 1月以降収入が減少し「住民税非
課税相当」の収入となった世帯
　家計急変世帯の申請書の提出期限は令和 5
年 1月末までとなります。

※上記申請書による給付の場合、支給要件が
大変複雑になっていますので、ご自分の世帯
が対象となるか疑問に思われましたら、価格
高騰緊急支援給付金担当までご相談ください。

　問 住民係「価格高騰緊急支援給付金」担当
         ☎ 57-2113・57-2115

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、
（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。
　（急患応相談、内科医師住宅 57-2374）

12月 4日（日）昭和村休日当番医
残薬をご確認の上、早めの受診をお願いします。

月日 内科　　　歯科 バス
11月16日（水） 検査日 ○

17日（木） ○ ○ 松山～野尻

18日（金） ○ ○ 大芦

21日（月 ) ○ ○ 下中津川

22日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

23日（水） 祝日 祝日 勤労感謝の日

24日（木） ○ ○ 松山～野尻

25日（金） ○ ○ 大芦

28日（月 ) ○ ○ 下中津川

29日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

30日（水）検査日 ○

12月1日（木） ○ ○ 松山～野尻

2日（金） ○ ○ 大芦

5日（月） ○ ○ 下中津川

6日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

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

周知
ミニミニ

元気で長生き教室開催のお知らせ
　今年度も縮小版での実施になりますが、元気
で長生き教室を開催します。ぜひご参加くださ
い。
〇日時・会場　下記のとおり
〇内容　①健康相談・健康チェック
　　　　②脚力 (足の力強さ・パワー )測定＊
　　　　③認知症予防 “脳トレ ”体験　

開催日 時間 場所
11月28日(月) 午後 1:30～ 小野川生活改善センター

11月29日(火) 午前 9:30～ 松山公民館

12月6日(火)
午前 9:30～ 大芦へき地保健福祉館

午後 1:30～ 野尻コミュニティセンター

12月7日(水)
午前 9:30～ 両原伝承館
午後 1:30～ 佐倉公民館

12月8日(木)
午前 9:30～ 小中津川公民館
午後 1:30～ 中向公民館

12月9日(金)
午前 9:30～ 昭和村公民館
午後 1:30～ 喰丸区長事務所

※脚力測定について：椅子から立ち上がる時の
「足の力強さ (パワー )」「身体のふらつき具合
(バランス )」「立ち上がりにかかる時間 (スピー
ド )」などを測定します。測定結果を参考にし
て、足の衰えを予防しましょう。

※健康手帳を持参ください。

※当日は感染症予防対策へのご協力をお願いし
ます。参加される方はマスクの着用をお願い
いたします。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645
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喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」12月のご案内
　12月のチャレンジショップ in喰丸小「よい
やれ屋」は下記の通り開催いたします。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

12/3（土）
燈日草
のんこんの
淡々艸々

書店
絵、ぬり絵
からむしワークショップ

12/4（日）

燈日草
のんこんの
淡々艸々
Umico
羊の森

書店
絵、ぬり絵
からむしワークショップ
お菓子
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

12/10（土）
寄来蔵
Osaji カスミソウ他

ピザパン

12/11（日）
寄来蔵
Osaji
羊の森

カスミソウ他
焼き菓子
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

12/18（日）秋桜の会
羊の森

焼きそば
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

12/24（土）
～

12/25（日）
羊の森 国産羊毛の糸紡ぎ、小物

（順不動）

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

生涯学習講座

「しめ飾り作り教室」開催

　心を込めた手作りのしめ飾りで、新年を迎え
ましょう。
●開催日時　令和 4年 12月 23日（金）

9：00～ 12：00頃
●場　　所　昭和村公民館　２階研修室
●講　　師　本名福二さん　　
●内　　容　玄関用のしめ飾り作り　　　　　
●定　　員　12名（先着順）　　　　　　　　
●参  加  費　1,200円（材料費として）
●持  ち  物　軍手・マスク
●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に　　

ご記入の上、12月 15日（木）ま
でに、公民館へお申し込みくださ
い。お電話でも結構です。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知
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1　任免及び職員数に関する状況
(1)職員の競争試験及び採用状況（令和 4年 4月 1日採用）

区分 受験者数 合格者数 採用者数

一般行政職 2人 1人 0人
任期付職員 0人 0人 0人
計 2人 1人 0人

(3)職員数
男 女 計

令和 3年 4月 1日時点 35人 15人 50人
令和 4年 4月 1日時点 35人 15人 50人

2　職員の人事評価の状況
評価の種類 能力評価、業績評価
対 象 職 員 すべての一般職の職員
評 価 者 一次評価者：課長等、二次評価者：副村長、最終評価者：村長

評 価 期 間
能力評価：4月 1日～ 3月 31日 (10月、3月に面談 )
業績評価：4月 1日～ 3月 31日（4月、10月、3月に面談）

評 価 結 果
の 活 用

評価結果については、任用、給与、分限の基礎とするほか、人
材育成（職員の能力は開発等）の面で積極的に活用する

3 　給与の状況
（1）人件費の状況（普通会計決算）

区分 住民基本台帳
人口 (R4.1.1)

歳出額
(A) 実質収支 人件費

(B)
人件費率

(B/A)
前年度
人件費率

令和3年度 1,172人 2,191,855千円 101,414千円 361,373千円 16.5% 15.4%

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数 (A)
給与費 一人当たり

給与費
（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉

手当 計 (B)

令和3年度 40人 156,478千円 19,042千円 57,755千円 233,275千円 5,832千円

4　勤務時間その他勤務条件の状況
（1）勤務時間の状況（一般職の標準的なもの）
１週間の
勤務時間 開始時刻 終了時刻 勤務時間の

割振変更制度
38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 あり

（3）介護休暇の取得状況
男性職員 女性職員 計

介護休暇 0人 0人 0人

（2）年次有給休暇の取得状況
１人当たり
平均取得日数

8.3日

(2)職員の退職状況（令和 3年度末退職）

事由 退職者数 うち再任用

定年退職 0人 0人
任期満了
（任期付）

0人 0人

その他 0人 0人
計 0人 0人

周知 条例に基づき、令和4年度の人事行政の運営等の状況を公表します
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5　休業に関する状況
令和 3年度中に新たに取得した職員 令和 3年度以前から

の継続取得者数育児休業 部分育児休業 育児短時間勤務
男性職員 1人 0人 0人 0人
女性職員 0人 0人 1人 1人
計 1人 0人 1人 1人

6　分限及び懲戒処分の状況
分限処分 懲戒処分

降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

7　服務の状況（営利企業等従事許可の状況）
事由 件数

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議
員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 0件

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0件
報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合 0件

8　退職管理の状況
退職者数 営利企業に再就職をした者

定年退職 0人 0人
勧奨退職 0人 0人
その他 0人 0人
計 0人 ０人

9　研修の状況
区分 研修科目 対象者 研修先 受講者

基本研修

新規採用職員研修 その年度の新規採用職員
ふくしま
自治研修
センター

1人
基礎力アップ研修 採用後４年目の職員 0人
応用力アップ研修 採用後８年目の職員 0人
実行力アップ研修 採用後 12年目の職員 0人

公会計
セミナー

地方公会計の概要・財務書類
の見方財務書類の作成方法 一般行政職員 昭和村 35人

10　福祉及び利益の保護の状況
（1）健康診断の実施状況

区分 受診者
定期健康診断 34人
人間ドック 8人

11　公平委員会の業務の状況
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況

区分 件数
係属事案 0件
完結事案 0件

（2）公務災害及び通勤災害の状況
区分 年度中認定件数
公務災害 0件
通勤災害 0件
計 0件

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況
区分 件数

係属事案 0件
完結事案 0件



　お申し込み一覧

「しめ飾り作り教室」　 ▼　昭和村公民館(〆切:12月15日㈭)
氏名 電話番号


