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　泉崎村では次のとおりにワクチン接種を予定しています。
　円滑な接種のためには、村民の皆様のご協力が必要ですので、ご協力をお願いいたします。

≪実施方法≫
　集団接種（完全予約制）

≪実施時期≫
　国の方針などにより、ワクチン接種準備が整
い次第、実施します。
（５月中旬頃から開始見込み）

≪接種会場≫
　泉崎村保健福祉総合センター

≪接種料金≫
　無料

≪接種対象者及び接種順位≫
　①医療従事者
　（３月から医療機関等で先行接種）
　②６５歳以上高齢者
　（令和３年度中に６５歳に達する方）
　③基礎疾患がある方・高齢者施設等の従事者
　④その他一般の方
　※国の方針やワクチンの状況により変わる場

合があります。

≪接種の流れ≫
　①接種券・予診票が届く
　４月中旬に６５歳以上の方に接種券・予診票等を送付します。

（その他の対象者の方には、日程が決まり次第通知します）

　②１回目の予約をする
　「WEB予約システム（村ホームページ）」または「予約専用

ダイヤル（☎２１－５６６４）」で予約をお願いします。

　③接種する（１回目）
　予約済みの日時に「接種券」、「記入済の予診票」、「本人確

認書類（運転免許証、健康保険証等）」を持参し、保健福祉総
合センターへお越しください。

　④２回目の予約をする
　効果を十分に得るため、同じワクチンを２回接種する必要があ

りますので、１回目を接種した後に２回目の予約をします。

　⑤接種する（２回目）

≪注意事項≫
・ワクチン接種は、本人の同意が必要です。接種券に同封しました説明書等によりワクチンの効果や副反応などをご理

解の上で受けてください。
・現在治療中の方は、かかりつけ医と相談の上、ワクチンの接種をご検討ください。
・接種前に自宅で体温測定し、発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控えるとともに、必ず保健福祉総合セン

ターにキャンセルのご連絡をお願いします。
・国の方針などにより、変更になる場合があります。今後の確定情報については、広報誌やホームページ等でお知らせ

します。

≪相談窓口≫
　令和３年４月中旬から相談窓口を開設予定です。
　接種予約やワクチン接種については下記までご連絡く
ださい。
　問ワクチン専用ダイヤル
　　受付時間　９：００～１７：００（平日のみ）
　　☎０２４８－２１－５６６４

新型コロナウイルスワクチン接種について 問保健福祉総合センター　☎５４・１３３５

≪新型コロナウイルスワクチンに関するお問い合わせ≫
　問厚生労働省
　　新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　　受付時間　９：００～１７：００
　　（土・日・祝日も受付）
　　☎０１２０－７６１－７７０
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令和３年度泉崎村新規採用職員

所属：幼稚園
趣味：散歩、旅行
抱負：笑顔を忘れず、村民の皆様に寄
り添いながら、日々努力して参ります。

よろしくお願いいたします。
最終学歴：郡山女子大学短期大学部

堀越　優美（ほりこし ゆうみ）

　村発展のためにこれから活躍する新規採用職員です。温かい声援をお願いします。

所属：幼稚園
趣味：手芸、スポーツ
抱負：明るく、元気に精一杯がん
ばります。よろしくお願いいたし

ます。
最終学歴：福島学院大学短期大学部

西間木　彩乃（にしまき あやの）
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　地方創生臨時交付金（遠隔・オンライン学習の環境整備、GIGA スクール構想への支援事業）を活用し、地区の集会所
等を学習スペースとして開放した時や、会合やイベントの際に、地域の方が自由に利用できるフリー Wi-Fi を村内９施設
に整備しましたので、どうぞご活用ください。

公衆無線LAN（Wi-Fi）環境を整備しました 問学校教育係　☎５４・１５３３

【SSID】
　Vill-Izumizaki_Free_WiFi
　※SSID：無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイントとしての識別名
【パスワード】
　kokorokaradagenki
　※パスワードは各集会所内にも掲示しています。ご利用の際に、各施設で

ご確認ください。
【利用方法】
　・上記のSSID、パスワードは９施設で共通です。
　・「ブラウザ認証機能（メールアドレス等）」の登録は不要です。
　・パスワードを入力するだけで、時間制限なく使用することができます。
【利用上の注意】
　・一般的にフリーWi-Fiのご利用には、端末側でのセキュリティ対策が必

要です。
　・Wi-Fiを利用の上で生じるいかなる事案についても泉崎村では責任を負

いません。

１. 太田川公民館
２.天王台コミュニティセンター
３. 踏瀬生活改善センター
４. 泉崎村防災センター
５. 愛宕山公民館
６. 堂ノ下集会所
７. 関和久宿集会所
８. 八雲コミュニティセンター
９. 瀬知房生活改善センター

【整備した施設】

　新型コロナウイルス感染症対策のため１月に開催予定の成人式が延期になっていましたが、この度新成人を迎えられた
皆様を祝福する「泉崎村成人式」を下記により挙行いたします。
　２０歳の節目に、そして懐かしい恩師や友人との再会に是非ご出席くださいますようご案内申し上げます。なお、他市
町村に転出された方には、ご家族からご本人様へご連絡くださいますようお願いいたします。
　ご不明な点は中央公民館（☎ 0248-53-2258）までお問い合わせください。なお、出席者には、感染症対策について改
めてお知らせいたします。また、ご家族の会場への入場は、ご遠慮願います。

≪日　時≫　令和３年５月２日（日）１１：００～
≪場　所≫　泉崎村農村環境改善センター（中央公民館）
≪主　催≫　泉崎村・泉崎村教育委員会

令和３年泉崎村成人式の挙行について 問中央公民館　☎５３・２２５８

≪日　程≫　受　　付　　１０：００～１０：５０
　　　　　　成 人 式　　１１：００～１２：００
　　　　　　記念撮影　　１２：００頃

建築工事などその他
☆気軽に御相談ください。

　例年４月に開催しております「いずみざき桜ウォーク」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、開
催を中止することとなりましたので、お知らせいたします。
　ご参加を検討いただいていた方にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

第18回いずみざき桜ウォークの開催中止について 問産業係　☎５３・２４３０
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樹木や生垣等の適切な管理について 問建設水道係　☎５３・２１１４

　樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。
　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があります。
　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を問われる
ことがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）
　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくようお願い
します。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、車
両等の交通を妨げる可能性があります。こ
のことが原因で事故が起きた場合、樹木の
所有者の方が責任を問われる場合がありま
す。
　交通を妨げ、事故の原因をつくらないた
めにも、右側の樹木のように伐採・剪定等
を行うよう、お願いします。

　農業集落排水・汚水処理施設条例第１０条（使用料の減免）により、以下のように使用料の減免制度があります。該当
される方は、建設水道係にて申請の手続きをしてください。

下水使用料の減免申請について 問建設水道係　☎５３・２１１４

減免対象
・遠隔地在学中のため自宅に住んでいない学生の方がいる場合
・老人保健施設入所のため自宅に住んでいない方がいる場合
・療養病棟に入院している方がいる場合　等

減免金額 条件に当てはまる方１人あたり３００円＋消費税額

提出書類 ・減免申請書
・添付書類（在学証明書、入所証明書及び領収書等）

申請期限 令和３年５月２８日（金）

そ の 他 前回減免申請をした方の中で、引き続き減免の対象となる場合も新たに手続きをしてください。

知事許可（般-27）第27330号　（労大臣認）１級建築塗装技能士

☎・泉崎５３－４０６６・ＦＡＸ２１－６６７８

随時・社員（見習い可）募集中  /  社会・厚生年金・雇用保険有り

塗装【ペンキ】工事
住宅からビルディング
まで工場・オフィス
店舗・内外塗装工事

＊見積り無料
   （新築・リフォームも）
　お電話お待ちしております

看板の事なら何でも
福島県屋外広告業届出　第 30015 号

〠969-0101　福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字寺前 71
TEL・FAX　0248-53-4355

小林工芸
(     ) (    　　  )看板 　　　　エアーブラシ設計
施工

アンドン
イラスト、他
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マイナポイントの申込はお済みですか？ 問企画財政係　☎５３・２４０９

マイナポイントの対象期間が再延長されました！
　令和３年４月末までに、マイナンバーカードを申請された方は、
　令和３年９月末まで上限５,０００円相当のマイナポイントがもらえます！
　マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナポイントの予約・
申込が必要です。村では、マイナポイント予約・申込のサポートを行っています。

≪マイナポイント予約・申込サポート窓口≫
　受付時間：８：３０～１８：００（原則土日祝を除く）
　場　　所：村役場　担当窓口
　持 ち 物：マイナンバーカード、各種決済サービスのログイン情報（ＩＤ・

パスワード等）
※予算の上限に達した場合、予約を締切る場合があります。
※マイナポイント予約・申込は市町村に加え、スマホアプリの利用の他、郵便
　局、コンビニ、携帯キャリアショップ等でも行うことができます。
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
ＵＲＬ: https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/promotion/

マイナポイントとは？
　マイナポイントとは、キャッシュレス決済サービスを提供するキャッシュレ
ス決済事業者を通じて国から付与されるポイント等の総称です。
　普段使用している決済サービスから１つを選択し、マイナポイントの申し込
みをすると、当該決済サービスの利用（チャージまたは購入）時に買い物等に
利用できるポイント２５％（上限一人５,０００円まで）が付与されます。

確かな信用、確かな技術

〒969-0102  泉 崎 村 大 字 関 和 久 字 瀬 知 房 ５
 TEL 54-1101　 FAX 54-1103株式会社 兼 千

かね せん

上　下　水　道　／　設　備　工　事　／　土 木 と び 工 事

マイナンバーカードをお持ちですか？

１．マイナポイント予約
　ＩＤを設定し、マイナポイントの予約をします。

２．マイナポイント申込
　キャッシュレス決済サービスを１つ選択し、マイナンバー
カードと連動させます。

３．マイナポイント利用（～令和３年９月３０日まで）
　キャッシュレス決済を行うことで２５％が還元されます。
（上限５,０００円）

マイナンバーカードの申請をお願いします。
※令和３年４月３０日までの申請が対象。
※取得には１か月程度かかります。

マイナンバーカードの申請について
問住民係　　☎５３・２１１２

≪マイナポイント利用までの流れ≫

≪こちらでもマイナポイントの予約・申込ができます≫

スマートフォン用
のアプリで予約・
申込ができます！

アプリダウンロード
マイナポイントアプリ マイナポイント手続スポット

対応機種

↑このアイコンが目印！

手続スポット検索（iPhone） （Android）

↑このステッカーが目印！

対応するスマートフォンやパソコン・ICカードリー
ダーをお持ちでない方は、市区町村窓口や郵便局、
コンビニ、携帯ショップなどのマイナポイント手続ス
ポットで予約・申込ができます。

はい

いいえ
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