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桑折町総合政策課

新型コロナウイルス感染症 町長メッセージ新型コロナウイルス感染症 町長メッセージ
　はじめに、命と健康を守るために懸命
にご対応いただいている医療従事者並び
に関係者の皆さまへ、深く敬意と感謝の
意を表します。また、感染拡大の防止に
向けてご協力をいただいている町民の皆
さま、事業主の皆さまに重ねて感謝申し
上げます。
　さて、福島県においては、依然として
厳しい感染状況が続いています。町とし
ましても、「重点対策期間」を５月９日
まで延長することとします。
　４月、５月は、１年の中で一番爽やか
な季節です。しかし、町民の皆さまには、
今年は通常の春ではないことを認識して
いただき、気をゆるめることなく引き続
き「新しい生活様式」の徹底に努めてく

ださいますようお願い申し上げます。
　また、いよいよ来月から、高齢者施設
入所者並びに従事者を皮切りに、感染拡
大防止の切り札となるワクチン接種が始
まります。高齢者の皆さまが速やかに、
そして、安心してワクチン接種ができる
よう万全な体制を整えてまいります。
　結びに、皆さまにおかれましては、ご
自身と大切な人の命を守るため、引き続
き、感染拡大防止により一層ご協力いた
だきますようよろしくお願いします。

令和３年４月１日
桑折町新型コロナウイルス感染症
対策本部長　桑折町長　髙橋宣博

【重点対策期間　４月１日木～５月９日日】
◆町民の皆さまへ
①�緊急事態宣言が解除された１都３県を始め、感染者数が増加している宮城
県や山形県などの感染拡大地域との不要不急の往来自粛をお願いします。
②�感染対策が徹底されていない接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店
などの利用、大人数での飲食を伴う花見や歓送迎会は控えていただくよう
お願いします。
③�学生の皆さまにおいては、感染防止対策が徹底できないサークル活動や、
感染拡大地域への旅行・帰省など、感染リスクの高い活動を控えるようお
願いします。
④�感染リスクが高まる「５つの場面」や「感染リスクを下げながら会食を楽
しむ工夫」を意識し、慎重な行動をお願いします。
◆事業主・施設管理者の皆さまへ
①�高齢者などの施設において、チェックリストに基づく自主点検など、感染
防止対策に見落としがないか改めて確認をお願いします。
②�飲食店などの業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底をお願いし
ます。

　　ワクチン接種シミュレーションワクチン接種シミュレーション
を実施しましたを実施しました

　新型コロナウイルスワクチン接種に係るシミュ
レーションが 4月 5日、接種会場予定である「や
すらぎ園」で行われました。職員が医師や町民役に
扮し、時間や動線、アナフィラキシーショック症状
を起こした場合の対応などを確認しました。今後、
藤田病院ワクチン接種チーム
に意見をいただき、第２回シ
ミュレーションを行い、高齢
者への円滑なワクチン接種に
向けて取り組んでいきます。
問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

【スローガン】
「ぼくを見て　横断
歩道の　小さな手」
ドライバーは歩行者
に気を付けましょう
問生活環境課
　危機管理係　
☎ 582-2123

春の全国春の全国
交通安全運動交通安全運動

4/6火～15木

しだれ桑移植しだれ桑移植
蚕糸記念公園へ蚕糸記念公園へ

　旧役場庁舎に植樹
されていた「しだれ
桑」を３月18日に
蚕糸記念公園内へ移
植しました。公園を
利用の際には、ぜひ
ご覧ください。

問まちづくり推進課
　都市整備係
　☎582-2124



令和３年度採用  会計年度任用職員（フル・パートタイム職員）募集令和３年度採用  会計年度任用職員（フル・パートタイム職員）募集
■職種および採用予定人員など

勤務場所 職種 採用
人数 勤務時間など 資格

醸芳
保育所

保育士
（フル
タイム）

４人
程度

7:30 ～ 19:00 の間の 7 時間 45 分…週 5 日・
土曜日有・11か月雇用
月給 166,700 円

保育士または幼・小・養
護いずれかの教諭資格を
有する者

醸芳幼稚園
預かり保育

室・児童館・
各放課後児童
クラブ保育室

代替支援員
（パート
タイム）

若
干
名

平日 13:30 ～ 19:00 の間の 3 ～ 5.5 時間程
度、長期休業期間中（夏休みなど）7:30 ～
19:00 の間の内 5 時間程度…土曜日有

〔勤務時間帯および勤務時間数・場所変則〕
【資格有】時給 1,024 円 　【資格無】時給
945 円　※指定する日に勤務可能な場合、
依頼する（登録制）。

健康で児童の保育に意欲
のある者。なお、社会福
祉士・保育士、幼・小・中・
高いずれかの教諭資格を
有する者または放課後児
童支援員認定資格を有す
る者であればなお可。

①�指定の履歴書（こども教育課で配布する他、ホーム
ページからダウンロードできます。）
②�資格を有することを証する書類（免許状や保育士証
などのコピー）　　
■試験方法　一次…書類審査、二次…口述試験
◎保育業務を参観したい場合は、ご連絡ください。
■郵送先・問い合わせ　〒969-1692　桑折町大字谷
地字道下 22番地 7　桑折町教育委員会内　こども教
育課　幼児教育係　☎582-2403・FAX582-2470

■採用について
・採用決定者は、令和３年５月１日から雇用
・�一定の要件を満たす場合、通勤手当、超過勤務手当、
期末手当などを支給します。
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入します。
■提出書類および申し込み【随時受付します】　　
　下記書類を、こども教育課（役場 3階　教育委員会）
へ提出してください（郵送でも可）。なお、採用者が
決定するまで受付を継続します。

　令和 3年福島県沖を震源とする地震により被害を
受けた国民年金第１号被保険者の人は、申請により国
民年金保険料の免除が受けられます。
■対象者　国民年金保険料を納める人で、住宅、家財、
そのほかの財産などにおおむね 2分の 1以上の損害
を受けた人（�保険金、損害賠償金が支払われた場合、
損害額から除きます。）
■免除期間
　令和 3年 1月分～令和 5年 6月分
※�令和 3年 7月分以降の免除は、再度申請が必要に
なります。

国民年金保険料の免除について国民年金保険料の免除について
■必要書類
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
②�国民年金保険料免除・納付猶予申請書に係る被災状
況届（家財などに損害を受けた場合に必要）
③�保険金・損害賠償金などの支給金額などを確認できる
証明書の写し（保険金などが支給された場合に必要）
④罹災証明書
※①、②は税務住民課窓口で配布しています。
■提出先・問い合わせ
税務住民課　住民係　　☎ 582-2114
東北福島年金事務所　　☎ 535-0141

　「福島県耐震化リフォーム等推進協議会」から派遣
される建築士が相談対応します。
■日時　４月 25日日　10:00 ～16:00
■場所　「イコーゼ！」２階　キッズルーム　
■対象者　令和３年福島県沖を震源とする地震により
住宅が被災した人
■相談内容　被災住宅の復旧方法、再建方法（建築物
の安全性、耐震性など）、業者の紹介、利用できる支

住宅の不安を相談してみませんか？住宅の不安を相談してみませんか？
令和３年福島県沖地震による被災住宅相談会令和３年福島県沖地震による被災住宅相談会

援制度の紹介など
■その他
・相談料は無料です。
・被災住宅の写真や図面などをお持ちください。
・�机上での相談の際、現地相談の要請があった場合は
別途日時を定めて行います（相談者から詳細調査の
依頼があった場合は別途有償となります）。
問まちづくり推進課　土地開発係　☎ 582-2124
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　生後 91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法に基
づき、生涯１回の飼い犬の登録と、年１回の狂犬病予防
注射が義務付けられています。狂犬病は人を含むすべて
の哺乳類が感染する可能性があり、効果的な治療法がな
いため、発症するとほぼ100％死亡します。
　飼い主であるあなた自身と愛犬を狂犬病の危険から守
るためにも、飼い犬の登録、年１回の狂犬病予防注射の
接種を必ずお願いします。
■日時・場所

■料金　注射　3,250 円、登録　3,000 円
■その他
◦�当日は混雑しますので、新たに登録が必要な人は、で
きるだけ事前に生活環境課で登録をお願いします。
◦�集合注射が受けられない場合や犬が暴れて困る場合
は、動物病院で個別に注射を受けてください。
◦�既に町へ登録済の犬の飼い主には、４月 10日以降に
ハガキを送付します。ハガキ表面の問診票に記入の上、
当日持参してください。
◦�飼い主が変わったとき、犬が死亡した時は、町に届け
出てください。
問生活環境課　エネルギー環境対策係　☎ 582-2123

狂犬病予防集合注射を実施します狂犬病予防集合注射を実施します

　 小中学校施設の団体利用小中学校施設の団体利用
貸し出しを再開しました貸し出しを再開しました

　令和３年福島県沖を震源とする地震により貸し出しを
見合わせていた学校施設について、下表のとおり貸し出
しを再開しました。なお、地域交流センター（醸芳小体
育館）については、雨漏りを防ぐ応急工事は完了しまし
たが、屋根本体の本復旧までには時間を要するため、長
期間の貸出中止となる予定です。利用者の皆さんにはご
不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

※�貸出再開日以降でも、学校都合により貸し出しをしな
い日があります。ご了承ください。
問こども教育課　学校教育係　☎ 582-2403

施設名 対　応
睦合小学校

伊達崎小学校 3 月 6 日土から貸出再開

醸芳中学校 3 月 24日水から貸出再開
半田醸芳小学校 4 月 7 日水から貸出再開

地域交流センター
（醸芳小体育館） 貸出中止

　町では、自主的に資源回収活動を実施す
る団体に対し、回収量に応じた報奨金を交
付します。
■対象団体
　子供会・PTA・婦人会・老人クラブ・ス
ポ少・町内会など、地域住民で構成する団
体（営業目的は除きます。）
■報奨金額
　地域で古紙類・繊維類・ビン類・非鉄金
属類などを回収し、回収業者に売却した量
１㎏につき３円
■必要書類など
①�資源回収団体事業実績報告書（様式は町
のホームページからダウンロード可）
②回収業者への売却明細伝票（原本）
③代表者印鑑
④団体の通帳の写し（口座振替の場合）
問生活環境課　エネルギー環境対策係
　☎ 582-2123

身近なリサイクルに身近なリサイクルに
取り組みませんか？取り組みませんか？

資源回収団体報奨金制度資源回収団体報奨金制度

■活動内容
巡回による不法投棄などの情報収集、地域
住民の要望収集、河川愛護思想の普及啓発
（月１回の活動報告をしていただきます。）
■区間　阿武隈川（梁川大橋～徳江大橋）
および広瀬川（阿武隈川合流点～阿武隈急
行・広瀬川橋梁付近）
■期間　７月１日から１年間
■対象　満 20歳以上で、上記区間の近隣
に居住している人
■定員　１人
■応募方法　履歴書（写真添付）を下記ま
で送付してください。（５月７日金必着）
■郵送先・問い合わせ　〒 960-8584
福島市黒岩字榎平36　福島河川国道事務所
河川管理課　☎ 539-6129

河川愛護モニター募集河川愛護モニター募集

■日時　４月８日木、21日水
10:00 ～ 16:00
■場所　保健福祉センター「やすらぎ園」
■予約先・問い合わせ【前日までに要予約】
健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

4 月の内部被ばく検査4 月の内部被ばく検査

実施日 時間 場所

4 月 26 日月

9:00 ～ 10:00 半田公民館
10:40 ～ 11:40 伊達崎公民館
13:30 ～ 14:30 睦合公民館
15:10 ～ 16:10 桑折公民館

5 月 30 日日 9:00 ～ 10:30 桑折公民館
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　平日役場に来庁することが難しい人のために、休
日窓口を開庁します。新型コロナウイルス感染防止
対策として混雑を避けるため、事前予約制とします。
■開庁日時・場所
【日時】　4月11日日、4月 25日日、５月２日日、
５月 23日日　9:00～12:00
【場所】　役場１階　税務住民課窓口
■取り扱いできる業務
◦マイナンバーカード申請、交付、更新
◦マイナポイント申し込み
問税務住民課　住民係　☎ 582-2114

【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します

　４月末までにマイナンバーカードを申請した人
は、マイナポイントの対象となります。カード受
取後、ポイントを申し込み、9月末までにチャー
ジまたは買い物をすることで上限 5,000 円分の
ポイントが受け取れます。すでにマイナンバー
カードを取得している人も期間延長の対象です。
問総合政策課　政策推進係　☎ 582-2115

　固定資産税とは、毎年 1月 1日に桑折町内に土地・
家屋・償却資産を所有している人に課税し、納めてい
いただく税金です。
　固定資産税の適正な課税のため、土地と家屋につい
ては、3年に一度評価額を見直す評価替えを実施して
います。今年度は次のとおり評価替えを行います。
①�国が定める固定資産評価基準に基づいて、評価を見
直します。
②�土砂災害特別警戒区域に指定されている土地につい
て、その状況により評価額を見直します。

令和3年度  固定資産税納税通知書を5月中旬に発送します令和3年度  固定資産税納税通知書を5月中旬に発送します
③�東日本大震災により被害を受けた家屋に対する評価
を、修繕状況に応じて見直します。
　例年は 4月中旬に納税通知書を発送していました
が、今年度は 5月中旬に発送しますので、ご注意く
ださい。
■納期
1期…5月 31日、２期…8月 2日
3期…9月 30日、4期…令和 4年 1月 31日
問税務住民課　課税係　☎ 582-2114

　 水道の使用開始・水道の使用開始・
中止の届け出中止の届け出

　３月、４月は、異動が多い時期です。
水道のご使用を開始や中止する時など、
次のような場合は、５日前までに届け出
を忘れずに済ませてください。
◦�引っ越しなどにより水道の使用を開
始、または中止する時
◦水道の使用を再開する時
◦長い間、水道を使用しない時
◦水道使用者の名義が変わる時
問上下水道課　業務係　☎ 582-1100

■日時　４月 23日金　9:00～12:00 ごろ
■場所　役場　駐車場��（当日受付も可）
◎４月21日水までに下記へ申し込みください。

400ml献血にご協力ください400ml献血にご協力ください

問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

【3月1日～3月31日入札執行分】（単位：円・税込み）
入札の
方法 入札日 工事（委託）名 工事（委託）箇所 落札者 落札決定額

（A）
予定価格
（B）

落札率
A/B×100

指名競争
入 札 3月30日 桑折町道路ストック総点

検業務委託 桑折町一円 ㈱パスコ福島支
店 6,380,000 6,773,800 94.2%

指名競争
入 札 3月30日 桑折町民研修センター空

調機取替工事
大字南半田字川端
22 桑折ガス㈱ 3,190,000 3,298,900 96.7%

公共事業入札結果 なお、これより前の入札結果については、町のホームページおよび総務課で閲
覧できます。   問総務課　財政係　☎ 582-2111

事
前
に

電
話
予
約
を

さらに期間を延長

１回献血量 400ml
年齢 男性 17歳～ 69 歳、女性 18歳～ 69 歳※
体重 男女とも 50kg 以上
最高血圧 90mmHg 以上
血色素量 男性 13.0 g/dl 以上、女性 12.5 g/dl 以上
年間献血回数 男性３回以内、女性２回以内
年間総献血量 男性 1,200ml 以内、女性 800ml 以内

※健康を考え、
60～ 64歳の間
に献血経験がある
人に限ります。


