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町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。

令和３年産米に関する
水稲農家支援のお知らせ

自家消費野菜等放射能検査申請
受付場所の変更について
道の駅尾瀬街道みしま宿の館内工事に伴い、自家消費等放射能検査の申請受

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、米の需要が低下し、更に令和

付場所を変更いたします。なお、工事期間中も通常通り検査いたしますのでご

３年産米について取引価格等の減額が生じていることから、令和３年度に限り

利用ください。

下記のとおり水稲農家支援を行います。対象となる方におきましては、必要書
類をご確認いただき、役場産業建設課まで申請してください。

・申請場所 三島町役場窓口
・期

間 〜令和４年２月４日 午前８時 30 分〜午後５時（㊏㊐㊗を除く）

【助 成 額】
令和３年産米１袋（３０キロ）あたり３００円

※工事の状況によって変更になる場合があります。
町民課 町民係 ☎（48）5555

マイナンバーカード保険証利用登録の
一時休止について
システムメンテナンスに伴い、下記の期間において、役場窓口でのマイナン
バーカードの保険証利用登録ができなくなります。
利用登録を希望される方は県立宮下病院窓口をご利用ください。ご不便をお
かけしますがご理解をお願いします。

※１袋が３０キロ未満の場合は１キロあたり１０円で算出し、小数点以下の
端数は切捨てとします。
【対象要件】
（１）基準日（令和３年１２月１日）時点において、町内に住所を有する個人
又は法人であり、令和３年産米（うるち米・もち米含む）を民間企業や
個人売買、委託売買等により販売した方であること。
※販売には、自家消費米、備蓄米、飼料用米は含みません。
（２）令和３年水稲生産実施計画書兼営農計画書を町へ提出している方であ
ること。
（３）販売の数量（キロ数）が証明できる方であること。

○期間 １月 11 日㊋から１月 28 日㊎まで

（４）町税などに滞納がない方であること。

町民課 町民係 ☎（48）5555

（５）販売後又は基準日以降に農業者等が死亡した場合は相続関係がわかる
書類を添付し、町長が認める場合に限り、相続人に交付します。申請が
あった日から支払日までに死亡した場合も同様の取扱いとします。

電話契約のトラブルにご注意！！

【必要書類】

最近、
「電話料金が安くなる！」や「光回線をアナログ回線に戻せば料金が
安くなる」などと勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額
な請求をされるトラブルが増えています。
電話で契約の変更を勧めてくる場合は、後日高額な料金を請求される場合も
ありますので、すぐに契約せず、ご家族や知人に相談しましょう。

（１）販売米の数量（キロ数）が証明できる書類
（２）通帳の写し
※ＪＡへ出荷している方については、ＪＡから必要書類を受け取り提出
してください。
【申請期間】

令和４年３月３１日（木）まで

これらの勧誘や、被害に遭った場合は申し込んだ事業者名や電話番号をご用

産業建設課

意のうえ、下記の消費生活センター等にご相談ください。

消費者ホットライン

TEL １８８

又は

会津美里町・両沼地域消費生活相談窓口 TEL ０２４２ー５４−２９２０
【受付日時】㊊〜㊎ 午前９時〜午後４時（㊌㊏㊐㊗年末年始を除く）
町民課 町民係 ☎（48）5555

産業係 ☎（48）5566

三島町灯油購入費助成事業のお知らせ
昨今の灯油価格の高騰に伴い、町では冬期間における町民税非課税世帯など
の家計負担軽減策とし、福祉灯油給付券を交付します。
◇対象世帯
令和３年 12 月１日現在三島町に居住する町民税非課税世帯（原則）で次の

三島町「自然エネルギーを考える会」
開催のお知らせ
ＮＰＯ法人会津みしま自然エネルギー研究会では、
「持続可能な地域を目指
すために自然エネルギーに関する福島県や三島町の取り組みを知ろう」をテー
マに、町民の皆様と一緒に今後の三島町の自然エネルギーを考える会を開催し
ます。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
〇日時 令和４年１月 19 日㊌ １３：３０〜１５：３０（１３：００ 受付開始）
〇会場 三島町町民センター大ホール

１〜４のいずれかに該当する方が対象です。
１ 65 歳以上の者のみで構成されている世帯
２ 18 歳未満の児童を扶養しているひとり親世帯
３ 重度障害、知的、精神障害者が含まれている世帯、又は障害者のみの世帯
４ 生活が著しく困難と認められる世帯
※介護保険等の施設入所者、三島町高齢者福祉センター入居者、長期入
院者、長期不在者は対象外です。
◇給付額 １世帯あたり １０，
０００円
１枚５００円の福祉灯油給付券を 20 枚交付します。
◇灯油券について

〇内容 ①「福島県が目指す再生可能エネルギー」

・三島給油所（TEL 52-2050）で使用できます。

講師 福島県企画調整部エネルギー課 石井 郷喜 主任主査
②「三島町の自然エネルギーの方向性」

・有効期限は令和４年３月３１日（木）までです。
・１回の給油で複数枚使用できますが、おつりは出ません。

担当 三島町地域政策課

・福祉灯油給付券を使用の場合は、ポリタンクへの給油配送も可能です。

③ 意見交換

◇給付方法

＜主催＞ ＮＰＯ法人会津みしま自然エネルギー研究会
＜共催＞ 三島町

対象世帯へは、事前に通知を送付しています。１月中旬頃に「福祉灯油給付
券」を簡易書留で郵送いたします。

地域政策課

地域政策係 ☎（48）5533

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

町民課

保健福祉係 ☎（48）5565
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※

〜目指せ！健康寿命＋ 10 歳 ( プラステン ) 〜

ポ

三島町健康講座のお知らせ

三島町健康講座は、健康づくり・介護予防に関心がある方や身体機能の低下

※

ポ

桐の里倶楽部トレーニング教室
開催のお知らせ

トレーニング教室を下記のとおり開催いたします。定員になり次第締切と

や健康面に不安がある方が、様々なゲームやレクリエーション・ものづくり・

なりますので、お早めにお申込みください。

運動などを通して、楽しみながら健康づくりに取り組む定期的な集いの場です。

※新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら実施します。

「人と会っておしゃべりしたい」
「とにかく出掛ける場所が欲しい」方も大歓迎
です！

１月 27 日㊍ ボクササイズ

○日 時 ①１月 13 日㊍

②１月 20 日㊍
いずれも午前 10 時から正午頃まで

【昼の部】午後１時 30 分〜午後３時
【夜の部】午後６時 30 分〜午後７時 30 分

○会 場 町民センター ふれあいの間

○会 場 桐の里倶楽部（トレーニングルーム）

○持参物 健康ポイントカード、飲み物、筆記用具
○内 容 ①１月 13 日 認知症予防のステップ運動「コグニサイズ」
②１月 20 日 宮下病院出前講座「笑いと健康」笑って健康になろう
○その他

○日 時 １月 13 日㊍ マシントレーニング、脚の筋力アップ

手洗い・うがい・マスクの着用など、感染対策にご協力をお願いし
ます。

（保護者同伴の中・高校生も可）
○対象者 町内に在住又は勤務する 18 歳以上の方
○講 師 スポーツクラブ JOYFIT
○申込み 昼の部・夜の部それぞれ先着 12 名までです。
各開催日の３日前までに下記の問合せ先へお申込みください。

地域包括支援センター ☎（48）5045

※

ポ

←こちらからも予約ができます。
町民課 保健福祉係 ☎（48）5565

こらんしょ運動教室のお知らせ

体を動かすことを目的とした集いの場を開催いたします。自宅ではやる気が
でない、一人では続かない方も、健康づくりの仲間と一緒に取り組みましょう。
〇日 時 1 月 17 日㊊ 午前 10 時から午前 11 時 30 分
〇場 所 町民センター ふれあいの間

「第 50 回雪と火のまつり」
開催延期のお知らせ
第 50 回は記念すべきイベントとして盛大に開催していきたいところですが、

〇講 師 スポーツクラブ JOYFIT

新型コロナ感染症による影響を鑑み、今年度の開催は翌年度へ延期とさせてい

○準備品 健康ポイントカード、飲み物、マスクの着用

ただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

○内 容 姿勢をよくする運動
地域包括支援センター ☎（48）5045

冬季ミニイベント
※

ポ

公民館教室のお知らせ

下記のとおり公民館教室を開催いたします。初心者の方でも安心して参加い
ただけるプログラムを行っていますので、是非ご参加ください。
※新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら実施します。

●ヨガ教室 講師 ヨガインストラクター 大竹 沙紀 先生
月 日

時 間

（夜の部）１月 26 日㊌

18：30 から 19：30 まで

１月 19 日㊌

時 間

会 場

18：30 から 20：30 まで

町民センター
大ホール
公民館 ☎（48）5599

桐の里商品券の使用期限について
三島町内で現在ご使用いただいております商品券（第２弾桐の里商品券、敬
老祝い商品券）の使用期限は令和４年１月３１日㊊までとなって
おります。
使用期限を過ぎますとご使用になれませんので、忘れずに加盟店にてご使用
いただきますようお願いいたします。
地域政策課

雪と火のまつり実行委員会では、町民の活力と地域活性化のため、下記の日
程で町民限定の冬季ミニイベントを開催いたします。詳しい内容、送迎バス等
については２月中旬にお知らせいたします。

日時：令和４年２月 26 日㊏ 15：00 〜 18：30
会場：宮下地区
内容（予定）
：①町内事業所によるグルメマルシェ
②会場周辺及び宮下通り沿いにランタン、及び雪灯篭の設置

●太極拳教室 講師 植村 明恵 先生
月 日
１月 12 日㊌

会 場
町民センター
ふれあいの間

『コロナを吹っ飛ばせ！冬のマルシェと花火大会』
開催のお知らせ

地域政策係 ☎（48）5533

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

③花火大会 18：00 頃を目途に花火の打ち上げ（15 分程度）

冬季ミニイベント

グルメマルシェ出店者募集

上記の冬季ミニイベントへの町内事業所による出店者を募集します。出店を
希望される方は三島町観光協会までご連絡ください。出店料は無料ですので、
ご参加をお待ちしております。

●出店日 ２月 26 日㊏ 13：00 〜準備開始
15：00 〜 18：00 営業
18：30 〜片づけ
雪と火のまつり実行委員会（三島町観光協会内） ☎（48）5000
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