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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。

５～ 11 歳を対象とした
コロナワクチン接種について

三島町テレビ放送サービスご加入世帯の皆様へ

三島町テレビ放送サービス
視聴料の支払いについて（お知らせ）

５～ 11 歳のお子さんのコロナワクチン接種が始まります。予約の開始時期
や接種開始時期等の詳細につきましては、決まり次第接種券とあわせて送付い

「三島町テレビ放送サービス」をご利用の世帯につきましては、次の通り視
聴料をお支払いいただきますので、お知らせいたします。

たします。
なお、お子さんのワクチン接種には、保護者の同意と立ち会いが必要です。
接種後の効果と副反応など十分に考慮した上で判断してください。

場所 坂下厚生総合病院

【料

金】 月額５００円（10 月～３月までの６ヶ月分 3,000 円）
※期間途中にご加入いただいた世帯はご利用月数分です。

【支払方法】

日時 令和４年３月下旬から（予定）

① NTT の料金回収代行サービスに申し込まれた方

予約 両沼地方コロナワクチンコールセンター ☎ 0570-020-260
お子さんのワクチン接種に関する効果や副反応のことなど、不安がある方は
役場町民課保健福祉係までご相談ください。
問町民課

保健福祉係 ☎（48）5565

風しん抗体検査・予防接種
有効期限延長のお知らせ
令和元年から令和３年にかけて「昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生」
の方に送付しました「無料クーポン券」の有効期限が、令和５年２月まで延長

・請求書発送時期 ･･･ ３月下旬
・口座振替による引落日並びに納付書払いによる支払期限は NTT の指定す
る日となりますが、一般回線ご利用の方とひかり電話ご利用の方で異なり
ます。

②口座振替（会津信用金庫宮下支店／ JA 会津よつば三島支店／ゆうちょ
銀行）に申し込まれた方
・口座振替日 ･･･ ３月 25 日㊎

③上記以外の方
・町より納付書を送付いたしますので、役場窓口もしくは会津信用金庫宮
下支店または JA 会津よつば三島支店にてお支払いください。
問総務課

されました。風しん抗体検査・予防接種は、全国の医療機関、職場健診、町総

総務係 ☎（48）5511

合健診で受けられます。
クーポン券を紛失してしまった方には、再発行いたしますので、お問い合わ
せください。
風しんは、感染者の飛沫（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる
感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が感染すると出生児が先天性風
しん症候群（目や耳、心臓に障害が出ること）になる可能性があります。
成人してから感染するとまれに重篤な合併症を併発することがありますが、
無症状～軽症のことが多く、知らないうちに他人にうつすことがあるので、
予防接種を行い感染を拡大させないことが重要と考えられています。
問町民課

保健福祉係 ☎（48）5565

福祉灯油給付券の使用期限について
令和４年１月に対象世帯へ配布した福祉灯油給付券の使用期限は令和４

年３月 31 日㊍までとなっています。
期限を過ぎますとご使用になれませんので、忘れずにご使用いただきますよ
うお願いいたします。
問町民課

※

ポ

保健福祉係 ☎（48）5565

公民館講座のお知らせ

下記のとおり公民館講座を開催いたします。初心者の方や運動が苦手な方で
も安心して参加できるプログラムを行っていますので、是非ご参加ください。

●ヨガ教室 講師 ヨガインストラクター 上野 沙紀 先生
月 日

時 間

会 場

（昼の部）３月 16 日㊌ 10：00 から 11：00 まで 町民センターふれあいの間
今回のヨガ教室は、オンラインで開催します。いままで通り町民センターに
お集まりいただきますが、先生は自宅からビデオ通話での参加になります。新
しい方式での公民館講座をぜひお試しください。

●太極拳教室 講師 植村 明恵 先生
月 日

３月 14 日㊊
３月 23 日㊌

令和３年産米を出荷した農家の皆様へ
水稲農家支援助成金のお知らせ
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
３年産米について取引価格等の低下が生じていることから、令和３年度に限り
以下のとおり水稲農家支援助成金を支給します。
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。
【助 成 額】
令和３年産米１袋（３０キロ）あたり３００円
※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。
（４）町税などに滞納がない方であること。
（５）販売後又は基準日以降に農業者等が死亡した場合は、町長が認める場
合に限り、相続人が対象となります。その場合は、相続関係がわかる
書類を提出していただく必要があります。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です。
【必要書類】
（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

時 間

会 場

18：30 から 20：30 まで

町民センター
大ホール

してください。
【申請期間】

令和４年３月３１日（木）まで
※申請期間が 1 ヶ月となりましたので、お早めに申請ください。

問公民館 ☎（48）5599
※各種行事やイベントについては、コロナウイルス感染症拡大の状況により急遽中止する場合もあります。ご了承ください。

問産業建設課

産業係 ☎（48）5566
お知らせ版 571 ❶

広報みしま お知らせ版№571
2022 年 3 月 4 日発行

※

ポ

令和４年度
三島町会計年度任用職員を募集します

～目指せ！健康寿命＋ 10 歳 ( プラステン ) ～

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
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・
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。
「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！

町では、令和４年度を任期とする会計年度任用職員を募集します。
1 募集期間 令和４年３月 18 日㊎まで
2 身
3

分 パートタイム会計年度任用職員

応募条件

地方公務員法第 16 条の規定に基づき下記の項目に該当する方
は応募できません

○日 時 ①３月 17 日㊍

②３月 24 日㊍ 午前 10 時から正午頃まで

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの人

○会 場 町民センター ふれあいの間

・三島町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から

○持参物 健康ポイントカード、飲み物、筆記用具

2 年を経過しない人

○内 容 ①３月 17 日 てわっさ「折り紙で小箱づくり」

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に

②３月 24 日 ゲームレクリエーション「スローイングビンゴ」
○その他

ます。
問地域包括支援センター ☎（48）5045

※

ポ

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

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

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 ①３月８日㊋

②３月 22 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
〇講 師 スポーツクラブ JOYFIT

団体を結成し、又はこれに加入した人
4 募集職種一覧
職種
勤務場所

生活工芸館

募集人員

２名

1 日の勤務時間
週の勤務日数

○内 容 ①３月 ８日 肩こりの予防と緩和
②３月 22 日 姿勢をよくする運動
問地域包括支援センター ☎（48）5045

社員を募集します
業務内容

農業・町道維持管理・桐植栽地・美坂高原管理・除雪作業・塵
芥収集

募集人数

若干名（年齢不問）

必要経験

特になし

必要資格

普通自動車免許（必須）
大型自動車免許（あれば尚可）
大型特殊自動車免許（あれば尚可）
車両系建設機械運転技能講習受講証（あれば尚可）

勤務場所

三島町内

雇用期間

令和４年４月１日から令和５年３月 31 日 ※更新の可能性有り

勤務時間

８：00 から 17：00 まで

勤務日数

週５日

休日

㊏㊐㊗、年末年始、会社で定める休日

賃金

日給 8,990 円～

手当

通勤手当、残業手当

保険

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

提出書類

履歴書（写真貼付）
、健康診断書、保有資格免許証等の写し

提出期限

令和４年３月 18 日㊎ 17：00 必着

お申込み
問合せ先

桐の里産業株式会社
三島町大字桧原字桧原沢 130-1 ☎（48）5220

8：30 ～ 17：00
週４日勤務

給料 / 報酬額

時給 950 ～ 1,150 円（月額 149,625 円～ 181,125 円程度）

必要資格経験

パソコン操作／普通自動車免許／ものづくりに携わった経
験がある人が望ましい

手当等

○準備品 健康ポイントカード、飲み物、マスクの着用

窓口業務（生活工芸館）

問合せ先

期末手当／社会保険／通勤手当
生活工芸館 ☎（48）5502

5 基本的な勤務条件
任用期間
令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの 1 年間
勤務日数／時間 下記の募集職種一覧でご確認ください
給料／報酬
職種や勤務時間に応じて給与額を決定します
期末手当、超過勤務手当、通勤手当
諸手当
※条例・規則の定めにあてはまる場合に支給されます
休日
週休日（原則として土・日曜日）祝日、年末年始
休暇
任用期間に応じて年次有給休暇を付与
健康保険・厚生年金保険・雇用保険
社会保険
※任用期間や勤務時間が短い場合、社会保険の対象となら
ないこともあります
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など
服務
服務上の規程が適用されます
6 採用試験
試験内容

書類選考等による

7 資格要件及び申込方法
資格要件
申込方法

必要書類

申込先

採用通知

職種に応じて資格や実務経験が必要となります
三島町会計年度任用職員採用申込書（役場窓口で配布、ま
たはホームページに掲載）に必要事項を記入の上、必要書
類を添えて、下記の申込先に郵送または役場窓口へ持参し
てください。
①三島町会計年度任用職員採用申込書
②履歴書（写真貼付）
郵送の場合
〒 969-7511 三島町大字宮下字宮下 350 三島町役場総務課
宛※必ず封筒の表に「会計年度任用職員申込」と朱書きし
てください。
役場へ持参の場合
開庁時間（平日 8：30 ～ 17：15）内に窓口に持参してくだ
さい。
採用者には 3 月中旬に文書で通知します
※地方公務員法の規定に基づき、採用者はすべて条件付採
用とし、採用後 1 か月を良好な成績で勤務したときに会計
年度任用職員として正式採用となります。

※ 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。
※各種行事やイベントについては、コロナウイルス感染症拡大の状況により急遽中止する場合もあります。ご了承ください。
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