
　コロナ禍で家にいる時間が長くなり、人との交流や

買い物などの機会が少なくなると、行動しながら記憶
する力の低下や話相手の言葉や文字を理解し、自分の

言葉で意思を伝える機会の減少、お金の計算や物を

選び購入するなどの判断力が衰えてきます。今回は認
知機能低下を予防するための３つの方法を紹介します。
　はじめに、昔の記憶を引き出す回想法がおすすめ

です。認知症などで脳の働きが低下しても、記憶力、
理解力などは人それぞれです。昔話を話題にし、質問
するなどして脳機能を活発に働かせましょう。
　つぎに食べること、体を動かすこと、人と交流する

ことは生活機能を維持するためにとても大切なことで

す。特にひとり暮らしや高齢世帯では食事がおろそか

になりがちです。食の楽しみが低下すると、やる気が

起きない、何事にも関心を示さないなど悪循環になり

ます。まずは食卓の彩りを楽しみましょう。
　最後に、家族とともに笑うことや日課の継続に取り
組みましょう。会話や笑いがないと、閉塞感や不安
感が増えます。お気に入りの歌を聞いたり、なじみの

ドラマ、お笑いなど家族一緒に笑える時間を楽しみま

しょう。また、コロナ禍でも体力を落とさないために

体を動かすような日課はぜひ続けるようにしましょう。
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保健師のつぶやき
【健康小話】　　　　　　文：住民福祉課

- For Your Health -

-第２５回-

【認知機能低下を予防！】

文／鮫川小学校

第１９回 鮫川小学校だより

一日限定オープン！ 手打ちそば処「鮫小庵」
６年生がそば打ち体験を行いました。子どもたちで

も打ちやすいように「二八そば」を作り、みんなで

おいしくいただきました。

今年も大豆の栽培を奨励します

問い合わせ　村農林商工課農政係　☎４９-３１１３

今年度は、高野さんご夫妻、添田さん、星さん、我妻さん、石井さん、宇佐見さん、合計７名の講師の方々にお世話になりました。
当日までに食材の準備・下ごしらえなどもしていただき、ありがとうございました。

参加した児童の声

● 初めてのそば打ち体験で、難しい部分
もありましたが、鮫川そばクラブの先
生方に分かりやすく丁寧にご指導いた
だき、おいしいそばを作ることができ
ました。

● 普段何気なくそばを食べていました
が、今日初めて手打ちそばの作り方
を知りました。なかなか経験すること
ができないので、とても貴重な学習
となりました。

● 自分たちの住む鮫川村で、おいしい
そばが食べられたことが嬉しかったで
す。たくさんの人に、このそばのおい
しさを知ってもらいたいです。

※ 認知機能とは、物事を正しく理解して適切に実行するための機能のこと。「記憶力」「言語能力」「判断力」「計算力」「遂行力」などに
分類できます。

　大豆は毎年同じほ場で作付けすると、品質や収量が低下
します（連作障害）。連作障害の対策として、数年に１度緑肥
作物などを作付けすることが有効です。大豆の場合は、大
豆を３年、緑肥作物１年の４年間のサイクルで作付けするこ
とで良質な大豆となり、収量の増加を見込むことができます。
村では緑肥作物（エン麦）の種子を無料配布しています。
　このほかにも村では、大豆・エン麦の栽培ほ場を対象に
有機たい肥「ゆうきくん」の費用（運搬・散布量込）の半
額を支援しています。

●緑肥作物（エン麦）
　栽培を支援
　（種子の無料配布）

➡

等級 大粒 中粒 小粒・紫斑 くず

１kg あたり ６００円 ５００円 ４００円 ４０円

令和３年度産大豆買い取り予定価格

●有機たい肥「ゆうきくん」の
　半額を支援

たい肥散布の下限面積は５a。
散布量目安：１０a あたり１t

申込
方法

品種と種子頒
布価格

品種：ふくいぶき／おおすず

価格：１kg あたり１００円

※１０a あたり3kg の割合で配付します

おおすずは高冷地向けの早生品種で、推奨地区は渡瀬、
青生野です。

作付けを希望する人は、３月１５日配布予定の申込用紙に必要事項を記入し、４月９日（金）までに
村農林商工課農政係に提出してください。エン麦および有機たい肥「ゆうきくん」も同じ用紙でお申
し込みいただけます。なお、種子配布は５月中旬に実施する予定です。

良質な大豆をつくって収量アップを目指そう！ １年目

２年目

３年目

４年目

大豆

大豆

大豆

エン麦

➡

　村では、高齢者や地域の方々の生きがいづくりと耕作　村では、高齢者や地域の方々の生きがいづくりと耕作

放棄地の発生を防ぐことを目的に、村の特産品である大放棄地の発生を防ぐことを目的に、村の特産品である大

豆の栽培を奨励しています。収穫した大豆は村が買い取豆の栽培を奨励しています。収穫した大豆は村が買い取

り、手・まめ・館で味噌や納豆などに加工して販売してり、手・まめ・館で味噌や納豆などに加工して販売して

います。います。

　ぜひ村の取り組みにご賛同いただき、みなさんと一緒　ぜひ村の取り組みにご賛同いただき、みなさんと一緒

に“まめで達者な村づくり”を推進しましょう。に“まめで達者な村づくり”を推進しましょう。

　村では、高齢者や地域の方々の生きがいづくりと耕作

放棄地の発生を防ぐことを目的に、村の特産品である大

豆の栽培を奨励しています。収穫した大豆は村が買い取

り、手・まめ・館で味噌や納豆などに加工して販売して

います。

　ぜひ村の取り組みにご賛同いただき、みなさんと一緒

に“まめで達者な村づくり”を推進しましょう。
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　一般社団法人全国不動産コン

サルティング協会では、空き家
に関する相談を受け付けていま

す。親から相続した家を長年空
き家にしている、空き家や農地
の処分をしたいけれど相談窓口
がわからない、空き家になる前
にしておくことがあれば教えて

ほしいなど、空き家に関するお

困りごとがあれば、一度お電話
ください。相談は無料です。
問全国空き家相談ホットライン

　☎０３-６８２６-１１７０

　東北税理士会白河支部では、
税理士会の社会貢献活動の一環
として税理士記念日に税の無料
相談会を開催しています。事前
の予約は必要ありません。申告
書など、相談に関する書類をご
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っ
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発生件数 ０件（±０）
死者数 ０人（±０）
傷者数 ０人（±０）
物件事故 ８件（＋７）
　スリップによる単独事故が多く発生
しています。ゆとりを持って、路面状
況に応じた速度の運転をしましょう。
歩行者は反射材をつけましょう。
問棚倉警察署地域交通課
　☎３３-０１１０

村の交通事故
発生状況（１/１～1/31）

　幼少時の集団予防接種を原因
とするＢ型肝炎ウイルス感染者
は全国に四十数万人におよぶと

推定されています。
　平成２４年に「特定Ｂ型肝炎
ウイルス感染者給付金等の支給
に関する特別措置法」が施行さ

れてから９年が経過しましたが、
令和３年１月現在、和解成立に

至ったのは２万７３１３人にとど

まっています。
　全国Ｂ型肝炎訴訟新潟・福島・
山形事務所は、このような人が

持参ください。
日時　２月２３日（火）
　１０時～１６時
会 場　白河市産業プラザ・人
材育成センター（白河市中田
１４０）
問東北税理士会白河支部事務所
（鈴木隆司税理士事務所）
　☎０２４８-２７-０３１６

Ｂ型肝炎特別措置法
無料電話相談会

税理士記念日
税の無料相談会

村総務課税務係 ☎４９- ３１１１

令和３年２月５日現在

納付率
（％）

合計（平均）
前年平均

納 税 だ よ り

行政区税目 赤 坂 西 野 西 山 赤 坂 中 野 東 石 富 田 渡 瀬 青 生 野 合 計
合 計（ 平 均 ） 99.3 95.9 96.8 95.6 97.8 97.5 95.5 96.9 
前 年 平 均 98.3 97.0 96.3 94.2 100.0 94.4 97.6 96.3 
前 年 比 1.0 ▲ 1.1 0.5 1.4 ▲ 2.2 3.1 ▲ 2.1 0.6 

税
目
別

軽 自 動 車 税 99.3 98.6 98.5 98.5 98.2 96.9 99.8 98.5 
固 定 資 産 税 99.7 97.6 97.5 98.5 98.2 97.8 97.0 98.2 
村 県 民 税 98.3 93.3 97.7 93.2 98.6 99.0 93.5 96.3 
国 民 健 康 保 険 税 99.4 94.5 95.2 93.9 96.7 96.3 94.9 95.6 
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県政相談は

毎週金曜日（予約制）

● 今月の納付 未納の税金がある方は、早期納税をお願いします。

全国空き家相談
ホットライン

1人でも多く救済されることを目
指し、電話相談会を開催します。
相談は無料ですので、ぜひご活
用ください。
日時　３月６日（土）１０時～
１２時／５月８日（土）１０時
～１２時

内容　Ｂ型肝炎特別措置法に基
づく給付金支給手続きに関す

る相談
電話番号　☎０２５-２２３-１１３０
問全国Ｂ型肝炎訴訟新潟・福島・
山形事務所
　☎０２５-２２３-１１３０

　白河人権擁護委員協議会で

は、新型コロナウイルス感染
症が拡大している中、感染さ

れた方々やそのご家族、医療・
介護従事者などへのいわれの

ない偏見や差別などの被害が

あった方からの人権相談を受
け付けています。相談は無料
で秘密は守られます。
　その他の人権や困りごとの

相談も受け付けていますので

お気軽にご利用ください。
受付時間　平日８時３０分～
１７時１５分

問新型コロナウイルス人権相
談窓口（福島地方法務局白
河支局）☎０２４８-２２-

１２０１

　国土利用計画法の届出制度には、土地を利
用する人に対し、早期の段階から計画に従った

適正な土地利用をお願いすることにより、快適
な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進す

る役割があります。
　届出の対象となる土地の権利取得者は、土
地売買等届出書に必要書類を添付して村に提
出する必要があります。届出の遅延や虚偽の届
出は罰則の対象になる場合もありますので、期
限・内容を確認して必ず届出を行うようお願い

します。
届出対象　１０，０００㎡以上の土地（村内・都
市計画区域外の場合）

届出者　土地の権利を取得した人（買主）
届出期限　契約締結日から２週間以内（契約締
結日とは土地売買契約締結日です。登記の

名義変更日ではないのでご注意ください）
問県復興・総合計画課☎０２４-５２１-７１２３
／村総務課企画情報係☎４９-３１１１

２月２２日 一部窓口業務
の取り扱いができません

１０，０００㎡以上の土地取引には届出が必要です

国土利用計画法の届出制度

　村窓口ではシステム改修のた

め２月２２日（月）はマイナンバー

カードの交付などを行うことが

できません。ご理解くださるよ

うよろしくお願いいたします。
取り扱いできない業務　▶マイナ

ンバーカードの交付、申請書
の発行、電子証明の更新、再
設定 ▶マイナンバーカードを

使用した転出入届（通常の転
出入届は可能です）▶広域交
付の住民票の発行（村に住所
がある人の住民票は発行可能
です）
問村住民福祉課住民係
　☎４９-３１１２

1人で悩まず、
相談してください

　県では、県政に関する相談や

要望、県民生活に関する相談を

お受けしていますが、県南地方振
興局県政相談コーナーは、令和３
年３月末をもって終了となります。
　なお、県南地方振興局では令
和３年４月から、毎週金曜日に

県中地方振興局県政相談員に

よる出張相談会を行います。相
談は予約制で前日の１２時まで

に県中地方振興局県政相談コー

ナーまでご連絡ください。
　また電話での相談も受け付け

ていますので、下記までお気軽
にご連絡ください。
問県中地方振興局県政相談コー

ナー☎０１２０-８９９-７２２
／県庁県政相談コーナー☎
０１２０-８９９-７２１

国土利用計画よくある質問 Ｑ＆Ａ

Ｑ 相続や贈与によって土地に関する権利を取
得しました。届出は必要ですか？

Ａ 必要ありません。対価の受け渡しが伴わ
ない土地売買などの契約は、届出の対象
ではありません。ただし、金銭債務（金
銭評価の可能な債務を含む）の承継を
条件とするような贈与については、届出
が必要です。

Ｑ 予約完結権や買戻権の行使の場合、届出
は必要ですか？

Ａ 必要ありません。契約によらない権利の
移転または設定は、届出の対象ではあり
ません。

Ｑ 地方公共団体と土地売買の契約を締結し
ました。届出は必要ですか？

Ａ 必要ありません。当事者の一方が国や地
方公共団体などの場合には、届出は必要
ありません。
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