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◆問合せ先
役場総務企画課総合政策室
緯72―2111内線227・228

　平成25年４月１日から新たな「飯豊町ふるさと定
住いいですね条例」で、町への定住を奨励します。
住宅取得への支援や、結婚・出産・入学など人生の
節目にお祝いを贈り、「ふるさといいで」への誇りに
つながるまちづくりを目指します。
　住宅取得を応援します　
◆住宅取得奨励
◇対象／定住の意思を有して、平成25年４月１日～
平成28年３月31日の期間に住
宅を新築または購入された場
合
◇内容
焔Ｉターン者／奨励金100万円
焔Ｕターン者／奨励金50万円
焔新規就農者／奨励金100万円
焔町内在住者／奨励金10万円
※上記について、町内業者が新築施工した場合は、
さらに10万円の奨励金を贈呈

煙Ｉターン者…平成22年４月１日以降に世帯全員で
町内に初めて転入された方

煙Ｕターン者…転出の日から起算して３年経過し、
平成22年４月１日以降に町内に転入された方

煙新規就農者…仕事として農業を始めることを目的
に町内に初めて転入された方

煙町内在住者…町内にお住まいの方
　結婚・子育てを応援します　
◆ときめき結婚祝
◇対象／町内にお住まいの方が結婚された場合
◇内容／祝品（商品券３万円）
◆すこやか出産祝
◇対象／町内にお住まいの方が
出産された場合

◇内容
焔第１子／祝品（商品券３万円）
焔第２子／祝品（商品券５万円）
焔第３子以降／祝金（17万円）
◆めざみっ子入学祝
◇対象／小学校１年生、中学校１年生のお子さんを
持つ保護者

◇内容／祝品（商品券１万円）
※条例の詳細は上記連絡先にお問い合わせください

４月から上下水道の請求方法などが変わります！

飯豊町ふるさと定住いいですね条例が

新しくなります！

４月１日から

条例期間：平成25年４月１日～平成28年３月31日

　４月から上下水道の料金システムが新しくなり、
次の点が変更になります。
◆請求について
　これまで、水道料金および下水道使用料について
は、それぞれに対して請求していましたが、４月か
ら、水道料金と下水道使用料を合計した額を「水道
料金等」として請求します。
◇納入通知書の変更／水道料金と下水道使用料を合
計し、「水道料金等納入通知書」１枚で請求します

◇口座振替／水道料金と下水道使用料の合計額を口
座振替し、通帳には「水道料金等」と記載されま
す

◆水道メーターの検針時期について
　５月～11月の通常期は毎月６日～９日の間で検針
します。12月～翌４月までの冬期間は今までどおり
11月（最終検針月）と同水量での推定請求になりま
す。
◆問合せ先／役場地域整備課上下水道室

緯72―2111内線154・155
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軽自動車税
煙納期限／４月30日昇
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126４月

災害、病気、失業などやむをえない事情により納期限
までに納税できない方のために、町では随時納税相談
を受け付けています。

暮 ら し の 相 談 ４月
日時：５日画・19日画　午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：19日画　午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：19日画　午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

行 政 相 談

狂犬病予防注射を忘れずに！ 狂犬病予防注射　４月25日詳・26日象

町税などを「コンビニ」や「郵便局」でも納付できるようになります！

平成25年４月１日から

焔ハセガワストア　焔ファミリーマート
焔ポプラ　焔ミニストップ
焔ヤマザキスペシャルパートナー
ショップ　
焔ヤマザキデイリーストアー
焔ローソン （50音順）
※ＭＭＫ…㈱しんきん情報サービス端
末を利用している店舗
◆納付書・通知書などの変更
　町の税金・納付書・通知書が新しい様
式に変更になり、水道料金などの一部の
お知らせは、これまでの封書での郵送
から圧着はがきでの郵送に変わります。
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報
室緯72―2111内線220・224

焔学童保育負担金　焔住宅使用料
※ただし、バーコードの印字がないもの
は納付できませんのでご注意ください
◆コンビニエンスストアから納付でき
ないもの
焔学校給食費
◆納付できるコンビニエンスストア
焔エブリワン　焔ＭＭＫ設置店
焔くらしハウス　焔ココストア
焔コミュニティ・ストア　焔サークルＫ
焔サンクス　焔スパー北海道
焔スリーエイト　焔スリーエフ
焔生活彩家　焔セイコーマート
焔セーブオン　焔セブンーイレブン
焔タイエー　焔デイリーヤマザキ

　４月１日からは全国のコンビニエンス
ストアで町県民税などの税金や保育料な
どの料金を24時間納付することができ
るようになります。また、ほとんどの町
納付金を郵便局で納付できるようになり
ます。詳しくは納付書の裏面を確認くだ
さい。
◆コンビニエンスストアから納付でき
るもの
焔町県民税　焔固定資産税
焔軽自動車税　焔国民健康保険税
焔後期高齢者医療保険料
焔介護保険料　焔水道料金
焔下水道使用料　焔保育園保育料
焔児童館使用料　焔幼稚園保育料

◆左記の日程で注射を受けられない方
　近隣の狂犬病予防注射業務指定獣医
師にご相談ください。料金などの詳細
は、希望する獣医師にお問い合わせく
ださい。
◆近隣の獣医師
焔川崎恵（小国町）緯65－2436
焔長岡栄一（長井市）緯87－4450
焔五十嵐幸治（長井市）緯87－0380
焔大竹正敏（南陽市）
緯0238－40－3939

焔小形はるみ（南陽市）
緯0238－43－4545
◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線132
置賜保健所生活衛生課
緯0238－22－3750

④11：20～11：30
旧中津川小学校小屋分校前

⑤13：15～14：15／白椿地区公民館前
※注射は１頭１針で実施しています
※犬を制御できる方が犬を会場に連れ
てきてください

◆持ち物
焔案内のはがき　焔注射料金3,100円
焔鑑札（金属性で楕円形のもの）
◆事前の届出
　次の場合は、あらかじめ役場住民税
務課生活環境室へ届け出をしてくださ
い。
焔犬の登録（登録料3,000円・印鑑）
焔鑑札を紛失した場合
　（再交付手数料1,600円・印鑑）
焔犬の死亡・住所または飼い主が変
わった場合（鑑札・印鑑）

　室内犬、室外犬にかかわらず、飼養
の登録と年に１回の狂犬病予防注射が
法律で義務付けられています。町では、
下記の日程で狂犬病予防注射を行いま
すので、この機会をご利用ください。
◆日程と場所
◇４月25日昭
①９：00～９：20
勤労者研修センター前

②９：30～10：10／中公民館前
③10：20～11：10／中部地区公民館前
④11：20～11：50／白椿地区公民館前
⑤13：10～13：50／東部地区公民館前
⑥14：00～14：30／小白川公民館前
◇４月26日晶
①９：00～９：40／西部地区公民館前
②９：50～10：10／高峰多目的集会所前
③10：40～11：00／中津川地区公民館前
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◆日時／４月19日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆相談内容／金銭賃借、多重債務、保
証、損害賠償、遺産相続・贈与、消
費者問題、不動産、労働、民事介入
暴力、刑事、少年非行、ほか法律問
題全般

※相談内容は、訴訟中、調停中、係争
中のものや同案件の再相談は、ご遠
慮ください

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131　

　４月から羽前椿駅の乗車券販売営業
時間が変更になります。
◆営業時間／平日８：30～17：45
※土・日曜日・祝祭日は営業していません
◆問合せ先／町観光協会緯86－2411

　建退共制度は、事業主の方々が、労
働者の働いた日数に応じて掛金となる
共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界で働くことをやめたとき
に建退共から退職金を支払う制度です。
国の制度なので安全、確実、申込手続
きは簡単です。詳細は下記まで問い合
わせください。
◆加入できる事業主／建設業を営む方
◆対象となる労働者
建設業の現場で働く方

◆掛金／日額310円
◆問合せ先／独立行政法人勤労者退職
金共済機構建退共山形県支部
緯023―632―8364

　春は新入学（園）児の通学・通園が始
まることや、陽気に恵まれ歩行者や自
転車利用者の移動範囲が広くなります。
運転者はもちろん自転車利用者や歩行
者も交通マナーをしっかり守り、交通
事故防止を徹底しましょう。
◆実施期間／４月６日㈯～15日㈪
◆運動の重点
①自転車の安全利用の推進
②すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

③飲酒運転の根絶
④道路横断時、交差点の交通事故防止
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線132

◆受験資格
①昭和58年４月２日～平成４年４月１
日生まれの者

②平成４年４月２日以降生まれで、大
学を卒業した者および平成26年３
月までに大学を卒業する見込みの者

③人事院が②に掲げる者と同等の資格
があると認める者

◆受験申込期間
焔インターネット申込
４月１日㈪～11日㈭
焔郵送・持参申込
４月１日㈪～２日㈫

※受験申込書は最寄りの労働基準監督
署または下記で交付しています

※郵送または持参申込の受付期間が短
いのでご注意ください

◆試験日
第一次試験：６月９日㈰
第二次試験：７月17日㈬・18日㈭

◆問合せ先
山形労働局総務課緯023―624―8221

４月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
電話番号業　者　名曜日電話番号業　者　名曜日
72－2191佐 藤 管 工 業日2172－2191佐 藤 管 工 業土6
75－2086髙 橋 工 務 店土2772－2191佐 藤 管 工 業日7
75－2086髙 橋 工 務 店日2875－2086髙 橋 工 務 店土13
72－2191佐 藤 管 工 業月2975－2086髙 橋 工 務 店日14

72－2191佐 藤 管 工 業土20

　４月から国民健康保険椿診療所の診
療日が変更になります。

◆休診日が木曜日に変更になります
◆土・日曜日および祝祭日は休診です
◆各種健康診断、胃・大腸内視鏡検査、
腹部超音波検査、訪問診療依頼など
は、あらかじめご相談ください
◆問合せ先
飯豊町国民健康保険診療所
緯72―2300

　就労や就学でお悩みの方が就労・就
学できるよう様々な支援を行っていま
す。活動には無料で参加できます。秘
密厳守ですのでお気軽に連絡ください。
◆対象／仕事をしておらず就労に悩む
方（15歳～おおむね40歳）とその
保護者、高校在学者で進路で悩んで
いる方や学校へ行きづらい方など
◆活動例
焔就労への個別相談
焔臨床心理士による相談
焔履歴書の書き方や面接の対応の仕方
などの指導
焔働いてみたい業種・事業所での最長
１週間のアルバイト体験
◆問合せ先／置賜若者サポートステー
ション緯0238―33―9137

午後　受付時間午前　受付時間曜日

13：30～16：00８：30～11：30月

訪問診療８：30～11：30火

13：30～16：00８：30～11：30水

休診休診木

13：30～16：00８：30～11：30金

無料法律相談開催のご案内

羽前椿駅
乗車券販売時間変更について

建設業退職共済制度について

春の交通安全県民運動が
始まります

労働基準監督官採用試験

国民健康保険
椿診療所からのお知らせ

置賜若者サポートステーションからの
お知らせ
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持参するもの⇒士国保・国民年金に加入するとき

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を
概

転出証明書、印鑑⇒ほかの市町村から転入したとき
職場の健康保険をやめた証明書、印鑑、年金手帳⇒職場の健康保険をやめたとき（※）
扶養でない理由の証明書、印鑑、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養からはずれたとき
持参するもの⇒士国保・国民年金をやめるとき
国保の保険証、印鑑⇒ほかの市町村へ転出するとき
国保と職場の両方の保険証、印鑑、年金手帳⇒職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の両方の保険証、印鑑、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養になったとき
国保の保険証、死亡を証明するもの、印鑑⇒国保の被保険者が死亡したとき
持参するもの⇒士その他
国保の保険証、印鑑⇒町内で住所が変わったとき
国保の保険証、印鑑⇒世帯主や氏名が変わったとき
国保の保険証、印鑑⇒世帯を分けたり一緒になるとき
国保の保険証、印鑑、在学証明書⇒就学のため別に住所を定めるとき
身分を証明するもの、印鑑⇒保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

国民健康保険・国民年金の手続きについて

※家族の健康保険の扶養になる場合や健康保険を任意継続（２年間）する場合などを除く

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

男声合唱組曲を制作します

春は異動の季節です。下記の場合は、異動後14日以内に手続きが必要です。詳しくは、
住民税務課住民室までお問い合わせください。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯72―2111内線123・124・127

宇国保加入の届出が遅れると…
　国民健康保険税は、加入の届け出をした
日からではなく、資格を得た月の分までさ
かのぼって保険税を納めなくてはならなく
なります。また、保険証がないためその間
の医療は全額自己負担になります。

宇国保をやめる届出が遅れると…
　国保の資格がなくなったのに、やめる届出が遅れると健
康保険料と国民健康保険税を二重に納めることになります。
　また、国民健康保険証が手元にあるため、うっかりそれ
を使って診療を受けてしまった場合は、国保が負担した医
療費（７割～９割）を後で返していただくことになります。

　これまで制作された混声・女声版は、町主催の音楽会
を中心に各合唱団において幾度となく演奏されておりま
す。より広く町民の皆さんに触れ親しんでいただけるよ
う、新年度に男声版での制作が決定されました。完成と
初演は平成26年の予定ですので、どうぞお楽しみにお待
ちください。
　　♪男性の皆さん、一緒に合唱してみませんか♪
　上記の母体となる町男声合唱団プロージットでは、会
員を募集しています。
　新たな春のシーズンを目の前に控え、飯豊山の男声版
制作を機会に声高らかに歌いましょう！ 見学も大歓迎
です。興味のある方はお気軽に「あ～す」へ問い合わせ
ください。
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」 緯72―3111

　町では、“音楽からのまちづくり”を合言葉に多方面か
ら音楽芸術の普及振興に取り組んでいます。今年は、飯
豊町がスタートして55周年。５年前の記念事業では、雄
大な本町の自然や歴史、風光明媚な集落景観、そして母
なる飯豊山をうたった合唱組曲「飯豊山～我が心のアル
カディア～」を制作し、初演演奏会では大好評をいただ
きました。
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住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

地域包括支援センター担当の健康教室

申込・問合せ先／緯86―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
焔対象者／おおむね60歳から
（ただし、医師から運動を禁止され
ていない方）
焔参加料／施設使用料１回200円
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔開催日／毎週月・火・木・金曜日
※祝日は休館となります

　冬期間で運動不足になっていません
か。自分のペースで運動ができますの
で、お気軽にご利用ください。
焔対象者／おおむね60歳から
焔日時／４月10日㈬ ９：30～12：00
焔内容／筋トレマシーンを使った運動、
体の筋肉量や体内年齢などの測定
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

　健康づくりや介護予防に関する話、
軽体操など、みなさんのご要望にお応
えして健康づくりについての出前講座
を行ないます。ぜひご利用ください。
◆なでしこハウス無料開放・健康づく
り出前講座に関する申込・問合せ先
町健康福祉課緯86－2233

焔対象／町内の各種団体・自主グルー
プ・学年部会など
※個人の受講はできません
焔開催日
各団体の定例会や集会の日などご希
望の日時に行います
焔受講時間／90分程度
焔受講料／１人100円（テキスト代金）
◆申込・問合せ先
町地域包括支援センター緯86－2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

交通安全「新入生の登校が始まります」

　　　　    　心の相談　　　　　  　

精神保健福祉相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／４月11日㈭ 14：30～
焔相談担当者／精神科医師
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／４月17日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
◆申込・問合せ先
置賜保健所 精神保健福祉担当
緯0238―22―3015

　　　　感染症に関する相談　　　　

エイズ・性器クラミジア・Ｂ型肝炎・
Ｃ型肝炎の検査と相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
　（予約不要）
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
　※結果は直接本人にお知らせします

ので、保健所においでください
焔電話相談／平日８：30～17：15
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染症
予防担当緯0238―22―3002

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
煙置賜総合支庁（米沢市）会場
焔日時／４月12日㈮ ９：00～12：00
焔相談担当者／臨床心理士
②女性の健康相談（要予約）
焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
◆申込・問合せ先
置賜保健所 保健支援担当
緯0238―22―3205

なでしこハウスを
無料開放します

健康づくり出前講座の
お知らせ

認知症サポーター
養成講座受講団体の募集

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

◆歩行者と自転車を運転する方の注意点
焔道路を横断しようとするときは、手や旗などで明確に横
断する意思表示をし、「いつでも・
どこでも安全確認」を徹底しま
しょう
焔交通ルールを守り、交差点では
「しっかり止まって、はっきり確
認」をしましょう
焔自転車は、車道では左側を通行し、歩道では歩行者優先
でいつでも止まれるようにしましょう
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室

緯72-2111内線131・132

　雪解けが進み、いよいよ春到来。入学の季節です。大き
なランドセルを背負った小学１年生は、初めての登校に不
安がいっぱいです。また、中学１年生も自転車での通学に
不慣れです。そのほかにも春になると道路は、歩行者と自
転車の動きが活発になります。交通事故に遭わない、起こ
さないために以下の点に注意しましょう。
◆運転者が歩行者を事故から守るための注意点
焔横断歩道の手前では減速して横断に備え、横断者がいる
時は、一時停止して歩行者を安全に横断させましょう
焔子どもや高齢者を見かけたら、その行動に注意するとと
もに、横断歩道以外の場所でも「止まって、渡してあげ
る」思いやり運転をしましょう



月1
火2
水3
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木4
つばき保育園・さゆり保育園・添川児童センター・いいで中
部幼稚園・手ノ子幼稚園入園式
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金5

さぎ草栽培研修会 14：00～（東部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土6

飯豊ロードレース大会 ８：30～（町民スポーツセンター）
町消防団辞令交付式 ９：00～（あ～す）日7

第一小・第二小・手ノ子小・添川小入学式
飯豊中学校入学式月8

趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火9
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
たんぽぽクラブ 13：30～（東部地区公民館）
中部地区子ども育成会連絡協議会総会 19：00～（中部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水10

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木11
添川地区農業集落排水排通式・安全祈願祭 ９：00～（添川浄化センター）
高砂会総会 11：00～（東部地区公民館）金12

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土13

町スポーツ少年団合同入団式 ９：30～（町民スポーツセンター）日14
月15
ちびボール教室 19：00～（東部地区公民館）火16
あそびの広場・避難訓練 10：30～（こどもみらい館）
中部地区分館連絡協議会総会 19：00～（中部地区公民館）水17

栄養士さんの指導 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
中津川婦人会総会 18：30～（中津川地区公民館）

木18

中部地区公民館運営委員会 18：30～（中部地区公民館）
心配ごと相談・人権相談・行政相談 ・無料法律相談
13：00～（白椿地区公民館）

金19

キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）土20

日21
月22
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火23
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
たんぽぽクラブ 13：30～（東部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水24

親子交通安全教室 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木25

ほのぼの教室 10：30～（こどもみらい館）金26
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
安全協会東部支部総会 17：00～（東部地区公民館）

土27

日28
月29
火30

４月

　１歳６カ月児健診　
司日時／４月25日昭（受付）午後１時～
司対象者／平成23年８月・９月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、こども用歯ブラシ、バ
スタオル、１歳６カ月児健康診査セット

司日時／４月18日昭（受付）午後１時～
司対象者／①平成22年４月・８月・９月・11月・12

月生まれ
②平成23年２月・３月・12月生まれ
③平成24年４月生まれ

司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、こども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／４月８日捷・22日捷
司時間／午前９時～11時
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／４月10日昌 午前８時50分～午後３時30分
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成25年８月・９月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン、
運動ができる服装

　３歳児健診　
司日時／５月30日昭（受付）午後１時～
司対象者／平成21年10月・11月生まれ
　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／５月10日晶（受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年12月生まれ

９カ月児 平成24年７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／５月23日昭（受付）午後１時～
司対象者／①平成21年12月生まれ

②平成22年１月・２月・10月生まれ
③平成23年４月・６月生まれ
唄平成24年１月・５月生まれ

電話番号担当歯科医院期日
0238－42－5152川西　長十歯科医院４月７日蚊

84－8107長井　芳賀歯科医院４月14日蚊

0238－23－8888米沢　高橋歯科医院４月21日蚊

0238－52－0117高畠　八木歯科医院４月28日蚊

0238－22－1121米沢　五十嵐歯科医院４月29日俄

【乳幼児健診にいらっしゃる方へ】
　12時前の来場はご遠慮ください
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この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

休日歯科診療担当医院

５月の乳幼児健診日程


