
1

　父または母と生計を同じくしていない18歳以下
の児童（一定の障がいがある児童は20歳未満）を扶
養している母または父、もしくは父母にかわってそ
の児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／支給対象児童が18歳になった日以降の
最初の３月31日まで（一定の障がいがある児童は、
20歳到達まで）

◆支給額

◆支給制限／次に該当する場合は、手当の一部また
は全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・公的年金を受けられる場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も
行っていない場合
・認定請求や現況届において虚偽の申請または届出
をした場合
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月・12月）、指
定金融口座へ振り込まれます

　
　精神または身体に障がいのある20歳未満の児童
を扶養している父または母、もしくは父母にかわっ
てその児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／精神または身体に重度または中度の障
がいのある児童が、20歳になるまで（障害の程度
は、提出いただく診断書を基に、県が審査します）
◆支給額／障がいの程度に応じて、下記のとおり支
給額が決定されます
１級…49,900円　２級…33,230円

July
2014 ７.２４

◆問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯87―0518

【ひとり親家庭子育て支援事業】
　母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さんが、病気や
けが、残業などで子育てや家事をすることが一時的に困
難になった時は家庭生活支援員がお手伝いをします。

ひとり親家庭などで働く人や
自立を目指している方へ

一部支給される方全部支給される方児童数
所得などに応じて
　月額41, 010円
　　　　～9,680円

月額41,020円１人目

5,000円加算２人目
１人につき3,000円加算３人目以降

　児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況
届は、生活状況や前年の所得状況などについて確認
し、 ８月分以降の手当が支給対象になるかどうかの
審査を受けるために提出するものです。なお、受給
資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給
していた手当額を返還していただくことになります。
【児童扶養手当現況届】
　◇受付期間／８月１日～29日（土日を除く）
【特別児童扶養手当所得状況届】
　◇受付期間／８月11日～９月10日（土日を除く）
焔受付時間（両届出ともに）／８：30～17：15
※延長窓口を毎週月曜日と金曜日に行っています。
当日の13：00までに電話予約いただくと、18：30ま
で受付が可能です

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の
提出をお忘れなく！

児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

無料町民税非課税世帯

１時間70円～150円町民税を納付しているが、
児童扶養手当の支給基準内の世帯

１時間150円～300円児童扶養手当の基準以上の世帯

◆利用料金／収入に応じて一部費用負担有

◆問合せ先／一般財団法人 山形県母子寡婦福祉連
　合会緯023―633―0962

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

編集・発行／飯豊町総務企画課情報防災室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111（代表）  0238―87―0522（直通）
胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

◆支給制限／所得が制限限度額を超える場合、支給
が全部停止になります

◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月・11月）指
定金融口座へ振り込まれます   

児童扶養手当

特別児童扶養手当
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住民税・国保税
煙納期限／９月１日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―0513８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 ８月
日時：１日画・29日画　13：00～15：00
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：１日画　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：１日画　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

　農業従事者の減少・高齢化や耕作放棄地の増加が進む中で、担い手への農地集積・集約化を加速
して農業の生産性の向上を図るため、「農地中間管理機構」が各都道府県に創設されました。山形県
では公益財団法人やまがた農業支援センターが農地中間管理機構となり、農地を貸したい農家と借
りたい担い手の間で、農地貸借の橋渡しを行います。
　現在、貸し手と借り手を募集しています。募集・受付は役場農林振興課農地管理室で行います。
当室で配布する申込用紙に必要事項を記入のうえ提出ください。申込用紙は、町や（公財）やまがた
農業支援センターのホームページからダウンロードも可能です。

◇相談窓口・問合せ先
・役場農林振興課農地管理室
　緯87―0524
・（公財）やまがた農業支援センター
緯023―631―0697

　山形市緑町１丁目９番30号緑町会館６階
　http：//www.yamagata-nougyou-sc.or.jp

◆相談窓口・問合せ先

◆借りたい方（借り手）
◇募集期限／第１回募集は８月11日㈪まで
※９月に第２回募集を行い、その後も機会をとらえ
て募集を行う予定です

◇募集区域／農地管理室でご確認いただくか、町
ホームページで確認ください

※借受希望区域が他市町村の場合は、当該市町村へ
ご応募ください

◇留意点／次の事項が公表されます。ご承諾下さい
焔氏名（法人・組織の場合は名称）
焔募集対象区域内の農業者か否かの別、新規就農者
の別

焔借受けを希望する農地の種別、面積
焔借受けた農地に作付しようとする作物の種類
※農地の貸付先の決定にあたり、聞き取りをさせて
いただくことがあります

◆貸したい農家（貸し手）
◇募集期限／随時募集しています
◇募集区域／農地管理室でご確認いただくか、町
ホームページで確認ください
◇留意点／貸し手が、特定の農業者を借り手に指定
することはできません

農地中間管理機構貸したい農家（貸し手）

離農する場合には、
協力金が支払われます

借りたい方（借り手）

まとまった農地が借り
られます

貸付け 借受け
（転貸）

（
公
財
）や
ま
が
た
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８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
75－2086髙 橋 工 務 店土1675－2086髙 橋 工 務 店土２
75－2086髙 橋 工 務 店日1772－2191佐 藤 管 工 業日３
72－2191佐 藤 管 工 業土2372－2191佐 藤 管 工 業土９
72－2191佐 藤 管 工 業日2475－2086髙 橋 工 務 店日10
75－2086髙 橋 工 務 店土3075－2086髙 橋 工 務 店水13
75－2086髙 橋 工 務 店日3172－2191佐 藤 管 工 業木14

72－2191佐 藤 管 工 業金15

◆募集人員／１名
◆受付期間／８月１日㈮～11日㈪
　８：30～17：15※土・日曜を除く
◆業務内容／水道料金などの徴収およ
び収納業務ほか（外勤あり）

◆応募資格／普通自動車免許を有する方
◆決定方法／書類選考。必要に応じて面接
◆雇用期間／９月１日～平成27年３月31日
◆勤務条件／焔勤務時間／８：30～17：00
焔賃金／日額5,800円～6,000円
焔休日／原則、土・日曜と祝日
※必要に応じて、時間外・休日勤務あり
◆待遇／社会保険・雇用保険に加入
◆申込方法／役場地域整備課で配布す
る申込用紙と市販の履歴書に必要事項
を記入して下記に提出。申込用紙は町
ホームページからもダウンロード可
◆申込・問合せ先／役場地域整備課上
下水道室緯87―0515

◆受験資格／昭和54年４月２日～平成
９年４月１日に生まれた方で、大学
（短大を除く）を卒業していない方
◆申込期間／８月１日㈮～９月１日㈪
◆第１次試験日／９月21日㈰
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

　萩生地区の県営住宅「飯豊アパート」
２戸の入居者を募集します。
◆募集物件
焔間取り：６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
焔家賃：14,900円～29,300円
◆募集期間／８月25日㈪～29日㈮
　10：00～17：00
◆入居可能時期／10月中旬
◆申込先／置賜総合支庁西庁舎１階総
合案内窓口（長井市）緯88―8200

◆職種・募集人員
①看護師…35名、②助産師…若干名、
③臨床検査技師…若干名、④臨床工学
技士…若干名、⑤上級行政職…若干名
◆採用予定／平成27年４月１日
◆受験資格
◇①②昭和45年４月２日以降に生まれ
た方で、それぞれの職種の免許を有
する方。または平成27年６月30日ま
でに免許を取得する見込みの方

◇③④昭和55年４月２日以降に生まれ
た方で、それぞれの職種の免許を有
する方。または平成27年６月30日ま
でに免許を取得する見込みの方

◇⑤次のいずれかの方
焔昭和60年４月２日～平成５年４月１
日に生まれた方
焔平成５年４月２日以降に生まれた方
で、大学（短大を除く）を卒業した
方。または平成27年３月31日までに
卒業見込みの方

◆試験日／①②９月21日㈰と22日㈪、
③～⑤９月21日㈰

◆試験会場／山形県立南陽高等学校
※９月22日は公立置賜総合病院
◆応募締切／８月８日㈮必着
◆試験案内の配布／置賜広域病院組合
事務局と役場総務企画課で配布。置
賜広域病院組合のホームページから
ダウンロード可

◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合
事務局緯0238―46―5000

　公立置賜長井病院婦人科外来で、子
宮頸がん検診無料クーポン券による受
診ができるようになりました。
◆申込・問合せ先／公立置賜長井病院
緯0238―84―2161

　今年度の成人式では記念講演会を開
催します。一般の方も聴講可能ですの
で、ご来館ください。
◆日時／８月15日㈮ 10：30～11：30
◆講演／焔演題「夢つかむまで～20代
になすべきこと」
焔講師「髙橋幹子氏」：本町出身の脚本
家・小説家。代表作はスペシャルド
ラマ「ちびまる子ちゃん」、東野圭吾
ミステリーズ第１話「さよならコー
チ」、中学生日記「決断クラブ」など

◆職種・募集人員／①初級行政・電気
…若干名、②消防士…５名程度

◆採用予定／平成27年４月１日
◆受験資格
◇①平成２年４月２日～平成９年４月
１日に生まれた方
◇②下記全てに該当する方
焔昭和60年４月２日～平成９年４月
１日に生まれた方
焔採用後に米沢市、南陽市、高畠町お
よび川西町に居住できる方
焔普通自動車運転免許（AT車限定除く）
を有する方、または取得見込みの方
◆第１次試験日／10月19日㈰
◆試験会場／置賜広域行政事務組合千
代田クリーンセンター（高畠町）
※消防士の体力試験は20日㈪米沢市
営体育館で行います
◆受付期間／８月25日㈪～９月19日㈮
◆受験申込書の交付場所
　置賜広域行政事務組合事務局、消防
本部、各消防署、置賜地域の市役所
および町役場の企画担当課、組合の
ホームページからダウンロード可
◆申込・問合せ先／置賜広域行政事務
組合事務局総務課緯0238―23―3246

飯豊町成人式記念講演会の
ご案内

置賜広域行政事務組合
職員採用試験

置賜広域病院組合
職員採用試験のご案内

子宮頸がん検診
無料クーポン券をお持ちの方へ

町水道料金などの
徴収員募集

山形県警察官募集

県営住宅入居募集
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新しい後期高齢者医療被保険者証を
お送りします

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

　８月１日に「後期高齢者医療被保険者証」
が更新され、色は「水色」から「うす茶色」
になります。
　今月下旬に、75歳以上の方などの対象者に
新しい被保険者証を緑色の封筒に入れて送付
します。届きましたら記載内容を確認し、台
紙からはがして８月１日からお使いください。
　現在お使いの被保険者証（水色）は８月１
日以降使用できませんので、各自で破棄をお
願いします。

　８月１日に「国民健康保険高齢受給者証」が更新され、色
は「うす緑色」から「クリーム色」になります。
　今月下旬に、国民健康保険に加入している70～74歳の方に
カードサイズの高齢受給者証（クリーム色）を送付します。
届きましたら記載内容を確認し、台紙からはがして８月１日
から保険証と一緒にお使いください。　
　現在お使いの高齢受給者証（うす緑色）は８月１日以降使
用できませんので、各自で破棄をお願いします。

《医療機関での窓口負担割合》
　一定の所得がある方：３割
　昭和19年４月２日以降に生まれた方：２割
　昭和19年４月１日以前に生まれた方：１割

新しい国民健康保険高齢受給者証を
お送りします

音楽にかかわる活動団体
メンバー募集

　「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方を
募集しています。この夏を機に、音楽などの活動に触
れてみませんか。興味のある方は「あ～す」までお気
軽にご連絡ください。
　★「あ～す」イベント企画推進スタッフ／イベント

の企画推進
　★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体
　★めざみキッズ ＋ ！／創作ミュージカル活動団体

 プラス

　★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
　★ゆりコーラス／女声合唱団
　★プロージット／男声合唱団
　★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
　★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団

夏休みは図書室に行こう！

　「あ～す」図書室には、親子で楽しめる夏にぴったり
の絵本がたくさんそろっています。また、自由研究に
役立つ図鑑、読書感想文コンクールの全国課題図書、
ＹＢＣ指定図書などたくさんの本があります。
　どんな本があるかわからない場合は、カウンター窓
口にお気軽に問合せください。
　平日は18：00まで（土・日曜日は17時まで）開館して
います。ぜひご利用ください。

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
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　　　　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（予約不要）
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
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　　　

○保健所／米沢市金池３丁目1−26　　　　    　心の相談　　　　　  　

　１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／８月21日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／８月20日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015
　　　    　  女性の相談　　       　　

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

【らくらく筋トレ】
　らくらく筋トレは、介護予防のため
のトレーニングルームです。若い人た
ちが行うような激しい運動をする場で
はなく、ご自分の体力に合わせて無理
なく運動が出来ます。運動なんてした
ことがない！という方も気軽においで
ください。
　介護予防運動指導員がおりますので
トレーニングマシンも不安なく使用す
ることができます。お好きな時間に自
分のペースで運動することができます。
介護が必要な状態にならないためにも
運動の習慣をつけましょう。

焔対象者／おおむね60歳から
　（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔参加料／１回200円
焔開催日時／毎週月・火・木・金曜日
　９：00～12：00　13：00～16：30
　（祝日は休館となります）
【らくらく筋トレ無料開放日】
焔８月６日㈬ ９：00～12：00
　１カ月に１回無料開放を行います。
お得な無料開放をぜひご利用ください。

●会場／町社会福祉協議会建物内
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どう出していますか？「古紙・布類」

●古紙の出し方
　古紙は、「古新聞・チラシ」「古雑誌・カタログ」「段ボー
ル」「紙パック」「その他紙製品」といったように、おおよ
その種類ごとに分け、箱や袋などには詰めずに、紙ひもで
十字にしばって出してください。紙ひもは、古紙と一緒に
資源となります。また、屋根のない収集所や雨天時に出す
場合は、濡れないように透明な袋に入れて下さい。
●布類の出し方
　「古着」「毛布・敷布・タオルなど」は、ひもでしばるか、
中身が見える透明な袋に入れて出してください。古着のボ
タンやファスナーなどは外す必要はありません。

　また、スキーウエアやアノラックなどの綿や羽毛が入っ
ているもの、セーターなどの毛糸製のものは、可燃ごみと
して出してください。革製品やボロ布、靴下、ハンカチな
ど小さいものも可燃ごみです。
※布類は、建築資材などに再利用されます。資源ごみに出
しましょう。
●ごみを出す時間
　「古紙・布類」に限らず、ごみは朝８時半までには収集所
へ出していただきますようご協力をお願いします。

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86－2555
・町健康福祉課会内専用緯86－2233

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



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338中地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）

子ども映画祭りパート２ ９：30～（白椿地区公民館）
ほのぼの講座 10：30～（こどもみらい館）
中地区結核検診 13：00～（中公民館）
行政・心配ごと・人権相談 13：00～（白椿地区公民館）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校体育館）

金1

キララ☆フィットネス 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土2

日3
月4
黒沢・中地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）
黒沢地区結核検診 13：00～（黒沢勤労センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

火5

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

水6

保健師さん指導 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）
知事と語ろうタウンミーティング 13：30～（あ～す）

木7

笹巻づくりと茶の湯 ９：30～（中部地区公民館）
一期反省会 10：30～（こどもみらい館）金8

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆フィットネス 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土9

日10
月11
町農業経営改善計画認定審査会 ９：30～（役場） 火12

水13
添川温泉ふるさと祭り 13：30～（しらさぎ荘前広場） 
BONフェス 19：00～（中津川地区公民館）木14

成人式 ９：30～（あ～す） 金15
土16
日17
月18
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（スポーツセンター）火19

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水20

リフォーム教室 ９：30～（中部地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木21

離乳食教室 10：15～（こどもみらい館）
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校体育館）

金22

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 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土23

西部地区スポーツレクリエーション大会 ８：00～（手ノ子小学校）日24
飯豊町農業委員会 ９：30～（役場）
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）月25

松原・添川地区総合健診 ７：30～（東部地区公民館）
松原地区結核検診 13：00～（松原公民館）火26

添川地区総合健診 ７：30～（東部地区公民館）
かんがるー広場・避難訓練 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水27

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木28
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金29
キララ☆フィットネス 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土30

白椿健康体力づくりレクリエーション大会 ８：45～（白椿地区公民館）
中部地区子ども夏祭り 10：00～（中部地区公民館）
どぶロックフェスタ 14：00～（旧中津川小中学校体育館）

日31

８月

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／８月８日晶　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年３月生まれ

９カ月児／平成25年９月・10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、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの
　３歳児健診　
司日時／８月28日昭　13：00までおいでください
司対象者／平成22年12月～平成23年２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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

司日時／８月21日昭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年９月生まれ

②平成24年４月・５月・９月生まれ
③平成25年４月・５月・７月・８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、子ども用歯ブラシ、健診料金500円

司期日／８月11日捷・25日捷
司時間／９：00～11：00
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／８月６日昌　８：50～15：30
司対象者／平成26年12月～27年１月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／９月26日晶　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年４月・５月生まれ

９カ月児／平成25年11月・12月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／９月25日昭　13：00までおいでください
司対象者／平成25年１月・２月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／９月18日昭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年５月・６月・７月生まれ

②平成24年１月・６月・７月生まれ
③平成25年９月生まれ

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）

電話番号担当歯科医院期日
0238－21－6480米沢　やまざき歯科医院８月３日蚊
0238－54－0210川西　安川歯科クリニック８月10日蚊
0238－40－8600米沢　くまの歯科８月13日我
0238－47－2888南陽 佐藤歯科クリニック８月14日牙

85－2075白鷹　五十嵐歯科医院８月15日晶
0238－23－2062米沢　中川歯科医院８月17日蚊
0238－47－6222南陽　高橋歯科医院８月24日蚊
0238－23－4840米沢　漆山歯科医院８月31日蚊

９月の乳幼児健診日程

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。
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休日歯科診療担当医院


