
March
2015 ３.２６

国民健康保険・国民年金の手続きについて

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、はんこ、本人確認書類（※２)⇒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、はんこ、年金手帳⇒職場の健康保険をやめたとき（※１）
家族の健康保険をはずれた証明書、はんこ、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、はんこ、本人確認書類（※２)⇒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、はんこ、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、はんこ、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、はんこ⇒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、はんこ、本人確認書類（※２)⇒町内で住所が変わったとき
国保の保険証、はんこ、本人確認書類（※２)⇒世帯主や氏名が変わったとき
国保の保険証、はんこ、在学証明書、本人確認書類（※２)⇒就学のため別に住所を定めるとき
はんこ、本人確認書類（※２)⇒保険証や年金手帳をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

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。

※１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する場合などを除きます

狂犬病予防注射を忘れずに！
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◆問合せ先／役場住民税務課住民室
緯87―0511

狂犬病予防注射 ４月23日詳・24日象

◆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87―0514
置賜保健所生活衛生課
緯0238－22－3750

③10：30～10：50／中津川地区公民館前
④13：15～13：45／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3,200円
◆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・はんこ）
焔鑑札を紛失した場合
（再交付手数料1,600円・はんこ）
焔犬の死亡・住所または飼い主変更し
た場合（鑑札・はんこ）

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23日㈭
①９：00～９：20／勤労者研修センター前
②９：35～９：55／中公民館前
③10：10～11：00／中部地区公民館前
④11：15～11：45／白椿地区公民館前
⑤13：10～13：40／東部地区公民館前
⑥14：00～14：30／小白川公民館前
◇４月24日㈮
①９：00～９：40／西部地区公民館前
②９：50～10：00／高峰多目的集会所前
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町では、行政からの文書や広報など
を、部落長や地区長、自治会長の協力
によって町民の皆さまに配布していま
す。平成27年度の配布予定日は次の通
りです。
◆配布予定日／毎月第２、第４木曜日
◆問合せ先／役場総務企画課行政管理
室緯87―0520

認知症の早期診断・早期対応を目指
し、無料講演会を開催します。
◆日時／４月25日㈯ 13：30～
◆場所／あ～す
◆対象者／どなたでも
◆講師／医学博士鷲見幸彦氏
（国立長寿医療研究センター副院長）
◆問合せ先
地域包括支援センター☎86―2233

平成27年度部落長等配布
予定日

認知症ケアフォーラム

障がいの種類や等級により軽自動車
税が減免されます。該当される方は役
場住民税務課税務室まで申請ください。
◆減免の対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の
交付を受けている方。適用条件の詳
しい級別やご質問などは下記までお
問い合わせください
◆適用期間／１年間
※毎年の更新手続きが必要です
◆申請締切／軽自動車の納税通知書が
送付されてから納期限の７日前まで
◆申請の際の持ち物／はんこ・納税通
知書・各手帳・免許証
◆その他／減免は普通自動車・軽自動
車合わせて１台のみとなります
◆申請・問合せ先
役場住民税務課税務室緯87―0513

住民税務課税務室から
軽自動車の減免のお知らせ

東北財務局山形財務事務所では、「借
金に関する巡回無料相談会」を実施し
ます。ご予約の上ご相談下さい。
◆日時／４月23日㈭ 10：00～16：00
◆会場／置賜総合支庁（米沢市）
◆受付期限／４月21日㈫
※上記期日以外は常設相談窓口へ
◆予約・常設相談窓口・問合せ先
東北財務局山形財務事務所
緯023―641―520１

◆日時／４月17日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷誠氏
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯87―0514

無料法律相談開催のご案内

借金に関する
巡回無料相談会（予約制）

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
75－2086髙 橋 工 務 店日1972－2191佐 藤 管 工 業土４
75－2086髙 橋 工 務 店土2575－2086髙 橋 工 務 店日５
72－2191佐 藤 管 工 業日2675－2086髙 橋 工 務 店土11
72－2191佐 藤 管 工 業水2972－2191佐 藤 管 工 業日12

72－2191佐 藤 管 工 業土18

軽自動車税
煙納期限／４月30日㈭
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513４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。

談 ４月
日時：３日画・17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：17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：17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

◆予約・問合せ先／住民税務課住民室緯87―0511

窓口延長・戸籍届出の時間外受付について
日中役場へお越しいただくことが難しい方や、休日
に戸籍届出をされたい方への窓口のご案内です。

●戸籍届出の時間外受付（戸籍届出のみの取扱いです）
閉庁している時間にも戸籍届書を提出していただけます

焔土日祝日などの閉庁日（８：30～17：15）
受付場所：役場日直室（役場裏南側入口）

焔土日祝日などの閉庁日で上記時間外・平日の開庁時間外
受付場所：飯豊消防分署（萩生617番地）

※死亡届出の場合、火葬埋葬許可書は飯豊消防分署では発
行しておりませんので、後日お手続きが必要です。

●窓口延長（予約が必要です）
焔延長日／月・金曜日。※当日が祝日のときは次の開庁日
焔延長時間／18：30まで
焔予約の受付期間／１週間前から当日の13：00まで
焔取扱い業務／証明書発行、住民異動、戸籍関係、保険・
年金、税関係など ※詳細は予約の際確認ください
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●らくらく筋トレ
介護予防のためのトレーニングルー
ムです。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
使用することが出来ます。運動しやす
い季節になりましたので意識的にから
だを動かしましょう。
◇対象者／おおむね60歳から

※初めての方は事前にご連絡下さい
◇場所／町社会福祉協議会建物内
◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
９：00～12：00、13：00～16：30

◇料金／１回200円
※無料開放／４月８日㈬９：00～12：00
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル
◇申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86－2555
・町健康福祉課福祉室 緯86－2233

●位置図
町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

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

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／４月９日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／４月15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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

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
焔電話相談／平日 ８：30～17：15
◆問合せ先／置賜保健所感染症予防担
当緯0238―22―3002

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 「ＰＭ２.５」に注意をお願いします

「ＰＭ2.5」の測定結果は、県のホームページで確認でき、
日本気象協会などのホームページでは濃度分布予測も見る
ことができます。外出時の参考にしてください。
【注意喚起が行われたら】
◎屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう
◎屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう
◎呼吸器系や循環器系の疾患がある方、小児、高齢者は、
体調に応じてより慎重に行動しましょう
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

「PM2.5」(微小粒子状物質)は大気中に浮遊している粒子
のうち、大きさが2.5μｍ(１μｍ＝１mmの千分の１)以下
の非常に小さな粒子（髪の毛の太さの30分の１）のことで
す。物の燃焼などによって直接排出されるものと、環境大
気中での化学反応により生成されたものがあるほか、自然
由来のものや越境汚染によるものがあります。
現在、県が長井市内で24時間体制で監視を行っています。
町では、濃度が高くなることが予想される場合は、速やか
に広報車にて注意喚起を行います。

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

４月23日から５月12日は“子どもの読書週間”です。
子どもの読書週間に合わせて「わくわくおはなし広場」
を開催します。絵本や工作をみんなで楽しみましょう。
◆日時／４月26日㈰ 10：00～11：00
◆会場／こどもみらい館
◆内容／絵本のよみきかせ、こいのぼりの工作
◆対象／３歳～小学３年生くらいの児童とその保護者

※小学生は子どもだけでも参加できます
◆参加費／無料
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
☎72－3111※４月22日㈬までお申し込みください

わくわくおはなし広場

◆日時／４月18日㈯ 14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
◆講師／小松伸子先生（指揮）、安部里美先生（伴奏）
◆参加費／１人500円
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72－3111
※４月11日㈯までお申し込みください

四季の歌“春うた”をうたう集い

あ～す 町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
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1
木2
キララ☆ピラティス教室19：00～（中津川地区公民館）金3
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土4
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5

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 10：00～（各施設）月6

第一小・第二小・手ノ子小・添川小・飯豊中学校入学式
西部地区公民館運営委員会17：30～（西部地区公民館）火7

キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水8
木9
金10
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土11

町スポーツ少年団合同入団式 ９：00～（スポーツセンター）日12
月13
火14
野菜づくり講習会 ９：30～（白椿地区公民館）
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）

水15

木16
法律相談 13：00～（白椿地区公民館）金17
四季の歌“春うた”をうたう集い 14：00～（あ～す）
キララ☆ピラティス教室18：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）

土18

日19
月20
白椿リサイクル会総会 10：00～（白椿地区公民館）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）火21

あそびの広場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19：30～（東部地区公民館）

水22

狂犬病予防注射９：00～（勤労者研修センター前ほか）木23
狂犬病予防注射９：00～（西部地区公民館前ほか）
いきいき教室開級式10：00～（白椿地区公民館）
親子交通教室10：30～（こどもみらい館）
飯豊町農業委員会総会 14：00～（役場）
中部地区公民館運営委員会総会 18：00～（中部地区公民館）

金24

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
認知症ケアフォーラム13：30～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土25

わくわくおはなし広場 10：00～（こどもみらい館）日26
月27

中部地区子ども会育成会連絡協議会総会18：00～（中部地区公民館）火28
水29
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木30

４月

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。 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

１歳６カ月児健診
司日時／４月30日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成25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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、４月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

司日時／４月16日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
①平成24年３月・８月・11月・12月生まれ
②平成25年３月生まれ
③平成26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、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／４月13日㈪・27日㈪
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／４月８日㈬ ８：50～15：30
司対象者/平成27年８月・９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／５月８日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年12月生まれ

９カ月児／平成26年７月生まれ
３歳児健診

司日時／５月28日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成23年10月・11月・12月生まれ
幼児歯科健診

司日時／５月21日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
①平成24年１月・２月・９月生まれ
②平成25年４月・12月生まれ
③平成26年１月・５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）

５月の乳幼児健診日程

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338
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