
問合せ先／役場農林振興課農業振興室緯87―0525思72―3827

６次産業化商品出展・消費者モニターの募集

IIDEPUBLICRELATIONS

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-mailiide―info@town.iide.yamagata.jp

February
2017 ２.２３

◆いいで６次産業化フェスタ
焔日時／３月22日我 13：30～15：00
焔場所／農家レストラン エルベ
焔内容／町内産食材や加工品を活用した料理の提供、町内６次産業化商品の展示および試食会

胸６次産業化商品出展の募集
焔募集期限／３月10日画

焔応募資格／町内産農産物などを活用した加工品
焔内容／いいで６次産業化フェスタでの商品展示
や試食品の提供

焔申込方法／募集期限まで役場農林振興課農業振
興室で配布する出展申込書に必要事項を記入し
申し込みください

焔その他
試食用商品は買い取りします

胸消費者モニターの募集
焔募集期限／３月８日我

焔応募資格／町内に居住の方
焔募集人数／10名程度
焔参加費／1,000円
焔申込方法／電話またはＦＡＸで役場農林振興課
農業振興室まで申し込みください。申し込みの
際は名前・住所・電話番号をお知らせください

焔その他／消費者モニター参加者には３月14日
峨までに入場券を送付します。応募多数の場合
は抽選とさせていただきます

昨年12月から徐々にインフルエンザが流行の兆
しを見せ始め、１月から患者数が急増し置賜地域は
現在も警報レベルの状態が継続中です。
感染を防ぐためには、原因となるウイルスを体内
に侵入させないことや周囲にうつさないことが重要
です。インフルエンザと風邪を勘違いし放っておく
と、症状が悪化してしまうことがありますので注意
が必要です。インフルエンザかなと思ったら、自宅
で安静に過ごし、必要な場合は検査を受けましょう。

◆インフルエンザの感染を防ぐポイント
喰こまめな手洗い、うがい
喰マスクの着用
喰予防接種を受ける
喰適度な湿度（50％～60％）を保つ
喰人込みを避ける
喰十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を高める
インフルエンザの感染を広げないために一人一人

が「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338
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「飯豊・農の未来事業」～美しく豊かな豊穣の地 飯豊からの恵み～

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいでででででででででで６６６６６６６６６６次次次次次次次次次次産産産産産産産産産産業業業業業業業業業業化化化化化化化化化化フフフフフフフフフフェェェェェェェェェェススススススススススいいで６次産業化フェスタタタタタタタタタタタ

飯豊産農産物を使った６次産業化商品の情報発信、飲食店関係者とのマッチング、試食を行う「いいで６
次産業化フェスタ」を開催します。６次産業は地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みとし
て注目されています。
本フェスタにおいて、６次産業化商品の出展者および商品開発に向けたご意見をいただく消費者モニター
を下記のとおり募集します。



【東部地区公民館へ】
◎花植え／東部地区高砂会

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん、後藤めぐみさん、
舟山京子さん、小松沙緒理さん、樋口あ
ゆみさん

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久美
子さん、石山幸子さん、舟山京子さん、
梅津智子さん、樋口典子さん

【添川小学校へ】
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智子さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、伊藤にし
きさん、岡田香代子さん、小川とよ子さ
ん、梅津久美子さん
【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎クリスマス会サンタクロース・トナカ
イ役の協力／飯豊ライオンズクラブ
【飯豊わくわくこども園へ】

（幼児部）
◎マジック／橋本輝子さん
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず

【添川児童センターへ】
◎そば打ち体験／東部地区そば愛好会
（つなぎ会）

【手ノ子幼稚園へ】
◎暖房機の清掃と点検／珂髙橋工務店
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず
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３月
税金、水道料などの公共料金のお支払いは、
便利な口座振替を利用しましょう！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

談 ３月
日時：３日画・17日画 13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
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：町社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

国保税
煙納期限／３月31日画

煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成28年11月～29年１月
6,611件／81,886,617円

斬平成28年度累計
10,753件／140,063,417円

「いいでめざみの里応援寄附金」

【飯豊わくわくこども園へ】
（乳児部）

◎オリーブソーイング／カレンダー（４部）
（幼児部）

◎橋本輝子さん／おて玉（20個）、ままご
と用おんぶ紐とバック（３個）

◎オリーブソーイング／カレンダー（５部）
【つばき保育園へ】

◎伊藤昭一さん／しめ飾り・門松（各１本）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎オリーブソーイング／カレンダー（５部）

【添川児童センターへ】
◎東部地区文化祭実行委員会／バザー売
上金（2,200円）

◎オリーブソーイング／カレンダー（５部）
【手ノ子幼稚園へ】

◎元木ヒデ子さん／りんご（８個）
◎小関恵子さん／りんご（1０個）
◎男鹿晃生さん／みかん（１箱）
◎笹川憲彰さん／シュークリーム（40個）
◎井上信子さん／絵本（50冊）、ポスター
（18部）、長靴（１組）
◎オリーブソーイング／カレンダー（５部）
◎日本郵便珂／お手紙ごっこ（多数）

【こどもみらい館へ】
◎オリーブソーイング／カレンダー（５部）

【いいで中部学童クラブへ】
◎木村正明さん／門松（１本）

【美の里へ】
◎大日本防虫菊珂／使い捨てカイロ
(240個）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）

平成28年11月から平成29年１月まで
の間に、町内の公共施設などで奉仕活動
をされた皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎除雪作業／那須建設珂（長井市）

【中部地区公民館へ】
◎だんごの木の飾りつけ／中部ほのぼの
サロン

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

自賠責保険・共済は、万一の自動車事
故の際の基本的な対人賠償を目的として、
自動車損害賠償保障法に基づき、原動機
付自転車を含むすべての自動車の加入が
義務づけられており、自賠責保険・共済
なしで運行することは法令違反となりま
す。
◆問合せ先／山形運輸支局
緯023－686－4712

平成28年11月から平成29年1月まで
の間に、町内の公共施設などへ寄付や寄
贈をされた皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎山形おきたま農業協同組合（川西町）、
全国共済農業協同組合連合会山形県本
部（山形市）／カーブミラー（５基）

◎東北電力珂長井営業所（長井市）／LED
街路灯（６灯）、珂ユアテック米沢営業
所（米沢市）／取付工事（３灯）

◎シナネン珂（東京都港区）／融雪マット
（50枚）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）

【中部地区公民館へ】
◎宇津木達男さん／だんごの木（１本）

【白椿地区公民館へ】
◎下椿いきいきサロン／門松（１対）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／写真（多数）

【中津川地区公民館へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎鈴木八重子さん／タオル（30枚）

【第二小学校へ】
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎ゆり調剤薬局／朝日写真ニュース（１
年間分）

【添川小学校へ】
◎禍井上園芸／鉢花（４鉢）

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

自賠責保険・共済なしでの
運行は法令違反です



３月の土・日・祝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1975－2086髙 橋 工 務 店土4
72－2191佐 藤 管 工 業月2075－2086髙 橋 工 務 店日5
72－2191佐 藤 管 工 業土2572－2191佐 藤 管 工 業土11
75－2086髙 橋 工 務 店日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

75－2086髙 橋 工 務 店土18

随時受け付けています。
◆職種・人数／介護職・若干名
◆勤務地／町介護老人保健施設「美の里」
◆応募資格
・介護員／介護福祉士またはホームヘル
パー2級以上の免許、若しくは介護職
員初任者研修修了者

・介護助手／無資格の方で介護職場での
介護のお手伝いを希望される方

◆勤務条件
・賃金
介護員：153,750～213,200円（月額）
介護助手：6,000円（日額）
・休日／基本的に土日祝日
・社会保険／社会保険と雇用保険に加入
・その他／諸手当・加算などあり
◆応募・問合せ先／役場総務企画課行政
管理室緯87－0520

◆日時／３月５日掌10：00～15：00
◆場所／ながめやま牧場地内
◆料金／こども無料、大人200円
◆問合せ先／東部地区活性化協議会・志
田☎090－9000ー8089

地域の国際化事業を支援します。
◆助成額／上限20万円
◆募集締切／６月15日昭

※４月から６月末にかけて実施する事業
は３月31日晶まで

◆応募・問合せ先／（公財）山形県国際
交流協会☎023－647－2560

全国健康保険協会（協会けんぽ）山形
支部の健康保険料率が４月納付分から
10.00％から9.99％に改定されます。ま
た、介護保険料は1.58％から1.65％に改
定されます
◆問合せ先／全国健康保険協会山形支部
☎023－629－7226

町介護老人保健施設の
介護職募集

スノーフェスタinながめやま
「スノーモービル乗車体験」

平成29年度の
国際交流事業を支援します

協会けんぽの健康保険料率が
変わります

◆職種・人数
東部地区公民館職員・１名
◆応募資格
・年齢、性別および住所は問いませんが、
行政事務が適切に出来る方。秘密保持
や公平公正な事務執行などは一般職員
と同様です
・普通自動車運転免許所持者（今年度中
に取得見込みを含む）
・パソコン（ワード・エクセルなど）を
操作できる方
◆雇用期間／４月１日～１年間以内
◆勤務条件
・賃金／月額162,000円から
・勤務時間／８：30～17：00
※１週37時間30分内
・休日／基本的に土日祝日
※年次有給休暇と特別休暇があります
・社会保険／社会保険と雇用保険に加入
◆応募方法／下記で配布する申込書に必
要事項を記入し、履歴書を添えて提出

◆応募期限／３月10日晶17：15
※土日を除く。郵送の場合は３月１0日晶

必着
◆決定方法／書類選考および面接
◆応募・問合せ先／役場総務企画課行政
管理室緯87－0520

◆日時／４月１日松13：00～16：00
◆場所／山形テルサ（山形市）
◆内容
各病院や訪問看護ステーションブース
で職場説明、山形方式・看護師等生涯
サポートプログラムの紹介、介護福祉
分野の就業相談
◆対象者
県内に就職を希望する看護学生（最終
学年の方が対象）と看護師の資格を有
する Uターン希望者と未就業の方
◆その他／参加費無料、申し込み不要
◆問合せ先／（公社）山形県看護協会
☎023－685－8033

飯豊町臨時職員募集

看護師等職場説明会

ご予約の上、お気軽に相談ください。
◆日時／3月８日昌9：30～12：30
※相談時間は30分または60分刻みです
◆場所／役場２階談話室
◆内容
厚生年金に関する相談全般（加入記録
の確認、年金の試算、厚生年金・遺族
年金の裁定請求の手続きなど）
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期間／２月27日捷～３月６日捷

※土日を除く
◆申込・問合せ先
役場住民税務課住民室緯87―0511

首都圏や仙台市の中学生の教育旅行の
農業体験や宿泊の受け入れを行ってみま
せんか？教育旅行受け入れについて説明
会を行いますのでご参加ください。
◆日時／３月21日昇10：00～
◆場所／中部地区公民館
◆申込期限／３月15日昌

◆申込・問合せ先
役場商工観光課観光交流室
☎87－0523

平成30年３月に高校を卒業する生徒
のハローワークでの求人受付開始日は下
記のとおりです。
◆求人受付開始日
・ハローワークでの求人申込書受付開始
６月１日
・求人票返戻・企業の学校訪問開始
７月１日
・学校から企業への生徒の応募書類提出
開始
９月５日
・企業による選考開始及び採用内定開始
９月１６日
◆問合せ先
ハローワーク長井専門援助部門
緯84－8609

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）

教育旅行の農業体験・宿泊
受け入れ説明会

来年度高等学校卒業者の
採用選考スケジュール
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はんこ、本人確認書類、
マイナンバーカードをお持ちでない方：転出証明書

⇒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(※２）

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⇒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⇒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⇒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⇒就学のため別に住所を定めるとき

はんこ、本人確認書類⇒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。また、手続きの際にはマイナンバーの確認をおこな
いますので、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類（※１）を持参してくだ
さい。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運転免許証など本人確認ができる書類

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

※２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

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

毎年恒例となりました「四季の歌を歌う集い」を平成
29年度も計４回開催します。四季折々の歌を一緒に楽
しく歌いましょう♪

四四季の歌を歌う集四季の歌を歌う集いい

◆期日／春うた ４月８日臥 夏うた ７月１日臥

秋うた ９月９日臥 冬うた 12月２日臥

◆時間／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
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72―3111

▲昨年の「四季の歌を歌う集い」の様子



◆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

町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

●らくらく筋トレ
トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
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
シンを安全に使用でき、体力に合わせ
て無理なく運動が続けられます。足腰
を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した
い方など、ぜひご活用ください。この
機会に、楽しく手軽にできるトレーニ
ングを始めてみませんか？
◇対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
◇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
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル
残利用者の声・運動の成果
・夫婦で利用（夫69歳、妻67歳）
妻：平成21年に登録。糖尿病のため、
食事に気を付けながら週２回の筋ト
レに励み、健康な身体づくりを目指
しています。
夫：妻に勧められて平成23年に登録。
農作業があるため、冬期間のみの利
用ですが、運動で汗を流すとすっき
りします。現在は服薬治療も受けて
いないため、今後も運動で汗を流し
ながら健康な身体づくりに励みたい
と思います。

残会場

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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

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／３月15日昌９：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／３月２日昭14：30～
◆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

米沢市役所

市営体育館郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

置賜保健所

○保健所／米沢市金池3丁目1―26

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

法令で６歳未満児に着用義務があるチャイルドシート
の誤使用や安全性の低い製品の流通が指摘されています。
■チャイルドシートの誤使用
×チャイルドシートを座席に固定するシートベルトの緩み
×腰ベルトの締付け不足
×固定金具の誤使用
×車のシート座面との不適合
×ベルトを両肩から腰に通していない(誤って肩の横や
脇の下に通している）
■安全性の低い製品の流通
国が安全性を認めるものには、「自マーク」か「Ｅマー
ク」がつきます。一部のインターネット通信販売では、
マークのない製品が通常価格2～3万円の10分の1（2千
円）程度で流通している不正な実態があります。

あ～す

町社会福祉
協議会

健康福祉
センター

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87－0514

ポイント
★誤使用やマークのない製品の使用は、子どもが車
内で強打したり車外に放出される危険に陥ります。
★体にあった国認定のものを、正しい方法で使用し
ましょう。

EE4343
Eマーク
国際基準認定

（数字は国を表す。43は日本）

自自
自マーク

国土交通省指定

交通事故から我が子を守る！！
「チャイルドシート」は正しい使用を

つばき
保育園



４カ月児・９カ月児健診
司日時／３月10日晶 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児/平成28年10月生まれ

９カ月児/平成28年４月・５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／３月２日昭13：00までおいでください
司対象者／平成25年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、バ
スタオル、３歳児健康診査セット（事前に送付
予定）

司日時／３月16日昭13：00までおいでください
司対象者／陰平成26年1月・６月・７月・10月・11
月・12月生まれ
隠平成27年１月・２月・11月生まれ
韻平成28年3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／月曜日～金曜日（祝日除く）
司時間／８：30～17：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※随時交付しますが、保健師が不在の場合があり
ますので、必ず事前にお電話ください

司日時／３月１日昌 ８：50～11：40
司対象者／平成29年６月・７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、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

１歳６カ月児健診
司日時／４月27昭 13：00までおいでください
司対象者／平成27年８月・９月・10月生まれ
幼児歯科健診

司日時／４月20日昭13：00までおいでください
司対象者／①平成26年２月・３月生まれ

②平成27年５月・12月生まれ
③平成28年４月生まれ

【お知らせ版】広報いいで 2017/2/23

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水1
クラフトバック作り教室 10：00～（中部地区公民館）木2
心配ごと相談13：00～（社会福祉協議会）
夕灯のつどい17：00～（西部地区公民館）金3

キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土4
生花教室閉級式 ９：30～（東部地区公民館）
ドッジボール大会 13：45～（添川小学校）日5

月6
火7
年金相談9：30～（役場）
婦人学級役員会 ９：30～（中部地区公民館）
農業経営改善計画認定審査会 13：30～（役場）

水8

クラフトバック作り教室 10：00～（中部地区公民館）木9
金10
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
親子蕎麦打ち体験教室９：30～（東部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）

土11

日12
月13
離乳食教室10：00～（こどもみらい館）
秋桜倶楽部閉式19：00～（白椿地区公民館）火14

家族介護教室９：30～（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）
いちごクラブ閉式19：00～（白椿地区公民館）

水15

飯豊中学校卒業式（中学校）
クラフトバック作り教室 10：00～（中部地区公民館）木16

心配ごと・行政相談13：00～（社会福祉協議会）金17
第一小・第二小・添川小・手ノ子小学校卒業式（各学校）土18

日19
茶屋よっとごえ 14：00～（ケハウスめざみの里）月20

火21
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水22
しろあと教室・婦人学級合同閉級式10：00～（中部地区公民館）木23
飯豊町農業委員会総会９：30～（役場）金24
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）土25

日26
飯豊わくわくこども園・つばき保育園・添川児童センター・
手ノ子幼稚園卒園式（各施設）月27

婦人学級役員会 11：00～（中部地区公民館）火28
子ども育成会研修９：00～（中部地区公民館）水29

木30
金31

３月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

幼児歯科健診

乳幼児健診

パパママ教室（２回目）

母子健康手帳交付

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。

４月の乳幼児健診日程

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。


