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受験資格 採用予定人員試験の種類

昭和４９年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者若干名 一般行政
（初級）

昭和55年４月２日以降に生まれた者で、保育士および幼稚園教諭資
格を取得しているか、本年度資格取得見込みの者

若干名 保育士

　平成21年度職員採用試験につきまして、下記の日程で行います。
　受験を希望される方は、要綱などをご確認の上、受付期間内に必要書類
をご提出ください。

試験会場試験内容試験日程

長井南中学校 
教養試験・作文試験・性格診断検査・
専門試験（保育士のみ）

９月20日蚊 
午前10時から 

第１次試験 

飯豊町役場 
人物試験（個別面接試験および性格検査な
ど）・スピーチ試験・運動能力検査

１０月下旬 
（予定） 

第２次試験

■試験の種類と日程

７月１日我から８月１４日画まで（土・日曜、祝日を除く）８：30～17：00受付期間

第１次試験は10月中旬、最終合格者発表は１１月中旬発表予定合格発表 

　最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間は原則として１
年です。採用予定時期は平成22年４月１日です。

採用予定時期

〒999－0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課 総務情報室　緯0238－72－2111内線223

申込・問合せ先

■申し込み・合否の発表について

臼試験案内および申込書は、総務企画課総務情報室で配布するほか、町ホームペー
ジにも掲載しますので印刷してご活用ください。
渦申込書に必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課総務情報室へお申し
込みください。申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますの
で余裕を持ってお願いします（郵送での申し込みの場合は、８月14日画必着です）。

嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。

■手続き上の注意について

7月1日浄
受付開始！

求む！
君の情熱！

そのほか不明な点は下記担当までお問い合わせください
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報室 緯72―2111内線223

平成21年度職員採用試験のお知らせ

ＩＩＤＥ ＰＵＢＬＩＣ ＲＥＬＡＴＩＯＮＳ

お　知　ら　せ　版

編集・発行
飯豊町総務企画課総務情報室
〒999−0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238−72−2111　胃 0238−72−3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp
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7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1975－2086髙 橋 工 務 店土4

75－2086髙 橋 工 務 店月2072－2191佐 藤 管 工 業日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2675－2086髙 橋 工 務 店日12

75－2086髙 橋 工 務 店土18

　経済センサス-基礎調査は商店や工
場、営業所、事務所、学校、旅館、学
習塾、病院、寺院などすべての事業所
が対象となる大規模な統計調査です。
　統計調査の結果は国や都道府県、市
区町村などがこれからの行政を考える
重要な基礎資料として活用されます。
　６月下旬より調査員が、調査対象事
業所を訪問して調査票を配布し、記入
済みの調査票を回収します。調査票が
届きましたらご記入をお願いします。
　また、インターネットや郵送による
配布の場合もございますので、ご協力
をよろしくお願いします。
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報
室緯72―2111内線220

　山形県公安委員会から、平成２１年６
月１日から平成２３年５月３１日まで長井
署管内７名の方が協議会委員に委嘱さ
れ、町からは菅野誠一さん（中）、齋藤
潔子さん（松原）が委嘱されました。
　警察署協議会は、警察行政に住民の
意見・要望を反映させるため、また警
察と住民の皆さんが相互に理解を深め
ることのできるよう運営にあたってい
きます。
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

　7月1日我は「国民安全の日」です。
国民の一人ひとりが施設や行動面での
安全確保に留意し、交通安全、火災な
どの災害発生の防止に努めましょう。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131

　今年も、県民総参加による「きれい
な川で住みよいふるさと運動」が行わ
れます。地域の共有財産である河川や
道路を地元の皆さんの力で、美しく快
適な環境にしましょう。
　皆さんの積極的な参加とご協力をお
願いします。
◆日時／7月5日蚊  5:30～7:00
◆作業内容・地域区分
◇河川清掃　中・黒沢の各集落
焔福田川（酒町橋～田尻橋）
中北・中西・酒町・新田・沖
焔萩生川（吉祥寺橋～白川合流点）
深淵・谷地田・吉長・旭・黒沢第四
（二本松五反田・高柳）
◇道路清掃　
萩生・椿・添川・松原・小白川・手
ノ子・高峰・中津川の全集落と黒沢
坪沼・叶内

※ 各衛生組合長の指示に従って活動し
て下さい
◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　緯72―2111内線157

◆日時／7月17日画13:00～
◆場所／白椿地区公民館
◆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

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
※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

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131

　病気やけがなどで輸血を必要として
いる患者さんの尊い生命を救うため、
医療に必要とされる血液は、皆さんの
献血により提供させていただいており
ます。医療機関への安定供給のために
も、一人でも多くのご協力をお願いし
ます。
◆日時／7月21日峨　15:30～16:30
◆場所／健康福祉センター
◆対象者／16歳から69歳の方
（65歳以上の方は60歳～64歳まで
に献血経験のある方)
※献血手帳または献血カードを持って
いる方は当日ご持参ください
※服薬中の方や歯科治療中の方は採血
基準の定めるところによりお断りす
る場合があります
◆問合せ・申し込み先／町健康福祉課
健康医療室緯86-2338

　県では今年度から３年間、建築職員
が町職員と共に高齢者世帯の住宅を訪
問し、大規模地震から人命を守るため
の住まいや少ない経費で行う部分補強
など効果的な地震対策のアドバイスを
行います。
　古い家だから、経済的余裕がないか
ら・・・とあきらめないで一度相談して
みませんか。
◆対象世帯／昭和56年以前に建築され
た住宅で、高齢者のみの世帯
◆申込・問合せ先／山形県置賜総合支
庁建築課緯0238－26－6090または、
役場地域整備課建設室緯72― 2111
内線157

きれいな川で
住みよいふるさと運動

各事業所・企業に
調査員がお伺いします 献血にご協力お願いします

高齢者世帯への地震対策
訪問アドバイス実施

無料法律相談を開催します

7月1日は「国民安全の日｣

長井警察署協議会委員の
委嘱について
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日時：3日画・17日画･31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：10日画　午後1時30分～3時30分
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：17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

暮 ら し の 相 談

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！
口座振替のお手続きは希望する金融機関窓口で。

7月固定資産税･国保税
煙納期限／７月31日窺
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・1267月

　役場を会場に年金相談を開催します。
どうぞお気軽にご相談下さい。
◆日時／7月8日我　
◆受付時間／9：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
　（当日受付分相談終了まで）
◆場所／役場町民相談室(役場１階）
◆内容
◇『ねんきん定期便』に関する相談や
訂正の手続きなど

◇厚生年金に関する相談全般（厚生年
金加入記録の確認・年金の試算など）

◇厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど

◆問合せ先／役場総住民税務課住民室
緯72―2111内線120・123・127

　福祉の仕事に関する出張相談会を県
内の各職業安定所（ハローワーク）な
どを会場に開催します。福祉人材セン
ターの職員が、ハローワークに出張し、
福祉の仕事につきたい方や福祉の仕事
に関心がある方に、仕事内容や福祉系
資格取得方法などについてのアドバイ
ス、そして皆様の質問・相談にお答え
します。
◆日時／6月30日峨 10:30～15:00
◆内容
臼福祉の仕事に関する相談
渦福祉系資格取得に関する相談
嘘福祉人材センターへの求職登録の受
付および求人情報の提供（開催時間
内に随時個別相談の形式で対応）

◆場所／ハローワーク長井（長井市）
◆問合せ先／山形県福祉人材センター
緯023―633―7739

　平成21年度町消防操法大会が行わ
れます。出場される団員の方の精練さ
れた操法技術と、日ごろの訓練の成果
にご声援をお願いします。
◆日時／7月5日蚊　8:30～
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆種目／小型ポンプ積載車操法の部・
小型ポンプ操法の部

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線132

　商工会青年部では、エコ活動の一環
として空き缶を使用した事業を予定し
ています。皆さんのご家庭から出た空
き缶の回収にご協力ください。
◆収集物／ジュース、ビールなどの空
き缶（スチール、アルミは問いませ
ん。中の洗浄をお願いします）

◆期間／7月1日我～８月31日俄
◆収集場所／町商工会に収集ボックス
を設置しています

◆問合せ先／町商工会青年部
緯72－3000

　山形県立米沢養護学校より公開研究
発表会のお知らせです。
◆日時／7月10日画　
◆場所／県立米沢養護学校
◆内容／焔公開授業（小学部・中学部・
高等部・訪問教育・寄宿舎）
焔分科会（授業グループごとの検討会）
焔全体会（植草学園大学　太田教授講
演予定）

◆場所／参加費500円（資料代）
◆締め切り／７月８日我
◆問合せ先／県立米沢養護学校（高橋、
片桐）緯0238-38―6101

　仙台国税局では、バイタリティーに
あふれる税務職員を募集しています。
国の財政を支える税務職員に、あなた
もチャレンジしてみませんか？
◆受験資格／昭和63年４月２日～平
成４年４月１日生までに生まれた方
◆申込締切／６月30日峨まで
※最寄の税務署、仙台国税局人事第二
課、人事院東北事務局などで申込書
の請求ができます
◆問合せ先／仙台国税局人事第二課
緯022－263－1111内線3236または、
人事院東北事務局緯022－221－2022

　裁判所では、裁判所事務官採用Ⅲ種
試験（高校卒業程度）の募集を次のと
おり行います。なお、受験案内につい
ては、最高裁判所のホームページでも
掲載しています。
◆受験資格／昭和63年４月２日～平
成４年４月１日までに生まれた方　
◆申込期間／7月14日峨から７月２２日
我まで
◆第１次試験日／９月１３日蚊
◆問合せ先／山形地方裁判所事務局総
務課人事第一係緯023－623－9511

　メタボ予防にライフコーダー（万歩
計）をつけて日常の活動量を調べてみ
ませんか？ 記録されたデータを印刷
し、コメントを添えてお返しします。
お気軽にご利用ください。
◆申込・問合せ先／町健康福祉課健康
医療室　緯86-2338

商工会青年部より
空き缶回収のお願い

7月の年金相談
（社会保険事務所出張所）

裁判所事務官採用Ⅲ種試験

町消防操法大会のお知らせ 税務署職員募集のお知らせ

特別支援教育の授業を
考える会

福祉の仕事出張相談会の
お知らせ

無料で万歩計貸し出します
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どうぞお気軽に合唱をお楽しみください

　７月１１日臥～１２日蚊、町民総合センター「あ～す」
で、第４回めざみの里カンタートが行われます。全
国からコーラスを愛する方々が本町に集います。
　カンタートでは、各出演団体によるコンクールや
講師のお一人である栗山文昭先生が指導されている
「ごん座」による演奏会などがあります。演奏会で
は、昨年度完成しました合唱組曲「飯豊山 ～我が心
のアルカディア～」全楽章５曲が披露されます。ぜ
ひ色彩感豊かな迫力ある生演奏をご堪能ください。

捲日　時　　７月１２日蚊
受　付　　　1２：４５～
コンクール　1３：００～
演奏会　　　1５：１５～

捲会　場　　町民総合センター「あ～す」
捲講　師　　池辺晋一郎先生（作曲家）

栗山文昭先生（音楽監督・指揮者）
村田さち子先生（作詩家）

捲前売券　　大人 500円（当日600円）
※高校生以下無料

捲問合せ先　町民総合センター「あ～す」

めざみの里カンタートめざみの里カンタート
「飯豊山 ～我が心のアルカディア～」

全楽章を披露

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

2009.7.12掌

お聴き逃しなく鎧

演奏発表13：00～
　めざみの里カンタート　

　２０歳以上の学生の方でご本人の所得が一定額以下
の場合に、保険料を納めることが
猶予されます。対象となる学校は、
大学(大学院)、短大、高等学校、高
等専修学校、専修学校、一部の各
種学校です。
　手続きは、在学証明書または学
生証の写し、年金手帳、認め印をお持ちの上、住民
登録のある市町村の国民年金担当窓口か社会保険事
務所までお願いします。申請は毎年必要です。

　平成２１年度分の申請は、平成22年４月まで可能で
すが、お早めにお願いします。

○学生納付特例の承認期間は、障害基礎年金や遺族
基礎年金の受給資格期間に含まれますので、万が
一のときも安心です。

学生の皆さん学生の皆さんへへ
学生納付特例の申請をお忘れなく学生納付特例の申請をお忘れなく！！

○学生納付特例承認期間は、１０年以内であれば納付
が可能です(追納)。

※追納する保険料の額については、承認された期間
の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の保
険料に加算がつきます。

平成２０年度に学生納付特例の承認を受けた方は・・・

　平成２０年度に学生納付特例
の承認を受けた方で、平成２１
年４月以降も引き続き同じ学
校に在学予定と申請していた
だいた方には、３月下旬以降
よりハガキ形式の学生納付特
例申請書(平成２１年度分)をお送りしています。この
ハガキ形式の申請書で申請される場合は、在学証明
書や学生証の写しの添付は不要です。

◆申込・問合せ先／役場住民税務課住民室 
　　　　　　　　　緯72―2111内線120、123、127
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　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
会場／健康福祉センター

◆あくてぃぶ倶楽部
　楽しみながら健康づくりをしません
か？ フラダンスやボール運動など「き
つ～い運動が苦手」という方にお勧め
の教室です。
◇健康づくり運動コース（日中）
臼運動体験コース　9:30～11:00
焔開催日／7月14日峨､28日峨
渦ちびボールコース　9:30～11:00
焔開催日／7月3日画､17日画､31日画
嘘フラダンスコース　10:00～11:00
焔開催日／7月7日峨、21日峨
◇運動不足解消コース（夜）
唄ちびボールコース
焔開催日時
毎週火曜日　19:00～20:30
欝エクササイズボールコース
焔開催日時
毎週木曜日　19:00～20:30
◇各コース共通
焔参加費／１回500円
焔持ち物／タオル、飲み物
※見学も大歓迎です。気軽においでく
ださい

町健康福祉課町健康福祉課のの 健 康 教 室

置賜保健所置賜保健所のの 健 康 相 談

　　　精神保健福祉担当の相談　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3015
①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／7月9日牙  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／7月15日我  10：00～
焔相談担当者／精神科医師
②思春期・青年期こころの相談
　（要予約）
焔日時／7月22日我  15：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　保健支援担当の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／7月28日峨 9：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士

渦女性の健康相談（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
　　　 感染症予防担当の相談 　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3002
①エイズ・性感染症・クラミジアの検
査と相談
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
②C型肝炎、B型肝炎検査・相談
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

環境にやさしい暮らし
キャンドルナイト 2009 inいいで
ご来場ありがとうございました！

　2009年６月21日、地球温暖化防止
のため日本各地でライトダウンキャ
ンペーンが実施されました。
　町でもこのライトダウンキャン
ペーンに参加し、６月21日蚊に農家
レストランエルベといいで天文台に
おいて、「キャンドルナイト 2009 in 
いいで」を開催しました。当日は80
人もの方に参加していただき、キャ
ンドルづくり応援隊の皆さんが作っ
た廃油キャンドル約1,500個を会場
全体に灯しました。この80人が「キャ
ンドルナイト」に参加している間の
２時間、テレビ（ブラウン管29イン
チ）と照明器具（蛍光灯６畳～８畳）
を消したと仮定すると、杉の木が１
年間で吸収する二酸化炭素量約1.4
本分にあたり、金額としては約900円
の削減となります。金額にすると少
額ですが、日常の中での少しの気配
りが地球温暖化防止へとつながって
いて、大きな取り組みのための一歩
となります。
　町で開催する「キャンドルナイト」
は今年で３回目を数えます。地道な
活動ですが、未来の子どもたちのた
め少しずつでも活動を充実させてい
きたいと考えていますので、町民の
皆さんのご協力をよろしくお願いし
ます。 （役場住民税務課生活環境室）
参考／地球温暖化防止のための緑の
吸収源対策（環境省林野庁資料）、
省エネルギーセンター、東北電力
環境家計簿

町民の皆さんの協力で作られたエコキャンド
ルが灯り、辺りは幻想的な雰囲気に包まれた

 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―2233
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
焔対象者／60歳以上の方
※主治医より運動を禁止されている
方・介護保険の認定を受けている方
は利用できません
焔参加料／施設使用料　1回200円
焔持ち物／内履きズック、飲み物、タ
オル、運動着

※参加の申し込みは随時受け付けてい
ます

※教室利用時に簡単な体力測定が必要
になります

※体力測定は随時実施しておりますの
で、電話でお申し込みください

◆もらさん尿体操教室
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／7月15日我　13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／6名
焔申込締切／7月10日画
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▼ 助成を受けるためには？
焔役場住民税務課住民室の窓口で申請し、「子育て支
援医療証」の交付を受ける必要があります。お子
様の保険証と印鑑をお持ちの上、交付の申請を
行ってください。なお、医療証の有効期限は次の
誕生月の末日までとなりますのでご注意ください。

※就学前のお子様については、有効期限が切れる月
に更新のご案内を送付します
※小学生のお子様については、入院することが決ま
りましたら手続きを行ってください。

焔保険証とあわせて「子育て支援医療証」を医療機関
の窓口に提示してください。費用を精算する際に、
保険適用分の窓口支払い分医療費が軽減されます。

　子育て支援医療給付制度について、不明な点は下
記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
�緒　　　　緯72－2111（内線124、127）

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままま「乳幼児医療給付制度」は「子育て支援医療給付制度」へ変わりますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

小学生の入院も対象とした医療費給付制度が創設されます
小学生が入院される際は申請をお忘れなく

▼ 子育て支援医療給付制度について
　県と町の医療給付制度で、これまでの乳幼児を対象とした乳幼児医療給付制度に加え、小学生の入
院を対象とした医療費給付制度を創設します。名称を「子育て支援医療給付制度」とし、より一層子
育てを応援します。

子育て支援医療給付制度 制　度　名 

　乳幼児等の健康な発育の支援と、次の世代を担うべき子供を産み育てやすい社会
環境の整備

目　　　的 

小学１年生～小学６年生０歳～６歳の就学前の乳幼児 対　象　者 

町では、所得制限を設けていません。
すべての対象者が該当となります。

町では、所得制限を設けていません。
すべての対象者が該当となります。

所得制限 

　町では、入院した場合の窓口支払分
医療費（保険適用分のみ）および入院
時の食事負担金が全額助成となります。

　町では、外来および入院の窓口支払
分医療費（保険適用分のみ）・入院時の
食事負担金が全額助成となり無料にな
ります。

本人負担額 　※入院時の食事代や県外で医療を受けた場合については、一度窓口でお支払いただ
いてからの還付になります。

　　還付の申請は、領収書（保険適用点数と医療を受けた児童の氏名が明記されたも
の）・保険証・医療証・還付金の振込先となる預金通帳・印鑑をご持参の上、役場 
住民税務課住民室の窓口で行ってください。

７月１日より
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◆婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については本人確認が必要です。
　時間外につき、本人確認ができないため、届出人すべての方に届出を受理した旨の通知をします。
◆届書に不備があった場合や、戸籍届出にともない関連する手続きがありますので、改めて平日の時間内に来庁し
ていただく場合があります。なお、関連する手続きは下記のとおりです。

受領場所受領時間
役場日直室（役場北口玄関から入り、右側）土・日・祝日（8：30～17：00）
消防署飯豊分署
　（大字萩生617番地緯72－2222）

平日　　　（17：15～翌朝8：30）
土・日・祝日（17：00～翌朝8：30）

②時間外の戸籍届出について

・母子手帳への出生証明
・新生児出生連絡票の提出
・児童手当の申請
・子育て支援医療証の申請
・いいですね条例の申請
・母が国保の場合は出産費の請求

出
生
届

・婚姻に伴って住所を変更する場
合は住所変更の手続き

・いいですね条例の申請

婚
姻
届

・葬祭費の申請（死亡者が国保や長寿（後
期高齢者）医療の該当者の場合）

・死亡者が身体障がい者の場合は喪失届
・年金の手続き
・飯豊分署に届け出た場合は埋火葬許可
証の申請

死
亡
届

　時間外の戸籍届（婚姻届・出生届・死亡届など）の受領については下
記のとおりです。なお、消防署飯豊分署に提出される方は事前に役場
住民税務課住民室へご連絡ください。

・離婚に伴って住所を変更する場
合は住所変更の手続き

・母子医療の申請
・児童扶養手当の申請

離
婚
届

纂窓口延長日／月曜日、金曜日の週２回　※予約がないときは行いません。
纂予約の受付期間／当日の午後１時まで（予約の受付は１週間前から）
纂窓口延長時間／午後６時30分まで

取 扱 い 業 務 内 容
住民票、戸籍謄抄本、身分証明書、印鑑証明書、税証明の交付ほか閣焔諸証明交付
転入・転居・転出の届、住基カードの申請、世帯変更届ほか閣焔住基関係
戸籍届出の相談閣焔戸籍関係
社会保険・厚生年金加入・離脱閣焔国保・国民年金異動の受付
子育て支援医療証やその他の医療証の発行、高額療養費の申請受付ほか閣焔医療関係各種
受給申請、免除相談閣焔国民年金関係
納税相談、税の収納業務閣焔納税関係

◆予約・問合せ先／役場住民税務課緯７２－２１１１ 住民室・税務室・納税支援室

　毎週月曜日と金曜日（当日が祝日のときは次の開庁日）に
午後6時30分まで窓口業務を延長しています。

①窓口延長について（要予約）

便 利 に 利 用

役 場 の 窓

　役場窓口では、日中忙しい皆さんにも利用していただ
けるよう窓口の時間延長サービスを行っています。
　さらに休日の戸籍届出のことなど、知ってて便利な情
報についてお知らせします。口



　4カ月・9カ月児健診　　
士対象／４カ月児：平成21年２月生まれ

９カ月児：平成20年９月～10月生まれ
司日時／7月22日昌　（受付）午後1時～
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
　1歳6カ月歳児健診　
士対象／平成19年10月～12月生まれ
司日時／７月２日昭　（受付）午後１時～
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、１歳６カ月児健康診査
セット（事前に送付します）、子ども用歯ブラシ、
バスタオル

士対象／①平成18年６月・９月生まれ
　　　　②平成19年３月・６月・８月･９月生まれ
　　　　③平成20年３月・６月生まれ
司日時／７月23日昭（受付）午後１時～
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／７月13日捷・27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／７月８日昌　午前８時50分～正午
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成21年10月・11月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、テキスト、筆記用具

　４カ月･９カ月健診　　
司日時／８月19日昌　午後１時～
司対象者／①平成21年３月・４月生まれ
　　　　　②平成20年11月生まれ
　３歳児健診　　
司日時／８月６日昭　午後１時～
司対象者／平成18年１月・２月生まれ
　幼児歯科検診　　
司日時／８月20日昭　午後１時～
司対象者／①平成18年７月・10月生まれ
　　　　　②平成19年１月・４月生まれ
　　　　　③平成20年４月・７月生まれ

この広報誌は再生紙を使用し、大豆インキで印刷しています。

水1
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
子育て講座「栄養士さんのお話」 10：30～（こどもみらい館）
添川温泉ふるさと祭り実行委員会 19：00～（東部地区公民館）

木2

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金3
土4
町消防操法大会 8：30～（あ～す）日5

月6
子育て講座「七夕まつり」10：30～（こどもみらい館）火7
年金相談 9：30～（役場）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水8

木9
中部地区婦人学級手芸教室 9：30～（中部地区公民館）
人権相談 13：30～（あ～す）
中部地区ほほえみ活動七夕・星空観測 18：00～（中部地区公民館）

金10

中部地区婦人学級手芸教室 9：30～（中部地区公民館）
子ども将棋大会 10：00～（中部地区公民館）
めざみの里カンタート 13：00～（あ～す）　～12日

土11

日12
母子健康健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月13
戦没者追悼式・慰霊祭 9：30～（あ～す）火14
かもしかクラブ 9：30～（手ノ子幼稚園）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
小池先生ボール教室 19：00～（中津川地区公民館）

水15

中津川婦人会ミニレクリエーション大会 18：30～
（中津川地区公民館）木16

無料法律相談・心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金17
いいで未来号 6：30～（飯豊～新潟～北海道） ～20日土18
白椿地区民登山 8：00～（天狗山）日19

月20
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火21
４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
中部地区婦人学級手芸教室 13：30～（中部地区公民館）
かかし祭り実行委員会 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22

幼児歯科検健診 13：00～（健康福祉センター）木23
子育て講座「タッチケア」 10：00～（こどもみらい館）
夏休みふるさと山村留学開校式 15：00～（中津川地区公民館）金24

手ノ子小PTA母親部会家族の命を守る救急救命講習会 9：30
～（西部地区公民館）～26日
SNOWえっぐフェスティバル 14：00～（白川ダム湖岸公園）～26日

土25

日26
母子健康手帳交付・健康相談 9：00～（健康福祉センター）月27

火28
水29
かもしかクラブ 9：30～（中部幼稚園）
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
白椿地区レクリエーション大会実行委員会 19：30～
（白椿地区公民館）

木30

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金31

7月

幼児歯科健診

8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

母子健康手帳交付・健康相談

パパ・ママ教室（２回目）

●8

乳幼児健診
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