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　支援物資の提供にご協力できる方は、
下記の手順によりお申し出ください。
◆必要とする支援物資
焔精米
焔食料品／レトルト食品、インスタン
ト食品、缶詰など
焔身体を温めるもの／携帯用カイロ、
新品またはクリーニング済みの毛布
（布団は不可）
焔日用品／オムツなどの乳幼児用品、
衛生用品、トイレットペーパーなど

※使用済み、使用期限が１カ月以内の
もの、生ものなどはご遠慮ください

※搬送が便利なように箱単位で提供い
ただけると助かります

◆申込手順
①提供くださる物資について、電話で
ご連絡ください。その際に氏名、住所、
電話番号も併せてお知らせください

②ご連絡のあった物資を救援物資リス
トとして登録します

③被災地の受け入れ体制が整い次第、
申し出のあった方へ町から電話連絡
します

※提供いただいた物資は、本町の避難
所に避難されている方々への支援物
資としても利用しますことをご了承
ください

◆受付時間／８：30～17：00
（土・日・祝日を除く）

◆申込・問合せ先
役場住民税務課緯72―2111内線122

　日本赤十字社山形県支部では、東北
地方太平洋沖地震で被災された方々へ
送る義援金を受け付けています。町内
では下記の施設で受け付けています。
　頂いた義援金は、日本赤十字を通じ
て被災地の支援に充てられます。
◆受付場所／役場庁舎、健康福祉セン
ター、町民総合センター「あ～す」

◆受付時間／８：30～17：00
（土・日・祝日を除く）

◆申込・問合せ先
町健康福祉課福祉室緯86―2233

◆ボランティア活動内容
避難所での炊き出しなど、主に町内
避難所での活動を予定しています
◆受付手順
①希望される方は役場へご連絡くださ
い。その際に住所、氏名、電話番号、
協力いただける日時、内容について
お知らせください
②対策本部に寄せられる要望に基づき、
登録された方にご連絡して、ボラン
ティア活動を要請する日時と場所を
お伝えします
※避難所などからの要請がない場合は、
登録された方々へ町からボランティ
ア活動を要請することはありません
ので、あらかじめご了承ください。
◆被災地でのボランティア活動について
現在、町での受け付けは行っていま
せん。希望する方は、現地での登録
または、各種ボランティア団体へお
問い合わせください。
◆申込・問合せ先
役場総務企画課緯72―2111内線228
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東北地方太平洋沖地震の災害を受けて

町 長 か ら 町 民 の 皆 さ ん へ

「地域力を発揮し、がんばろう！」

　３月11日1４時46分、衝撃的なときが刻まれ
ました。東北地方太平洋沖にマグニチュード
9.0の世界最大級の地震が発生、巨大な津波が
押し寄せ、たくさんの尊い命が失われました。
さらに原子力発電所が損傷、放射能流出とい
う有史以来の事態に至りました。被災者の皆
様に、心からお見舞いを申し上げます。
　飯豊町の被害は最小限にとどまりました。
しかし、電気、燃料、生活必需品などが不足

し、暮らしと経済、地域社会に深刻な影響が
及ぶ状況となりました。また本町において、
被災地から避難された多くの方々を受け入れ
ることになりました。この未曾有の災害をお
互いが助け合い、地域の力を発揮して乗り越
えて行きましょう。
　今この大きな災いのときを力強い再出発の
ときに変えるために、知恵と力を寄せ合い、
ともにがんばりましょう。町民の皆様のご協
力とご支援をよろしくお願い申し上げます。

飯豊町長　後 藤 幸 平

災 害 関 連 情 報 ボランティアに
ご協力ください

義援金の受付について

支援物資の受付について
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　親類や知人など行方不明者のお問い
合わせ先は、下記のとおりです。
◆宮城県／緯022―221―2000（無料）
◆福島県／緯0120―510―186（無料）

緯090―8424―4207（有料）
緯090―8424―4208（有料）

◆岩手県／緯0120―801―471（無料）

◆ごみの収集
３月28日㈪から可燃ごみは週１回の
収集となります。そのほかの不燃ご
み、資源ごみなどの収集は、燃料確
保が安定するまで休止します。その
間、各家庭で保管くださいますよう
お願いします。

◇可燃ごみ回収日
焔毎週月曜日／中、萩生、黒沢、添川、

中津川地区
焔毎週火曜日／椿、松原、手ノ子、

小白川、高峰地区
笑役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線133

◆各地区公民館の利用
一部の地区公民館では、被災地から
避難された方の避難所として利用さ
れています。そのため、地区の会議
などを除き、運動、文芸などの生涯
学習の利用の自粛や、利用時間の制
限をお願いする場合があります。詳
しくは各地区公民館へお問い合わせ
ください。
笑中部、白椿、東部、西部、中津川地
区公民館

◆こどもみらい館
こどもみらい館は、当面の間、休館
します。再開については、広報や各

幼児施設を通してお知らせします。
なお、学童保育、春休み希望保育は
通常どおり行います。
笑役場教育文化課子育て支援室
緯72―2111内線163、167
◆デマンド交通「ほほえみカー」
運行は、病院へ通院されている方を
優先し、時間調整をして乗り合わせ
の協力をお願いしています。燃料確
保が安定し次第、通常運行とします。
笑ほほえみカー予約センター
緯86―2220

◆役場窓口で発行する証明書など
停電時は、役場窓口で発行する住民
票、戸籍、納税証明書などの各種証
明書や保険証などの発行ができなく
なります。当日は受け付けのみとな
り、後日郵送での交付となります。
笑役場住民税務課住民室
緯72―2111内線122、120
◆町健康福祉課の運動教室
町健康福祉課で実施しています健康
教室「あくてぃぶ倶楽部」は、当面
休止します。
笑町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

◆「春うた」
４月16日㈯、町民総合センターで開
催の「春うた」は、中止となります。
笑町民総合センター「あ～す」
緯72―3111
◆飯豊ロードレース大会
４月３日㈰の飯豊ロードレース大会
は中止となります。
笑役場教育文化課生涯学習振興室
緯72―2111内線162
◆白川ダム湖畔マラソン大会
５月８日㈰の白川ダム湖畔マラソン
大会は中止となります。
笑役場教育文化課生涯学習振興室
緯72―2111内線162

　電力不足により、「計画停電（輪番停
電）」が計画されています。停電実施の
日時については、テレビ、ラジオ、東
北電力ホームページなどで情報の把握
に努めていただきますようお願いしま
す。また、前日に実施の告知があって
も、当日の電力需給状況によって、停
電を中止する場合があります。
　各家庭や事業所におきましては、引
き続き節電の協力をお願いします。
【停電時の注意点】
宇自動車の運転や歩行に注意／信号機
などが消灯することが予想されます。
運転、歩行には十分注意ください。
宇電話や通信機について／停電中は、
110番や119番を含めて、固定電話が
使えなくなる恐れがあります。
宇火災に注意／停電から復旧した後に
火災の原因となる恐れがあるため、
アイロンやストーブなどの家電製品
はコンセントを抜いておきましょう。
長時間出かける場合は、ブレーカー
を落として外出するようにしましょ
う。停電時にろうそくを使う場合は、
目を離さず、子どもの手の届くとこ
ろに置かないようにしましょう。
宇断水に注意／集合住宅は停電中、水
道が出ないことがあります。飲料・
生活用水は、くみ置きしておきま
しょう。
宇低体温症に注意／十分な暖がとれな
くなることから、特に高齢者の方は
低体温症になる恐れがあります。場
合によっては命にかかわることもあ
ります。毛布や湯たんぽを利用して
暖をとるように努めましょう。
◆計画停電に関する問合せ先
「東北電力コールセンター」
緯0120―175―566　

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1772－2191佐 藤 管 工 業土2

75－2086髙 橋 工 務 店土2375－2086髙 橋 工 務 店日3

72－2191佐 藤 管 工 業日2475－2086髙 橋 工 務 店土9

72－2191佐 藤 管 工 業金2972－2191佐 藤 管 工 業日10

75－2086髙 橋 工 務 店土3072－2191佐 藤 管 工 業土16

災 害 関 連 情 報

大震災による
行方不明者の問合せ先

燃料・電力不足による
事業の縮小・中止について

計画停電について
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町内の親類・知人の世帯に
避難されている皆さんへ

日時：１日㈮・15日㈮ 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：８日㈮ 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：15日㈮ 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！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

４月軽自動車税
煙納期限／５月２日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126４月

※無料法律相談、健康相談は震災の影響で中止または日程が変更になる場合があります。必ず事前に電話で確認ください。

　　　　    　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14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20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

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
焔日時／４月22日㈮ 13：30～16：30
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
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

　　   　感染症に関する相談 　  　　

①エイズ・性器クラミジアの相談と検査
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
◆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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　４月１日から国民健康保険診療所
（椿）の診療日が変更になります。診療
日および診療時間は下記のとおりです。

焔木曜日の休診が水曜日に変更になり
ます
焔土・日曜日及び祝祭日は休診します
焔各種健康診断、胃内視鏡検査、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／町国民健康保険診療所
緯72―2300

◆対象者
①借受人世帯の住所が町内である
②高校・短大・大学またはこれらに準
ずる学校に在学し、優秀で経済的な
理由で修学が困難な方

◆限度額
①高校またはこれに準ずる学校の在学
生／月額20,000円

②短大またはこれに準ずる学校の在学
生／月額25,000円

③大学に在学する学生／30,000円
◆申込方法
申込用紙などは４月１日㈮から下記
で交付します

◆申込受付／４月11日㈪～28日㈭
◆申込・問合せ先
役場教育文化課学校教育振興室
緯72―2111内線166

椿診療所から
診療日変更のお知らせ

午後午前曜日

13：30～16：00８：30～11：30月

訪問診療８：30～11：30火

休　　診休　　診水

13：30～16：00８：30～11：30木

13：30～16：00８：30～11：30金

町の奨学金制度について

◆日時／４月22日㈮ 13：00～
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆相談内容／金銭貸借、多重債務、保証、
損害賠償、遺産相続・贈与、消費者
問題、民事、刑事など法律問題全般

◆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

無料法律相談を開催します

◆生活に関する相談に応じます
　町では、東北地方太平洋沖地震の被
災を受けて町内の親類、知人などの世
帯に避難されている方々の相談に応じ
ています。
　子どもの就学や保育、高齢者の介護、
家族の健康など生活全般に関する困り
ごとなどがありましたら、下記までご
連絡ください。相談内容に応じて担当
部署が対応いたします。
◇相談・問合せ先／町災害対策本部事
務局（役場総務企画課内）
緯72―2111内線222、223
◆避難されている方の情報をお寄せ
ください

　町では、町内に避難されている方へ
の支援体制を充実させるため、人数や
状況の把握を行っています。親類や知
人など各世帯に避難されている方は、
下記までご連絡をお願いします。
◇連絡・問合せ先／町災害対策本部事
務局（役場総務企画課内）
緯72―2111内線222、223
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心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金1

土2

日3

月4

火5

町内幼児施設入園式水6

町内小学校、中学校入学式木7

人権相談 13：30～（あ～す）
西部地区公民館運営委員会 19：00～（西部地区公民館）金8

土9

消防団辞令交付式 10：00～（消防署飯豊分署）日10

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月11

秋桜倶楽部開級式 18：30～（白椿地区公民館）火12

エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水13

木14

行政相談・心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
中津川地区公民館運営委員会 18：30～（中津川地区公民館）金15

白椿地区子ども会育成会総会 18：30～（いいで旅館）土16

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17

月18

いちごクラブ開級式 19：30～（白椿地区公民館）火19

水20

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木21

無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
中部地区公民館運営委員会 18：00～（中部地区公民館）

金22

土23

わくわくおはなし広場 10：30～（こどもみらい館）日24

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月25

火26

水仙ロード手入れ作業 ９：00～（中津川地区県道沿い）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）　水27

中部地区子ども会育成会連絡協議会総会 19：00～
（中部地区公民館）木28

金29

土30

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。

４月

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／４月22日㈮（受付）午後１時～
司対象者／①平成22年10月～12月生まれ
　　　　　②平成22年５月～６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

司日時／４月21日㈭（受付）午後１時～
司対象者／
　①平成20年６月・８月・９月・12月生まれ
　②平成21年３月・５月・６月・12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11日㈪・25日㈪
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13日㈬ 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23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、

運動のできる服装

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／５月27日㈮ 午後１時～
司対象者／①平成23年１月生まれ
　　　　　②平成22年７月～８月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／５月26日㈭ 午後１時～
司対象者／平成21年８月～10月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／５月19日㈭ 午後１時～
司対象者／①平成20年３月・７月・10月生まれ
　　　　　②平成21年１月・４月生まれ
　　　　　③平成22年１月・４月生まれ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

電話番号担当歯科医院期日
0238－26－0118米沢 つばさデンタルクリニック４月３日㈰

85－2003白鷹 岩崎歯科医院４月10日㈰
0238－47－2154南陽 黒江歯科医院４月17日㈰
0238－21－6480米沢 山﨑歯科医院４月24日㈰
0238－43－2403南陽 佐藤歯科医院４月29日㈮

※町の日程および各種幼児健診は、震災の影響で中止または日程が変更になる場合があります。必ず事前に電話で確認ください。

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）

４月の休日歯科診療担当医院

５月の乳幼児健診日程
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