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申請方法やご不明な点は下記までお問い合わせください

住宅取得を応援します！

結婚・子育てを応援します！

　町の定住促進事業「飯豊町ふるさと定住いいですね条例」が、今年度より新しく変わりました。住宅取得と結婚・
子育て支援の二つの柱で、町の“にぎわい再現”を目指します。
　条例の施行期間は、平成22年４月１日から平成25年３月31日までです。どうぞご活用ください。

U・Iターンされた方

胸対象者／町外から転入し、定住の意思を有する方
※Ｕターンの方は、転出の日から３年経過しているこ
と。平成１４年４月１日以降転入したＵ・Ｉターン者
を含む。
胸内容
①新築住宅を取得した場合
閣30万円を限度に奨励金贈呈
②中古住宅を購入した場合
閣30万円を限度に奨励金贈呈

町内にお住まいの方

胸対象者／町内にお住まいで、定住の意思を有する方
胸内容／住宅新築または購入した場合

閣10万円を限度に奨励金贈呈

町内の建築業者で施工すると…

胸対象者
　町内建築業者の施工で、住宅を新築された方
胸内容／10万円を限度に奨励金贈呈

ときめき結婚祝

胸対象者／町内にお住まいで、結婚された方
胸内容／１組につき祝品（商品券）３万円を贈呈

すこやか出産祝

胸対象者／町内にお住まいで、子どもを出産された方
胸内容
焔第１子／祝品（商品券）３万円を贈呈
焔第２子／祝品（商品券）５万円を贈呈
焔第３子以降／祝金　１７万円を贈呈

めざみっ子入学祝

胸対象者／町内にお住まいで、小学校１年生、中学校
１年生のお子さんを持つ保護者

胸内容／祝品（商品券）１万円を贈呈

町では、「いいですね条例」以外に
も定住対策・子育て支援事業を実
施しています。７月８日発行の「広
報いいで」で紹介する予定です。

役場総務企画課総合政策室 緯72―2111内線226・227・228

制度を拡充し、町に“にぎわい”を。

いいですね条例
定住
促進
！

飯豊町ふるさと定住
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参議院選挙
　参議院議員通常選挙が６月24日昭に公示され、７月１１日掌に
投票と開票が行われます。
　今回の選挙では、参議院山形県選出議員選挙、参議院比例代
表選出議員選挙が実施されます。選挙は、今後の国政を託す重
要な選挙です。棄権することなく、貴重な一票を投じましょう。

投票日
7月11日擾

※ただし、中津川地区の高齢者介護予防センター（ひ
まわり館）投票所、岩倉地区多目的集会施設投票所
および小屋防雪センター投票所は、午前７時～午後
７時までとなります。

【投票日】７月11日蒸

【投票時間】午前７時～午後８時まで

◆住所／飯豊町の住民基本台帳
に引き続き３カ月以上登録さ
れている方

◆年齢／平成２年７月12日まで
に生まれた方（満20歳以上）

投 票 日 ・ 投 票 時 間 投 票 で き る 方

投 票 所

投 票 所 施 設 名投 票 区投 票 所 施 設 名投 票 区
小白川公民館第７投票所萩生東部公民館（農業センター）第１投票所
東部地区公民館第８投票所中部地区農村活性化センター第２投票所
松原公民館第９投票所中公民館第３投票所
高齢者介護予防センター（ひまわり館）第10投票所白椿地区公民館第４投票所
岩倉地区多目的集会施設第11投票所西部地区農村活性化センター第５投票所
小屋防雪センター第12投票所高峰地区多目的集会所第６投票所

　選挙の当日は、ご自分の地区の投票所をよく確認してから投票所においでください。

※このたびの選挙では、第４投票区は会場の都合により町民総合センター「あ～す」から白椿地区公民館に変更
となります。お間違えのないように投票にお越しください。

　投票入場券は、部落長さんなどを通じて６月24日牙
に配布する予定です。入場券が届いたら内容を確認し、
もし誤りがあった場合は町
選挙管理委員会に申し出て
ください。
　投票の際は、入場券を忘
れずにお持ちください。も
し、入場券を紛失した場合
は、投票所の係員に申し出
てください。

投 票 入 場 券

　目が見えない方や体が不自由で字の書けない方でも、
投票所で申し出れば代理投票ができます。補助員２名
が立ち会い、本人に代わって候補者の氏名を書きます。
もちろん投票の秘密は守られますので、棄権しないで
投票してください。

代 理 人 投 票

　各候補者の経歴や政見などを掲載した選挙公報を７
月上旬に部落長さんなどを通じて配布します。よくご
覧ください。

選 挙 公 報

めいすいくん

※
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　次のような理由で投票日に投票できない方は、必ず期日前
投票をしてください。
①投票日当日に仕事の方
②出張や旅行などで当日、投票区の区域外にいる方
③冠婚葬祭の予定のある方
④妊娠などの理由で、投票日に投票できない方
※投票入場券を忘れずにお持ちください。

期 日 前 投 票

【期間】６月25日埴（公示日の翌日）～７月10日飾

【投票時間】午前８時30分～午後８時まで

【場所】飯豊町社会福祉協議会「福祉の里めざみ」

不 在 者 投 票

　不在者投票ができるのは、次のような場合です。
【飯豊町以外で投票する場合は…】
◎投票区外に滞在しているなどの理由で、投票日およ
び期日前投票の期間に投票できない方
※郵便などで宣誓書を提出し、投票用紙などを請求い
ただければ、町選挙管理委員会より直接本人に投票
用紙などを送付いたしますので、最寄りの市町村選
挙管理委員会にて投票してください。
※郵便が届くまで往復の日数がかかりますので、早め
に請求ください。

【病院などに入院・入所中で投票所に行けない場合は…】
◎指定病院（公立置賜総合病院など）、施設（ひめさゆ
り荘など）に入院・入所中の方
※入院・入所されている病院および施設で不在者投票
ができますので、それぞれの施設に申し出てくださ
い（「指定病院・施設」とは県の選挙管理委員会が不
在者投票のために指定した病院・施設です）。

【障がいなどのため郵便で投票したい場合は…】
◎身体に重度の障がいのある方（郵便投票）
煙身体に重度の障がいがある方は、自宅から郵便に
よって不在者投票ができます。

煙対象となる方は、身体障がい者の方（身体障害者手
帳に両下肢障がいで１級または２級、内臓機能障が
いで１級または３級と記載されている方など）や、
戦傷病者の方（戦傷病者手帳に両下肢・体幹の障が
いのいずれかの程度が特別項症～第２項症など）、介
護保険の被保険者証をお持ちの方（要介護状態区分
が要介護５の方）などで、「郵便投票証明書」をお持
ちの方です。

※上記要件に該当する方で、「郵便投票証明書」をお持
ちでない方は、町選挙管理委員会にて早めに交付申
請を行ってください。

煙上肢や視覚に一定以上の障がいがあり、自分では字
を書くことができない場合に、代理の者が候補者名
などを書いて投票する「代理記載制度」を利用でき
ます。この制度を利用するには、事前の手続きが必
要です。町選挙管理委員会にお問い合わせください。

【不在者投票のできる期間】
６月25日㈮（公示日の翌日）～７月10日㈯
【不在者投票の場所・時間】
役場２階　総務企画課（選挙管理委員会）
午前８時30分～午後８時

【位置図】

革

入口

駐車場

町民総合センター
「あ～す」

つばき保育園

福祉事業所
「でんでん」

期日前投票所
町社会福祉協議会
「福祉の里めざみ」
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学校給食共同調理場

投 票 用 紙 の 書 き 方

　このたびの参議院議員通常選挙では、「参議院山形県選出議員選挙」
と「参議院比例代表選出議員選挙」の２つの投票用紙で投票します。
◎参議院山形県選出議員選挙…投票用紙の色（薄い黄色）
山形県選出議員選挙候補者の「候補者名」を書いて投票します。
◎参議院比例代表選出議員選挙…投票用紙の色（白色）
比例代表選挙に届け出ている「政党名」または「名簿登載者の氏名」
を書いて投票します。

「
政
党
名
」
ま
た
は

「
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」

投
票
用
紙
（
白
色
）

「
候
補
者
名
」

投
票
用
紙
（
薄
い
黄
色
）

【問合せ先】飯豊町選挙管理委員会（役場総務企画課総務情報室内） 皐72―2111内線223

※投票会場は、町民総合センター「あ～す」東側駐車場奥です。役
場ではありませんので、お間違えのないようにご注意ください。
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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1875－2086髙 橋 工 務 店土3

72－2191佐 藤 管 工 業月1972－2191佐 藤 管 工 業日4

75－2086髙 橋 工 務 店土2472－2191佐 藤 管 工 業土10

75－2086髙 橋 工 務 店日2575－2086髙 橋 工 務 店日11

72－2191佐 藤 管 工 業土3175－2086髙 橋 工 務 店土17

　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４日㈰ 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
てください

◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　緯72－2111内線157

　平成１７年から接種が控えられていた
日本脳炎ワクチンについて、その接種
の勧奨が再開されます。第１期の対象
者として、平成22年度内に３歳に達す
るお子様に郵送でお知らせのご案内を
します。それ以外の方で接種の機会を
逃したお子様には、接種の機会を確保
できるように検討中ですので厚生労働
省から情報が入り次第お知らせします。
　なお、現在７歳半未満の方で流行地
（朝鮮半島・台湾・中国・ベトナムな
ど）に渡航する予定がある場合は接種
することができます。
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86－2338

◆日時／７月14日㈬
◆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１階 談話室
◆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

◆日時／７月16日㈮ 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

　西置賜漁業組合では、猟友会に依頼
し、銃器によるカワウ・アオサギなど
の有害鳥獣の駆除を実施しています。
流域で釣りや農作業、ウォーキングな
どをされる方は注意ください。
◆期間／６月上旬から８月３日㈫まで
◆場所／白川流域・白川ダム湖畔
◆問合せ先／西置賜漁業組合
　　　　　緯85－6107

　定住促進住宅いいでハイツでは、入
居者を募集しています。
◆受付期間／６月28日㈪から随時受付
◆入居日／８月上旬以降
◆申込資格
同居または同居しようとする親族が
あり、飯豊町に対する公共料金に未
納がない世帯。また１月あたりの所
得額が家賃の３倍以上あること。た
だし、高齢者世帯やＩターン就農者
世帯についてはこの限りではない。
◆住宅所在地／大字萩生3623-3
◆募集戸数／３戸（１階～３階各１戸）
◆間取り／６畳和室（２部屋）および
4.5畳和室、６畳DK
◆家賃／38,000円（１～３階）
※別途駐車場代2,100円／台

◆その他の費用
上下水道、電気、ガス、自治会費
◆敷金／家賃の２カ月分
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72－2111内線157

　子どもたちの宇宙への夢やあこがれ
をもっと大切にしてほしいという願い
を込め、下記の講演会を開催します。
どうぞお越しください。
◆日時／７月３日㈯ 13：30～15：30
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆演題／「宇宙生命は存在するか」
宇宙人って本当にいるの？　天文学
者がわかりやすく最新の研究成果を
解説します。
◆講師／国立天文台 渡部潤一准教授
◆参加費／無料
◆主催／町PTA連絡協議会、町教育委員会
◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72－2111内線160

７月の年金相談
（年金事務所出張相談） いいでハイツ入居者募集きれいな川で

住みよいふるさと運動

無料法律相談を開催します

お子様の日本脳炎ワクチン
予防接種再開について

銃器による有害鳥獣の
駆除を実施中です

天文講演会のご案内
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日時：２日画･16日画 ・30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：９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：16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
煙納期限／８月２日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126７月

　宇宙の広がりを立体映像で体感でき
る四次元宇宙シアターの開設記念上映
会を開催します。
◆日時／７月４日㈰ 
１回目　14：00～14：40 
２回目　15：00～15：40

◆場所／中部地区公民館
◆内容／宇宙への旅立ちを物語と共に
解説します

◆参加費／無料
◆定員／各回20名(先着順）
　受付は開始の20分前から行います。
◆その他／目への過剰な負担を防止す
るため、小学生未満のお子様の参加
は、ご遠慮ください

◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72－2111内線160

◆講習期間／８月９日㈪～12日㈭
◆会場／シルバー人材センター（長井
市）および長井市時庭地内

◆内容／フォークリフトの操作資格を
取得する講習会

◆定員／20名
※応募多数の場合は抽選

◆対象／普通自動車免許を有する60歳
台前半の方

◆申込方法
官製はがきに住所・氏名・生年月日・
年齢・電話番号を書いて申し込み

◆受講料／無料
◆その他／服装・雨具などは各自準備
◆申込締切／７月12日㈪必着
◆申込・問合せ先
㈳長井・西置賜地域シルバー人材セ
ンター緯84－4535
〒993－0003 長井市東町2－12

　来年の７月24日でアナログ放送が終
了し、デジタル放送に切り替わります。
デジタル放送への移行でお困りのこと
がありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。
◆日時／７月12日㈪～16日㈮
10：00～12：00、13：00～15：00
◆場所／役場１階 談話室
※14日㈬のみ２階談話室

◆参加費／無料
◆その他／事前の申し込みは不要です。
直接会場へお越しください

◆問合せ先／総務省山形県テレビ受信
者支援センター（デジサポ山形）
緯023－647－2283

　７月１日より町内17事業所では、レ
ジ袋無料配布の中止に取り組みます。
　町、町商工会、町衛生組合連合会、
町消費生活研究会、レジ袋削減推進協
力店会との協定書調印に基づき、町内
一丸となってマイバッグ持参を推進し、
地球温暖化防止、ごみの減量などを目
指していきます。皆さんのご理解とご
協力をよろしくお願いします。
◆レジ袋無料配布中止協力店
セルカ（萩生）、松乃枝商店（萩生）、
菓子の丸屋（萩生）、堀呉服店（萩生）、
マルホ商店（萩生）、梅津商店（萩生）、
マルシチ米穀（萩生）、佐藤酒店（椿）、
肉の善山（椿）、香月（椿）、舟山商店
（小白川）、五十嵐商店（小白川）、松
山商店（手ノ子）、まるや尾形商店（手
ノ子）、男鹿商店（手ノ子）、遠藤商店
（高峰）、肉のすがい（添川）
◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
☎72－2111内線131、133

　戸別所得補償モデル対策は、国の食
料自給率向上と農業の再生を目指す政
策です。水田農家の皆さんの加入申請
の受付が間もなく終了します。ご相談
などは下記までお問い合わせください。
◆申請期限日／６月30日㈬
◆申請・問合せ先／役場産業振興課農
業振興室緯72－2111内線263

　小白川地区（第二小隣）にあります
町民プールは学校利用のほか、一般の
方にも開放されています。どうぞ健康
づくりに役立ててください。
◆期間／６月26日㈯～８月31日㈫
※８月13日㈮～15日㈰は休業

◆使用料／無料
◆利用形態
①通常（夏休み以外の期間）
焔平日
８：30～15：00 → 学校利用
15：00～18：00 → 一般開放

焔土・日曜日
８：30～18：00 → 一般開放

②夏休み期間（７月24日～８月19日）
焔平日
８：30～18：00 → 学校・一般

焔土・日曜日
８：30～18：00 → 一般開放
※入水時間は９：00～17：30まで

◆その他
天候、日没時間、気温、水温などで
開放日や開放時間が変更になる場合
があります。
◆問合せ先
役場教育文化課生涯学習振興室
☎72－2111内線160、162
町民プール☎72－3581

四次元宇宙シアター
開設記念上映会のご案内

総務省による
「地上デジタル放送」相談会

戸別所得補償モデル対策
受付が間もなく終了します

町民プールの利用について

買い物のマイバッグ推進！
レジ袋無料配布中止します

シルバー人材センター
フォークリフト運転技能講習
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◆期日／７月６日㈫、７日㈬、８日㈭
12日㈪、13日㈫

◆会場／南陽市健康長寿センター、え
くぼプラザ
◆講座名／「子育て支援者養成講座」
（山形県委託事業・一時預かり体制
強化事業）
◆内容／「子どもの遊び」、「子どもの
栄養と食生活」、「子どもの病気と事
故」など一時的に子どもを預かるた
めに必要な保育技術・知識の習得
◆対象／子どもが好きな方で、講座修
了後ファミリーサポートセンターな
どで活動できる方・子育て中の方
◆定員／20名程度
◆参加費／テキスト代2,500円
◆申込締切／６月30日㈬
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆その他／託児あり。電話にてお問い
合わせください
◆申込・問合せ先／南陽市ファミリー
サポートセンター緯0238－43－8162

　県が伐採した木を無償で提供します。
ただし、無くなり次第終了いたします。
◆対象／自ら持ち帰れる個人
◆引渡し場所／野川谷地橋（長井市宮
地内）、白川上白川橋（飯豊町黒沢地
内）、置賜総合支庁小国分所（小国町
小国小坂町地内）
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先
置賜総合支庁西置賜河川砂防課維持
調査担当緯88－8233

　消費者ローンなどからの借り過ぎ・
貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が大き
く変わりました。
煙借入総額が「年収の３分の１」を超
える場合、新規の借入れができなく
なりました
煙借入れの際、基本的に年収を証明す
る書類が必要となります
※詳細は金融庁ホームページをご覧く
ださい。（www.fsa.go.jp/)
◆問合せ先／東北財務局山形財務事務
所理財課緯023－641－5178

◆職種・募集人員／一般事務助手１名
◆業務内容
①災害時における要援護者の調査業務
（戸別訪問）
②要援護者に対する戸別台帳の作成お
よび整備作業

◆雇用期間／平成22年７月20日～
　　　　　平成23年３月31日
◆勤務条件
焔勤務時間／８：30～17：15
焔賃金／5,800～6,000円
※通勤費別途支給
焔休日／土・日曜日、祝祭日、年末年
始休業日
焔その他／社会保険、雇用保険加入
◆応募資格
性別・住所は問いません。行政事務
などが適切にでき、秘密保持や公平
公正な事務執行などは職員と同様で
す。また、一人暮らし高齢者等へ戸
別訪問していただき、訪問理由の説
明や事業の詳細等を説明していただ
く事となります。なお、戸別訪問し
台帳の作成及び整備作業をする上で、
普通運転免許を所持しており、ワー
ド及びエクセルの一般的操作が可能
な方とします

◆決定方法
書類および面接により決定します

◆面接実施予定日／７月中旬の平日
◆申込期限日／７月７日㈬
※郵送の場合は７日まで必着のこと

◆受付時間／８：30～17：00
※土・日・祝祭日を除く

◆申込書の請求
申込書は、役場総務企画課総務情報
室で直接交付。郵便で請求する場合
は、120円切手を貼った宛先明記の
返信用封筒（角２号）を同封し、請
求ください
※申込書は、町ホームページからも
入手することができます

◆申込方法
申込書に必要事項を記入し、必要書
類を添付して下記の申込先まで提出
ください

◆申込・問合せ先／役場総務企画課総
務情報室緯72－2111内線223

　町では、消防団員の確保と団員が活
動しやすい環境を整備するために、積
極的に協力している事業所に対して
「消防団協力事業所表示制度」を開始
しました。事業所の皆さんの申請を随
時受けていますので、どうぞお気軽に
ご相談ください。
◆申請方法／指定の様式に必要事項を
記入し、必要書類を添えて下記まで
提出。審査の上、認定されます。
※様式は町のホームページからもダ
ウンロードできます

◆消防団協力事業所表示のメリット
住民、顧客、株主、取引銀行などか
ら、消防団活動への貢献企業として
信頼性の向上が期待されます

◆その他／認定基準などの詳細は、下
記までお問い合わせいただくか、町
のホームページでご確認ください

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131・132

　気象庁では、５月から気象警報・注
意報は、市町村を対象として発表しま
す。例えば、飯豊町に災害発生のおそ
れがある場合は、「飯豊町に大雨警報」
のように発表します。危険が迫ってい
る市町村が明確になることで、自治体
の避難勧告など防災対応を支援するこ
とができます。
　なお、テレビやラジオなどで大雨や
洪水などの警報が放送されるときは、
画面に表示できる文字数や読み上げ可
能な文章の範囲内で伝える必要がある
ため、これまでどおりの地域名で放送
される場合があります。
　市町村ごとの気象警報注意報の詳細
な内容は、下記のホームページに掲載
する予定です。
◇気象庁ホームページ
http://www.jma.go.jp/
◇国土交通省防災情報提供センター携
帯電話サイト
http://www.mlit.go.jp/saigai
/bosaijoho/i-index.html 
◆問合せ先／山形地方気象台防災業務
課緯023－622－0632

緊急雇用創出
町臨時職員を募集します

消防団協力事業所表示制度
申請を受け付けています 子育て支援者養成講座

大雨などの気象警報を
市町村ごとに発表します 河川の支障木を

利用してみませんか

借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐ
貸金業法が変わりました
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についてのお知らせらせ
医 療 費 給 付 制 度制 度

ご不明な点は下記までお問い合わせください
役場住民税務課住民室 緯72―2111内線124、122

子育て支援医療給付事業

子育て支援医療給付事業を拡充し中学生まで外来・入院とも無料に

　平成22年７月１日から、飯豊町では子育てを支援するため、子育て支援医療給付事業について、中学３年生ま
での医療費の無料化を実施していきます。 
胸新たな対象者／飯豊町にお住まいの小学１年生～中学３年生 
胸対象者の負担額／医療費（外来・調剤・入院・訪問看護） の自己負担なし
※ただし、薬の容器代や健康診断、入院時の差額ベッド代やパジャマ代などは給
付の対象とはなりません。

※入院した場合には食事代も給付の対象となりますので、後日、医療機関の領収
書などを持参して申請してください。

胸医療証の申請手続き
役場住民税務課窓口で、保険証と印鑑を持参の上、医療証の交付手続きを行ってください。
※ただし、生活保護世帯のお子さんや、すでに「身体障がい（児）者医療証」または「ひとり親家庭等医療証」
を持っているお子さんは、手続の必要がありません。

ひとり親家庭等医療給付制度

父子家庭も医療費の助成対象とした制度に変わります

　平成22年７月１日から、これまでの母子家庭などの対象者に加え、「父子家庭」のお父さんとお子さんも医療費
の助成を受けられるようになります。制度名がこれまでの「母子家庭等医療給付制度」から「ひとり親家庭等医
療給付制度」に変更となりました。
胸対象者／①母子家庭・父子家庭世帯の親と18歳以下の児童　② 両親のいない18歳以下の児童
胸所得制限／前年の所得について所得税が課税されている世帯は対象外となります。
胸対象者の負担額／医療費（外来・調剤・入院・訪問看護） の自己負担なし
※ただし、薬の容器代や健康診断、入院時の食事代や差額ベッド代、パジャマ代など
は給付の対象とはなりません。

胸医療証の申請手続き／役場住民税務課窓口で、保険証と印鑑を持参の上、医療証の交
付手続きを行ってください。
胸そのほか／親が就労などにより児童を扶養していることが要件になります。ただし、
次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になりますので、ご相談ください。
①求職活動または就労に向けた活動を行っている場合
②職業能力の開発向上のために職業訓練校などに在籍している場合
③傷病により長期間（概ね１カ月以上）の在宅での安静または入院が必要な場合
④親族が傷病、障がいの状態または要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合
※①～④に該当する場合は、申請書のほかに証明書類などが必要です。
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　毎年、町内小中学校の児童・生徒を対象に開催し
ています「子ども芸術鑑賞教室」。
　今年は、山形交響楽団によるオーケストラ演奏で
クラシック音楽を学びます。
　一般の方もご鑑賞いただけますので、この機会に
「あ～す」に響く素敵なオーケストラ演奏を、ぜひ
お楽しみください♪

捲日時／７月12日俄　開場13：20
開演13：40～閉演14：55

捲会場／町民総合センター「あ～す」
捲入場券／900円（前売券のみ）
捲お求め／入場には、事前予約が必要となります。
町民総合センター「あ～す」にて受付・入場券
販売いたします。席数に限りがございますので、
お早めにお求めください。

捲問合せ先／町民総合センター「あ～す」

7.12条

お聴き逃しなく鎧

開演１３：４０～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

どうぞお気軽に音楽をお楽しみください

障害・遺族基礎年金受給の期間老齢基礎年金の反映受給資格期間納付額
算入満額の年金額算入15,100円全額納付

保険料納付期間と同じ

年金額に２分の１が反映

算入される

0円全額免除
免　

除

年金額に８分の５が反映3,780円４分の１納付（４分の３免除）
年金額に４分の３が反映7,550円半額納付（半額免除）
年金額に８分の７が反映11,330円４分の３納付（４分の１免除）
年金額には反映しない0円若年者猶予

期間に入らない年金額には反映しない算入されない0円未　　納

【全額納付・免除・猶予と未納期間の比較表】

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

①申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の方
（所得額に応じて全額免除、¼・半額・¾納付があります。）
②失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった方
③障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
⑤特定障害者に対する特別障害給付金を受けている方

保険料免除制度 保険料免除の対象となる方

①申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の方
②失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった方
③障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

若年者納付猶予制度 対象は30歳未満の方

【平成22年度の申請は７月から受付開始】

　所得が減ったり、失業などの経済的な理由で保険料を納
めることができないときは、申請して承認されると保険料
が免除される制度がありますので、ご相談ください。

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

保険料免除・若年者納付猶予の
申請手続きを！

【追納をおすすめします】
　将来受け取る年金額が少なくならないように、保険料免除、納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら
後から納付（追納）することができます。

※それぞれの所得基準についてはお問い合わせください。
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めざせ１人１日１㎏ＣＯ2削減

まずは家庭から減らしましょう！

　日本が京都議定書で約束した６％の
二酸化炭素（CO2）削減目標。それを実現
するために全国で「１人１日１㎏削減」
を目指した様々な取り組みが行われて
います。現在、家庭から１人あたりが

排出するCO2は、１日平均約６㎏です。
・冷房の温度を28℃にする…83g
・車発進時はゆっくりスタート…207g
・風呂は間隔をあけずに入る…86g　
　ほんの少し意識をするだけで、家庭
からこのぐらいのCO2を減らすことが
できます。山形県でも地球温暖化防止
県民運動『家庭のアクション』として、
皆さんのエコ活動キャンペーン参加を
受け付けています。
◆参加方法／①登録用紙に家庭ででき
る取り組みを記入して登録　②省エ
ネなどの行動を開始　③報告用紙に

取り組みの成果を記入して報告　④
報告いただいた方に抽選で素敵な商
品が当たります！
※登録用紙は、６月10日に全戸配布し
ましたが、下記のホームページ、ま
たは役場住民税務課生活環境室の窓
口にもあります。
◆申込・問合せ先／山形県地球温暖化
防止活動推進センター
緯023－679－3340 ホームページ  http://eny.jp

役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線132・133

　　　　    　心の相談　　　　　  　

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15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／７月21日㈬ 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20日㈫ 13：30～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師

　　　　子育て、女性の相談　　　　

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16日㈮ 13：30～
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乳幼児の発達相談（要予約）
焔日時／７月１日㈭ 13：15～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／小児科医師
③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

　　   　感染症に関する相談 　  　　

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

環境にやさしい暮らし

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

　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
◇あくてぃぶ倶楽部
◆健康づくり運動コース（日中）
①運動体験コース
焔西部地区公民館
７月20日㈫ ９：30～11：00

焔中部地区公民館
７月15日㈭ ９：30～11：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
７月９日㈮ ９：30～11：00

焔白椿地区公民館
７月28日㈬ 13：30～15：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
７月13日㈫、27日㈫ ９：30～10：30

◆運動不足解消コース（夜間）
①ちびボールコース
焔東部地区公民館
７月６日㈫ 、20日㈫ 19：30～20：30

焔白椿地区公民館
７月14日㈬、28日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
７月７日㈬ 19：30～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
②ウォーキング教室（実践）
焔町民スポーツセンター
７月28日㈬ 19：00～20：30
 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―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
焔対象者／60歳から75歳の方
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
◆脳活性化教室
焔対象者／60歳から75歳の方で８回
コースを継続して参加できる方
焔日時／８月５日から９月30日まで
の毎週木曜日13：30～15：00

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円
焔定員／６名
焔申込締切／７月21日㈬
◆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21日㈬ 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14日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室



　４歳・９カ月児健診　
司日時／７月28日㈬（受付）午後１時～
司対象者／４カ月児：平成22年２月～３月生まれ

９カ月児：平成21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

司日時／７月22日㈭（受付）午後１時～
司対象者
　臼平成19年６月・９月生まれ
渦平成20年３月・６月・８月・９月生まれ
嘘平成21年３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、こども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／７月12日㈪・26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／７月14日㈬ 午前８時50分～午後０時
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成22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

　３歳児健診　
司日時／８月26日㈭ 午後１時～
司対象者／平成19年１月・２月生まれ

　幼児歯科健診　
司日時／８月19日㈭ 午後１時～
司対象者／臼平成19年７月・10月生まれ

渦平成20年１月・４月生まれ
嘘平成21年４月・７月生まれ

子育て講座「栄養士さんの指導」 10：30～（こどもみらい館）木1
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
講演会「うつについて理解を深めよう」 16：00～（西部地区公民館）金2

天文講演会「宇宙生命は存在するか」 13：30～（あ～す）
第４回ホタル祭り 18：30～（手ノ子駅付近広場）土3

きれいな川で住みよいふるさと運動 ５：30～（全町）
小白川地区地域づくり座談会 14：00～（小白川地区公民館）
四次元宇宙シアター記念上映会 14：00～（中部地区公民館）

日4

月5
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）火6
七夕まつり 10：30～（こどもみらい館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（中津川地区公民館）水7

木8
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール ９：30～（健康福祉センター）
人権なんでも相談 13：30～（あ～す）
夏川りみコンサート 19：00～（あ～す）
白椿地区公民館体育部会 19：00～（白椿地区公民館）

金9

ゆり写生大会 ８：30～（どんでん平ゆり園）
めざみの里カンタート13：00～（あ～す）～11日土10

参議院選挙投票日 ７：00～（各地区投票所）日11
地上デジタル放送相談会 ８：30～（役場）～16日
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月12

あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）火13
年金相談 ９：30～（役場）
戦没者追悼式・慰霊祭 ９：30～（あ～す）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水14

あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（中部地区公民館）
いいで未来号Ⅱ事前説明会 19：00～（あ～す）木15

無料法律相談・行政相談・心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金16
土17
白椿地区民登山 ７：00～（天狗山）日18

月19
あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（西部地区公民館）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
ちびボール運動 19：30～（東部地区公民館）

火20

献血 15：30～（健康福祉センター）水21
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木22
タッチケア 10：00～（健康福祉センター）
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23

東部地区子ども会育成会キャンプ 13：00～（松岡公園）
SNOWえっぐフェスティバル 14：00～（白川ダム湖岸公園）～25日土24

フリーマーケット ９：00～（手ノ子スキー場）日25
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月26
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）火27
４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 13：30～（白椿地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水28

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 19：00～
（白椿地区公民館）

木29

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金30
いいで未来号（秋田県方面）～８月１日土31

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

７月

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（２回目）

８月の乳幼児健診日程

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。
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