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　狂犬病予防法では、
「注射後は、犬に注射
済票をつけておくこ
と」が定められていま
す。万が一、愛犬が迷
子になったとき、注射済票の番号から飼い主へ
連絡をとることができて安心です。
　接種後、首輪と予防注射済票とをつなぐ結束
バンドが配布されますのでご使用ください。
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　室内犬、室外犬にかかわらず、生涯に１回の登録と、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、まだ飼い犬に予防注射を受け
させていない方は、この機会をご利用ください。

狂犬病予防注射

４月２４日証
２５日詔

◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室緯72―2111内線132
置賜保健所生活衛生課緯0238―22―3750

◆持ち物
焔案内のハガキ
焔注射料金3,100円
焔鑑札（金属性で楕円形のもの）
◆事前の届け出
　次の場合は、事前に役場住民税務
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・印鑑）
焔鑑札を紛失した場合（再交付手数料1,600円・印鑑）
焔犬の死亡・住所または飼い主変更した場合（鑑札・
印鑑）
◆上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までお問い合
わせください。接種の際は、注射済票または証明書
が必ず発行されますのでご確認ください。

場所時間期日

勤労者研修センター前  9：00 ～  9：20

4月24日

㈫

中公民館前  9：30 ～10：10

中部地区公民館前10：20 ～11：10

白椿地区公民館前11：20 ～11：50

東部地区公民館前13：10 ～13：50

小白川公民館前14：00 ～14：30

西部地区公民館前  9：00 ～  9：40

4月25日

㈬

高峰多目的集会所前  9：50 ～10：10

中津川地区公民館前10：40 ～11：00

旧中津川小学校小屋分校前11：20 ～11：30

白椿地区公民館前13：15 ～14：15

◆時間と場所

電話番号所在獣医師名

65―2436小国町川崎恵

62―5413小国町今道邦芳

87―4450長井市長岡栄一

87―0380長井市五十嵐幸治

0238―40―3939南陽市大竹正敏

0238―43―4545南陽市小形はるみ

予防注射済票を
首輪に付けましょう！

接種後、結束バンドを配布します

◆近隣の狂犬病予防注射業務指定獣医師

結束バンド

注射済票
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◆応募資格／団体・個人を問いません。
飯豊町が大好きな方であれば町外の
方も応募できます。ただし、11月中
に山形市で開催される予定の山形ふ
るさとCM大賞公開審査会（収録）
に出席できる団体・個人に限ります

◆応募方法／５月７日㈪まで、次の２
点を電話やFAX、Eメールなどでお
知らせください。作品の提出期限は
10月１日㈪です
焔氏名と連絡先（団体の場合は、団体
名と代表者の連絡先）
焔CMのタイトルとおおまかな内容
※Eメールの場合、件名に「ふるさと
CM大賞作品応募について」と記載

◆留意点
焔作品は著作権・個人情報保護法など
に抵触しないこと
焔公序良俗に反しない内容であること
焔作品の著作権などは町と山形テレビ
（YTS）に帰属します

◆撮影・編集について
撮影機器はホームビ
デオHD（ハイビジョ
ン）でも十分です。撮影および編集
などの技術面に不安がある場合はご
相談ください
◆賞金／山形ふるさとCM大賞への出
品に採用された団体には賞金10万
円を贈呈します
◆その他／焔５月下旬に応募者を対象
に説明会を開催します
焔山形ふるさとCM大賞に出品される
作品は、町の魅力を最も強くアピー
ルしているものを選抜します
◆応募・問合せ先
飯豊町観光協会事務局
緯86―2411　胃86―2422
iide@iikanjini.com
または役場産業振興課商工観光室
緯72―2111内線250　胃72―3827
i-shokan@town.iide.yamagata.jp

　町の魅力を映像にしたCM作品を作ってみませんか？　テーマは観光、物産、
自然、人物、歴史、食べ物、伝統、文化など、町に関することならなんでも
OK！　まずは「やってみる！」の応募の意思をご連絡ください。

「山形ふるさとＣＭ大賞」
出品作品を募集します！

軽自動車税
煙納期限／５月１日証
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126４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。

暮 ら し の 相 談 ４月
日時：６日画・20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：13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：20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

　町では、県の基金事業を活用して、震
災被災者の方を優先した働く場の創出
を町内事業所の協力のもと実施します。
町内で働きたいとお考えの震災被災者
の方は、お気軽にお問い合わせください。
◆問合せ先
役場産業振興課プロジェクト推進室
緯72―2111内線252

　町内の消費拡大を図るために飯豊町
商工会が発行しました「20％プレミア
ム付き商品券」は、３月31日㈯で利用
期間が終了します。まだお持ちの方は、
お早めにご使用ください。有効期限が
過ぎた商品券の現金への払い戻しはで
きませんのでご注意ください。
◆問合せ先／飯豊町商工会緯72―3000

◆日時／４月13日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆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

※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
◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131　

　経済センサス活動調査の提出期限は
３月31日です。ご記入いただいた調査
票は、専用の返信用封筒（切手不要）
に入れ、期限日まで投函してください。
　対象事業所の皆さまには、調査目的
をご理解いただき、早めの調査票の記
入・提出をお願いします。
◆調査票の記入に関する問合せ先
平成24年経済センサス活動調査コー
ルセンター緯0120－44－1034
◆調査に関する問合せ先
役場総務企画課総務情報室
緯72－2111内線220・225

　NTT東日本では、４月中に新しいタ
ウンページ・ハローページを各家庭・
事業所へ配達します。現在お使いの電
話帳は、新しい電話帳とお取替えしま
すので配達員へお渡しください。不在
で回収されなかった場合や電話帳およ
び冊数の変更は下記まで連絡ください。
◆問合せ先／タウンページセンタ
緯0120―506－309

無料法律相談開催のご案内

経済センサス活動調査の
提出期限は３月31日です

タウンページ・ハローページ
配達と回収のお願い プレミアム付商品券

使用期限のお知らせ
震災被災者の方へ
町内で働きませんか
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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
72－2191佐 藤 管 工 業土2175－2086髙 橋 工 務 店日１
72－2191佐 藤 管 工 業日2272－2191佐 藤 管 工 業土７
75－2086髙 橋 工 務 店土2872－2191佐 藤 管 工 業日８
75－2086髙 橋 工 務 店日2975－2086髙 橋 工 務 店土14
72－2191佐 藤 管 工 業月3075－2086髙 橋 工 務 店日15

　春は新入学（園）児の通園・通学が始
まることや、陽気に恵まれ歩行者や自
転車利用者の交通範囲が広くなります。
運転者はもちろん自転車利用者や歩行
者も交通マナーをしっかり守り、交通
事故防止を徹底しましょう。
◆実施期間／４月６日㈮～15日㈰　
◆運動の重点
①自転車の安全利用の推進
②すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④道路横断時、交差点の交通事故防止
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線132

　平成24年３月に「山形県道路交通規
則」の一部が改正され、携帯電話やヘッ
ドホンなどを使用しながら自転車を運
転する「ながら運転」が禁止になりま
した。自転車を運転する際は、歩行者
保護の意識を持ち、自転車安全利用５
則の徹底と交通事故防止に努めましょ
う。
◆自転車安全利用５則
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安
全確認
⑤子どもはヘルメットを着用
◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線132

◆貸与対象者
①借受人世帯の住所が町内にある　
②高校・短大・大学またはこれらに準
ずる学校に在学する優秀な生徒・学
生で経済的な理由により修学が困難
な方

◆貸与限度額
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２日
㈪から下記にて交付します

◆申込受付／４月９日㈪～27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

　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
印鑑・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72―2111内線128・130

　千代田クリーンセンター「くりえい
と工房」では、循環型社会形成に取り
組むため、粗大ごみとして搬入された
自転車や家具を修理再生し、地域の皆
さんへ無償で提供しています。置賜在
住者はどなたでも応募できます。
◆提供品／自転車10台・家具類５点
　（１回開催あたりの予定数）
◆応募方法／備え付けの申込用紙による
◆受付日時／日曜・祝日を除く
　　　　　　９：00～16：00まで
【第１回　４・５月期】
◇展示期間／４月４日㈬～５月５日㈯
◇公開抽選／５月８日㈫　10：00～
◇引取期限／５月19日㈯
【第２回　６・７月期】
◇展示期間／６月６日㈬～７月７日㈯
◇公開抽選／７月10日㈫　10：00～
◇引取期限／７月21日㈯
【第３回　８・９月期】
◇展示期間／８月２日㈭～９月１日㈯
◇公開抽選／９月４日㈫　10：00～
◇引取期限／９月15日㈯
【第４回　10・11・12月期】
◇展示期間／10月17日㈬～12月１日㈯
◇公開抽選／12月４日㈫　10：00～
◇引取期限／12月15日㈯
◆留意点
①１回の展示で１世帯につき自転車・
家具それぞれ１つまでの申し込みで
す。１世帯で複数の申し込みがあっ
た場合は無効となります

②１点に複数の申し込みがあった場合
は抽選となります

③応募には運転免許証など身分証明書
が必要です

◆申込・問合せ先
千代田クリーンセンター施設第２係
緯0238―57―4004

千代田クリーンセンター
再生品の提供について 町の奨学金制度について

住民税務課税務室から
軽自動車の減免のお知らせ

春の交通安全県民運動が
始まります

自転車利用マナー向上に
努めましょう
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　平成24年４月１日から、高額な外来
診療を受ける際、限度額適用認定証や
被保険者証を病院や薬局で提示すれば、
ひと月の窓口での支払いが一定の金額
にとどめられます。
　なお、３月以前に発行された限度額適用認定証は、
４月１日からは入院に加え、記載の有効期限まで外来
診療でも使用することができます。
　ただし、それ以外の方は事前の手続きが必要です。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯72―2111内線122・124

　後期高齢者医療制度の保険料率は、
医療費などの推計をもとに２年ごと
に見直しを行っています。
　平成24・25年度の保険料率は、平
成22・23年度と比較して医療費など
の増加が見込まれることから、次の
とおり改定されます。

【保険料率】

　軽減などを含めた、詳しい保険料の計算方法は、７
月に保険料額決定通知書と一緒にお送りするパンフ
レットに記載されますのでご覧ください。

　ご家族やお友達をお誘い合せの上、お気軽に参加く
ださい。もちろんお一人からでも参加できます。
捲日時／４月21日臥 　14：00～16：00
捲会場／町民総合センター「あ～す」
　　　多目的ホール
捲参加料／１人500円
捲内容／みんなで楽しく季節感あふれ

る春の歌を歌います
捲講師／小松伸子先生、安部里美先生（伴奏）
捲申込先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

　こ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。ぜひ親子でお越しください！
●日時／４月22日㈰　10：30～１１：30
●会場／こどもみらい館
●内容／絵本の読み聞かせ・こいのぼりの工作　　　
●対象／３歳～小学３年生くらいの児童と保護者

小学生は子どもだけでも参加できます
●参加料／無料
●申込方法／４月18日㈬まで電話でのお申し込み
●申込先／町民総合センター「あ～す」図書室

緯72―3111

四季の歌“春うた”を歌う集四季の歌“春うた”を歌う集いい

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

　３月２日に収録されたＮＨＫラジオ第１「真打ち競
演」が全国放送されます。ぜひお聴きください
　【１本目】４月１４日㈯ 午前10：05～10：55
　【２本目】５月５日㈯ 午前10：05～10：55
※ラジオの周波数はAM 1026KHzです。

平成24・25年度平成22・23年度

7.52％7.12％所得割率

39,500円38,400円均等割額

550,000円500,000円賦課限度額

事前の手続きの有無と
病院・薬局などで

高額な外来診療を
受ける方

・加入する健康保険組合などに
　「限度額適用認定証」の交付を
　申請
・窓口に「認定証」を提示

70歳未満の方
70歳以上の非課税世帯（※）の方

・事前の手続き無し
・窓口に「高齢受給者証」を提示

70歳以上75歳未満で、非課税世
帯（※）ではない方

・事前の手続き無し
・窓口に「後期高齢者医療被保
険者証」を提示

75歳以上で、非課税世帯（※）で
はない方

※世帯主とすべての被保険者が住民税非課税の場合

information

後期高齢者医療保険料の
保険料率が変わります

高額な外来診療を受ける皆さまへ
高額療養費制度が変わります

わくわく　おはなし広場
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一人ひとりの心がけで、川をきれいに

　現在、町内で水路工事が行われています。その工事現場
から剪定木や空き缶、家庭内ごみを燃やした燃えカス、さ
らには野菜のクズまでが流れてきています。
　現場では毎日網に引っかかるごみを取り除きながらの工
事を余儀なくされていました。それらのごみは一般の家庭
から出たものと思われます。
　先月この紙面で川の汚れの原因や川を汚さないための工
夫についてお知らせをしましたが、今回も引き続き、川の
汚染について考えてみます。
　魚がすめる水質はBOD（水の中に溶けている汚れの程

度）で５mg/ℓ以下です。例えばおわ
ん１杯分（200ml）の味噌汁を川に流
すと、魚がすめる水質になるにはお風
呂の浴槽１杯300ℓの水が約５杯も必
要になるのです。
　一人ひとりが川の水を汚さないとい
う意識が日々の生活に求められていま
す。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131・132・133

 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歳までの方
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／４月12日から６月７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／４月５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／４月18日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／４月11日㈬

　　　　    　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12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18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

　　　　　　女性の相談   　　　　　

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
②Ｂ型肝炎・Ｃ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

電話予約で窓口延長ができます！

　春は引越しなどで異動の手続きが多くなる時期です。
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。お
電話でご予約の上、どうぞご利用ください。
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
※当日が祝日のときは次の開庁日

纂窓口延長時間／午後６時30分まで

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）
纂主な取り扱い業務
住民票・戸籍騰抄本・印鑑証明の
交付、転入・転居・転出届け、社会保険・厚生年金
の加入・離脱、各種医療証の発行、国民年金受給申
請、納税相談など　
※予約の際に取り扱いの確認をお願いします

纂予約・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

月曜日と金曜日は午後６時30分まで延長します（要予約）

役場窓口延長サービスについて

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

健 康 相 談

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら



　１歳６カ月児健診　
司日時／４月26日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成22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、こども用歯ブラシ、バ
スタオル、１歳６カ月児健康診査セット
　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／４月27日㈮（受付）午後１時～
司対象者／
①平成23年12月生まれ
②平成23年６月・７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19日㈭（受付）午後１時～
司対象者
　①平成20年12月生まれ
　②平成21年３月・５月・６月生まれ
　③平成22年12月生まれ
　④平成23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、こども用歯ブラシ、健

診料金500円

司期日／４月９日㈪・23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11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24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、

運動ができる服装

　３歳児健診　
司日時／５月31日㈭　午後１時～
司対象者／平成20年10月・11月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／５月17日㈭　午後１時～
司対象者
①平成21年１月・４月・８月・９月・11月・12月
生まれ

②平成22年２月・３月生まれ
③平成23年１月・５月生まれ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

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。

飯豊ロードレース大会 8：30～（町民スポーツセンター）日1
月2
火3
水4

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
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木5

第一小・第二小・手ノ子小・添川小入学式
飯豊中・中津川中学校入学式
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金6

キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）土7

町消防団辞令交付式 9：00～（あ～す）日8
母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月9

火10
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水11

高砂会総会 9：30～（東部地区公民館）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
中部地区育成会連絡協議会総会 19：00～（中部地区公民館）

木12

無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
人権相談 13：30～（あ～す）
町保育研究会総会 18：00～（あ～す）

金13

キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土14

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15
月16
火17
中部地区分館連絡協議会総会 19：00～（中部地区公民館）水18

幼児歯科健診  13：00～（健康福祉センター）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木19

心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
中部地区公民館運営委員会会議 19：00～（中部地区公民館）金20

四季の歌“春うた”を歌う集い 14：00～（あ～す）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土21

わくわく おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）日22

母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）
町かもしかクラブリーダー委嘱状交付 13：30～（役場）月23

火24
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水25
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木26
４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）金27

キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土28

日29
月30

４月

6

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
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