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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／臨時福祉給付金・生活応援商品券について 健康福祉課福祉室緯86－2233
子育て世帯臨時特例給付金・生活応援商品券について 教育文化課子育て支援室緯87－0518

対象となる方は、受付期間内に申請をしてください

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金・
生活応援商品券の受付を開始します！

宇臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金をかたった詐欺行為にご注意ください
・町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・町が給付金を給付するために、手数料の振込を求めることなどは絶対にありません。

ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり郵便が届いたら、迷
わず役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話「♯9110」)にご連絡ください。
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※生活応援商品券は子育て世帯や高齢者世帯などの福祉の向上を図るために町が実施する事業です。

■通常受付

場所受付時間日程種類

健康福祉センター健康福祉課
８：30～

17：15

８月３日㈪～平成28年２月３日㈬
(土日祝日は除く)臨時福祉給付金

役場教育文化課子育て支援室８月３日㈪～11月４日㈬
(土日祝日は除く)

子育て世帯
臨時特例給付金

健康福祉センター健康福祉課
役場教育文化課子育て支援室

８月３日㈪～10月30日㈮
(土日祝日は除く)生活応援商品券

■休日受付

場所受付時間日程種類
健康福祉センター健康福祉課９：00～１7：00８月９日㈰臨時福祉給付金

■各地区公民館受付（臨時福祉給付金および生活応援商品券の受け付けのみ）
場所受付時間日程

東部地区公民館９：00～11：30
８月７日㈮

中津川地区公民館13：30～１6：30
西部地区公民館９：00～11：30

８月11日㈫
中部地区公民館13：30～１6：30
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■延長窓口
役場庁舎において毎週月曜日および金曜日に延長窓口を行っています。当日の午後１時までに電話
予約することで、子育て世帯臨時特例給付金および生活応援商品券は午後６時30分まで受け付けが
可能です。



●【お知らせ版】広報いいで 2015/7/23

将来の飯豊町を担う中学生が自主的に学び、一層確かな学力と自ら進路を切り開く力を身につけることをねらい
として、町営学習教室「いいで希望塾」を開塾します。学習塾講師が指導にあたり、学校で学んだ内容をベースに、
基礎基本の定着を目指すベーシックコースと、応用問題や難題に挑戦するスタンダードコースのいずれかを自ら選
択して学習します。希望する全ての生徒に学校以外での学習の機会を提供し、一人一人の学力と自信を高めます。

◆実施期間／斬中学１・２年生／８月８日㈯～平成28年３月27日㈰（20回）
斬中学３年生／７月29日㈬～平成28年２月27日㈯（21回）

◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加経費／受講料無料。年間のテキスト代金は、１科目受講：3,500円、２科目受講：7,000円
◆通学方法／各自（遠距離通学者はスクールバス対応）
◆申込・問合せ先／入塾を随時受け付けます。役場飯豊町教育委員会学校教育振興室緯87―0519

町営学習教室「いいで希望塾」開塾一人一人の学力と自信を高める

飯豊町ふるさと定住いいですね条例
◆住宅取得奨励
定住の意思を持って、新築や中古住宅購入など住宅
を取得された方に奨励金を贈呈します。平成25年４月
１日から平成28年３月31日までの期間に住宅を取得
された方が対象となります
◆ときめき結婚祝
町内にお住まいの方が結婚された場合

◆すこやか出産祝
町内にお住まいの方が出産された場合

申請・問合せ先／役場総務企画課総合政策室緯87―0521

申請はお済みですか？

町では住宅取得の支援や結婚、出産といった人生の
節目にお祝いを贈る「飯豊町ふるさと定住いいですね
条例」を制定し、定住支援策
を実施しています。
奨励金などの申請期限は
平成28年３月31日までです。
奨励対象や申請方法などの
詳細は下記まで問い合わせ
ください。

これまでは、本人および同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判断していましたが、８月からは世帯分離
している配偶者が町民税課税の場合や一定額以上の預貯金などの資産をお持ちの方は対象外となります。

Ｑ．２割負担になるのはどういう人ですか？
Ａ．65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上の方です（単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上）。
ただし、下記に該当する場合は１割負担になります。
焔同一世帯内の65歳以上の方の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、単身で280万円未満、２人以
上世帯で346万円未満

Ｑ．どうやって自分の負担割合を知ることができますか？
Ａ．現在要介護認定を受けている方には、負担割合が記された「負担割合証」を交付いたします（７月末までに郵送）。
８月以降サービスを利用される場合は、事業所や施設に提示してください。

同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担
段階区分に「現役並み所得者」が新設され、負担上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。

◆問合せ先／健康福祉課福祉室緯86―2233

介護保険制度改正について８月から変わります

宇施設およびショートステイを利用した際の食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります

宇高額介護サービス費の利用者負担限度額が一部の方について引き上げられます

宇介護サービス利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の１割としていましたが、
一定以上所得のある方は利用者負担が２割になります



●

児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

父または母と生計を同じくしていない18歳以下
の児童（一定の障がいがある児童は20歳未満）を扶
養している母または父、もしくは父母にかわってそ
の児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／支給対象児童が18歳になった日以降
の最初の３月３１日まで（一定の障がいがある児童
は20歳未満まで）

◆支給額

◆支給制限／次に該当する場合は、手当の一部また
は全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も
行っていない場合
・認定請求や現況届において虚偽の申請または届出
をした場合
※年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当
が支給されます
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月･12月）、指
定金融口座へ振り込まれます

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童
を扶養している父または母、もしくは父母にかわっ
てその児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／精神または身体に重度または中度の障
がいのある児童が、20歳になるまで（障害の程度
は、提出いただく診断書を基に、県が審査します）
◆支給額／障がいの程度に応じて、下記のとおり支
給額が決定されます
１級…51,100円 ２級…34,030円

◆支給制限／所得が制限限度額を超える場合、支給
が全部停止になります
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月･11月）指
定金融口座へ振り込まれます

一部支給される方全部支給される方児童数
所得などに応じて
月額41,990円

～9,910円
月額42,000円１人目

5,000円加算２人目
１人につき3,000円加算３人目以降

特別児童扶養手当

◆問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯87―0518

母子家庭、父子家庭および寡婦などに対して、
低利または無利子で各種資金を貸し付け、生活の
安定と経済的自立を助け、あわせて児童のすこや
かな成長を図ることを目的としている制度です。
相談から送金までは時間がかかりますので、余

裕をもってご相談ください。
◆貸付対象者
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦およびそれ
に準じる方。また、お子さんの修学や就職のた
めの資金はお子さん本人が借りることもできま
す。

◆資金の種別
・事業開始・事業継続・修学・技能習得・修業
・就職支度・医療介護・生活・住宅・就学支度
・転宅・結婚

◆問合せ先
役場教育文化課子育て支援室☎87―0518
置賜総合支庁福祉課☎0238―26―6027

母子父子寡婦福祉資金貸付

児童扶養手当

児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況
届は、生活状況や前年の所得状況などについて確認
し、８月分以降の手当が支給対象になるかどうかの
審査を受けるために提出するものです。なお、受給
資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給
していた手当額を返還していただくことになります。
【児童扶養手当現況届】
◇受付期間／８月３日㈪～31日㈪（土日を除く）
◇受付時間／８：30～17：15
【特別児童扶養手当所得状況届】
◇受付期間／８月11日㈫～９月10日㈭（土日を除く）
◇受付時間／８：30～17：15
※延長窓口を毎週月曜日と金曜日に行っています。
当日の13：00までに電話予約いただくと、18：30
まで受付が可能です

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得
状況届の提出をお忘れなく!
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住民税・国保税
煙納期限／８月31日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513８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。

談 ８月
日時：７日㈮・21日㈮ 13：00～15：00
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：７日㈮ 13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：21日㈮ 13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

男女共同参画の基本を学び、問題解
決に向けて行動する力が身につく女性
リーダー育成講座です。無料託児があ
ります。
◆対象者／地域で活動している、また
はこれから活動したい女性
◆定員／25名（先着順）
◆参加費／3,000円（全５コース）
◆会場／米沢市松川コミュニティセンター
◆時間／10：00～15：00
◆開催日／９月26日、10月10日、10
月24日、11月７日、11月22日

◆申込期限／９月16日㈬
◆申込・問合せ先／山形県男女共同参画
センターチェリア緯023―629―7751

９月10日～16日は自殺予防週間で
す。期間中、「全国一斉こころの健康相
談統一ダイヤル」を設定します。
◆電話番号／緯0570―064―556
※PHSやIP電話などからは接続できません
◆受付時間／９：00～17：00。土日も
受け付けています
※自殺予防週間以外は、「心の健康相談
ダイヤル」（緯023―631―7060）で
相談を受け付けています
◆問合せ先／山形県健康福祉部地域福
祉推進課緯023―630―2268

◆日時／８月22日㈯13：00～16：00
◆場所／山形県看護協会会館（山形市）
◆内容／講演「安全な医療環境を目指
して～転倒転落の防止～」、運動療法、
来場者との意見交換
◆申込期限／８月14日㈮
◆申込・問合せ先／山形県看護協会
緯023―685―8033

女性リーダー育成事業
チェリア塾基本コースin置賜

特許や商標などの知的財産に関する
悩みや課題の解決を支援します。
◆相談内容／特許や商標などの出願手
続き方法や費用、先行する技術の調
査方法、自社技術の保護手段、知的
財産での保護を図りながらの地域ブ
ランド確立など
◆相談料／無料
◆相談方法／８：30～17：15
（土日祝日を除く）
斬専用電話／緯023―647―8130
斬面談／下記協会で、面談による相談
斬訪問／中小企業などには必要に応じ
て訪問します

◆相談・問合せ先／㈳山形県発明協会
緯023―644―3316

入居条件や敷金などの詳細は、問い
合わせください。
◆物件／飯豊アパート（萩生3893―3）
斬戸数／２戸
斬間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
斬家賃／14,900円～29,300円
◆募集期間／８月17日㈪～21日㈮
◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王
不動産置賜事務所緯0238―24―2332

東北財務局山形財務事務所では、借
金に関する相談窓口を開設しています。
相談は秘密厳守・無料。
◆相談電話／緯023―641―5201
◆場所／山形市緑町２－１５－３山形財
務事務所１階理財課
◆受付／月曜日～金曜日（祝日、年末
年始除く）８：30～17：15
◆問合せ先／山形財務事務所理財課
緯023―641―5178

知的財産総合支援窓口
中津川地区から福島県喜多方市に通
じる「林道飯豊桧枝岐線」の通行止め
を、７月１日に解除しました。解除に
伴い喜多方市へ通り抜けられます。
◆下記に注意して通行してください
・落石などには十分注意してください。
特に降雨時は要注意です
・路肩決壊や法面崩落などにより数箇
所に片側交互通行の規制があります
・スピードの出しすぎに気を付けて、
安全運転で通行してください
◆連絡・問合せ先／役場農林振興課農
林整備室緯87―0526

県内では春先から毎日のように熊の
目撃情報がマスコミを通じ報道され、
中津川地区では５月に人身被害まで発
生しました。それ以降、本町では熊の
目撃情報がありませんでしたが、７月
11日に小白川（野山地区）で目撃され
ました。最近はエサを求めて人里まで
下りてきているようです。特に山の近
くや朝夕などの外出時は注意が必要で
す。山には決して一人で入らず、複数
人で音の出るものを携行してください。
◆連絡・問合せ先／役場農林振興課農
林整備室緯87―0526

がんに関する治療や検査、療養、痛
み、医療費などの患者さんやご家族の
不安や心配事に専任相談員の看護師が、
対面相談または電話相談で対応します。
◆受付時間／８：30～17：00
※土日祝日を除く
◆相談場所・問合せ先／山形大学医学
部附属病院がん患者相談室緯023―
628―5159

林道飯豊桧枝岐線
通行止め解除

全国一斉こころの健康相談
統一ダイヤル 県営住宅「飯豊アパート」

10月上旬の入居募集

借金に関する相談窓口
「患者と共に取り組む医療安全」

公開フォーラム（無料）

熊に注意！

山形大学医学部附属病院
「がん患者相談室」
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８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 店土1572－2191佐 藤 管 工 業土１
75－2086髙 橋 工 務 店日1672－2191佐 藤 管 工 業日２
72－2191佐 藤 管 工 業土2275－2086髙 橋 工 務 店土８
72－2191佐 藤 管 工 業日2375－2086髙 橋 工 務 店日９
75－2086髙 橋 工 務 店土2972－2191佐 藤 管 工 業木13
75－2086髙 橋 工 務 店日3072－2191佐 藤 管 工 業金14

夏は気のゆるみや疲れから車や水の
事故が多く、夏休みなどで気持ちが開
放的になり非行や犯罪が多くなる傾向
にあります。安全な町を創りましょう。
◆期間／７月21日㈫～８月20日㈭
◆重点
斬青少年の健全育成といじめ・非行防止
斬子どもと高齢者の交通事故防止・飲
酒運転の撲滅

斬海・山・川での事故防止
斬身近な犯罪などの防止
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯87―0514、町民総合センター「あ
～す」内生涯学習振興室緯72―3111

山形県警では来春採用の警察官を募
集しています。長井警察署では下記日
程でオープンガイダンスを行います。
◆日時／８月１日㈯９：00～12：00
◆集合場所／長井警察署
◆対象者／警察の仕事に興味がある
中・高・大学生とその保護者、学校
の進路指導教師
◆内容／警察の業務概要説明、採用概
要説明、庁舎見学、鑑識業務体験、
若手警察官との対話会
◆申込期限／７月30日㈭
◆申込・問合せ先／長井警察署緯84―
0110

危険物取扱者と消防設備士は、消防
法令の規定で、免状交付の日から10年
以内ごとに写真の書き換えが必要です。
写真の書き換えをされていない方は
速やかに手続きください。
◆問合せ先／㈶消防試験研究センター
山形県支部緯023―631―0761

長井警察署
オープンガイダンス

詳細は問い合わせください。
◆募集職種／助産師、看護師、診療放
射線技師、理学療法士、上級行政職
◆試験期日／９月20日㈰
◆試験会場／公立置賜総合病院
◆受付期限／８月14日㈮
◆試験案内配布・問合せ先／置賜広域
病院組合事務局緯0238―46―5000

◆日時／８月１日㈯13：00～14：30
◆会場／伝国の杜（米沢市）
◆内容
斬講演「21世紀の農村？のゆくえ」：
講演者は神奈川大学教授安室知氏

斬パネルディスカッション：パネリス
トは神奈川大学教授佐野賢治氏、渡
部務氏、高橋義郎氏、星寛治氏、飯
豊町長後藤幸平氏
◆会費／500円（資料代）
◆問合せ先／公益財団法人農村文化研
究所緯37―5362

水温が高くなるとコイヘルペスウイ
ルス病が発生する可能性があります。
まん延を防ぐためコイの大量死や異常
を発見した場合には下記に連絡をお願
いします。
◆通報・問合せ先／置賜総合支庁農業振
興課緯0238―26―6000

◆日時／８月22日㈯13：30～15：30
◆場所／「あ～す」２階会議室
◆説明種目／自衛官候補生、一般曹候
補生、航空学生（パイロット）など
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所
緯0238―23―0011

置賜広域病院組合
職員採用試験

コイヘルペスウイルス病の
まん延防止

◆日時／８月15日㈯
受付９：00～、開式10：00～
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆対象者／平成６年４月２日～平成７
年４月１日までに生まれた方で、飯
豊町に住民登録をしている方および
飯豊町の成人式に参加を希望する方
◆問合せ先／町民総合センター「あ～
す」内生涯学習振興室緯72―3111

置賜広域病院組合では、地域の皆さ
んとのふれあいを深め、皆さんの健康
的な生活を支えるため、おきびょう夏
フェス2015を開催します。
◆日時／８月８日㈯13：00～17：00
◆会場／公立置賜総合病院
◆入場料／無料
◆内容／骨密度や血管年齢などの健康
測定、肩こり・腰痛体操、中学生に
よるオープニングコンサート、働く
車大集合など
◆問合せ先／置賜広域病院組合総務企
画課企画係緯0238―46―5000

◆対象者／パソコンに興味のある方
◆定員／15名（最少実施定員10名）
◆受講料／6,000円（テキスト代込み）
◆会場／長井高等職業訓練校
◆申込期限／開講前日まで
◆内容・日程
斬ワード初級・中級、9:00～12:10
8月18・20・21・24・25・27・28日

斬エクセル初級・中級、18:30～21:10
8月19・20・21・26・27・28日、
9月２・3・7日

◆申込・問合せ先／長井高等職業訓練
校緯84―1924

平成27年度飯豊町成人式

おきびょう夏フェス2015

“明るいやまがた”
夏の安全県民運動

農村文化ゼミナール

自衛官採用制度説明会

長井高等職業訓練校
パソコン講座（初級・中級）

危険物取扱者・消防設備士
の免状をお持ちの方へ



●【お知らせ版】広報いいで 2015/7/23

８月１日に「後期高齢者医療被保険者証」が更新され、
色は「うす茶色」から「うす緑色」になります。
今月下旬に、75歳以上の方などの対

象者に新しい被保険者証を緑色の封筒
に入れて送付します。届きましたら記載
内容を確認し、台紙からはがして８月１
日からお使いください。
現在お使いの被保険者証（うす茶色）
は８月１日以降は使用できませんので、
各自で破棄をお願いします。

８月１日から「国民健康保険高齢受給者証」が更新
され、色は「クリーム色」から「うす緑色」になりま
す。
今月下旬に、国民健康保険に加入している70～74歳

の方に高齢受給者証（うす緑色）を送付します。届き
ましたら記載内容を確認し、台紙からはがして８月１
日から保険証と一緒にお使いください。
現在お使いの高齢受給者証（クリーム色）は８月１

日以降は使用できませんので、各自で破棄をお願いし
ます。
《医療機関での窓口負担割合》
一定の所得がある方：３割負担
昭和19年４月２日以降に生まれた方：２割負担
昭和19年４月１日以前に生まれた方：１割負担

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

新しい後期高齢者医療被保険者証を
お送りします

新しい国民健康保険高齢受給者証を
お送りします

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

「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方を
募集しています。この夏を機に、音楽などの活動に触れ
てみませんか。興味のある方は「あ～す」までお気軽に
ご連絡ください。
★「あ～す」イベント企画推進スタッフ／イベントの
企画推進

★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体
★めざみキッズ＋！／創作ミュージカル活動団体

プラス

★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
★ゆりコーラス／女声合唱団
★プロージット／男声合唱団
★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団

「あ～す」図書室には、親子で楽しめる夏にぴったり
の絵本がたくさんそろっています。また、自由研究に役
立つ図鑑や読書感想文コンクールの全国課題図書、Ｙ
ＢＣ指定図書などたくさんの本があります。
どんな本があるかわからない場合は、カウンター窓
口にお気軽に問い合わせください。
平日は18時まで（土・日曜日は17時まで）開館してい

ますので、ぜひご利用ください。

夏休みは図書室に行こう！

音楽にかかわる活動団体
メンバー募集



●

つばき保育園 健康福祉センター
健康福祉課

町社会福祉
協議会

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

○保健所／米沢市金池３丁目1-26
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

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／８月20日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／８月19日㈬ 10：00～
◆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

【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。夏本
番を迎える前に、らくらく筋トレで健
康・元気にすごせる体づくりをしま
しょう。

焔対象者／おおむね60歳から
（初めての方は事前にご連絡下さい）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔料金／１回200円
焔開催日時／毎週月・火・木・金曜日
９：00～12：00 13：00～16：30
（祝日は休館となります）

●会場／町社会福祉協議会建物内

◆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 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

エネルギー消費が増大する夏。家庭や地域などから幅広
い省エネ・節電の取り組みが求められます。東北電力管内
の今夏の電力需給見通しは、平成22年度夏季並みの猛暑と
なった場合でも、電力の安定供給に最低必要な電力は確保
できる見通しです。ただし、節電を見込んだ見通しのため、
皆さんの省エネ・節電への取り組みが必要です。

●家庭でできる省エネ・節電の例 ( )は節電効果
・照明（５灯分）の点灯時間を１時間減らす（△0.7%）
・テレビを見る時間を１時間減らす（△0.5%）
・エアコンの冷房時間を１時間減らす（△1.8%）
・エアコンの設定温度を27℃から28℃にする（△0.9%）

・冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にする（△1.8%）
・冷蔵庫にものを詰めすぎない（△1.3%）
・グリーンカーテン（ガラス窓、南側8㎡）を植える（△1.8%）
※高齢者や小さなお子さんのいる家庭での冷房などの室温
管理の節電は、無理のない取り組みをお願いします
※節電効果(１日当たりの削減率の目安)は、一般家庭の１
カ月当たりの電気使用量を280kWhと想定しています
●町では、住宅用太陽光発電設備やペレットストーブを設
置する方へ補助金を交付しています。
・太陽光発電／住民税務課生活環境室緯87-0514
・ペレットストーブ／農林振興課農林整備室緯87-0526
●問合せ先／住民税務課生活環境室緯87-0514

家 族 団 ら ん 、 笑 顔 で 省 エ ネ住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

夏の省エネ県民運動実施中

あ～す
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問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338笹巻き作り９：00～（中部地区公民館）

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土1

日2
認定農業者審査会13：30～（役場）月3
キララ☆スピードミントンナイト19：30～（スポーツセンター）火4
西部地区公民館運営委員会・分館連合同研修８：00～（未定）
おはなし広場10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室19：00～（中部地区公民館）

水5

総合検診７：30～（中部地区公民館）
中津川っ子チャレンジクラブ ９：30～（中津川地区公民館）
親子エクササイズ教室10：00～（こどもみらい館）
飯豊町議会臨時会（初議会）10：00～（議場）
キララ☆ピラティス教室19：00～（中津川地区公民館）

木6

総合検診７：30～（中部地区公民館）
食彩しろつばき ９：30～（いいで旅館）
みんなの集い10：30～（こどもみらい館）
心配・人権相談13：00～（白椿地区公民館）

金7

キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）土8

中部地区子ども夏祭り10：00～（中部地区公民館）日9
人間ドック７：00～（南陽検診センター）月10
キララ☆エアロビクス教室19：00～（西部地区公民館）火11
キララ☆陸上クラブ19：30～（スポーツセンター前集合）水12
キララ☆ピラティス教室18：30～（中部地区公民館）木13
BONふぇす 19：00～（旧中津川小中学校）
添川温泉ふるさと祭り13：30～（しらさぎ荘前広場）金14

成人式 10：00～（あ～す）土15
日16
レディース検診13：15～（南陽検診センター）月17
人間ドック７：00～（南陽検診センター）
第2回食生活改善推進員養成講座９：30～（健康福祉センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）

火18

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水19

親子エクササイズ教室10：00～（こどもみらい館）木20
栄養士さん指導10：15～（こどもみらい館）
心配・行政相談13：00～（白椿地区公民館）金21
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター体育館）土22

食彩しろつばき９：30～（いいで旅館）日23
総合検診７：30～（健康福祉センター）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）月24
総合検診７：30～（健康福祉センター）
結核検診（単独）７：30～（小白川公民館）
飯豊町農業委員会総会８：30～（委員会室）

火25

かんがるー広場10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室19：30～（東部地区公民館）

水26

親子エクササイズ教室10：00～（こどもみらい館）木27
ほのぼの講座10：30～（こどもみらい館）金28
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター体育館）土29
西部地区スポーツレクリエーション大会8：00～（手ノ子小学校）
白椿地区レクリエーション大会 ８：30～（白椿地区公民館）
安心・安全いいでふれあいコンサート10:30～（中部地区公民館）

日30

月31

８月

４カ月・９カ月児健診
司日時／８月７日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年３月生まれ

９カ月児／平成26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
３歳児健診

司日時／８月27日㈭13：00までおいでください
司対象者／平成24年１月・２月・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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

司日時／８月20日㈭13：00までおいでください
司対象者／①平成24年９月生まれ
②平成25年４月・５月・９月生まれ
③平成26年４月・５月・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、健
診料金500円

司期日／８月10日㈪・24日㈪
司時間／９：00～11：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／８月５日㈬ ８：50～15：30
司対象者／平成27年12月・28年１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、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

１歳６カ月児健診
司日時／９月24日㈭13：00までおいでください
司対象者／①平成25年12月生まれ

②平成26年１月・２月生まれ
幼児歯科健診

司日時／９月17日㈭13：00までおいでください
司対象者／①平成24年６月・７月生まれ

②平成25年１月・６月・７月生まれ

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）

電話番号担当歯科医院期日
0238－47－2075南陽 竹田歯科医院８月２日㈰
0238－21－5838米沢 仁科歯科医院８月９日㈰

83－3650長井 村上歯科クリニック８月13日㈭
0238－47－2888南陽 佐藤歯科クリニック８月14日㈮
0238－40－8600米沢 くまの歯科医院８月15日㈯
0238－47－6222南陽 高橋歯科医院８月16日㈰
0238－23－1538米沢 伊藤歯科医院８月23日㈰
0238－52－0117高畠 八木歯科医院８月30日㈰

休日歯科診療担当医院

９月の乳幼児健診日程

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。 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。


