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お　知　ら　せ　版

忘れずに申告の手続きを！
～最終提出は平成28年２月１日㈪です～

　農業者や事業者の皆さんの償却資産申告を右記の
日程で行ないます。最寄の会場でお手続きください。
都合がつかない場合は、直接、役場住民税務課税務
室までお越しください。
　昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有された方については、
申告書を送付しますので、ご連絡ください。
　対象となる償却資産とは、平成28年１月１日現在

で所有し、事業用に使用している機械
装置や構築物などで、取得価格が10万
円以上で耐用年数が１年以上のもの
です。ただし、自動車税や軽自動車税
が課税されているもの（乗用田植機、

償 却 資 産 の 申 告 の ご 案 内農業者・事業者の皆さんへ

トラクター、コンバイン、ホイルローダなど）は除
かれます。
※申告書控は、２月からの町県民税の申告相談に必
ずご持参ください

◆持ち物／①償却資産申告書用紙　②細目一覧表
　　　　　③種類別明細書（増加があった場合）
　　　　　④はんこ　⑤取得した償却資産の領収書
◆問合せ先／役場住民税務課税務室緯87―0513

　昨年末から全国的にＲＳウイルス感染症が流行し、
また今年に入ってから県内では、Ａ群溶血性連鎖球
菌 咽頭 炎（溶連菌感染症）、
いんとう

 咽頭 結膜熱（プール熱）、伝
いんとう

染性紅斑（りんご病）が流行しています。
　これらの感染症は子どもに多くみられ、特にＲＳ
ウイルス感染症では、１歳未満の赤ちゃんで重症化
する可能性が高くなっています。今後、
インフルエンザや感染性胃腸炎が流行
する可能性もあり、今年の冬は、さま
ざまな感染症に注意が必要です。

◆感染症から身を守る、うつさないためのポイント
　喰こまめな手洗い、うがい
　喰マスクの着用
　喰十分な睡眠とバランスのよい食事
　喰人ごみを避ける
　冬休みや年末年始はとくに旅行や帰省のため、人
の流れが多くなり、感染症にかかる機会も増えてき
ますので、しっかりとした予防を心がけましょう。
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

感染症に注意しましょう！

会　　　場受 付 時 間期　日
西部地区公民館  9：30～11：30

１月６日㈬
中津川地区公民館13：30～15：30

東部地区公民館  9：30～11：30
1月７日㈭

白椿地区公民館13：30～15：30

中部地区公民館  9：30～11：301月８日㈮

◆償却資産申告日程表

町関係機関年末年始休業のお知らせ
下記の日程で年末年始休業となります。
◆12月29日㈫～１月３日㈰／役場、国民健康保険 
　診療所（中津川診療所含む）
※各地区公民館施設は12月26日㈯～１月４日㈪が
　休館です。（中部地区公民館は12月29日㈫～）
　この期間以外は予約により利用可能です。

◆出生・死亡・婚姻などの戸籍事務の受付
　日直者が８：30～17：00の間に行います。役場
　庁舎南側の玄関からお入りください。
　そのほかの時間帯は、消防署飯豊分署で受け付けて
　います。事前に電話で確認ください。（緯72―2222）
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国保税
煙納期限／２月１日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513１月

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。

暮 ら し の 相 談 １月
日時：15日㈮、29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：15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

　町ではこれまでも創業に関する相談業
務を行ってきましたが、今後商工会や金
融機関などとより連携を密にしながら創
業をお考えの方のあらゆる相談に適切に
対応するため「ワンストップ創業相談窓
口」を設置いたしました。関係機関と連
携し万全の体制で創業までサポートさせ
ていただきますのでお気軽にご相談くだ
さい。
◆時間／役場開庁日９：00～17：00
◆場所／役場商工観光課内
◆窓口の役割
焔相談内容の聞き取り
焔アドバイスおよび各種情報提供（各種
セミナー・補助事業など）
焔必要に応じ関係機関（商工会・金融機
関など）にお繋ぎします。
焔関係機関と連携し創業後のフォローも
行います。
◆問合せ先／役場商工観光課産業連携室
☎87―0523

　110番通報は、県内のどこからかけて
も「山形県警察本部通信指令室」につな
がります。そして、県内の警察署に直ち
に指令が行きます。指令室では下記「通
報ポイント」を順序立ててお聞きします
ので、落ち着いてお答えください。
◆通報ポイント／何があったか、どこで
あったか、いつあったか、犯人（相手）
は、あなたの住所・氏名・電話番号
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

　食生活改善推進員と一緒に野菜たっぷ
りの減塩料理を作ってみませんか？
◆日時／１月26日㈫９：30～13：30
◆場所／健康福祉センター
◆参加費／無料
◆申込期限／１月19日㈫
◆申込・問合せ先／町健康福祉課健康医
療室☎86―2338

１月10日は110番の日

体が元気になる健康教室

創業に関する相談窓口
　利子補給制度がある教育ローンです。
卒業後、県内に就職・就業すると、元金
300万円を限度に年2.0％の利子補給を
受けることができます。
◆対象者／下記の両方を満たす方
焔県内に居住または勤務されている方
焔原則20歳以上、勤続年数１年以上、前
年の税込年収が150万円以上の方

◆使いみち／入学金や授業料、仕送りな
ど、本人や親族の方の教育費用

◆融資限度額／最高1,000万円
◆融資期間／最長10年
◆金利（固定）／年2.5％ ～ 3.65％
※金利は融資期間などにより異なります
※上記金利は平成28年３月末日まで
◆担保・保証／担保不要・別途保証料必要
◆申込・問合せ先
　東北労働金庫長井支店☎84―1100

　放送大学はテレビなどの放送や、イン
ターネットを利用して授業を行う通信制
の大学です。働きながら学んで大学を卒
業したい、学びを楽しみたいなど、さま
ざまな目的で幅広い世代、職業の方が学
んでいます。
◆出願期限／３月20日㈰
◆出願・問合せ先／放送大学山形学習セ
ンター緯023―644―8836  

　「雪国やまがた」の地域特性を生かしな
がら、雪国の伝統・文化の継承や創造、
雪の利活用、雪を克服する活動など、雪
国の住みよい暮らしづくりに貢献してい
る県内の個人・団体を募集しています。
◆応募対象
　雪に関して積極的な取り組みを行って
いる団体または個人 

◆募集期限／１月13日㈬
◆応募・問合せ先
　やまがたゆきみらい推進機構事務局
　緯0237―47―8609

ふるさと奨学ローン

放送大学
平成28年４月入学生募集

やまがたゆきみらい大賞
候補募集

　やまがた緑環境税を活用した森づくり
活動の報告会を開催します。また、会場
では東北芸術工科大学デザイン工学部専
任講師「渡部桂氏」を招いての講演会や、
森づくり活動の状況を紹介したポスター
展示および発表を行います。
◆日時／１月23日㈯12：30～16：00
◆場所／高畠町文化ホール“まほら”　
◆参加費／無料
◆問合せ先／置賜総合支庁森林整備課
　緯0238―35―9053

　やまがた緑環境税で支援する平成28
年度の県民参加による森づくり活動を募
集します。ただし、補助事業の実施につ
いては、平成28年度の予算成立が前提と
なりますのでご了承願います。
◆募集期間／１月４日㈪～２月８日㈪
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農林
整備室緯87―0526、置賜総合支庁森林
整備課緯0238―35―9053

◆出願資格／中学校もしくは高等学校を
卒業した方（３月卒業見込みを含む）

◆受付期間／１月25日㈪～２月10日㈬
◆試験日／２月19日㈮
◆募集人数／５名
◆出願方法／下記に志願書を請求のうえ、
郵送または持参にてお申し込み

◆提出・問合せ先／山形県立山形職業能
力開発専門校緯023―644―9227

　毎年、雪のシーズンになると除雪機に
よる事故が発生します。除雪機を使う際
には正しく安全に作業を行ってください。
安全装置を外すことは大変危険です。絶
対にしないでください。詰まった雪を除
去する際はエンジンを停止させましょう。
◆問合せ先／（一社）日本農業機械工業内
除雪機安全協議会緯03―3433―0415

置賜地域森づくりセミナー
＆活動報告会

県立山形職業能力開発専門
校生２次募集

みどり環境公募事業を募集

歩行型除雪機による
事故を防ごう
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１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1772－2191佐 藤 管 工 業金１
72－2191佐 藤 管 工 業土2375－2086髙 橋 工 務 店土２
75－2086髙 橋 工 務 店日2475－2086髙 橋 工 務 店日３
75－2086髙 橋 工 務 店土3072－2191佐 藤 管 工 業土９
72－2191佐 藤 管 工 業日3172－2191佐 藤 管 工 業日10

75－2086髙 橋 工 務 店月11
75－2086髙 橋 工 務 店土16

◆日時／１月15日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生活
環境室緯87―0514

◆日時／１月８日㈮ 13：30～
◆場所／あ～す
◆内容／呑百笑燦塾主宰井上太氏の講演
会。演題「地域の融和と絆は笑いから」

◆申込期限／１月５日㈫
◆申込・問合せ先
　役場議会事務局緯87―0527

　農林水産加工品や工芸品などの開発や
改良、販売促進などを行う町内の団体や
個人に対し、費用の一部を助成します。
◆対象経費・補助額
焔原材料費、加工費、消耗品、印刷製本
費、機械器具の購入・レンタル料、広
告宣伝費、成分分析費用など

・対象経費の確以内、上限50万円
焔講師謝金、研修旅費など
・対象経費以内、上限15万円
◆助成の主な条件
焔町税などの完納
焔実績報告書提出時に試作品などの提出
◆申込方法／下記で配布する申請書に必
要事項を記載して１月１５日㈮まで提出
◆申込・問合せ先／役場商工観光課産業
連携室☎87―0523

　「日本で最も美しい村」連合の2016年
版カレンダーを先着15名に無料で差し
上げます。役場まで受け取りに来てくだ
さる方に限ります。
◆申込・問合せ先／役場総務企画課総合
政策室緯87―0521

特産品開発費の一部を
助成します

「日本で最も美しい村」
カレンダーを差し上げます

飯豊町議会主催
「自主研修会」

　事前に予約の上お気軽に相談ください。
◆日時／１月13日㈬ 9：30～12：30
※30分刻みでの予約になります
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期間／１月４日㈪～８日㈮
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

　いいで“Ｆｕｎ”Ｃｌｕｂ会長のダニ
エル・カール氏が来町され、地元のおい
しい料理を囲み、飯豊町の魅力について
語り合います。皆さんの参加をお待ちし
ています。
◆日時／１月１０日㈰18：00～
◆場所／しらさぎ荘
◆会費／一人5,000円
◆申込期限／１月６日㈬
◆申込・問合せ先／役場商工観光課観光
交流室緯87―0523

　山形大学小山学長をお招きして新春記
念講演会を開催します。せっかくの機会
です、ご参加ください。
◆日時／１月15日㈮13：30～14：40
◆場所／あ～す
◆講師／国立大学法人山形大学小山清人
学長

◆申込・入場料／申込不要・入場無料
◆問合せ先／役場商工観光課産業連携室
☎87―0523

◆募集人員／48名程度
◆募集期限／１月29日㈮
◆任期／２年間
◆内容／アンケートへの回答や現地見学
会、各種会議への参加など

◆申込・問合せ先／東北森林管理局企画
調整課林政推進係☎018―836―2228

1月の年金相談
（年金事務所出張相談）

いいで“Ｆｕｎ”Ｃｌｕｂ
の集い開催

新春記念講演会のご案内

　県が指定する条件悪地での支障木の伐
採・利用経費の一部を補助します。詳細
は、県のホームページ（地域情報／置賜
総合支庁／総合支庁からのお知らせ）を、
ご覧ください。
◆対象者／自ら支障木を伐採・利用する
方（団体・企業など）
◆対象河川／荒川（小国町驚地内）、置
賜野川（長井市平山地内）
◆申込期限／１月29日㈮
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁西置賜
河川砂防課ダム管理担当緯88―8246

　臨時福祉給付金の申請を受付していま
す。申請期限は平成28年２月３日㈬です。
未申請の方はお早めに手続きください。
◆支給対象者／下記の両方を満たす方
・平成27年１月１日に町に住民票がある方
・平成27年度分の町民税（均等割）が課
税されていない方（ご自身を扶養してい
る方が課税されている場合、生活保護の
受給者になっている場合は、対象外）
◆支給額／支給対象者一人につき６千円
◆申請・問合せ先
　町健康福祉課緯86―2233　

◆対象者／次のすべてに該当する方
焔町内に住所があり、がんと診断されて
抗がん剤治療を行っている方
焔抗がん剤使用による脱毛のため就労や
社会参加などに支障があり（支障がで
る恐れがある）、ウィッグが必要となっ
ている方
焔ほかに助成を受けていない方
◆対象経費／今年度中の医療用ウィッグ
購入経費
◆助成額／１万円または、購入経費の殻
の額のいずれか低い額
◆申請期限／３月31日㈭
◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医
療室☎86―2338　

河川の支障木を
利用しませんか！

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？

医療用ウィッグの購入費用
を助成します

平成28・29年度の
国有林モニターの募集

無料法律相談開催
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◆問合せ先／役場住民税務課税務室　☎87－0513

平成28年度から軽自動車税が変わります
◆原動機付自転車や125cc以上のバイクなどの車両

◆三輪以上の軽自動車

ア電気自動車など
イ乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準+20％達成車
　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準+35％達成車
ウ乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準達成車
　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準+15％達成車

グリーン化特例（軽課税率・平成28年度のみ）
車　種　区　分

ウ約25％軽減イ約50％軽減ア約75％軽減
3,000 2,000 1,000 軽　三　輪
5,200 3,500 1,800 営業用

乗用
四輪以上

8,100 5,400 2,700 自家用
2,900 1,900 1,000 営業用

貨物
3,800 2,500 1,300 自家用

　 新 車新規登録年月により、①現行税率と同じ、②新税率、③重課税率のいずれかの税率になります。
※

　※自動車検査証の「初度検査年月」

■グリーン化特例について（軽課税率・平成28年度のみ）
　平成27年度中に新車新規登録をした一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能
に応じて平成28年度の軽自動車税を軽減する特例です。

平成28年度から現　行車種区分
2,000 1,000 50cc以下

原動機付自転車
2,000 1,200 50cc超90cc以下
2,400 1,600 90cc超125cc以下
3,700 2,500 ミニカー
2,400 1,600 農耕作業用

小型特殊自動車
5,900 4,700 その他
3,600 2,400 軽二輪（125cc超250cc以下）
6,000 4,000 二輪の小型自動車（250cc超）
3,600 2,400 もっぱら雪上を走行するもの

単位：円

単位：円

平成28年度から現　行

車　種　区　分
③重課税率②新税率①現行税率と同じ平成27年３月31日

以前に
新車新規登録した車

新車新規登録後
13年超の車

平成27年４月１日
以後に

新車新規登録した車

平成27年３月31日
以前に

新車新規登録した車
4,600 3,900 3,100 3,100 軽　三　輪
8,200 6,900 5,500 5,500 営業用

乗用
四輪以上

12,900 10,800 7,200 7,200 自家用
4,500  3,800 3,000 3,000 営業用

貨物
6,000 5,000 4,000 4,000 自家用

単位：円
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◆予約・問合せ先／住民税務課住民室緯87―0511

※12月29日㈫～１月３日㈰は年末年始休業のため、この間の延長窓口も休みとなります。

日中役場へお越しいただくことが難しい方や、休日に戸籍届出をされたい方への窓口のご案内です。

窓口延長・戸籍届出の時間外受付について

●戸籍届出の時間外受付
　閉庁している時間にも戸籍届書を提出していただ
けます。　戸籍届出のみの取扱いです。
焔土日祝日などの閉庁日（８：30～17：00）
　受付場所：役場日直室（役場裏南側入口）
焔土日祝日などの閉庁日で上記時間外・平日の開庁
時間外

　受付場所：消防署飯豊分署（萩生617番地）
※死亡届出の場合、火葬埋葬許可証は消防署飯豊分
署では発行しておりませんので、後日お手続きが必
要です。

●窓口延長
　予約が必要です。
焔延長日／月曜日と金曜日。
※月曜日が祝日のときは次の開庁日、金曜日が祝日
のときは前の開庁日

焔延長時間／18：30まで
焔予約の受付期間／１週間前から
当日13：00まで

焔取扱い業務／証明書発行、住民異
動、戸籍関係、保険・年金、税関
係など

※詳細は予約の際確認ください

◆職種
焔役場・町民総合センターほか
　一般事務助手…若干名
　交通安全専門指導員…１名
　運転手…３名
焔町内小中学校
　学校技術員…４名
　児童生徒自立支援員…１名
　学校支援員…６名
◆受付期間／１月５日㈫～22日㈮
※郵送の場合は、22日必着のこと
◆受付時間／８：30～17：15
※土・日・祝日を除く
◆応募資格
焔性別・住所は問いません。秘密保
持や公平公正な事務を行える方
焔運転手は大型自動車運転免許を所
持している方
焔学校支援員は業務内容が、児童生
徒への学習活動支援や補助業務お

よび学校図書館の司書業務となる
　ため、教員、保育士免許所持者お
よび図書館司書資格所持者、ケー
スワーカーや各種相談業務経験者
を優遇します

◆決定方法
　２月上旬に実施する面接および書
類選考の上、決定します

◆申込書の請求
　申込書は、役場総務企画課行政管
理室で交付します。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（角型２号）
を必ず同封し、請求ください

※申込書は町ホームページからも入
手可能です

◆申込方法
　申込書に必要事項を記入し、履歴
書を同封の上、総務企画課行政管
理室へ提出してください

◆雇用の通知
　原則平成28年４月から１年間以
内の雇用とします。雇用通知は、

雇用する方へ３月上旬までに通知
します
◆勤務条件
◇賃金／職種や前歴などにより決定
・一般事務助手
　　日額5,800～6,000円
・交通安全専門指導員
　　日額6,500円
・運転手
　　日額7,000～7,500円
・学校技術員
　　日額7,000～7,500円
・児童生徒自立支援員
　　6,000円
・学校支援員
　　6,000円
◇休日／土・日・祝日
◇その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込・問合せ先
　〒999-0696
　飯豊町大字椿2888番地
　役場総務企画課行政管理室
　緯87―0520

平成28年度町臨時職員募集・

雇用予定者登録のご案内
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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

　年末年始の「あ～す」休館日は以下のとおりにな
ります。「あ～す」休館日には図書室も閉館となりま
す。ご理解とご協力をお願いします。
◆休館日
　12月28日㈪～平成28年１月４日㈪

年末年始の「あ～す」休館日について

　２月１日㈪から２月８日㈪までの間、蔵書点検作
業のため、「あ～す」図書室が臨時休館となります。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
　お手元に貸出期限の過ぎた図書をお持ちの場合は、
速やかに返却してください。

「あ～す」図書室の臨時休館のお知らせ

【事例１】
「マイナンバー制度の導入にともない、個人情報
を調査中である」と言って自宅に訪れた女性から
資産や保険の契約状況などを聞かれた。
（60歳代 女性）

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意！

【事例２】
　若い男性から「みんなマイナンバーの手続きをし
　ているが、あなたは手続きしたか」との電話あっ
　た。「まだしていない」と答えると、「早く手続き
　をしないと刑事問題になるかもしれない」などと
　脅された。
（70歳代 男性）

◇問合せ先／役場住民税務課住民室☎87―0511　生活環境室（消費生活相談窓口）☎87―0513

※年末年始や臨時休館日を含め、
　図書室閉館日に図書を返却す
　る場合は、正面玄関向かって
　右側奥の「図書返却口」をご
　利用ください

興マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、訪問の申し出があっても断ってく
　ださい。
興マイナンバー制度関連であることをかたったメールが送られてきても、安易にアクセスし
　たり相手に連絡を取ったりしないでください。
興マイナンバー制度関連の手続きなどで、国や町、そのほかの公的機関の職員が家族構成、
　資産や年金、保険の状況、口座番号を聞くことはありません。
興個人番号カードの発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはありません。
　カードの取得は無料であり、個人番号カードの交付申請も義務ではありません。
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　　　　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／１月14日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／１月20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

置賜保健所

冬道も安心ニコニコ 「ほほえみカー」のススメ
住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

９月に１台をリニューアルしました
予約先／ほほえみカー予約
　センター緯86-2220
問合せ・登録先／飯豊町社会
　福祉協議会緯72-3353

●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。活動量が減る冬に向けて、体
を鍛えることができます。この機会に、
楽しく手軽にできるトレーニングを始
めてみませんか？

◇対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
◇場所／町社会福祉協議会建物内
◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30　
※12月29日～１月３日まで年末年始休館
◇料金／１回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル
◇申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86―2555
・町健康福祉課福祉室　緯86―2233

残利用者の声・運動の成果
・70代男性（週２回ペースで7年目）
　筋肉量が増加し基礎代謝もアップ！
家ではできないので定期的に利用し
自分のために励んでいます。

・70代女性(週２回ペースで６カ月目）
　体重と脂肪量が減って健康体に！階
段を下りるときに手すりがなければ
困難だったのに、今は上り下りが楽
になりました。

残会場

町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

あ～す
町社会福祉
　協議会　

つばき
保育園

健康福祉
センター

　冬到来。積雪や路面の凍結で、危険いっ
ぱいの冬道。そこで、冬道の運転が不安な
方や自動車を運転しない方には、「ほほえみ
カー」のご利用をお勧めします。
　「ほほえみカー」は、乗合いタクシーによ
る送迎サービスで、町社会福祉協議会が運
営します。町内全域や長井エリアを低料金
で全町民の方が利用でき、お買物や通院時
の足となって自宅と目的地を送迎してくれ
る便利な交通手段です。登録・ご予約は、
電話１本のみです。

　さらに、お得な利用回数券や、商工会ほ
ほえみカー事業加盟店ご利用の帰りに使用
できる無料券進呈（往復ご利用の場合に限
り）のサービスもあります。ご不明な点や
ご利用の際は、お気軽に下記までご連絡く
ださい。
★町では運転免許証を自主返納された方に、
返納時に「ほほえみカー回数券」を無料
配布しています。

★３月末まで、公立置賜総合病院からお帰
りの際は、予約なしで乗車できる試験運
行を行っています。
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金1
めざみの里書初め大会 10：00～（物産館）土2

日3
官公庁御用始め月4
道の駅「いいで」外国人案内所・免税店模擬研修会 11：00～（物産館）火5
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）水6

木7
町スキー指導者講習会 18：00～（手ノ子スキー場）金8
どんでん平スノーパークＯＰＥＮ 10：00～（ゆり園）
千倉・飯豊子ども交歓会 13：00～（中部地区公民館ほか）～11日
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土9

キララ☆親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
消防出初式 10：00～（あ～す）
西部スキー教室開講式 13：30～（手ノ子スキー場）
いいでＦｕｎＣｌｕｂの集い 18：00～（しらさぎ荘）

日10

月11
秋桜倶楽部役員会 19：00～（白椿地区公民館）火12
年金相談 ９：30～（役場）
糖尿病になんてならないぞ！教室③ ９：30～（健康福祉センター）
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13

木14
だんご飾り 10：00～（こどもみらい館）
飯豊町起業支援施設竣工式 10：00～（萩生地内）
心配ごと・行政・法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
新春記念講演会 13：30～（あーす）
新春賀詞交換会 15：30～（いいで旅館）

金15

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆ヒップホップ教室 18：00～（中部地区公民館）土16

スキー子どもの日 ９：00～（手ノ子スキー場）
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）

日17

月18
運動入門講座 14：00～（健康福祉センター）
いちごクラブ役員会 19：00～（白椿地区公民館）火19

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）水20

ほのぼの講座 10：30～（こどもみらい館）木21
金22
キララ☆ヒップホップ教室 18：00～（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23

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
手ノ子スキー場感謝デー 11：30～（手ノ子スキー場）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）

日24

町農業委員会総会 15：00～（役場）月25
火26
減量大作戦！教室③ ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水27

川柳カルタ作り 18：30～（白椿地区公民館）木28
親子交通教室 10：30～（こどもみらい館） 
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
いいで黒べこ「冬の陣」第壱陣 18：30～（いいで旅館）

金29

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
いいでめざみの里新春将棋大会 9：30～（中部地区公民館）
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆ヒップホップ教室 18：00～（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30

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
川柳カルタ取り大会 10：00～（白椿地区公民館）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）
川柳大会 13：30～（白椿地区公民館）

日31

１月

　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／１月29日㈮ 　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年９月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27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、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／１月28日㈭ 　13：00までおいでください
司対象者／平成24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、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／１月21日㈭ 　13：00までおいでください
司対象者／①平成24年10月・11月・12月生まれ
　②平成25年２月・３月・８月・10月・11月生まれ
　③平成26年９月・12月生まれ
　④平成27年１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／１月12日㈫・25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／１月６日㈬ ８：50～11：40
司対象者／平成28年４月・５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、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

　１歳６カ月児健診　　
司日時／２月25日㈭ 　13：00までおいでください
司対象者／平成26年５月・６月・７月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／２月４日㈭ 　13：00までおいでください
司対象者／①平成25年４月・５月・９月・12月生まれ
　　　　　②平成26年３月・４月・10月生まれ
　　　　　③平成27年２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（２回目）

２月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－26－1182米沢 レインボー歯科医院１月１日㈮

88－2903長井　寺島歯科医院１月２日㈯
0238－22－4182米沢 プリリー歯科クリニック１月３日㈰

85－2075白鷹　五十嵐歯科医院１月10日㈰
0238－28－0820米沢 万世歯科クリニック１月11日㈪
0238－52－0464高畠　つちや歯科医院１月17日㈰
0238－23－0370米沢 鈴木歯科医院１月24日㈰
0238－47－3309南陽 斎藤歯科医院（宮内）１月31日㈰

休日歯科診療担当医院

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338
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