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保　育　園

　保護者の方が勤めていたり、家業や内職で保育でき
ない方、妊娠中や出産後間もない方、常時介護している、
災害のため保育できない方に代わって保育を行います。
纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～16：30
焔土曜日／８：30～12：00
焔延長保育／７：30～８：30、16：30～18：45
纂対象者／０歳～５歳（平成27年４月１日現在）
纂保育料／町が定める保育料
※17：30以降の延長保育には、別途延長保育料（月額
2,000円）をご負担いただきます

幼　稚　園

　小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を
行います。
纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～15：30
焔預かり保育／７：30～８：30、15：30～18：45
纂対象者／３歳～５歳（平成27年４月１日現在）
纂保育料／月額12,500円（給食費は別料金）
纂預かり保育料／朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

児　童　セ　ン　タ　ー

纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～16：00
焔延長保育／７：30～８：30、15：30～18：45
纂対象者／３歳～５歳（平成27年４月１日現在）
纂使用料／月額12,500円（給食費は別料金）
纂延長保育料／朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

募　集　定　員

　施設ごとの募集定員は、下表のとおりです。

学　童　ク　ラ　ブ

焔いいで中部学童クラブ　焔白椿学童クラブ　焔手ノ
子幼稚園学童クラブ　焔添川児童センター学童クラブ
纂対象／町内の小学校に在学する１年生から６年生で、
放課後留守家庭の児童

纂負担金／月額5,000円
纂実施時間／月曜日から金曜日の学校終了～18：45

　　　申　込　の　受　付

纂期間／10月31日㈮～11月28日㈮
纂受付場所／入園希望の幼児施設または役場子育て支援室
※備付の「認定申請書兼入所申込書」に必要事項を記
入のうえ、添付書類とともにご提出ください

　　　受　付　後　の　日　程

　保育園または幼稚園については、町から１号・２号
（３歳以上）または３号（３歳未満）の認定証が交付さ
れます。

電 話 番 号募 集 定 員施 設 名

72―206750名さ ゆ り 保 育 園

72―3625110名つ ば き 保 育 園

74―2305定員なし添川児童センター

72―224185名いいで中部幼稚園

75―220660名手 ノ 子 幼 稚 園

　平成27年４月から各幼児施設の利用を希望される方の申し込みを受け付けします。すでに入所
されている方も、改めてお申し込みください。
※平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」のスタートにより、保育園と幼稚園の入園手
続きが一部変更になります。

平成27年度幼児施設利用の
　　　　　申し込みを受け付けします

◆申込・問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯87―0518
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固定資産税・国保税
煙納期限／12月１日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―051311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 11月
日時：７日画・21日画　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：21日画　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

胸開催日時と会場

会 場開催地区期 日
白椿地区公民館椿地区11月７日画
西部地区公民館手ノ子地区

11月11日峨
小白川公民館小白川地区
東部地区公民館東部地区

11月13日牙
中津川地区公民館中津川地区
中公民館中地区

11月15日臥
中部地区公民館萩生地区
高峰多目的集会所高峰地区11月27日牙
勤労者研修センター黒沢地区11月28日画

　広く町民の皆さんへ議会活動について話し合いを
させていただく機会として「飯豊町議会  みなさんと
語る会」を開催いたします。議会に対する意見や町
政に対する提言などをお聴きし、議会活動に反映さ
せるとともに、町民に開か
れた活力ある議会を目指し
てまいります。皆さんの参
加をお待ちしています。
胸開催方法／議員を４～５
人ずつに班編成し、右表
の９会場で開催します。

開かれた議会を目指して

飯豊町議会  みなさんと語る会

胸問合せ先／役場議会事務局緯87―0527

　開催時間は、全会場19：00～21：00です。

◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ健康福祉課から

◆助成期限／平成27年１月31日㈯まで
※公立置賜総合病院での接種は、通院治療中の方
のみ対象です

◆手続方法／助成を受けるために町健康福祉課へ
おいでいただく必要はありません。住所・年齢
がわかるものを持参して医療機関で接種してく
ださい。また、生活保護世帯の方へは全額助成
を行いますので、下記まで申請ください。

　今年もインフルエンザが流行することが予想さ
れます。町では予防のひとつである予防接種につ
いて、下記の対象の方に一部費用を助成します。
◆高齢者
燕対象／焔接種時において65歳以上の方
　　　　焔60歳以上65歳未満で心機能障がいなど、
　　　　障がいが一定の基準に該当する方
燕利用できる医療機関
焔町国保診療所・中津川診療所、さゆり内科歯
科クリニック、寺嶋医院

焔町外医療機関（接種を行っているか確認して
ください）

燕助成額／1,500円
◆子ども
燕対象／接種時において満６カ月～中学３年生まで
燕助成額／１回につき2,000円
燕その他／利用できる医療機関などは対象の方に
ご案内しております

　お子さんの予防接種で受け忘れはありませんか。
冬期間は風邪が流行し、体調を崩しやすくなりま
す。母子手帳を確認し早めに接種しましょう。
　今年10月より定期の予防接種となりました水痘
の予防接種対象の方は、主治医と相談の上接種を
進めてください。

予防接種は順調ですか？
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11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1675－2086髙 橋 工 務 店土１
75－2086髙 橋 工 務 店土2272－2191佐 藤 管 工 業日２
75－2086髙 橋 工 務 店日2372－2191佐 藤 管 工 業月３
72－2191佐 藤 管 工 業月2475－2086髙 橋 工 務 店土８
72－2191佐 藤 管 工 業土2975－2086髙 橋 工 務 店日９
75－2086髙 橋 工 務 店日3072－2191佐 藤 管 工 業土15

◆日時／11月12日㈬ ９：30～12：30
◆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／11月４日㈫～10日㈪
※土日を除く
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

　検診の申し込みをされて未受診の方
に加え、申し込みをされていない方も
受けられます。下記にご連絡下さい。
◆実施日／11月29日㈯と12月６日㈯
◆受付時間／７：30～９：00
※結核検診のみの方は７：30～８：00
◆場所／健康福祉センター
◆内容／特定健康診査、胃・大腸・前
立腺・肺がん検診、結核検診
◆申込・問合せ先／健康福祉課緯86―2338

◆日時／11月28日㈮ 開宴18：30～
◆会場／ホテルフォレストいいで
◆チケット／4,000円
◆チケット購入・問合せ先
　がまの湯温泉いいで旅館緯72―3706、
白川温泉白川荘緯77―2124、飯豊め
ざみの里観光物産館緯86―3939

　９月の 御  嶽  山 の噴火により多数の登
おん たけ さん

山者が被災しました。今回の事案では、
登山計画書が提出されていないケース
が多数あり、登山者の把握が困難で
あったことが被害規模の把握などを長
期化させる要因として指摘されていま
す。登山計画書の提出をお願いします。
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

◆日時／11月15日㈯ 12：30～16：00
◆会場／公立置賜総合病院
◆内容／市民公開講座、山形大学合奏
団コンサート、健康教室、各種体験

◆問合せ先／置賜広域病院組合総務企
画課職員係緯0238―46―5000

◆募集職種と人員／介護員…２名程度
◆採用予定日／平成27年４月１日
◆受験資格／有資格者（または今年度
中に取得見込みの方）。普通自動車
免許証所有者

◆受付期限／11月10日㈪ 17：00
◆試験日／11月16日㈰ ９：00～
◆勤務先／福祉の里めざみ
◆試験案内交付・申込・問合せ先
　町社会福祉協議会事務局緯72―3353

◆日時／毎月第４火曜日 10：00～12：00
◆会場／長井市役所市民相談センター
◆問合せ先
　松山和好行政書士事務所緯87―1800

　中小企業庁と金融庁主導の下「経営
者保証に関するガイドライン」が策定
されました。
◆概要
焔法人と個人の資産・経理が明確に分
離されている場合などにおいて、個
人保証が不要となります
焔多額の個人保証を行っていても、経
営が行き詰まる前に、早めに事業再
生や廃業を決断した際に、一定の生
活費などを残せます

◆問合せ先／中小企業基盤整備機構東
北本部緯022―716―1751

◆募集職種と人員
　看護師…若干名、介護員…若干名
◆採用予定日／平成27年４月１日
◆受験資格／有資格者（または今年度
中に取得見込みの方）

◆受付期限／11月25日㈫
◆試験日／12月14日㈰
◆試験案内交付・申込・問合せ先／特別
養護老人ホームひめさゆり荘緯74―2011

　詳細はお問い合わせください。
◆勤務期間／12月上旬から３月上旬
◆申込期限／11月13日㈭
◆申込・問合せ先／町教育文化課生涯
学習振興室（あ～す内）緯72―3111

◆開催日時／２時間程度
焔11月13日㈭ 13：30～
焔11月14日㈮ ①10：00～、②13：30～
◆会場／長井市置賜生涯学習プラザ
◆その他／年末調整関係書類に不足が
ある場合は、説明会場および長井税
務署（長井市四ツ谷１丁目7―15に移
転しました）で配布します

◆問合せ先／長井税務署調査部門緯84―1810

◆相談日／予約の上ご相談ください

◆問合せ先／東北税理士会長井支部緯85―4548

相談会場電話番号担当会員11月
長井市88―9159金田和夫

10日
㈪

長井市87―0057渡邉美津夫

長井市84―2505植木英夫

長井市84―2505須貝周一
11日
㈫

長井市88―9159長澤修司

白鷹町85―0326土屋正昭

飯豊町72―2400長沼安義
12日
㈬

白鷹町85―4548海老名信乃

長井市88―9159村上俊浩

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）

検診の追加日程のお知らせ

いいでのどぶろく
新酒発表会

登山者は登山計画書を
提出しましょう

おきたま病院健康まつり

町社会福祉協議会
職員募集

県行政書士会長井支部の
無料相談会

中小企業・小規模事業の
経営者の皆様へ

社会福祉法人いいで福祉会
職員募集

町営手ノ子スキー場の
従業員を募集します

平成26年分の
所得税年末調整説明会

東北税理士会長井支部の
無料税務相談
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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

 11月30日 は「年金の日」です
いい　　みらい

　「年金の日」とは、国民一人一人が「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡ら
せていただく日です。
　この機会にぜひ、ねんきんネットをご活用ください。

「あ～す」図書室からの

お知らせ

◆平日の図書室開館時間の延長が終了します
　現在、平日は９：00から18：00まで開館している「あ～
す」図書室ですが、10月末をもって延長時間が終了い
たします。11月４日㈫より以下の開館時間になります
のでご注意ください。
◆開館時間／９：00～17：00（火曜日～日曜日）
◆休館日／月曜日・祝日・年末年始
◆問合せ先／あ～す図書室　☎72―3111

第19回“めざみの里”音楽祭のお知らせ

　音楽と郷土を愛する町民手作りのステージ“めざみの
里”音楽祭が開催されます。町内の学校や幼児施設をは
じめとして、各音楽団体により合唱や鼓笛隊の演奏など、
今回も盛りだくさんのプログラムとなっております。
　ぜひ皆さんご来場の上ご鑑賞ください。
◆日時／11月15日㈯　開場13：00　開演13：10
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111

 ねんきんネットとは 
　年金加入記録の照会、年金見込額の試算、持ち主のわからない記録の検索など年金に関する便利なサービス
をご利用いただけます。

 ねんきんネットの利用方法 
　ご自宅のインターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンでユーザＩＤを取得すると、年金記録
などをご確認いただけます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 ねんきんネットをご利用いただけない方は・・・ 
　役場で年金記録の交付を行っています。交付をご希望の方は、年金手帳、印鑑、運転免許証など本人確認で
きる書類をお持ちのうえ、住民税務課住民室①窓口までお越しください。
※代理人の方がいらっしゃる場合は委任状が必要です。

※昨年のめざみの里音楽祭の様子

◆申込・問合せ先／米沢年金事務所緯0238―22―4220　役場住民税務課住民室緯87―0511
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住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 子供を犯罪から守りましょう！

　　　　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　　　　    　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／11月13日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／11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

置賜保健所

●40歳からの健康教室
対象者／40歳以上の方
場所／健康福祉センター
胸ウェルネス教室
　自分に合った食事のとり方や運動を
学べます。血圧、コレステロール、血
糖値が高い方、体重を落としたい方、
運動を始めたい方などにおすすめです
◇日時／11月27日㈭ ９：30～11：15
12月５日㈮ 13：30～15：30
１月16日㈮ 早朝に採血のみ
２月３日㈫ 13：30～15：30

◆申込・問合せ先
　町健康福祉課緯86―2233

●らくらく筋トレ
　らくらく筋トレは、介護予防のため
の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も不安なく使用で
き、ご自分の体力に合わせて無理なく
運動が出来ます。介護が必要な状態に
ならないためにも運動の習慣をつけま
しょう。
◇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
◇参加料／１回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル

胸らくらく筋トレ無料開放日
※お得な無料開放をぜひご利用ください
◇日時／11月12日㈬ ９：00～12：00
●会場

あ～す

町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター

◆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

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

③連れて行かれそうになったら大声で助けを呼ぶ（防犯ブ
ザーを鳴らす）。できるだけ早く大人に助けを求める

④外に出かけるときは行先、帰宅時間、誰
と遊ぶかなどを事前にお家の人に伝える
⑤子ども110番の家、コンビニエンスストア
や商店など、大人がいる場所へ逃げ込む
※余裕があれば、不審者の特徴や自動車の
ナンバーなどを記憶、記録しておく

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

　夏から子どもに声をかけるなどの不審者目撃情報が相次
いでいます。不審者を目撃したら、まず警察へ連絡。その
後学校や役場などに連絡してください。
　日頃から犯罪が起こらないよう防犯協会の皆さんが青色
パトロールを実施しています。それでも限界があるためひ
とりひとりの見守る目が大切です。
　次のことについてお子さんへの指導を徹底してください。
①知らない人についていかない
②一人で遊ばない。みんなで遊べば仲間が大人に危険を知
らせることができます



キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター） 
中津川地区文化祭前夜祭 18：30～（中津川地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土1

中津川地区文化祭 ９：45～（中津川地区公民館）日2
いいで秋の収穫祭 10：00～（あ～す）月3
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）火4
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水5
中部地区婦人学級座禅体験 ９：15～（長井市洞松児）
小さな音楽会 10：00～（あ～す）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木6

おはなしの広場 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
白椿地区子ども会育成会連絡協議会役員会 19：00～（白椿地区公民館）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校）

金7

キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
東部地区ソフトバレーボール大会 18：45～（添川小学校）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土8

町バレーボール大会 ８：30～（スポーツセンター）
中部地区公民館分館連絡協議会グラウンドゴルフ大会・芋煮会 ９：00～（スワンパーク）日9

飯豊町農業経営改善計画認定審査会 10：00～（役場）月10
白川ダム懇談会 18：30～（中津川地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（スポーツセンター）火11

年金相談 ９：30～（役場）
かんがるー広場・避難訓練 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 19：00～（中津川地区公民館）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水12

親子交通教室 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木13

親子食育教室（中部幼稚園） ９：30～（中部地区公民館）金14
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土15
町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～（スポーツセンター）
白椿地区子ども会育成会子ども祭り ９：00～（白椿地区公民館）
東部手打ち蕎麦愛好会 10：00～（東部地区公民館）
「コラール・ド・めざみ＆ミルキーウェイ」コンサート 14：00～（あ～す）

日16

月17
親子食育教室（つばき保育園） ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（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

中部地区公民館運営委員会研修 ７：00～（新潟県）
保健師さん指導 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木20

親子食育教室（手ノ子幼稚園） ９：30～（西部地区公民館）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校）

金21

中部地区公民館分館連絡協議会研修 ７：00～（福島県）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土22

町卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）日23
月24
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）火25
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水26
３歳児リトミック 10：00～（あ～す）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木27
どぶろく新酒発表会 18：30～（フォレストいいで）
男性の魅力アップセミナー 19：30～（あ～す）金28

未受診者総合検診 ７：30～（健康福祉センター）
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土29

日30

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月28日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年６月・７月生まれ

９カ月児／平成26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、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月27日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成25年３月・４月・５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、11月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

司日時／11月20日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年９月生まれ

②平成24年４月・５月・９月・12月生まれ
③平成25年７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、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／11月10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／11月５日㈬ 　８：50～11：40
司対象者／平成27年２月・３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

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／12月12日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年８月生まれ

９カ月児／平成26年２月・３月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／12月４日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成24年１月・６月・７月生まれ

②平成25年１月・２月・８月・11月生まれ

１１月

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

12月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

0238－23－0909米沢 金子歯科医院11月２日蚊

0238－43－8143南陽 すまいる歯科11月３日俄

0238－24－2418米沢 みわき歯科クリニック11月９日蚊

0238－42－5152川西 長十歯科医院11月16日蚊

0238－21－5533米沢 ファミリー歯科・矯正歯科11月23日蚊

0238－56－3888高畠 わたなべデンタルクリニック11月24日俄

62－2678小国 加藤歯科医院11月30日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338
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乳幼児健診

休日歯科診療担当医院


