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引っ越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！
　住民票の住所の異動届（転出・転入・転居など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録
などにつながる大切な手続きです。市区町村窓口で「正確な住所の届け出」をお願いします。

◎入学・就職・転勤などによる引っ越しで、住所を異動される方は…

　役場へ紛失の届け出をすると、再交付申請をすることができます。再交付手数料は、通知カードが500
円、マイナンバーカードが1,000円です。また、通知カードや交付申請書を紛失しても、マイナンバー
カードの交付申請をすることができます。マイナンバーカードの初回交付時の手数料は無料です。

◎通知カード・マイナンバーカードを紛失したときは…

◎他の市区町村に転出する場合

◎飯豊町内で転居する場合

◆住民票の異動の届け出を！
　転出届、転入届、転居届など

飯 豊 町 内
【転居日から14日以内に】
　転居届を提出

　マイナンバーカードの利用範囲は今後拡大
されていく予定です。
　まだマイナンバーカードの交付申請をされ
ていない方は、通知カードとともに送付され
た交付申請書を用いて交付申請を行ってくだ
さい。交付申請書を紛失した場合は役場で再
発行できますのでお申し出ください。

◆各種カードの住所変更もお忘れなく！
　・マイナンバーの「通知カード」
　・「マイナンバー（個人番号）カード」
　・「住民基本台帳カード」など
　※カードに記載の住所が住民票上の住所と異な
　　ると、証明書類として利用できません。

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

引っ越し先の
市区町村

【転入日から14日以内に】
　転出証明書を添えて転入
　届を提出

飯 豊 町
【転出前に】
　転出届を提出して転出
　証明書を受け取る

○町民の皆さんに送付している
　マイナンバーの「通知カード」

○申請をされた方に交付している
　「マイナンバー（個人番号）カード」

◆届出・問合せ先／役場住民税務課住民室☎87－0511



ティッシュ（180箱）
【すべての小・中学校へ】

◎女井上園芸／鉢花（計62鉢）
【第一小学校へ】

◎千葉県南房総市立千倉小学校／花束（３箱）
◎八木倫明さん／本（１冊）

【第二小学校へ】
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）

【添川小学校へ】
◎女井上園芸／パンジー苗（６苗）
◎舟山智子さん／児童用図書（３冊）

【飯豊中学校へ】
◎置賜農業高校／鉢花（１鉢）

【すべての幼児施設へ】
◎オリーブソーイング叙／カレンダ
　ー（計30部）
【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎女井上園芸／鉢花（計47鉢）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10個）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎舘石洋子さん／みかんの木（１本）

【手ノ子幼稚園へ】
◎男鹿晃生さん／みかん（25個）
◎笹川憲彰さん／シュークリーム（40個）
◎元木ヒデ子さん／煎餅・初飴（３袋）
◎小関恵子さん／りんご（2０個）
◎井上俊一さん／だんごの木（２本）

【美の里へ】
◎女井上園芸／鉢花（６鉢）
◎テクノ・モリオカ叙／啓翁桜（１束）
◎めざみの里観光物産館／ボックス
ティッシュ（270箱）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）
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３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 ３月
日時：16日画　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：16日画　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

国保税
煙納期限／４月２日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

　町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成29年11月～30年１月
　11,189件／149,264,110円
斬平成29年度累計
　16,149件／219,256,011円

「いいでめざみの里応援寄附金」

【飯豊わくわくこども園へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず

【添川児童センターへ】
◎そば打ち体験／東部地区そば愛好
会（つなぎ会）

【手ノ子幼稚園へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず
◎吹奏楽アンサンブルコンサート
　飯豊中吹奏楽部

【美の里へ】
◎唄や踊り披露／やまびこクラブ
◎吹奏楽と歌の披露および慰問
　飯豊中吹奏楽部

　平成29年11月から平成30年１月
までの間に、町内の公共施設などへ寄
付や寄贈をされた皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎山形おきたま農業協同組合（川西町）、
全国共済農業協同組合連合会山形県
本部（山形市）／カーブミラー（５基）
◎オリーブソーイング叙／ハンカチ（300
枚）、ナフキン（300枚）、巾着（200枚）
【町民総合センターへ】

◎長谷川清さん／生け花（一式）
【中部地区公民館へ】

◎宇津木達男さん／だんごの木（１本）
【白椿地区公民館へ】

◎下椿いきいきサロン／門松（１式）
【東部地区公民館へ】

◎齋藤徹さん／写真（多数）
【西部地区公民館へ】

◎志田花子さん／折り紙の飾り物（１個）
◎井上仁弥さん／かぼちゃの飾り物（多数）
◎宇津峠部会／宇津峠の史跡（１冊）

【中津川地区公民館へ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）
◎鈴木八重子さん／タオル（20枚）、
急須（１個）
【すべての小・中学校、幼児施設へ】
◎めざみの里観光物産館／ボックス

◆募集戸数／１戸（１階）
◆募集期間／３月５日捷～９日晶
◆住宅情報／萩生3623番地３
斬間取り／３ＤＫ（６畳和室２室・4.5
畳和室１室・ＤＫ６畳）
斬家賃／１階38,000円
※駐車場代は別
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

　

　平成29年11月から平成30年１月
までの間に、町内の公共施設などで奉
仕活動をされた皆さんを紹介します。

【中部地区公民館へ】
◎館内清掃／ゆりの会

【東部地区公民館へ】
◎花壇整備、花植え／東部地区高砂会

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸
子さん、梅津久美子さん、後藤めぐ
みさん、長岡佳奈さん、嘉藤美千子
さん、舟山京子さん、嶋貫かおりさ
ん、梅津智子さん

【第二小学校へ】
◎安全見守り／白椿子どもネット「安
全パトロール隊」の皆さん

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、舟山京
子さん、梅津久美子さん、石山幸子
さん、梅津智子さん、樋口典子さん

【添川小学校へ】
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智
子さん

◎講話／浅野克幸さん
【手ノ子小学校へ】

◎読み聞かせ／小川とよ子さん、岡田
香代子さん

【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎クリスマス会サンタクロース・トナカ
イ役の協力／飯豊ライオンズクラブ

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

いいでハイツの入居者を
募集します
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３月の土・日・祝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 業水2172－2191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

◆日時／３月16日晶13：00～16：30
◆会場／飯豊少年自然の家２階研修室
◆申込期限／３月12日捷
◆その他／詳細は問合せください
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課普及担当緯0238－26－6065

◆日時／３月７日昌11：00～16：00
◆会場／シェルターなんようホール
◆内容／取組報告や講演、各種製品展
示、山菜・きのこ汁の振る舞いなど

◆問合せ先／置賜総合支庁森林整備課
緯0238－26－6065

　会場でアンケートに答えた方に「山
鉄鉄道グッズ」をプレゼントします。
◆日時／３月17日松 15：00～
◆会場／道の駅　川のみなと長井
◆問合せ先／フラワー長井線利用拡
大協議会事務局緯87―0817　

第２回フラワー長井線
利用拡大シンポジウム

チェーンソー安全利用
研修会の開催について

　昨年12月から徐々にインフルエンザが流行の兆
しを見せ始め、１月から患者数が急増し置賜地域は
現在も警報レベルの状態が継続中です。
　感染の予防のためには、原因となるウイルスを体
内に侵入させないことや周囲にうつさないことが重
要です。インフルエンザと風邪を勘違いし放ってお
くと、症状が悪化してしまうことがありますので注
意が必要です。インフルエンザかなと思ったら、自
宅で安静に過ごし、必要な場合は検査を受けましょ
う。

◆インフルエンザの感染を防ぐポイント
　喰こまめな手洗い、うがい
　喰マスクの着用
　喰予防接種を受ける
　喰適度な湿度（50％～60％）を保つ
　喰人混みを避ける
　喰十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を高める
　インフルエンザの感染を広げないために一人一人
が「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

イイイイイイイイイインンンンンンンンンンフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザがががががががががが流流流流流流流流流流行行行行行行行行行行ししししししししししてててててててててていいいいいいいいいいままままままままままインフルエンザが流行していますすすすすすすすすすす

置賜 森 
モ

 林 ノミクス推進
リ

フォーラム2018

　少子高齢化や人口減少により地域のさまざまな活
動を支える担い手が不足し、地域のコミュニティ活
動が十分行えなくなっています。
　このような地域力の衰退を克服し地域おこしや集
落の様々な活動の支援や推進に取り組むため「飯豊
町集落支援員」を募集します。
◆募集人員／若干名
◆活動内容
斬集落の巡回・点検による現状の把握、集落の将来
　のあり方に係る取り組みの推進
斬地域の伝統文化の継承推進と特産品（資源）開発
　など地域住民の活動サポート
◆受付期間／２月27日峨～３月10日臥８：30～17：00
※日・月曜日を除く
◆応募資格／普通自動車免許を有する方。パソコン
　操作（Word・Excel・PowerPoint）ができる方

◆決定方法／書類および面接による選考
◆雇用期間／４月１日～平成31年３月31日
◆勤務条件
◇賃金／月額170,000円
◇勤務日／週31時間勤務。なお、活動内容により勤
　務する時間の変更があります
◇勤務時間／８：30～17：15
※必要に応じて、時間外・休日勤務あり
◇休日／土・日曜日、祝日
◇待遇／社会保険・雇用保険に加入
◇応募方法／町民総合センター「あ～す」で配布す
　る申込用紙と履歴書に必要事項を記入の上、提出
　してください（申込用紙は町ホームページからダ
　ウンロード可）
◆応募・問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　社会教育課緯72―3111

飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊町町町町町町町町町町集集集集集集集集集集落落落落落落落落落落支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援員員員員員員員員員員をををををををををを募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集ししししししししししまままままままままま飯豊町集落支援員を募集しますすすすすすすすすすす
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国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保国民健康保険険険険険険険険険険険
国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金のののののののののの手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続きききききききききき国民年金の手続きにににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいててててててててててついて

持参するもの士国保・国民年金に加入するとき
こ 
ん 
な 
と 
き 
は 
必 
ず 
届 
け 
出 
を 
概

はんこ、本人確認書類、
マイナンバーカードをお持ちでない方：転出証明書

⇒ほかの市区町村から転入したとき

職場の健康保険をやめた証明書、はんこ、年金手帳⇒職場の健康保険をやめたとき(※２）
家族の健康保険をはずれた証明書、はんこ、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養からはずれたとき
持参するもの士国保・国民年金をやめるとき
国保の保険証、はんこ、本人確認書類⇒ほかの市区町村へ転出するとき
国保と職場の両方の保険証、はんこ、年金手帳⇒職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の両方の保険証、はんこ、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養になったとき
国保の保険証、死亡を証明するもの、はんこ⇒国保の被保険者が死亡したとき
持参するもの士その他
国保の保険証、はんこ、本人確認書類⇒町内で住所が変わったとき
国保の保険証、はんこ、本人確認書類⇒世帯主や氏名が変わったとき
国保の保険証、はんこ、在学証明書、本人確認書類⇒就学のため別に住所を定めるとき
はんこ、本人確認書類⇒保険証や年金手帳をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

　下記の場合は異動後14日以内に手続きが必要です。また、手続きの際にはマイナンバーの確認を行いま
すので、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類（※１）を持参してください。
詳しくは住民税務課住民室までお問い合わせください。

※１運転免許証など本人確認ができる書類

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87―0511

※２家族の健康保険の扶養になる場合や健康保険を任意継続する場合などを除きます

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」図書室では、新しく購入した本や「感動す
る本」「友達がテーマの本」など、さまざまなテーマに
合わせた展示コーナーを設置しています。また、「あ～
す」図書室からのお薦めの本のほかに、図書室を利用

「あ～す」図書室からのお知ら「あ～す」図書室からのお知らせせ

されている方のお薦めの本も展示しています。
　本を借りなくても、どんな本があるか気軽に見に来
ませんか。ぜひご利用ください。
◆開館日／火曜日～日曜日（月曜日・祝日休館）
◆開館時間／９：00～17：00　
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72―3111

■マイナンバーの確認を行います

【国民年金】マイナンバーの記載が必要な届け出や申請の種類が増えます（平成30年３月～）
　◎国民年金被保険者資格取得届（第１号・任意）／◎年金保険料免除・納付猶予申請書
　※マイナンバーを証する書類（マイナンバーカードまたは通知カード）を紛失してしまった場合は、届け出をした上で
　　再交付手続きができます。役場住民税務課住民室にお越しください。
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■平成30年１月５日以降に登録され
　た２月７日現在の町内求人情報を受
　け付け順に掲載しています。雇用の
　状況により、募集が停止されている
　場合があります。
■事業所によっては複数の職種の募集
　がありますが、掲載枠の関係上、一
　部省略しています。
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非
　正規社員、パ＝パート労働者、派＝
　有期雇用派遣で表記しています。
■詳しくは町ホームページか、ハロー
　ワーク長井にお問い合わせください。
◆問い合わせ先
　ハローワーク長井緯84―8609
　町商工観光課産業連携室緯87―0523

ハ ロ ー ワ ーハ ロ ー ワ ー クク

飯 豊 町 求 人 情飯 豊 町 求 人 情 報報

雇用形態職　　種事業所名
正生産管理事務、検査員、ボール盤工㈱レペック
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木

正・非・パ金属精密部品の加工および関連作業㈱佐竹製作所　山形工場
非・パ生産管理補助、事務補助㈱佐竹製作所　山形工場
非・パ金属精密部品検査・出荷関連作業㈱佐竹製作所　山形工場
正スタンド業務、ローリー配達㈱梅津商店
正作業員、土木施工管理技士など樋口建設㈱
正土木施工管理技士および配管工㈱佐藤管工業
正高速自動組立設備オペレーターマルコンデンソー㈱
非介護員【年度更新】(福)いいで福祉会
非調理員(福)いいで福祉会
正看護員(福)いいで福祉会
正農作業員小文字ファーム　長岡 悠平
パ(臨)貴金属の製作・加工【急募】㈱並木製作所　山形工場
正鉄筋工㈱佐藤鉄筋
正加工作業員㈱佐藤鉄筋
パデマンドオペレーター(特非)ほっと
パ子育てサポーター(特非)ほっと
パ販売員㈱ツルハ   ツルハドラッグ飯豊店
パ販売員（AM）㈱ツルハ   ツルハドラッグ飯豊店
パ(請)日常清掃係【小国町～飯豊町】太平ビルサービス㈱   置賜営業所
正地域正社員（ホーム社員）㈱コメリ

●らくらく筋トレ教室
　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。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？
焔対象者／おおむね60歳から
（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
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／月・火・木・金曜日（祝日は休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
残利用者の声・運動の成果
・69歳女性（週２回ペースの利用で７年目）
　筋力・脚力ともにアップし、体内年
齢が実年齢より20歳以上も若い状態
を維持しています。

　先日、ちょっとしたことで転倒しそ
うになったとき、脚でしっかり踏ん張
り危険を回避したことがありました。
これも、筋トレを続けている効果の１
つかなと思っています。
　今後も「自分のために」続けていき
たいと思っています。
◆申込・問合せ先
・町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

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
「 う そ 電 話 詐 欺 」 に 注 意 ！

－ 呼 び 名 が 変 わ り ま し た －

　県内では、相変わらず横行する架空請求詐欺・オレオレ
詐欺などの総称を、これまでの特殊詐欺から「うそ電話詐
欺」に改め、警鐘を鳴らしています。
　「電話」が詐欺に多用されており、「うそ電話」のキーワー
ドで、詐欺への気づきを高めることが目的です。
　地域、ご家庭で、うそ電話詐欺に十分ご注意ください。

　　　「うそ電話詐欺」の被害実態（山形県内）
　　　平成29年中　64件／約１億2,946万円

　　　◇内訳（被害件数／被害額）
　　　　斬架空請求詐欺　39件／約9,776万円
　　　　　有料動画視聴料など架空事実をかたる
　　　　斬オレオレ詐欺　14件／約1,901万円
　　　　　子・孫の急用・不祥事などをかたる

　　　　斬融資保証金詐欺　５件／約725万円
　　　　　低金利融資などの保証金をかたる
　　　　斬還付金詐欺　６件／約543万円
　　　　　公務員を偽り還付金があるとかたる
　　　　※被害額は、１万円未満を四捨五入しています

　◆被害に遭わないポイント
　　電話やメールでのお金の話、
　　不安をあおるような連絡は、
　　必ず誰かに相談しましょう

　◆役場住民税務課生活環境室
　　緯87―0514



　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／３月９日画  13：00までおいでください
司対象者／４カ月児/平成29年10月生まれ
  　　　　９カ月児/平成29年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、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／３月１日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成26年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、バ
スタオル、３歳児健康診査セット（事前に送付
予定）

司日時／３月15日牙 13：00までおいでください
司対象者／①平成26年12月生まれ
　②平成27年１月・６月・７月・10月・11月生まれ
　③平成28年１月・２月生まれ
　④平成29年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、健
診料金500円

司期日／月曜日～金曜日（祝日除く）
司時間／８：30～17：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※随時交付しますが、保健師が不在の場合があり
　ますので、必ず事前にお電話ください

司日時／３月７日我  ８：50～11：40
司対象者／平成30年６月・７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／４月26日牙  13：00までおいでください
司対象者／平成28年８月・９月・10月生まれ

３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木1

夕灯のつどい 18：00～（西部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金2

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土3
東部地区ドッジボール大会 13：45～（添川小学校）日4
さわやかクラブ閉講式 10：00～（西部地区公民館）月5

火6

パパママ教室 ８：45～（長井市保健センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水7

木8

４カ月・９カ月児健診 13：00～（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）金9

キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
東部地区小学校卒業生そば打ち体験教室 ９：30～（東部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土10

日11
チャレンジクラブ閉級式 10：00～（中津川地区公民館）月12

火13
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水14

ふるさと学園閉講式 10：00～（西部地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木15

飯豊中学校卒業式 （中学校）
人権なんでも相談 13：00～（あ～す）
心配ごと・行政相談 13：00～（町社会福祉協議会）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

金16

土17
第一小・第二小・添川小・手ノ子小学校卒業式 （各学校）日18
中部地区婦人学級閉級式 10：00～（中部地区公民館）月19

火20

水21

木22
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金23

キララ☆書道教室 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24

日25
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）月26

飯豊わくわくこども園（幼児部・乳児部）・つばき保育園・添川
児童センター・手ノ子幼稚園卒園式 （各施設）火27

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水28

木29
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金30

土31

３月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

幼児歯科健診

乳幼児健診

パパママ教室（２回目）

母子健康手帳交付

４月の乳幼児健診日程（予定）

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。 ●6


