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あなたのお 家 　漏水していませんか？
うち

　道路や敷地の地面が常に濡れていることなどがありましたら、水道メーターの確認をお願いします。
●漏水チェックの手順

漏水に注意！水道メーターと排水 桝 の確認をお願いします
ます

水道メーターの検針にご協力ください
　５月から11月の期間中、毎月６～９日の間に水道メーターの検針を行い、使用水量に基づき料金を計算し
ています。検針を行うことで、使用水量がわかるだけでなく、漏水の発見にも役立っていますので、下記の
ことにご留意いただき、常に見やすいようにご協力をお願いします。
暫水道メーターボックスの上に、物を置かないでください
暫水道メーターボックスの中を、きれいにしておくようご協力ください
暫犬などの動物は、水道メーターボックスから離れたところにつないでください
暫水道メーターボックスの上に、車両などを駐車しないようにしてください

陰住宅内および敷地内における屋外の水道蛇口を
　全て閉めます

隠住宅の敷地内にある量水器のふたを開けます

韻水道メーターのパイロットの動き（回転）を見
ます

斬パイロットの動きが止まっていれば漏水ではあ
りません
暫パイロットが動いている（回転している）場合
は、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水
しています

【パイロット】
　水道管内を、
水が流れると
回転します。

　自宅敷地内で漏水などが
発生すると、水が流れるこ
とから回転します。　

 漏水しているときは…
　下記の飯豊町指定給水装置工事事業者へ、修理
の依頼をしてください。
・㈱髙橋工務店　　緯75―2086
・㈱佐藤管工業　　緯72―2191
・㈱ウマイヤ商店　緯72―2275
・㈱梅津商店　　　緯72―2155
　このほか、町外49社が指定されています。

◆問合せ先／役場地域整備課上下水道室　緯87―0515 

●下水道の排水桝は壊れていませんか
　排水桝が破損または紛失
した場合、雨水などが流れ込
み、下水処理場や浄化槽に負
担がかかります。
　破損している排水桝の交
換および修繕をお願いしま
す。
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軽自動車税
煙納期限／５月７日峨
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513４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：19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：12日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

日時：５日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

◆日時／４月14日掌８：00～15：00
◆場所／陸上自衛隊神町駐屯地
　（東根市神町南３丁目１－１）
◆内容／観閲式、観閲行進、戦闘訓練
展示、装備品展示、体験搭乗ほか。
今年は、最新鋭装備品の「16式機動
戦闘車」が神町駐屯地初登場

◆問合せ先／第６師団司令部広報室
　緯0237―48―1151

　仙台国税局では、バイタリティーあ
ふれる国税専門官を募集しています。
◆申込受付期間／４月10日昌まで
◆申込方法／インターネットで申し込
み。国家公務員試験採用情報NAVI
をご覧ください
◆第１次試験日／６月９日掌
◆問合せ先／仙台国税局人事第二課
試験研修係緯022―263―1111

　協会けんぽ山形支部の健康保険料率
は、平成31年３月分（４月納付分）か
ら、10.04％から10.03％に、介護保
険料率は1.57％から1.73％に改定さ
せていただきます。
◆問合せ先
　全国健康保険協会山形支部
　企画総務グループ
　緯023―629―7226

平成31年度国家公務員
「国税専門官採用試験」

協会けんぽの保険料率が
変わります

陸上自衛隊第６師団創立57周年・
神町駐屯地創立63周年記念行事

【やまがた子育て応援パスポートとは】
●協賛している企業や店舗で子育て
世帯がパスポートを提示すると、
各種割引・優待サービスや乳幼児
連れの外出支援・応援サービスな
どを受けることができます。社会
全体で子育てを支援する気運を醸
成し、子育て家庭の負担感の軽減
を図ることを目的とした制度です

●交付対象は、「18歳未満の子ども
または妊婦のいる家庭」です

●右のようなス
テッカーを掲
示している店
舗で使えます

●カードは全国で使えます。左のロ
ゴマークが掲示さ
れている店舗でご
利用できます。詳
しくは内閣府の
ホームページをご
覧ください

●サービスは協賛店のご厚意により、
ご提供いただいており、内容・対
象者は協賛店によって異なります。
マナーを守ってご利用ください

【Ｑ＆Ａ】
Ｑ１　今持っている紙パスポート

カードは使えなくなるの？
Ａ１　これまで発行されたカードも

記載されている有効期限まで使
うことができます

Ｑ２　スマートフォンを使っていな
いけど、どうしたらいいの？

Ａ２　電子画像を利用できないご家
庭には、紙のパスポートを配布
します。役場教育総務課子育て
支援室へお問い合わせください

Ｑ３　どのようなお店で使えるの？
Ａ３　店舗情報は、

右のQRコード
から、県ホーム
ページ「協賛店
検索システム」
をご覧ください

※詳しくは県ホームページをご覧く
ださい
◆問合せ先
　山形県子育て支援課
　緯023繰630繰3345
　役場教育総務課子育て支援室
　緯87繰0518

【電子画像カードのご利用方法】
STEP1　県ホームページから専用

の申請フォームにアクセス
STEP2　申請フォームで必要事項

を入力
　　　　※パスワード入力が必要です
　　　　※パスワードは、対象者に
　　　　　市町村窓口で配布するチ
　　　　　ラシに記載されています
STEP3　表示された

画像を、お使
いのスマート
フォンに保存
もしくは印刷

STEP4　協賛店舗で
保存した画像
を提示

※窓口で交付を受ける場合は、お子
さんの年齢を確認できるもの（保
険証や母子手帳）を持参してくだ
さい

※平成31年２月に保育所や学校な
どに在籍していたお子さんには、
各施設を通してチラシを配布しま
した。在宅で保育をしている方に
ついては郵送しています

やまがた子育て応援パスポートが変わりました！
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４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2175－2086髙 橋 工 務 店土６
72－2191佐 藤 管 工 業土2772－2191佐 藤 管 工 業日７
75－2086髙 橋 工 務 店日2872－2191佐 藤 管 工 業土13
75－2086髙 橋 工 務 店月2975－2086髙 橋 工 務 店日14
72－2191佐 藤 管 工 業火3075－2086髙 橋 工 務 店土20

　人事院では、国家公務員採用総合職
試験（院卒者試験・大卒程度試験）お
よび一般職試験（大卒程度試験）を実
施します。
　申し込みは、インターネットで行っ
てください。
　申込方法や受験資格などの詳しい内
容は、人事院のホームページをご覧に
なるかお問い合わせください。
◆総合職試験（院卒者試験・大卒程度
試験）

◇インターネット申込受付期間
　３月29日晶～４月８日捷（受信有効）
◇第１次試験日／４月28日掌
◆一般職試験（大卒程度試験）
◇インターネット申込受付期間
　４月５日晶～17日昌（受信有効）
◇第１次試験日／６月16日掌
◆問合せ先／人事院東北事務局第二課
試験係緯022―221―2022

　集団予防接種によるB型肝炎患者に
対する給付金支給特別措置法および認
定手続きについて相談会を行います。
　事前申し込みを優先しますが、当日、
会場でも受け付けます。担当弁護士が
決まっている方で来場予定の方は、事
前に事務局へご連絡ください。
◆日時／４月13日松13：30～16：00
　（15：00受付終了）
◆会場／置賜総合文化センター第１・
２会議室（米沢市金池三丁目1-14）
◆内容／特措法に基づく救済や手続き
の内容、弁護団への依頼方法などを、
弁護士がわかりやすく説明します

◆問合せ先
　全国B型肝炎訴訟新潟事務所
　緯025―223―1130

　町は、行政からの文書や広報などを、
部落長や地区長、自治会長の協力に
よって町民の皆さまに配布しています。
平成31年度の配布日は次の通りです。
◆配布日
◇本号／毎月第２木曜日
※５月・１月は第３木曜日
◇お知らせ版／毎月第４木曜日
※５月・１月は第５木曜日
◆問合せ先
　役場総務企画課緯87―0520

　詳細は、お問い合わせください。
◆県営住宅／飯豊アパート（萩生3893-3）
◇募集戸数／２戸
◇間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,700円～28,900円
◇募集期間／４月８日捷～12日晶
◇入居可能時期／６月上旬
◆申込先／置賜総合支庁西置賜地域振
興局１階総合案内窓口（長井市）
　緯88―8200
◆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繰24繰2332

　この調査は、いまの国民の生活実態
を正しく把握し、今後の医療・福祉・
年金などに関わる取り組みを進めてい
くため、厚生労働省が毎年行っている
重要な調査です。
　対象地区にお住まいの世帯には、４
月中旬頃から統計調査員が訪問させて
いただきますので、調査票の記入にご
協力をお願いします。
◆調査日／６月６日昭
◆問合せ先／置賜保健所保健企画課企
画健康担当緯0238―22―3004

　昨年発生した、全国的な風しんの流
行を受け、下記の年代の方を対象に、
風しんの抗体検査と予防接種を無料で
実施します。対象者には個別の案内が
郵送されます。
◆実施期間／４月１日から３年間
◆対象者／昭和37年４月２日から昭
和54年４月１日生まれの男性
※平成31年度は、昭和47年４月２日
から昭和54年４月１日生まれの方
にクーポン券を送付します

※昭和37年４月２日～昭和47年４月
１日生まれの方で抗体検査・予防接
種を希望の方はご連絡ください

◆場所／お近くの医療機関（本事業参
加の全国の医療機関）、職場健診、町
の健診

◆抗体検査から予防接種までの流れ
　①抗体検査を受ける
　　医療機関や検診会場にクーポン券
　　を持参し抗体検査を受ける
　②予防接種を受ける
　　抗体検査の結果、抗体が十分でな
　　い方が予防接種の対象です
◆持参するもの／クーポン券、本人確
認ができるもの

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
☎86―2338

　返しきれない借金でお困りの方、ま
ずはお電話を。相談は秘密厳守・無料。
◆相談専用電話／023繰641繰5201
◆場所／山形市緑町2-15-3
　（山形工業高校東側）
◆受付／月～金曜日（祝日を除く）
　８：30～16：30
◆問合せ先／山形財務事務所理財課
　緯023―641―5178

男性の風しん抗体検査および予
防接種が無料で受けられます

国家公務員採用試験の
お知らせ

平成31年度部落長等
配布予定日

弁護士による
B型肝炎特措法無料相談会

借金返済に関する相談窓口

平成31年国民生活基礎調
査にご協力をお願いします

県営住宅入居者募集
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◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

　医療機関を受診する際に、変更前の保険証で受診し
ているケースが見られます。誤った保険証を使用し受
診した場合、医療費の全額をお支払い
いただく手続きが発生することがあり
ます。次のような場合は、受診前に保
険証の確認をお願いします。

　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31年度は、次のとおりです。
【保険料率】

◆保険料の軽減特例
煙均等割額については、同一世帯の後期高齢者医療保
険加入者および世帯主の合計所得金額により、8.5割、
８割、５割、２割軽減となる場合があります
煙サラリーマンの扶養家族だった方は、後期高齢者医
療保険加入時から２年間は特別措置があり、平成31
年度の保険料は20,500円となります

※前年の所得によって、20,500円より低くなる場合が
あります

後期高齢者医療保険料の
保険料率をお知らせします

平成31年度
8.01％所得割率
41,100円均等割額
620,000円年間保険料の最高額

医療機関受診前に
保険証の確認をお願いします

◆会社を退職または就職したとき
お勤めの会社を退職した場合、または新たに会社に
就職した場合は、それまで使用していた保険証は使
用できなくなります。

◆被扶養者でなくなった、または被扶養者になったとき
家族の扶養に入っていた方が、就職や収入超過など
の理由で扶養からはずれたとき、または新たに家族
の扶養に入った場合は、それまでの保険証は使用で
きなくなります。

◆75歳になったとき
75歳の誕生日を迎えた方は、後期高齢者医療の被保
険者になりますので、それまで使用していた保険証
は使用できなくなります。　詳細は、７月に保険料額決定通知書と一緒に送付す

るリーフレットに記載されますのでご覧ください。

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

　図書室では下記の期間、開館時間の延長を行います。
日が長くなるこれからの季節、仕事帰りに図書室に立
ち寄ってみませんか。
◆期間／４月２日峨～９月29日蚊
◆開館時間／火曜日～日曜日　９：00～19：00
※月曜・祝日は利用できません

「あ～す」図書室開館時間の延長について

わくわくおはなし会の開催について
　平成31年度も、あ～すを会場に「わくわくおはなし
会」を４回開催予定です。絵本や紙芝居の読み聞かせ
と、工作などを行います。日程が近くなりましたら広
報紙などで詳細をお知らせしますので、みなさんご参
加ください。
◆日時／５月18日臥、７月20日臥、９月28日臥、
　12月21日臥（いずれも午前中の開催です）
◆対象／おおむね３歳から小学校３年生程度の児童と
保護者の方
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■２月13日以降に登録された３月13
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。

◆問合せ先
　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
正技能職㈱デンソー山形
非(請)車両の運転および管理日本道路興運㈱仙台支店
パ一般事務㈱佐藤鉄筋
パサービス係㈱飯豊町地域振興公社
正一般土木作業員㈲齋藤組
正一般建築塗装工安部塗装所
正機械技能員、機械設計・電気設計など㈱トップパーツ
パ(請)調理員【６：00～12：30】㈱メフォス北日本　東北事業部
正とび、営業、建築大工、建築士㈱協和ハウス

非・パ調理員、フロントサービス係、接客
サービス係、清掃員

㈱飯豊町地域振興公社
【中津川事業部】

パ(臨)研修補助山形県飯豊少年自然の家
正土木技士・建築技士、普通作業員など豊川建設㈱
正警備員㈲光警備保障
パ豚飼育作業員㈲大沢牧場
正木材加工スタッフ㈲渡部製材所
正営業㈱ウマイヤ商店
正生産管理事務、機械工（NC旋盤）㈱レペック
正LPガス販売㈱梅津商店
非金融共済窓口業務【長井・白鷹・飯豊】山形おきたま農業協同組合
パ農作業員小文字ファーム　長岡悠平
正販売・店舗運営職㈱コメリ

【お断り】「町健康福祉課の健康教室」は休みます。

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

◆飼い主の方へ
◇道路・公園に犬のふん尿を決して放置しないでくだ
さい。散歩では収集袋を必ず携行し、住みよい環境
を皆さんで保ちましょう。

◇犬の脱走は危険につながる迷惑行為です。確実につ
なぎ、首輪・鎖は劣化や外れがないか、点検を常に
忘れず行ってください。

◇犬が人をかんだときは、置賜保健所に連絡し、所要
の届け出を行ってください。

◇鑑札、狂犬病予防注射済票、連絡先を書いた迷子札
を犬の首輪につけておきましょう。

◇山形県獣医師会が推奨する迷子犬を特定できるマイ
クロチップは、ＡＩＰＯ（動物ＩＤ普及推進会議）
への登録料1,000円の自己負担のみで、指定の動物
病院において接種できます。詳細は、お問い合わせ
ください。

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514
　　　　　　置賜保健所緯0238―22―3750
　　　　　　山形県獣医師会緯023―645―5223

　犬の飼い主には、狂犬病予防法により町への登録と
年１回の犬の注射が義務付けられています。
　狂犬病予防注射（集合注射）を次のとおり実施します。

◆注射料金／3,200円
◆その他／犬の飼い主の方には、４月上旬に会場や時
間の詳細をハガキでご案内します。未登録の場合は、
町に犬の登録を必ず行ってください。

飼い犬は、
愛情を持って正しく飼いましょう

時間会場日程
９：00～９：20 勤労者研修センター 前

４月25日牙

９：35～９：55 中公民館 前
10：10～10：45 中部地区公民館 前
11：00～11：30 白椿地区公民館 前
13：10～13：40 東部地区公民館 前
14：00～14：30 小白川公民館 前
９：00～９：25 西部地区公民館 前

４月26日画 ９：35～９：45 高峰多目的集会所 前
10：15～10：30 中津川地区公民館 前
11：10～11：40 白椿地区公民館 前

　県では、保健所に収容された犬・猫を住民の皆さん
に無償で譲渡する事業を行っています。
　県から犬・猫の譲渡を希望する方は、「譲渡前講習会」
の受講が必要です。詳細はお問い合わせください。

◆日時／毎月第３木曜日　午後２時から１時間程度
◆場所／置賜保健所分庁舎（米沢市金池３―１―26）
◆申込み・問合せ先／置賜保健所生活衛生課
　☎0238―22―3750

犬・猫を譲渡しています



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。 ユニバーサルデザインフォント（すべての人にとって見やすい）を使用しています。
●6

４月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338月1
火2
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水3

木4
第一小・添川小入学式 10：00～（各学校）
手ノ子小入学式 10：10～（手ノ子小）
第二小入学式 10：15～（第二小）
飯豊中入学式 14：00～（飯豊中）

金5

土6
第59回飯豊ロードレース大会 ９：00～（スポーツセンター）日7
飯豊わくわくこども園・つばき保育園・添川児童センター・
手ノ子幼稚園入園式  10：00～（各園）月8

火9
おはなし広場 10：45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水10

木11
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）
第二小学校３～６年生交通安全教室 ８：30～（第二小学校周辺道路）金12

飯豊町部落長等会総会 9：00～（あ～す）
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13

町消防団辞令交付式 ９：00～（あ～す）
町スポーツ少年団合同入団式 ９：30～（スポーツセンター）日14

かもしかクラブリーダー委嘱状交付式 13：30～（役場）月15
白椿地区いちごクラブ役員会 19：00～（白椿地区公民館）火16
第二小学校１、２年交通安全教室 ９：30～（第二小学校周辺道路）
あそびの広場・避難訓練 10：45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）

水17

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木18
第一小学校交通安全教室 ９：30～（第一小学校周辺道路）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）
飯豊町統計調査員協議会総会 19：00～（あ～す）
白椿地区運営審議委員会 19：00～（白椿地区公民館）

金19

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土20
日21
添川小学校交通安全教室 ９：30～（添川小学校周辺道路）月22
手ノ子小学校交通安全教室 ８：30～（手ノ子小学校周辺道路）
手ノ子幼稚園かもしかクラブ発会式 14：30～（手ノ子幼稚園）
白椿地区子供会育成会役員会 19：00～（白椿地区公民館）

火23

白椿地区リサイクル会総会 ９：30～（白椿地区公民館）
かんがるー広場 10：45～（こどもみらい館）
添川児童センターかもしかクラブ発会式 15：00～（添川児童センター）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）

水24

１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
飯豊町農業委員会総会 13：30～（役場）
つばき保育園かもしかクラブ発会式 15：30～（つばき保育園）

木25

わくわくこども園かもしかクラブ発会式 14：30～（わくわくこども園）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）
白椿地区分館連絡協議会総会 19：00～（白椿地区公民館）

金26

キララ☆書道教室 9：00～（中部地区公民館）
飯豊町スポーツ振興賞授与式・飯豊町体育協会理事会
16：00～（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27

日28
月29
火30

　１歳６カ月児健診　　
司日時／４月25日牙  13：00までおいでください
司対象者／平成29年８月・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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、４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／４月18日牙  13：00までおいでください
司対象者
　①平成28年１月・２月・８月・９月・12月生まれ
　②平成29年12月生まれ
　③平成30年１月・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、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／月曜日～金曜日（祝日を除く）
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
※随時交付いたしますが、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／４月10日我　８：50～15：30
司対象者／平成31年８月・９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）

　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／５月24日画  13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成30年11月・12月生まれ
　　　　　９カ月児／平成30年６月生まれ
　３歳児健診　　
司日時／５月23日牙  13：00までおいでください
司対象者／平成27年９月・10月・11月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／５月16日牙  13：00までおいでください
司対象者
　①平成27年12月生まれ
　②平成28年３月・４月生まれ
　③平成29年３月・４月・５月・６月・７月生まれ
　④平成30年５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）

５月の乳幼児健診日程


