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平成2
平成28年度職員採用試験のお知ら
年度職員採用試験のお知らせ
平成28年度職員採用試験を下記の日程で行います。
受験を希望される方は、試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要書類をご提出ください。

酸種類
試験区分

採用予定人員

受験資格

初級行政

若干名

昭和56年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた方（学歴
不問）

看護師

２名

昭和56年４月２日以降に生まれた方で、看護師免許を有し、看護
師としての実務経験年数が３年以上ある方

１名

昭和56年４月２日以降に生まれた方で、当該職種の資格を取得し
ているか、平成29年６月30日までに免許取得見込みの方

若干名

昭和52年４月２日以降に生まれた方で、保育士または幼稚園教諭
資格を取得しているか、本年度資格取得見込みの方

作業療法士または
理学療法士
保育士

酸日程
試験日程

試験内容

試験会場

第1次試験

12月11日掌

教養試験・作文試験・職場適応性検査
専門試験（保育士）

飯豊町役場

第2次試験

※第１次合格者にのみ通知

１月下旬

個別面接試験

飯豊町役場

酸 申込・合否の発表につい
申込・合否の発表について
受付期間

11月８日昇から11月24日昭まで(
土・日・祝日を除く)
８：30～17：15

合格発表

第１次試験は平成29年１月上旬、最終合格者発表は２月上旬発表予定

採用予定時期

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間は
原則として１年です。採用予定時期は平成29年４月１日です。

申込・問合せ先

〒999－0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課 行政管理室 緯87－0520

酸 手続き上の注意について
手続き上の注意について
臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、11月２日昌から総務企画課行政管理室で配布するほか、
町ホームページにも掲載しますので印刷してご活用ください。
渦申込書などに必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課行政管理室へお申し込みください。
申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いします。
（郵送での申し込みの場合も、11月24日昭必着です。）
嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。
そのほか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／役場総務企画課行政管理室 緯87―0520

11月

固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日我
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、
87―0513

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。

健康福祉課から

談 1
1
月

心配ごと相談
行政相談

日時：４日画･
18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）
日時：18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）

インフルエンザ予防接種費用助成のお知ら
インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

町ではインフルエンザ予防接種について、下記の方を対象に費用の一部を助成します。

【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

燕助成額／2,
000円
燕利用できる医療機関
焔町内医療機関（町国保診療所・中津川診療所、
さゆり内科歯科クリニック）
焔町外医療機関（接種を行っているか確認して
受診ください）

【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,
500円
（13歳未満は２回接種）

※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

◆助成期間／平成29年１月31日峨まで
◆手続方法／住所・年齢がわかるものを持参して
各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
※接種の際は事前に医療機関に連絡してください

◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

「こくわワインとどぶろく」
新酒を楽しむ夕べ

労働保険の加入手続きは
お済みですか

「土屋和彦＆シルバープロー
ジット」ジョイントコンサート

飯豊町の「こくわワイン」と「どぶ

労働保険とは、労災保険と雇用保険

◆日時／11月19日臥開演13：30

ろく」の新酒会を合同で開催します。

を総称した保険であり、労働者（パー

◆場所／小桜館（長井市）

◆日時／11月18日画18：30～

トタイマー、アルバイトを含む）を１

◆出演／バリトンソロ土屋和彦氏・ピ

◆会場／いいで旅館

人でも雇っている事業主は、加入する

アノ齋藤友佳氏。男声合唱団シル

◆チケット／4,
000円

義務があります。労働保険は、労働者

バープロージット・ピアノ五十嵐恵

◆チケット購入・問合せ先

が業務上や通勤途上で被災した場合の

美氏

役場農林振興課緯87－0525

保険給付や失業した場合に支給する保

◆その他／整理券が必要です

役場商工観光課緯87－0523

険給付を行うもので、職場の安全、雇

◆整理券・問合せ先／ジョイントコン

用の安定を図るために重要な役割を果

サ ー ト 実 行 委 員 会・土 屋 緯080－

たしています。

5224－6034

山形あづまりＥＸＰＯ2016
県内各地の個性豊かな団体が、一堂
に会するイベントです！ステージパ
フォーマンス、各種体験、特産品や飲
食物の販売を行います。町のスポーツ
クラブキララ☆のマスコットキャラク

◆問合せ先／山形労働局労働保険徴収
室緯023－624－8225

土地の境界に関する
無料相談会

法務局と土地家屋調査士会が合同で、

公立置賜総合病院公開講座
「置賜の明日の医療を考える」
公立置賜総合病院では、地域医療の

連携と充実を図るため、公開講座を開
催します。

ター「キララちゃん」のほか、県内各

土地の境界問題に関する無料相談会を

◆日時／11月12日臥13
：30～16
：00

地のゆるキャラも結集します。

開催します。秘密厳守、予約や相談料

◆会場／公立置賜総合病院

◆日時／11月６日蚊10
：30～15
：30

は不要です。

◆内容／講演
「地域医療と総合診療医」
、

しょう よう

◆場所／ 甑 葉プラザ（村山市）

◆日時／11月12日臥10
：00～15
：00

◆入場料／無料

◆会場／山形地方法務局米沢支局

◆参加料／無料

◆問合せ先／山形あづまりEXPO実行

◆問合せ先／山形地方法務局登記部門

◆申込・問合せ先／公立置賜総合病院医

委員会緯080－1808－4679

筆界特定室緯023－625－1358

パネルディスカッション

療連携・相談室緯0238－46－5000
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11月の土・日・祝日水道修理担当業者
日 曜

名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

佐藤管工業

72－2191 19 土

髙橋工務店

75－2086

６ 日

髙橋工務店

75－2086 23 水

佐藤管工業

72－2191

12 土
13 日

年末調整関係事務を行う事業所説明

者

３ 木
５ 土

平成28年分の
所得税年末調整説明会

業

髙橋工務店

75－2086 20 日

佐藤管工業

72－2191 26 土

佐藤管工業

72－2191 27 日

おきたま地酒サミット
◆日時／11月20日俄13
：50～17
：00

髙橋工務店
佐藤管工業
髙橋工務店

75－2086
72－2191
75－2086

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）
事前の予約申し込みが必要です。

会を実施します

◆会場／グランドホクヨウ
（米沢市）

◆日時／11月９日昌 9：30～12：30

◆日時／11月14日俄13：30～

◆内容

◆場所／役場２階談話室

◆会場／長井市置賜生涯学習プラザ

斬利酒大会13
：50～14
：30

◆内容／厚生年金に関する相談全般

◆内容／年末調整のしかた、源泉徴収

※60名程度
（事前申込不要）

◆申込期間／10月31日捷～11月７日捷

斬地酒サミット14
：40～17
：00

※土日曜日と祝日を除く

※蔵元との会話を楽しみながら地酒の

◆申込・問合せ先

票・支払調書提出時の確認事項など
◆その他／年末調整関係書類に不足が
ある場合は、会場と長井税務署で配

試飲。前売りチケット（3,
500円）
◆チケット購入・問合せ先／置賜総合

布します
◆問合せ先／長井税務署調査部門
緯84－1810※自動音声案内

東北税理士会長井支部の
無料税務相談

支庁農業振興課生産流通担当
緯0238－26－6051

米沢養護学校
「よねようまつり2016」

役場住民税務課住民室緯87－0511

西置賜農業フォーラム
◆日時／11月21日俄13
：30～16
：10
◆会場／はぎ苑新館（長井市）
◆内容／斬基調講演（演題「トマト生

◆相談日／予約の上ご相談ください

◆日時／11月19日臥９：15～11
：45

11月

◆会場／県立米沢養護学校
（米沢市）

斬事例紹介

◆内容／布・木工・紙製品や陶器、
ハー

斬展示・試食（農産加工品、新米、管

担当会員
金田和夫

14日
渡邉美津夫
俄
植木英夫

電話番号

相談会場

88―9159

長井市

87―0057

長井市

84―2505

長井市

15日 須貝周一
峨 海老名信乃

84―2505

長井市

85―4548

白鷹町

16日 長沼安義
我 村上俊浩

72―2400

飯豊町

88―9159

長井市

◆問合せ先／東北税理士会長井支部・
須貝緯84－2505

県立農林大学校
「溶接技術研修」

◆内 容／アーク溶接およびガス溶接
の技術習得を図る研修
◆開催期間・受講料
斬アーク溶接
11月17日牙～19日臥、12,
080円

ブ石鹸などの作業製品の展示販売、
ゲームや軽食コーナー

産における６次産業化」
）

内産果物・野菜・花など）
◆対象者／西置賜の農業関係者100名

など

◆問合せ先／山形県立米沢養護学校

◆参加料／無料
◆申込期限／11月11日画（先着100名）

☎0238－38－6101

やまがた環境展2016
◆日時／11月19日臥10
：00～17
：00、
20日蚊10
：00～16
：00
◆会場／山形国際交流プラザ
（山形市）

◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87－0525

全国で使える「やまがた子
育て応援パスポート」

平成28年４月から、やまがた子育て

◆内容

応援パスポートカードが全国で使える

斬両日／おもちゃの交換会・病院、
ペッ

ようになりました。これに伴い、パス

トボトルを使ったゲームと工作体験、

ポートカードのデザインを変更し、再

リサイクル自転車抽選会

交付を行います。保育園や幼稚園、小

など

斬19日／黛英里佳トークショー、
林家

学校を通じて交付しました。お子さん

うん平講演会、
エコマジックショー、

を在宅で保育している方については、

ストップ温暖化活動事例発表

下記で交付します。

など

斬20日／いとうまい子と井手迫義和

※下記で交付を受ける場合は、お子さ

エコドライブトークショー、
動物戦

んの年齢を確認できるもの（保険証

11月25日画～26日臥、9,
864円

隊ジュウオウジャーショー、
環境に

や母子手帳）を持参してください

◆受講対象／県内の農業者（40名）

やさしい料理レシピ表彰式＆試食ふ

※これまで交付したパスポートカード

◆申込期限／10月31日俄

るまい
（500食限定） など

斬ガス溶接

◆申込・問合せ先／山形県立農林大学
校研修部緯0233－22－8794

◆問合せ先／山形県循環型社会推進課
☎023－630－2302

はすべて新しいカードに更新します
◆交付・問合せ先／役場教育総務課子
育て支援室緯87－0518

納
納めた国民年金保険料は
めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！
全額が社会保険料控除の対象です！
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、

社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

控除の対象

平成28年１月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。

また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者や家族（お子様など）の負担するべき国民年金保険料を支払って
いる場合はその保険料も合わせて控除が受けられます。

必要となる添付書類

社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する領
収書の添付が必要となります。このため、平成28年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付さ

れた方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
（10月１日から12月
31日まで納付が見込まれる額を含む）が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書
を添付してください（平成28年10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納められた

方へは、翌年の２月上旬に送られます）。

★税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

※昨年の“めざみの里”音楽祭の様子

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

第21回“めざみの里”音楽祭のお知らせ
第2
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12日臥 開場 ９：00 開演 ９：20
◆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

【お知らせ版】広報いいで 2016/
10/
27

西 置 賜 道 路 計 画 課
お
知
ら
せ
県道（高峰地内）の雪崩対策工事
○工事の内容と進み具合

力のほどよろしくお願いします。
なお、架設作業時の全面通行止めは、８：00～17：00のみで夜間は片側交
互通行となります。片側交互通行期間でも、工事区間であり機械や作業員の往
来もありますので、十分に注意して通行されるようお願いします。また、通行
の安全を確保するため、やむを得ず一時的（数分間）に通行できない時間も生

10月17日 か ら、１ 回 目 の ス ノ ー

じますが、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

シェッドの屋根部材の架設工事に入り、
工事区間の内、南側の約半分を施工し
ています。また、山側の残り約30mの
擁壁にも着手しています。擁壁が出来
次第、残り半分の架設作業（２回目）
を行います。時期については、
11月24
日～12月６日を予定しています。
今年の降雪が気になりますが、本格
的な降雪前の架設作業に向け、計画的 100鞍クレーンによる上部工架設中
山側擁壁の鉄筋組立中
な作業を行いますので、引き続きご協
◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230

町健康福祉課の
健

康

教

室

【らくらく筋トレ教室】

にあらかじめご連絡ください。

・脚力78→86に増加

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

・体脂肪37.
3→33.
5%に減少

焔場所／町社会福祉協議会建物内

・体内年齢57→48歳に若返り
○会場／町社会福祉協議会建物内

焔料金／１回200円

トレーニングマシンを使って介護予

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

防のためにゆっくりと運動を行うト

９：00～12：00、13：00～16：30

レーニングルームです。介護予防運動

残利用者の声・運動の成果

指導員がおりますのでトレーニングマ

・58歳女性(
平成28年３月から、週２

シンを安全に使用でき、体力に合わせ

回のペースで利用されている方)

て無理なく運動が続けられます。足腰

兄からの勧めがあり、思い切って登

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

録。脂肪が燃え、筋肉がつくという

い方など、ぜひご活用ください。この

理想的な結果が出てきています。兄

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

からの勧めがなければ、以前のまま

ングを始めてみませんか？

で何も自分を変えようとは考えな

焔対象者／おおむね60歳から

かったと思います。今後も無理のな

◆申込・問合せ先

※初めて利用される方は、初回に簡単

い範囲で続けていきたいです。

・社会福祉協議会内専用緯86－2555

・体重53.
8→51.
1茜に減少

・町健康福祉課福祉室

な体力測定を行いますので、来所前

あ～す

町社会福祉
協議会

緯86－2233

その場をはなれないで概

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

油 断大 金

冬期間は暖房用として灯油を多く使うため、河川などに
流れ出す事故が多発します。そのほとんどが、不注意が原

●油漏れの処理費用は原因者の負担

油類の回収処理費用には50万円以

因です。

上もかかることもあります。その費

業などの取水にも悪影響を及ぼすことがあります。

なければなりません。事故が起こった後での処理が遅れる

●注意‼油漏れが発生する主な原因

ほど、被害が広がり負担費用は大きくなります。

油漏れは、河川環境が悪くなるばかりでなく、水道、農

用は、事故を起こした原因者が責任をもって全額を負担し

・ポリタンクへの小分け中に外出などでその場を離れた

●万が一油漏れが発生したら

・ホームタンクの配管が雪の重みで破損した

ぐに役場住民税務課生活環境室もしくは消防署飯豊分署ま

・ホームタンクの閉め忘れで灯油が道路側溝に流れた

でご連絡ください。

・ポリタンクに穴が開いているのに気付かず小分けした

もし事故を起こした場合、または事故を発見したら、す

◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514、消防署飯豊分署緯72―2222

１１月の保健

１１月

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

1 火
2 水

キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）

3 木

いいで秋の収穫祭 ９：00～
（しらさぎ荘前）

4 金

心配ごと相談 13
：00～
（社会福祉協議会）

5 土

VOI
CEPARTYI
NI
I
DE
「朝倉さやコンサート」14
：00～
（あ～す）
東部地区ソフトバレーボール大会 18
：00～
（添川小学校）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）

幼児歯科健診

6 日
7 月
8 火

さわやかクラブと幼稚園との交流会 10
：00～
（西部地区公民館）
秋桜倶楽部クッキング 18
：00～
（白椿地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）

9 水

年金相談 ９：30～
（役場）
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
白椿地区子ども会育成会役員会 19
：00～
（白椿地区公民館）
バトミントン愛好会 19
：00～
（中津川地区体育館）

10 木

キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中部地区公民館）

11 金

しろあと教室秋季研修会 ９：00～
（高畠町）
秋季スポーツ大会 18
：45～
（白椿地区公民館）

母子健康手帳交付
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

パパママ教室（２回目）

キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
12 土
“めざみの里”
音楽祭 ９：00～
（あ～す）
13 日

「健康♡元気いいで町ポイント事業」
の対象事業
です。保護者に５ポイントプレゼントします。
司日時／11月17日昭 13
：00までおいでください
司対象者／①平成25年８月・９月生まれ
②平成26年４月・５月・９月生まれ
③平成27年５月・７月・10月・11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

町総合体育大会バレーボール大会 ８：30～
（スポーツセンター）
食彩しろつばき ９：00～
（いいで旅館）

司日時／11月２日昌 ８：50～11：40
司対象者／平成29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

休日歯科診療担当医院

14 月
15 火

きら☆びくす教室 19
：00～
（西部地区公民館）

16 水

中部地区分館連グラウンドゴルフ大会 ９：00～
（スワンパーク）
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～
（東部地区公民館）

11月３日牙 南陽 さくら歯科クリニック 0238―27―8241

17 木

キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中津川地区公民館）

11月13日蚊

11月20日蚊 米沢ファミリー歯科・矯正歯科 0238―21―5533

18 金

チャレンジクラブ映写会 10
：00～
（中津川地区公民館）
心配ごと・行政相談 13
：00～
（社会福祉協議会）
こくわワイン・どぶろく新酒を楽しむ夕べ 18
：30～
（いいで旅館）

19 土

総合検診 ７：30～
（健康福祉センター）
杉並第四小学校飯豊町秋体験 13
：00～
（中津川地区）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）

20 日

町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～
（スポーツセンター）

担当歯科医院

11月６日蚊

米沢 春日歯科医院
南陽

竹田歯科医院

電話番号

0238―22―3030
0238―47―2075

11月23日我

小国

加藤歯科医院

0238―62―2678

11月27日蚊

米沢

もり歯科医院

0238―26―6406

12月の乳幼児健診日程

21 月
22 火

期日

キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）

23 水
24 木

子ども会育成会子どもまつり準備会議 19
：00～
（白椿地区公民館）

25 金

飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（役場）

26 土

キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）

27 日

町総合体育大会卓球大会・小学生卓球大会 ８：30～
（スポーツセンター）
食彩しろつばき ９：00～
（いいで旅館）
子ども会育成会子どもまつり ９：00～
（白椿地区公民館）

４カ月児・９カ月児健診
司日時／12月９日晶 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成28年７月生まれ
９カ月児／平成28年１月・２月生まれ
１歳６カ月児健診
司日時／12月１日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成27年３月・４月・５月生まれ
幼児歯科健診
司日時／12月15日昭13：00までおいでください
司対象者／平成26年１月・６月・７月・10月・
11月・12月、平成27年1月・2月・8月生まれ

28 月
29 火
30 水

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）

【お知らせ版】広報いいで 2016/
10/
27
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