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道路の除雪にご協力をお願いします
◆車道除雪計画

◆異常降雪時などは段階的に除雪

道の約58％を除雪します。除雪体制は、町内を５工

べての路線を目標時刻まで除雪することは困難です。

◆歩道除雪計画

に除雪します。

今年度の除雪延長（消雪を含む）は、159娃で町

区に分け、委託業者による除雪となります。

町内歩道の約11娃を業者委託と町内団体への委

託により除雪します。
◆朝７時まで一車線確保

車道除雪は、原則新雪深がおおむね10～15唖以上

の場合、または降雪状況からそれ以上になると判断
される場合に除雪車が出動します。午前７時までに
一車線を確保し、おおむね午前８時までに完了する

異常降雪などで除雪能力の限界を超えた場合、す

そこで、異常降雪のときに限り主要路線から段階的
◆消雪道路の散水休止時間

午後４時から午後６時までは、散水休止時間です。
これは、一般家庭の電力需要が多い時間帯の電力節
約を目的としたものです。

予定です。

安全な道路交通と除雪作業のためにご協力くださ
安全な道路交通と除雪作業のためにご協力ください
茅道路へは雪を出さないでください
消雪道路は降った雪を消す能力しかありません。また、機械除雪路線についても道路に出された雪は交
通の妨げになり、自動車や歩行者の事故を招く危険があります。皆さまのご協力をお願いいたします。

茅道路にはみ出した樹木や枝は伐採してください
茅町への連絡などは部落長・自治会長・地区長を通してください

平成28年度除雪事業実施体制
飯豊町
地域支え合い除雪
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問合せ先
◇町道／役場地域整備課建設室緯87―0516
◇県道／置賜総合支庁西置賜道路計画課維持管理担当緯88―8229

◇国道／山形河川国道事務所米沢国道維持出張所緯0238―37―5300
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住民税・国保税
煙納期限／12月28日我
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

12月

心配ごと相談
人権相談

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。

プレミアム付商品券販売
商工会では、20％お得なプレミアム
付商品券を販売します。町民世帯に先
行販売します。売り切れ次第終了です。
◆販売日／12月４日蚊
◆販売時間／9：00～15：00
◆販売会場／町内各地区公民館
※中津川地区公民館は９：00～12
：00
◆販売価格／1セット５千円（1,
000
円×6枚）をセット単位で販売。1世
帯10セットまで購入できます。やま
がた子育て応援パスポート提示で
12セットまで購入できます。
※同居家族以外の代理購入はできません
※町外の方への販売は５日俄からです
◆使用期限／平成29年２月28日峨
◆問合せ先／飯豊町商工会☎72―3000
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ありがとうございました。
平成28年８月から10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。

【飯豊町へ】
◎庁舎周りの草刈り／樋口建設㈱
【町民総合センターへ】
◎清掃／樋口建設㈱
【東部地区公民館へ】
◎添川温泉ふるさと祭り補助／東部地
区中学生
【西部地区公民館へ】
◎花壇除草／町分館寿クラブ
【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
【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」
◎環境整備／第４分団第３部、
第４部
（小白川地区消防団）
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、
石山幸
子さん、
梅津久美子さん、
舟山京子さ

行政相談

日時：２日画･
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）
日時：２日画 13
：00～15
：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）
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）

ん、
樋口典子さん、
小松さおりさん
【添川小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、
梅津智
子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん
【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、
伊藤に
しきさん、
岡田香代子さん、
小川とよ
子さん、
梅津久美子さん
【飯豊中学校へ】
◎除草、
清掃／樋口建設㈱
【飯豊わくわくこども園へ】
（幼児部）
◎読み聞かせ／あ～すまいりーず
【つばき保育園へ】
◎獅子舞の指導とお囃子／椿青年会
◎保育補助／高橋侑加さん
【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
（中部学童・白椿学童クラブ）
手塚娃子さん
【美の里へ】
◎唄と踊り披露／友和会
（飯豊町と川西町）
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心遣いに感謝します。
平成28年８月から10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。

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花
（１式）
◎飯豊史話会／飯豊史話
（１冊）
【中津川地区公民館へ】
◎宮かよ子さん／ハロウィーン用カボ
チャ
（１個）
◎鈴木八重子さん／タオル
（30枚）
、
Ｂ
ＯＸティッシュ
（20個）
◎後藤通雄さん／竹
（２本）
【第一小学校へ】
◎第一小学校後援会／緞帳
（１式）
◎ごとく会／演台
（１式）
◎東京飯豊会
（東京都）
／桜の木
（１式）
◎第16代校長大村亨夫さん
（白鷹町）
彫刻
「散居集落・秋」
（１式）
◎本間利雄設計事務所
（山形市）
彫刻
「月夜の散居集落・冬」
（１式）

◎樋口建設㈱・那須建設㈱・株式会社髙
橋工務店特定建設工事共同企業体
児童図書
（１式）
◎飯豊ライオンズクラブ／竣工記念品
（１式）
【添川小学校へ】
◎日本プロフェッショナル野球組織

ベースウォール（１基）

【飯豊中学校へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花
（10鉢）
【幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎めざみの里観光物産館／里芋
（多数）
【飯豊わくわくこども園へ】
◎佐藤仁史さん／プランター花
（８個）
（乳児部）
◎舟山建築／焼き芋用木片
（３袋）
（幼児部）
◎宇津木達男さん／花
（多数）
【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花
（５鉢）
、
プラン
ター花
（10個）
◎後藤信義さん／サツマイモ
（20茜）
◎井上建築／玉入れ用の捧
（２本）
【手ノ子幼稚園へ】
◎ゆうゆうクラブ／お菓子
（15人分）
◎ニベア花王㈱
（東京都）
／オリジナル
絵本
（21人分）
、
大判サイズ絵本
（２
冊）
、
ニベアクリーム
（６本）
◎ベネッセコーポレーション
（岡山県）
紙芝居
（１冊）
、
栄養満点シート
（15人分）
◎寒河江安子さん／リース
（１個）
◎横山秋子さん／ラフランス
（15個）
【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花
（５鉢）
、
プラン
ター花
（４個）
【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花
（１式）
【美の里へ】
◎齋藤みつのさん／タオル
（38枚）

「いいでめざみの里応援寄附金」

町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成28年８月～10月
2,
156件／26,
529,
800円
斬平成28年度合計
4,
141件／58,
166,
800円
【お知らせ版】広報いいで 2016/
11/
24

12月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
日 曜

者

名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

3 土

髙橋工務店

75－2086 23 金

佐藤管工業

72－2191

10 土

佐藤管工業

72－2191 25 日

髙橋工務店

75－2086

4 日

11 日
17 土
18 日

６次産業化推進支援事業

業

佐藤管工業
髙橋工務店
髙橋工務店
佐藤管工業

72－2191 24 土
75－2086 29 木
75－2086 30 金
72－2191 31 土

髙橋工務店
佐藤管工業
佐藤管工業
髙橋工務店

75－2086
72－2191
72－2191
75－2086

認知症初期集中支援チームが
サポートします

歯周病検診を受けましたか？

町内の農林水産物を使った加工品の

助成券の有効期限（12月末）が近づ

開発や改良、販売促進などを行う町内

いています。まだ受けていない方はこ

ことで、住み慣れた地域・自宅で自分

の団体や個人に対し支援します。

の機会に受けましょう。特に、血糖値

らしく生活していくことが可能です。

◆対象経費・補助額

が高めの方や何年も歯科医院に行って

様々な悩みを抱えている方に、看護師

焔原材料費、加工費、消耗品、印刷製

いない方に受診をお勧めします。

や介護福祉士などの専門職がご自宅に

◆対象者／今年度中に40・50・60・

お伺いし、本人や家族への必要な支援

本費、機械器具の購入、レンタル料、
成分分析費用などの対象経費の確以
内（上限50万円）
焔講師謝金、研修旅費などの対象経費

認知症は早期に診断・治療を受ける

70歳になる方。対象者には６月頃に

を行います。

案内と受診券を送付しています

◆問合せ先／飯豊町地域包括支援セン

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室

ター緯86－2233

☎86－2338

雪下ろし有償ボランティア
募集

置賜きのこ栽培研修会
（無料）

労働契約法の改正により、有期労働

難な高齢者世帯などの屋根の雪下ろし

契約が反復更新されて通算５年を超え

をしていただく有償ボランティアを募

たときに、労働者の申出により、期間

集します。技術講習などを通じて安全

◆日時／11月30日昌13：00～

の定めのない契約に転換しなければな

に活動できるボランティアの養成を行

◆会場／置賜総合支庁西庁舎
（長井市）

らないルール（無期転換ルール）が、

います。詳細は問い合わせください

◆内容／原木や菌床きのこの栽培方法。

平成30年４月１日以降に本格的に実

◆募集期間／12月５日～29年２月10日

の殻以内（上限10万円）
◆申込締切／12月28日昌
◆申込・問合せ先／役場農林振興課
農業振興室緯87－0525

ご存知ですか？
「無期転換ルール」

社会福祉協議会では、自力除雪が困

施されます。労使で十分話し合いの上、

◆準備期間／平成29年３月～11月

◆申込期限／11月29日昇

対応を準備してください。

◆実稼働時期／平成29年12月～

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林

◆問合せ先／山形労働局雇用環境・均

◆応募・問合せ先／町社会福祉協議会

ほだ木の作り方と植菌実習

整備課緯0238－26－6065

等室緯023－624－8228

緯72－3353

冬期間の水道に関するお知らせ

葛問合せ先／役場地域整備課上下水道室緯87―0515

茅冬期間の上下水道料金は、推定料金となります
積雪により１
２月から来年４月の冬期間は、水道メー
ターの検針ができないため、推定料金で請求し、検針
再開の来年５月に精算します。
※推定料金は、11月の検針値と同水量にて請求させて
いただきます。不都合な場合はご連絡ください。
茅冬期間の水漏れ事故に要注意！
冬期間において、凍結や落雪などの維持管理不良に
よる水漏れ事故が多く発生しています。その際の修理

茅もし、水漏れしたら！
水道法により、軽微な変更以外は、町が指定した給
水装置事業者しか修理できません。水漏れ箇所が地中
や床下、壁中の場合は減額制度もありますので、町指
定給水装置工事事業者に依頼してください。
※軽微な変更：給水装置の末端にある蛇口などの給水
用具の取替えおよび補修で配管を伴わない変更

代と水漏れした水道代は全額自己負担になります。事
故防止のために、水抜きやヒーターを巻くなどの凍結
防止や水道施設の雪囲いをするなど、事故対策をお願
いします。また、定期的に蛇口を閉めて、メーターが
回っていないことを確認してください。

【町指定給水装置工事事業者】
鴨髙橋工務店 緯75－2086
鴨佐藤管工業

緯72－2191

鴨ウマイヤ商店 緯72－2275

緯72－2155
ほか町外49社が指定されています。

鴨梅津商店

平成28年度国保税納期限
国民健康保険加入者の皆さんへ

国保税の納付はお済みでしょうか
国保税の納付はお済みでしょうか？
国保税を納めないでいると…
特別な事情もなく国保税を滞納すると、未納期間に

応じて次のような措置がとられます。
虚納期を過ぎると督促状が送られてきます

延滞金などを徴収される場合があります。
許短期保険証が交付されます
督促が行われたあとも納めないままだと、通常の
保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者
証」が交付されます。
距資格証明書が交付されます

◇第５期

11月30日我

◇第７期

１月31日峨

◇第６期
◇第８期
◇第９期

12月28日我
２月28日峨
３月31日画

どうしても納付が難しいときは相談を

災害や失業など特別な事情により

国保税の納付が困難なときは、申請
により国保税の分割納付などができ
る場合があります。どうしても納付
が難しいときは、お早めに役場１階
の窓口へご相談ください。
おすすめ！

便利な口座振替を利用しましょう！

１年以上滞納すると保険証の代わりに、
「被保険者
資格証明書」が交付されます。この場合、医療費は

国保税の納付には口座振替が便利です。指定し
た口座から自動的に引き落とされるので、忙しい

は後日申請することで、本来の自己負担額を除いて
国保からの給付が受けられます。
鋸国保の給付が差し止めになります

納税通知書・預金通帳・はんこ（通帳届出印）

いったん全額自己負担となります。支払った医療費

納期限から１年６カ月を過ぎると、国保の給付が
全部、もしくは一部差し止めになります。
漁差し押さえなどの厳しい処分を受ける場合があります

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

モーツァルト歌劇「魔笛」上演のお知らせ
モーツァルトのオペラ「魔笛」を山形オペラ協会の
キャストで上演します。また、管弦楽は山形交響楽団
の生演奏です。本格的なオペラを身近に楽しむまたと
ないチャンスですのでぜひ、ご鑑賞ください。
◆日時／12月10日臥 開場13：30 開演14：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
◆前売券／全席自由 一般1,
100円（当日券1,
300円）
高校生以下500円（当日券700円）

方や不在がちな方におすすめです。振替希望の金
融機関で手続きしてください。
◎必要なもの

◆問合せ先／役場住民税務課
住民室緯87―0511、税務室緯87―0512

※前売券に残席のある場合のみ当日券を販売します
※就学前のお子さんのご入場はご遠慮ください
◆出演／焔総監督・演出：藤野祐一 氏
焔指揮：佐藤寿一 氏
焔管弦楽：山形交響楽団 焔合唱：山形大学ＹＣＭ
焔キャスト：山形オペラ協会
◆チケット取扱／町民総合センター「あ～す」
・役場会
計室窓口・各地区公民館・文翔館・県庁購買部・山
響事務局・公文協公演情報＆ＴＩＣＫＥＴＳ・ロー
ソンチケット【Ｌコード：23150】・チケットぴあ
【Ｐコード：307―622】・e+（イープラス）

◆臨時託児所／臨時託児所を設置します（無料、要予
約、１歳以上可）
※詳しくは町民総合センター「あ～す」までお問い合
せください
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72―3111、
文翔館☎023―635―5500

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

全面通行止めは、前回同様に８：00～17：00のみで、夜間や12月７日以降は
片側交互通行となります。片側交互通行期間でも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。

山側約30mの擁壁も出来上がり、11
月24日～12月６日の予定で、
２回目の

西置賜道路計画課からのお知らせは、今回を持って最後になります。これま
での通行規制に対しご協力をいただきましてありがとうございました。

スノーシェッドの屋根部材の架設工事
に入ります。
今年は例年より早い降雪となり、早
い時期の根雪が気になりますが、今回
の 架 設 作 業 が 終 了 す れ ば、ス ノ ー
シェッド区間の雪崩の心配は無くなり
ます。
架設後も、ガードレール設置などの
作業を行いますので、引き続きご協力 屋根上にて中津川方面を望む
手ノ子方面を望む
◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230
をお願いします。なお、架設作業時の

町健康福祉課の
健

康

教

室

【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

な体力測定を行いますので、来所前
にあらかじめご連絡ください。
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

・基礎代謝1091→1105に増加
・体内年齢57歳に若返り
○会場／町社会福祉協議会建物内

焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔料金／１回200円

防のためにゆっくりと運動を行うト

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

レーニングルームです。介護予防運動

９：00～12：00、13：00～16：30

指導員がおりますのでトレーニングマ

残利用者の声・運動の成果

シンを安全に使用でき、体力に合わせ

・76歳男性(
平成20年から、週２回の

あ～す

町社会福祉
協議会

て無理なく運動が続けられます。足腰

ペースで利用されている方)

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

筋トレ教室開設当時から利用を始め、

い方など、ぜひご活用ください。この

今年800回を超えました。筋トレを

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

継続して体力・筋力維持をしながら、

ングを始めてみませんか？

趣味の登山も楽しく続けています。

◆申込・問合せ先

焔対象者／おおむね60歳から

・筋肉量38.
6→39.
2㎏ に増加

・社会福祉協議会内専用緯86－2555

※初めて利用される方は、初回に簡単

・脚力76→81に増加

・町健康福祉課福祉室

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

緯86－2233

「命」を守る

－

ご家族で次の５則を実践しましょう。

冬の交通安全 －
「高齢者の交通事故」を未然に防ぐには、ご家族など周囲

■冬道の安全運転５則

のサポートが必要です。
年齢・体調・運動機能の低下など、
運

①夏場より１
０ｋｍ以上の減速を。

転に不安があれば、自主返納を行いましょう。

②夏場より２倍以上の車間距離を。
③３つの急動作（急加速・急停止・急ハンドル）はしない。
④視界不良時は徐行を。
（日中でもライト点灯を。
）
⑤危険いっぱい。追い越しはしない。
■運転免許証の自主返納を支援します
町では運転免許証を自主返納された方に、返納時にほほ
えみカー乗車券（400円・30枚）を交付しています。

全国的に高齢者の事故が多い状況です。
町は運転免許証の自主返納を支援します。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87－0514

１
２月
1 木

中津川地区むらづくり視察 ９：00～（中津川地区公民館）
：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19

第２回食改合同研修会 ９：30～（健康福祉センター）
2 金 人権なんでも相談 13
：00～（あ～す）
心配ごと相談 13
：00～（社会福祉協議会）

総合検診 ７：30～（健康福祉センター）
3 土 ふるさと学園と小学生のそば打ち教室 ９：00～
（西部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）
4 日
5 月 中津川地区婦人会みそづくり ９：00～（中津川地区公民館）
6 火 白椿地区文化部会 19
：00～（白椿地区公民館）
7 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）

8 木
9 金
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
10 土 モーツァルト歌劇「魔笛」14
：00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）
11 日 食彩しろつばき ９：00～（いいで旅館）
12 月
13 火
14 水

第２回男の料理教室 ９：30～（健康福祉センター）
秋桜倶楽部クリスマス会 19
：00～（白椿地区公民館）

キララ☆ヒップホップ教室 19
：00～（中部地区公民館）
バトミントン愛好会 19
：00～（中津川地区体育館）

中部地区婦人学級学習会・クリスマス会 10
：00～
（中部地区公民館）
15 木
キララ☆ピラティス教室 19
：00～（中津川地区公民館）
16 金 心配ごと・行政相談 13
：00～（社会福祉協議会）
17 土 キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）

１２月の保健
問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

乳幼児健診
４カ月児・９カ月児健診
司日時／12月９日晶 13：00までお出でください
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
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／12月１日昭 13：00までお出でください
司対象者／平成27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、１
１月中旬にお送りする問診票、そのほ
かお子さんに必要なもの

幼児歯科健診
司日時／12月15日昭 13
：00までお出でください
司対象者／①平成26年１月・６月・７月・10月
・11月・12月生まれ
②平成27年１月・２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、
健診料金500円

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（１回目）

18 日
19 月
20 火

離乳食教室 10
：00～（こどもみらい館）
きら☆びくす 19
：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）
21 水 キララ☆ピラティス教室 19
：00～（東部地区公民館）
バトミントン愛好会 19
：00～（中津川地区体育館）
22 木

休日歯科診療担当医院
期日

町営手ノ子スキー場開き ９：30～（手ノ子スキー場）
23 金 親子クリスマスケーキ作り 10
：00～（中部地区公民館）
親子クリスマスケーキ作り 13
：30～（白椿地区公民館）
24 土 キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）

中部地区婦人学級迎春用生け花教室 10
：00～
（中部地区公民館）
官公庁御用納め

31 土

12月18日蚊
12月23日画

担当歯科医院
電話番号
南陽 村越歯科医院
0238403295
米沢 レインボー歯科医院 0238261182
南陽 伊藤歯科医院（宮内） 0238452030
米沢 くまの歯科医院
0238408600
米沢 プリリー歯科クリニック 0238224182
高畠 わたなべデンタルクリニック 0238563888

１月の乳幼児健診日程

27 火

30 金

12月11日蚊

12月31日臥

26 月 飯豊町農業委員会総会 15
：00～（役場）

29 木

12月4日蚊

12月25日蚊

25 日

28 水

司日時／12月７日昌 ８：50～15：30
司対象者／平成29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、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

３歳児健診
司日時／１月26日昭 13：00までお出でください
司対象者／平成25年５月・６月生まれ
幼児歯科健診
司日時／１月19日昭 13：00までお出でください
司対象者／①平成25年10月・11月・12月生まれ
②平成26年2月・3月・8月生まれ
③平成27年９月・12月生まれ
④平成28年１月生まれ
【お知らせ版】広報いいで 2016/
11/
24
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