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お 知 ら せ 版

忘れずに申告の手続きを！
～最終提出は平成29年１月31日峨です～

農業者や事業者の皆さんの償却資産申告を右記の
日程で行ないます。最寄の会場でお手続きください。
都合がつかない場合は、直接、役場住民税務課税務
室までお越しください。
昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有された方については、
申告書を送付しますので、ご連絡ください。
対象となる償却資産とは、平成29年１月１日時点

で所有し、事業用に使用している機械装置や構築物
などで、取得価格が10万円以上で耐用年数が１年以
上のものです。ただし、自動車税や軽自動車税が課

税されているもの（乗用田植機、トラ
クター、コンバイン、ホイルローダな
ど）は除かれます。
※申告書控は、２月からの町県民税の
申告相談に必ずご持参ください

償 却 資 産 の 申 告 の ご 案 内農業者・事業者の皆さんへ

◆持ち物／①償却資産申告書用紙 ②細目一覧表
③種類別明細書（増加があった場合）
④はんこ ⑤取得した償却資産の領収書
⑥マイナンバーカード（お持ちでない方
は、マイナンバー通知カードおよび身
元確認資料（運転免許証など））

◆問合せ先／役場住民税務課税務室緯87―0513

会 場受 付 時 間期 日

西部地区公民館9：30～11：30
１月６日画

中津川地区公民館13：30～15：30

東部地区公民館9：30～11：30
１月10日峨

白椿地区公民館13：30～15：30

中部地区公民館9：30～11：30１月11日我

◆償却資産申告日程表

焔「飯豊らしさ」を有し、町外に飯豊町をＰＲするにふ
さわしい特産品などを寄附者に提供できる方

◆事業者募集期間／１月17日峨～31日峨

８：30～17：15(土・日曜日を除く)
◆申込方法／事業参加申込書（町ホームページから入
手可）に商品の画像データおよび商品説明を添えて
下記まで提出してください。なお、郵送での提出は
不可。事業参加申込書提出の際に、提案内容につい
ての詳細をお伺いしますので、時間に余裕をもって
お越しください。

◆申込・問合せ先
役場総務企画課総合政策室緯87―0521

町では、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産
業の活性化に寄与することを目的に、ふるさと納税特
典として寄附者に町の特産品などを贈呈しています。
平成29年度ふるさと納税特典として、町の特産品な

どを寄附者に送付する事業者を募集します。つきまし
ては、事業説明会を開催しますのでご参加ください。
【事業説明会】
◆日時／１月17日峨 10：00～
◆場所／町民総合センター「あ～す」２階研修室
【事業参加資格】
焔町内に本社または主たる事業所を有する法人または
個人であって町税などの滞納がない方
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国保税
煙納期限／1月31日峨

煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－05131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。

談 1月
日時：６日画、20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：20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

◆職種
焔役場・町民総合センターほか
一般事務助手…若干名
交通安全専門指導員…１名
運転手…３名

焔町内小中学校
学校技術員…４名
学校支援員…７名

焔各地区公民館
公民館職員…10名

◆受付期間／1月10日昇～24日昇

※郵送の場合は、１月24日必着のこと
◆受付時間／8：30～17：15
※土・日を除く
◆応募資格
焔性別・住所は問いませんが、行政事
務などが適切にできる方です。秘密
保持や公平公正な事務執行などは、
職員と同様です

焔運転手は大型自動車運転免許を所持
している方

焔学校支援員の業務内容は、児童生徒
への学習活動支援や補助業務および
学校図書館の司書業務となるため、
教員、保育士免許所持者および図書
館司書資格所持者、ケースワーカー
や各種相談業務経験者を優遇します
◆申込書の請求
申込書は、１月６日晶から役場総務
企画課行政管理室で交付します。郵
便で請求する場合は、120円切手を
貼った宛先明記の返信用封筒（角型
２号）を必ず同封し、請求ください
※申込書は町ホームページからも入
手可能です。
◆申込方法
申込書に必要事項を記入し、履歴書
を同封の上、総務企画課行政管理室
へ提出してください
◆雇用の通知
原則平成29年４月から１年間以内
の雇用とし、面接および書類選考の
上、２月下旬から３月上旬に雇用者
に通知します。なお、年度途中に緊
急に必要とする臨時職員も台帳記載

者から雇用します。
◆勤務条件
※平成28年12月１日現在
◇賃金／職種や前歴などにより決定
・一般事務助手

日額5,800～6,000円
・交通安全専門指導員

日額6,500円
・運転手

日額7,000～7,500円
・学校技術員

日額7,000～7,500円
・児童生徒自立支援員、学校支援員

日額6,500円
・公民館職員

月額162,000円～
◇休日
原則は土・日・祝日・年末年始
◇その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込・問合せ先
〒999-0696
飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課行政管理室
緯87－0520

平成29年度町臨時職員募集・

雇用予定者登録のご案内

「フル規格新幹線」奥羽・羽
越新幹線の早期実現を

また、太平洋側を中心に東日本に甚
大な被害を及ぼした東日本大震災では、
被害の比較的少なかった日本海側の交
通インフラが代替機能を発揮したこと
を機に、日本海国土軸の形成など、改
めてバランスの取れた社会資本整備の
重要性が認識されました。中でも、定
時性、速達性、大量輸送性に優れたフ
ル規格新幹線の整備は山形県における
高速交通ネットワークの基軸となるも
のと期待されています。
このようにフル規格新幹線の整備は、
沿線地域に幅広く交流と活性化をもた

らすとともに、万が一の代替機能とし
ても期待されるため、飯豊町としても
整備の実現に向けたPRや機運醸成の
取組みを展開していきます。
◆問合せ先／役場総務企画課総合政策
室☎87－0521、山形県企画振興部
交通政策課☎023－630－2161

現在の山形新幹線は、在来線区間の
線路や車両を改良したもので、福島⇔
新庄間の在来線区間の最高時速が130
州に制限されるなど、速度や安定性に
制限のある「ミニ新幹線」と呼ばれて
います。
一方、九州や北陸、北海道の各新幹
線は次々とフル規格で開業し、首都圏
などとの移動時間が短縮され、観光客
が増加しているほか、観光客の行動範
囲も広がる傾向にあります。



1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
75－2086髙 橋 工 務 店月975－2086髙 橋 工 務 店日１
72－2191佐 藤 管 工 業土1472－2191佐 藤 管 工 業月２
72－2191佐 藤 管 工 業日1572－2191佐 藤 管 工 業火３
75－2086髙 橋 工 務 店土2175－2086髙 橋 工 務 店水4
75－2086髙 橋 工 務 店日2275－2086髙 橋 工 務 店木5
72－2191佐 藤 管 工 業土2872－2191佐 藤 管 工 業金6
72－2191佐 藤 管 工 業日2972－2191佐 藤 管 工 業土7

75－2086髙 橋 工 務 店日8

◆日時／１月27日晶13：00～15：00
◆場所／あ～す
◆相談内容／法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷誠氏
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生活
環境室緯87－0514

利子補給制度がある教育ローンです。
卒業後、県内に就職・就業すると、元金
300万円を限度に年2.0％の利子補給を
受けることができます。
◆対象者／下記の両方を満たす方
焔県内に居住または勤務されている方
焔原則20歳以上、勤続年数１年以上、前
年の税込年収が150万円以上の方
◆使いみち／入学金や授業料、仕送りな
ど、本人や親族の方の教育費用
◆融資限度額／最高1,000万円
◆融資期間／最長10年
◆金利（固定）／年2.3％～3.45％
※金利は融資期間などにより異なります
※上記金利は平成29年３月末日まで
◆担保・保証／担保不要・別途保証料必要
◆申込・問合せ先
東北労働金庫長井支店☎84－1100

◆踏切事故防止のための注意点
焔踏切の手前では必ず一旦停止！特に冬
季間は路面凍結によるスリップに備え、
踏切手前で充分に減速してください。
また、積雪や吹雪により踏切が確認し
にくい場合があります。誤って踏切か
ら線路に進入しないよう、はっきり確
認してから通行しましょう。

焔警報機が鳴ったら踏切内への無理な進
入はやめましょう

焔踏切内で動けなくなった場合は、まず、
列車を止めてください
◆申込・問合せ先／山形県踏切道事故防
止対策委員会緯023－630－2196

事前に予約の上お気軽に相談ください。
◆日時／1月11日昌9：30～12：30
※30分刻みでの予約になります
◆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
12月26日捷～平成29年１月６日晶

◆申込・問合せ先
役場住民税務課住民室緯87―0511

認知症や介護についての知識を深めた
い方、認知症について悩んでいる方やそ
のご家族、町民同士の交流の場として「茶
屋よっとごえ」を開催します。どんな方
でも気軽に立ち寄り、お茶を飲みながら
気軽に話し合える場です。無料です。
◆日時／毎月第３月曜日。14：00～15：30
※今年度は１月16日捷、２月20日捷、
３月20日捷抄

※送迎希望の方は開催3日前までに申し
込みください
◆場所／ケアハウスめざみの里
◆申込・問合せ先
町地域包括支援センター☎86－2233

◆日時／平成29年２月12日掌

開場13：30、開演14：00
◆会場／高畠町文化ホール
◆入場料／無料
※入場整理券（一人３枚まで）が必要です
◆整理券・問合せ先／高畠町文化ホール
☎0238－52－4489

「日本で最も美しい村」連合の2017年
版カレンダーを先着15名に無料で差し
上げます。役場まで受け取りに来てくだ
さる方に限ります。
◆申込・問合せ先／役場総務企画課総合
政策室緯87―0521

1月の年金相談
（年金事務所出張相談）

ござっとごえ！
「茶屋よっとごえ」

県が指定する条件悪地での支障木の伐
採・利用について、経費の一部を補助し
ます。詳細は、県ホームページ（地域情
報／置賜総合支庁／総合支庁からのお知
らせ）を、ご覧ください。
◆対象者／自ら支障木を伐採・利用する
方（団体・企業など）

◆対象河川／横川（小国町大字町原・杉
沢地内）、荒川（小国町大字越中里地内）、
置賜野川（長井市寺泉・平山地内）

◆申込期限／平成29年１月20日晶

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁西置賜
河川砂防課ダム管理担当緯88－8246

◆日時／１月16日捷11：00～15：00
◆会場／ハローワーク長井
※相談中は同室で保育スタッフがお子さ
んをお預かりします

◆問合せ先／マザーズジョブサポート山
形緯023－665－5915

◆日時／平成29年１月21日松

受付９：30 対局10：00～15：00
◆会場／中部地区公民館
◆参加費／1,000円（中学生以下500円）
※昼食代は参加費に含まれています
◆クラス／大人Ａ、大人Ｂ、子どもの部
◆申込期限／平成29年１月12日昭

◆申込・問合せ先
中部地区公民館☎72－2126

◆部門とテーマ
焔一般の部：米坂線に関する作品であれ
ばテーマは自由。ただし、平成23年１
月１日以降に撮影したものに限る

焔80周年記念の部：米坂線の歴史
◆対象者／制限はありません
◆応募締切／平成29年１月31日昇

◆応募・問合せ先／米坂線整備促進期成
同盟会事務局緯0238－62－2264

河川の支障木を
利用しませんか！

マザーズおしごと相談会
in長井の開催について

いいでめざみの里
新春将棋大会

陸上自衛隊第6音楽隊
「新春コンサート」

無料法律相談開催

「日本で最も美しい村」
カレンダーを差し上げます

米坂線全線開通80周年記
念フォトコンテスト

踏切事故防止

ふるさと奨学ローン
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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

年末年始の「あ～す」休館日は以下のとおりにな
ります。「あ～す」休館日には図書室も閉館となりま
す。ご理解とご協力をお願いします。
◆休館日
12月29日牙～平成29年１月３日峨

年末年始の「あ～す」休館日について

１月23日俄から１月30日俄までの間、蔵書点検作
業のため、「あ～す」図書室が臨時休館となります。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
お手元に貸出期限の過ぎた図書をお持ちの場合は、

速やかに返却してください。

「あ～す」図書室の臨時休館のお知らせ

※年末年始や臨時休館日を含め、
図書室閉館日に図書を返却す
る場合は、正面玄関向かって
右側奥の「図書返却口」をご
利用ください

平成29年１月以降、日本年金機構（各地方の年金事
務所）の窓口において、マイナンバーを利用した年金
の相談・照会が可能となります。その際、マイナンバー
カード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記
載された住民票の提示が必要です。なお、従来どおり、
基礎年金番号での相談・照会も可能です。

年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金関関関関関関関関関関係係係係係係係係係係のののののののののの申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請ななななななななななどどどどどどどどどど年金関係の申請などででででででででででで
ママママママママママイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンババババババババババマイナンバーーーーーーーーーーーがががががががががが必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要ととととととととととななななななななななりりりりりりりりりりままままままままままが必要となりますすすすすすすすすすす

式となります。
※60歳未満の被保険者がおこなう申請などでのマイ
ナンバー利用については現在のところ未定です。

柑扶養親族等申告書のマイナンバーの記載について
老齢給付の年金請求の際、公的年金などの受給者の

扶養親族等申告書を合わせて提出する必要がある場合
は、平成29年４月以降、扶養親族等申告書に請求者本
人と扶養親族などのマイナンバーの記載が必要となり
ます。

敢マイナンバーの記載による添付書類の省略について
現在、年金受給権を取得される方の年金裁定請求書
や支給繰下げ（繰上げ）請求書、受給選択申出書など
においては、住民票コードを記載いただくと生年月日
を確認する戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとして
いますが、平成29年４月以降、住民票コードに代えて
マイナンバーを記載することになります。
日本年金機構から年金受給権を取得される方に送付
される裁定請求書については、平成29年１月送付分
（４月生月者分）からマイナンバーを記載できる新様

相談・照会におけるマイナンバーの利用

各種手続きにおけるマイナンバーの利用

平成27年11月～12月頃に、すべての住民の方に対
して「マイナンバー通知カード」が送付されています。
マイナンバーカードの交付申請をされていない方は、
マイナンバー通知カードでマイナンバーを確認してく
ださい。マイナンバー通知カードを紛失したなど、マ
イナンバーがわからない場合には下記の役場担当窓口
へご相談ください。

マイナンバーがわからない場合

◆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

▲マイナンバー通知カードのみほん



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
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

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／１月18日昌９：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／１月５日昭14：30～
◆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

●らくらく筋トレ
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？
◇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

※12月28日～1月４日は休館です
◇料金／1回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル
残利用者の声・運動の成果
・65歳女性(最近利用を再開した方)

以前より畑仕事の疲れが残らなく
なりました。有酸素運動の効果で血
圧が下がってきており、代謝が良く
なって汗をかきやすくなったので、
今後も運動を継続していきたいと思
います。
・68歳男性(冬期間のみ利用する方)

冬場は体を動かす機会がないので、

メタボ予防と膝痛解消のために週２
回利用します。自宅で運動はできな
いので、冬場だけですが頑張ってト
レーニングに励みたいと思います。

残会場

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86－2555
・町健康福祉課福祉室 緯86－2233

町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

あ～す

町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター

冬道も安心！「ほほえみカー」のススメ住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

予約先／ほほえみカー予約センター緯86-2220
問合せ・登録先／飯豊町社会福祉協議会緯72-3353

冬、到来。道路では凍結や視界不良な
ど、事故や転倒も多くなる季節です。
そこで、玄関から玄関まで送迎いたし
ます「ほほえみカー」をお勧めします。
「ほほえみカー」は、町社会福祉協議会
が運営し、町全域と長井エリア内を、低
料金で、全町民の方が利用できます。
お買物や通院の足となり、町内と目的
地の間を移動できる便利な交通サービス
です。登録・予約は、電話１本のみです。

さらに、お得な利用回数券や、商工会
ほほえみカー事業加盟店ご利用のお帰り
は無料券進呈（往復ご利用の場合に限り）
のサービスもあります。
ご不明な点やご利用の際は、お気軽に
下記までご連絡ください。
★今年度より公立置賜総合病院からのお
帰りは予約不要で乗車できます。
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日1
めざみの里書初め大会 10：00～（物産館）月2

火3
官公庁御用始め水4

木5
心配ごと相談13：00～（社会福祉協議会）
新春賀詞交換会15：30～（いいで旅館）金6
どんでん平スノーパークOPEN10：00～（ゆり園）
千倉・飯豊子ども交歓会13：00～（自然の家ほか）～９日
スキー指導者講習会 18：00～（手ノ子スキー場）

土7

キララ☆親子スキー教室9：30～（手ノ子スキー場）
消防団出初式10：00～（あ～す）
西部スキー教室開講式13：30～（手ノ子スキー場）

日8

月9
火10
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）水11

木12
金13
キララ☆書道教室 ８：30～（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14
スキー子どもの日 9：00～（手ノ子スキー場）
キララ☆親子スキー教室９：30～（手ノ子スキー場）日15

茶屋よっとごえ14：00～（ケアハウスめざみの里）月16
火17
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水18
いきいき教室軽運動＆お茶会 10：00～（白椿地区公民館）木19
心配ごと・行政相談13：00～（社会福祉協議会）金20
新春将棋大会10：00～（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21
キララ☆親子スキー教室９：30～（手ノ子スキー場）
スキー場感謝デー 11：30～（手ノ子スキー場）日22

月23
婦人学級初釜会10：00～（中部地区公民館）火24
町農業委員会総会 15：00～（役場）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水25

木26
無料法律相談13：00～（あ～す）
川柳カルタ作り19：00～（白椿地区公民館）金27
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
いいで黒べこ「冬の陣」第壱陣18：30～（いいで旅館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土28

キララ☆親子スキー教室９：30～（手ノ子スキー場）
川柳カルタ取り大会 10：00～（白椿地区公民館）
川柳大会13：30～（白椿地区公民館）

日29

月30
火31

１月

３歳児健診
司日時／１月26日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成25年５月・６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（事前送付予定）

「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／1月19日昭 13：00までおいでください
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

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／1月11日昌８：50～11：40
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、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・９カ月児健診
司日時／２月３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８月・９月生まれ

９カ月児／平成28年３月生まれ
１歳６カ月児健診

司日時／２月23日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成27年６月・７月生まれ
幼児歯科健診

司日時／２月16日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成25年９月、平成26年４月・５月・９月、
平成27年３月・４月・１０月、平成28年２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（２回目）

２月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
84－7722長井 西原歯科医院１月１日蚊

0238－28－0820米沢 万世歯科クリニック１月２日俄

0238－40－8248高畠顎口腔クリニック根岸山１月３日峨

0238－23－0370米沢 鈴木歯科医院１月8日蚊

0238－43－8143南陽 すまいる歯科１月9日俄

0238－23－8888米沢 高橋歯科医院１月15日蚊

0238－52－0117高畠 八木歯科医院１月22日蚊

0238－22－1121米沢 五十嵐歯科医院１月29日蚊

休日歯科診療担当医院

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

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。


