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◆連絡・問合せ先／町健康福祉課福祉室緯86―2233
町社会福祉協議会緯72―3353

飯豊町、飯豊町社会福祉協議会、飯豊町民生委員児童委員協議会では、住民の
皆さんの安全と安心を守るため、高齢者や障がいをお持ちの方を対象に救急医療
情報キット「いのちのバトン」を２月下旬から、利用を希望する方に無料配布し
ます。
かかりつけ医療機関やかかっている病気などの情報を「いのちのバトン」に保
管することで、救急隊による迅速な救急活動に生かすことができます。
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「いのちのバトン」（救急医療情報キット）とは…？

※情報シートおよびバトンはイメージです※「いのちのバトン」の詳細は、下記の問合せ先または、お
近くの民生委員・児童委員まで問い合わせください
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情報シートに必要事項を記入しバトンに入れる

バトンを冷蔵庫で保管
します。救急の際は、
救急隊などが記載情報
を確認します

・65歳以上の一人暮らし高齢者の方
・65歳以上の高齢者のみの世帯の方
・障がい者手帳をお持ちの方
などの方が対象となります。

胸どんな人が利用できるの？

氏名や医療情報（かかりつけ医・服薬状
況）、緊急連絡先などを記入した情報シート
をバトン（プラスチックの筒型容器）に入
れて冷蔵庫に保管します。また、自宅に
「いのちのバトン」を備えてあることがわ
かるようにシールもお渡しします。玄関ド
アの内側および冷蔵庫に張り付けることで、
救急搬送が必要になった場合、救急隊がバ
トンを発見し、中の情報シートを参考に救
急医療に生かすことを目的としています。

胸どんな内容？

救急隊や駆け付けた方が、すぐに「いの
ちのバトン」を探し出す必要があります。
ほとんどの家庭で冷蔵庫は台所にあるので、
「いのちのバトン」がどこにあるのか、す
ぐに分かります。

胸なぜ冷蔵庫なの？
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町は、高校や大学への進学する学生・
生徒の皆さんを支援します。
◆申込資格／申し込み時点において次の
すべてを満たす学生や生徒

焔町に住所のある世帯に属する方
焔高校・短大・大学またはこれらに準ず
る学校などに在学または在学見込みで、
経済的理由により修学が困難な方

焔所得要件を満たす世帯に属する方（詳
しくはお問い合わせください）
◆貸与内容／学校などの種類に応じて、
次の月額と入学一時金を限度に貸与し
ます

焔高等学校またはこれに準ずる学校
月額２万円・入学一時金10万円

焔短期大学またはこれに準ずる学校
月額２万５千円・入学一時金30万円

焔大学またはこれに準ずる学校
月額３万円・入学一時金30万円

焔特別な研究修学を行う学校で、町長が
特に認める場合
月額５万円・入学一時金100万円
◆償還方法／卒業後１年は据え置き、２
年目から１０年以内の均等償還。上位学
校に進学した場合は償還の延期が可能
◆申込方法／下記申込先で交付する指定
様式（町ホームページからダウンロー
ドも可能）に必要書類を添えて提出
◆受付期間／２月１日昌～３月24日晶

８：30～17：15 ※松掌抄を除く
◆申込・問合せ先／役場教育総務課学校
教育振興室緯87－0519

山形県知事選挙で使用したポスター掲
示板（ベニヤ板および杭）を無償で差し
上げます。ご希望の方は下記までご連絡
ください。無くなり次第終了となります
のでご了承ください。
※ベニヤ板は１人５枚までです
◆申込開始／１月30日捷９：00～
◆申込・問合せ先／町選挙管理委員会
（役場総務企画課内）緯87－0520

◆日時／２月17日晶 13：30～15：30
◆場所／中部地区公民館
◆内容／ノースジャパン素材流通協同組
合理事長による講演「『薪ビジネス』
は巨大産業になるのか？」※参加無料
◆申込期限／２月13日捷

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林整
備課緯0238－26－6065

◆募集戸数／１戸（２階）
◆募集期間／１月30日捷～２月３日晶

◆住宅情報／萩生3623番地３
・間取り／３DK（６畳和室２室・4.5畳
和室１室・DK６畳）

・家賃／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

◆日時／３月６日捷13：00～16：30
◆会場／山形ビッグウイング（山形市）
◆参加企業／山形県に本社または就業場
所を有する企業（120社程度参加予定）
◆対象者／来年３月卒業予定の学生
◆問合せ先
ハローワーク長井緯84－8609

事前に連絡の上ご利用ください。
◆相談時間／10：00～15：00

国保税
煙納期限／２月28日峨

煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－05132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。

談 ２月
日時：３日画・17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：17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：17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

いいでハイツの入居者を
募集します

オールやまがた2018
ハローワーク学生企業説明会

置賜広域行政事務組合では、婚活イベ
ント「たまたび」への男性参加者を募集
しています。
◆日時／３月18日松15：00～20：30
◆参加要件／置賜在住の20～40代の独
身男性で、２月19日掌開催の「男子力
アップセミナー」に参加できる方

◆詳細・申込方法／詳細および申し込み
は「https://koikatsu.jp.net./」にア
クセスしてください

◆問合せ先／置賜広域行政事務組合総務
課企画財政係0238－23－3241

◆日時／２月16日昭 13：30～16：00
◆会場／県村山総合支庁（山形市）
◆内容／・優良実践事例の発表
・「思わず手が出る“商品”とは」に関
する講演

◆対象者／県内農業関係者
◆申込期限／２月13日捷

◆申込・問合せ先／村山総合支庁農業振
興課緯023－621－8385

◆日時／２月22日昌13：00～16：30
◆会場／県高度技術研究開発センター（山形市）
◆内容／「素材・人材を活かし販路を拓
く６次産業化」に関する講演

◆対象者／県内農業関係者（先着150名）
◆申込期限／２月17日晶

◆申込・問合せ先／山形県立農林大学校
研修部緯0233－22－8794

◆日時／２月10日晶13：00～16：00
◆会場／飯豊少年自然の家
◆内容／安全な伐木造材作業についての
講話とチェーンソー整備の実習

◆定員／25名（先着順）
◆申込期限／２月６日捷

◆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

農業経営支援研修会
（無料）

おきたま体感・婚活ツアー
男性参加者募集

山形県木炭講演会と
山形県木炭品評会出品物展示

町の奨学金制度を
ご利用ください

ポスター掲示板を
差し上げます

会場担当税理士期日
長井市新町
緯84－2505植木英夫

2月８日
昌 白鷹町十王

緯85－4548海老名信乃

長井市館町南
緯88－9159金田和夫

2月９日
昭 長井市新町

緯84－2505須貝周一

長井市台町
緯87－0057渡邉美津夫

2月10日
晶 飯豊町椿

緯72－2400長沼安義

各事務所、
長井税理士法人全 会 員2月23日

昭

東北税理士会長井支部無料
税務相談

農業経営革新支援講座
（無料）

チェーンソー安全利用研修会
（無料）



2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 店土1875－2086髙 橋 工 務 店土4
75－2086髙 橋 工 務 店日1975－2086髙 橋 工 務 店日5
72－2191佐 藤 管 工 業土2572－2191佐 藤 管 工 業土11
72－2191佐 藤 管 工 業日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

町農業技術者会では、畑地・転作地・
水稲育苗ハウスの有効活用による、園芸
作物の栽培を振興中です。園芸作物に関
する説明会を開催します。
◆日時／２月５日掌13：30～15：30
◆場所／中部地区公民館 情報交換室
◆参加費／無料
◆内容
園芸作物の紹介、平成29年度補助事業
の説明、種子・資材の販売に関する説
明、分科会および個別相談会の開催

◆紹介品目
焔花き…啓翁桜、リンドウ、小菊
焔果樹…桃、ラズベリー、ブドウ
焔野菜…アスパラガス、タマネギ、キュ
ウリ、わさび菜

◆申込・問合せ先／役場農林振興課農業
振興室緯87－0525

◆日時／２月４日松 受付８：30～
◆会場／町営手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料が必要です
◆申込方法／当日、手ノ子スキー場かも
しかロッジで受付けます

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
生涯学習振興室☎ 72－3111

長井税務署では、署内に２月16日昭か
ら申告書作成会場を開設します。会場は
申告期限が近づくと大変混み合いますの
で、早めの申告をお願いします。国税庁
ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」のご利用が便利です。
◆開設期間／２月16日昭～３月15日昌

※㈯㈰は開設しておりません
※「手引き」や「パソコン」を利用して
ご自身で作成していただいております

※譲渡所得や贈与税は、担当者が不在に
なる日もありますので、事前確認をお
願いします

◆問合せ先／長井税務署☎84－1810

園芸作物導入で所得アップを！
園芸振興説明会のご案内

スキージュニアバッジテスト
・級別テスト

２月16日から
申告書作成会場を開設します

「高円寺純情コミュニティーカフェ&
ショップ“IIDE”」で移住定住相談会を開
催します。移住だけではなく、Uターン
の相談もお受けします。首都圏にお住ま
いのご家族やご親族で、帰郷をお考えの
方がおられましたら、ぜひ当相談会をお
知らせください。申し込み不要です。前
日から、飯豊町の特産品を使った食文化
の紹介や、つる細工、木工クラフト体験
なども開催しています。
◆日時／２月５日掌13：00～16：00
◆場所／高円寺純情コミュニティーカ
フェ&ショップ“IIDE”
◆参加費／無料
◆ゲスト
髙橋幹子さん(手ノ子出身、脚本家)
◆問合せ先／役場総務企画課総合政策室
緯87－0521

町は県と連携し、将来の担い手となる
若者の町内回帰・定着を促進するため、
一定の要件を満たす奨学金受給者に、奨
学金の返還を支援する事業を実施します。
◆対象者／日本学生支援機構第一種奨学
金（無利子）の貸与を希望する方や受
給されている方。ほかにも条件あり
◆募集人員／若干名
◆募集期限／２月20日捷17：00
◆提出書類／県募集要項に定める提出書
類のほか、町政に関する作文
◆提出・問合せ先／役場総務企画課総合
政策室緯87－0521

◆日時／２月18日松 13：30～
◆場所／伝国の杜（米沢市）
◆対象／置賜地域の新入学児童と家族
◆内容／歌やぬいぐるみショーなどのア
トラクション
◆参加料／無料 ※参加券が必要です
◆申込・問合せ先／山形新聞米沢支社
緯0238－23－3222

移住定住相談会in高円寺

町若者定着奨学金返還支援
事業「地方創生枠」募集

2017新入学おめでとう
置賜大会

家畜伝染病予防法の規定に基づき、
飼っている家畜の頭数や管理状況などの
報告が義務付けられています。
◆報告者／「対象動物」を１頭でも所有
している方
※ペットや学校などでの飼育も含む
◆対象動物／牛、水牛、鹿、めん羊、山
羊、豚（ミニブタ含む）、イノシシ、
馬（ポニー含む）、ニワトリ（ウコッ
ケイ、チャボ含む）、ウズラ、アヒル、
キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥
◆その他／前年に報告された方には、１
月末に報告用紙が送付されます。新し
く飼育を始められた方や飼育している
のに報告書が届かない方は、ご連絡く
ださい
◆報告期限／２月３日晶まで提出
◆報告先／役場農林振興課緯87－0525
◆問合せ先／置賜家畜保健衛生所

緯0238－43－3217

◆募集人員／１名
◆受付期間／２月１日昌～17日晶

８：30～17：15※㈯㈰㈷を除く
◆業務内容／水道料金などの徴収および
収納業務ほか（外勤あり）
◆応募資格／普通自動車免許を有する方
◆決定方法／書類選考。必要に応じて面接
◆雇用期間／４月1日～平成30年3月31日
◆勤務条件
・賃金／日額5,800円～6,000円
・勤務時間／８：30～17：00
・休日／土日祝日
※必要に応じて、時間外・休日勤務あり
◆待遇／社会保険・雇用保険に加入
◆応募方法
役場地域整備課で配布する申込用紙と
履歴書に必要事項を記入して下記に提
出。申込用紙は町ホームページからも
ダウンロード可
◆応募・問合せ先／役場地域整備課上下
水道室緯87－0515

家畜の飼養に関する
定期報告

町水道料金などの
徴収員募集
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◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87－0511

◆国または地方公共団体の機関の請求による閲覧（住民基本台帳法第11条該当）

閲覧対象閲覧目的国または地方公共団体の名称月日

平成３年４月２日から平成９年
４月１日生まれの日本人男子自衛官募集事務のため自衛隊山形地方協力本部２.29

住住民基本台帳法に基づき、平成28年中住民基本台帳法に基づき、平成28年中のの「「住民基本台帳の写し」閲覧者を公表しま住民基本台帳の写し」閲覧者を公表しますす

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

ジェネリック医薬品とは新薬（先発医薬品）の特許期間の終了後に、新薬と同じ成分を使って製造されるもの
で、効き目や安全性が厚生労働省から認められている薬です。また、価格が２～８割程度安いのが特徴です。

◆ジェネリック医薬品とは

医師や薬剤師にジェネリック医薬品への切り替えを相談ください。また、保険証や診察券と一緒に「ジェネリッ
ク医薬品希望（お願い）カード」を受付窓口で提示することもできます。カードは下記窓口で配布していますの
で、問い合わせください。ただし、医師の治療上の方針でジェネリック医薬品に替えることができない場合やジェ
ネリック医薬品が製造・販売されていない場合もあります。

◆ジェネリック医薬品を希望する場合は

国民健康保険の方で、今飲んでいる薬（先発医薬品）をジェネリック医薬品に切り替えた場合、差額がある方
へ２月上旬に「お知らせ」を送付します。「お知らせ」が届いた方は、医師や薬剤師に相談してみてください。

◆ジェネリック医薬品に関する通知について

灯灯油購入費助成金支給のお知ら灯油購入費助成金支給のお知らせせ

◆対象要件
町民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯
であって、次のいずれかに該当する世帯
○障がい者世帯
・療育手帳の交付を受けている方が同居して
いる世帯
・身体障害者手帳等級１級または２級の方が
同居している世帯
・精神障害者保健福祉手帳等級１級または２
級の方が同居している世帯

○高齢者世帯（65歳以上の高齢者のみ世帯）
年齢基準日：平成29年１月１日

○母子世帯または父子世帯
※生活保護受給世帯は対象外です

◆助成金額／１世帯あたり5,000円
◆申請に必要なもの／はんこ、振込先の通帳
◆申請期限／平成29年３月31日画

◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室
☎86―2233

町では、低所得世帯などの負担軽減を図るため灯油購入費助成事業を実施します。



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

●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？
※初めての方は事前にご連絡ください

◇対象者／おおむね60歳から
◇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

◇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
・72歳男性(昨年11月から週２回利用
されている方) 血糖値が気になる
ものの、運動する機会はありません
でした。健康教室後に、健康福祉課
の職員からの勧めもあって利用登録。
筋トレ教室でトレーニングを始めた
ところ、高かった血圧が正常値に戻
りました。有酸素運動と筋トレで、

健康な体を維持していくためにト
レーニングに励んでいきたいと思い
ます。

残会場

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

雪の事故は「大けが、大事故」につながります。家族・地域内で注意し合って事故を防ぎましょう。
●後進する時は、足もとや後方の障害物に注意して
●作業中は、絶対にまわりに人を近づかせないで
このようなことにも注意しましょう
●火災や地震に備え、自宅の避難路を確保してください
●子どもに、側溝や軒下、除雪機周辺など危険な場所に近
づかないよう指導し、目を離さないでください
●ＬＰガス・ホームタンク・給湯器の給
排気口などが雪氷の塊で破損したり、
雪で埋もれないように注意してくださ
い。破損や雪に埋もれて起こる事故や
火災、環境汚染の危険につながります
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

役場総務企画課情報防災室緯87―0522

屋根の雪下ろし
●雪のゆるみに気を付けて（暖かい日の午後は特に注意）
●作業は２人以上で（やむを得ず一人で作業するときは、
家族や隣近所に声をかけ、携帯電話を持つ）
●ハシゴの固定を忘れずに（軒先より60唖以上高く架ける）
●建物の周りに雪を残して雪下ろしを（雪下ろしは上から。
転落時の衝撃を抑え、軒下の落雪に巻き込まれないように）
●安全な服装で作業を（ヘルメットや命綱を着用）
●使いやすい除雪道具を使用し、無理な作業をしないで（開
始直後と疲れた頃は要注意）
除雪機の使用

●雪詰まりを取り除く時や、作業をしていない時は、必ず
エンジンを停止して

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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

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）
煙米沢会場（置賜保健所）
焔日時／２月15日昌９：30～
煙長井会場（置賜総合支庁西庁舎）
焔日時／２月２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

○保健所／米沢市金池3丁目1－26

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

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

「 雪 の 事 故 」 か ら 身 を 守 る 術 。
すべ
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かもしかクラブ交通安全ぬりえ展 ８：30～（あ～す）～【14日】
雪灯籠つくり10：00～（東部地区公民館前）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）
多面的機能支払交付金事業説明会 19：00～（あ～す）

水1

男の料理教室９：30～（健康福祉センター）木2
心配ごと相談13：00～（町社会福祉協議会）金3

ジュニアバッチテスト・級別テスト９：00～（手ノ子スキー場）
飯豊学講座「地域史学習会」13：30～（あ～す）
いいで黒べこ「冬の陣」第弐陣18：30～（物産館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土4

キララ☆親子スキー教室９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区子ども会育成会雪中ゲーム大会9：30～（東部地区公民館前）日5

月6
火7
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水8

木9
金10
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）土11

日12
月13
火14
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水15

木16
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）金17

キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土18
町民スキー大会8：30～（手ノ子スキー場）
スキー子どもの日９：00～（手ノ子スキー場）日19

茶屋よっとごえ14：00～（ケアハウスめざみの里）月20
火21
家族介護教室９：30～（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）水22

木23
飯豊町農業委員会総会９：30～（役場）金24
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
中津川雪祭り14：00～（旧中津川小中学校）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）

土25

日26
月27
火28

２月

４カ月児・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
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／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
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、２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／２月16日昭13：00までおいでください
司対象者／①平成25年９月生まれ
隠平成26年４月・５月・９月生まれ
韻平成27年３月・４月・10月生まれ
吋平成28年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、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／２月１日昌８：50～15：30
司対象者／平成29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、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／３月10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10月生まれ

９カ月児／平成28年４月・５月生まれ
３歳児健診

司日時／３月２日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成25年７月・８月生まれ
幼児歯科健診

司日時／３月16日昭13：00までおいでください
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・11月生まれ
③平成28年３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）

３月の乳幼児健診日程

２月の保健

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86－2338

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。


