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◆問合せ先／役場健康福祉課健康医療室☎86-2338

令和２年度
町のけんしんを申し込みましょう

◎検診世帯調査票の提出にご協力ください

「令和２年度検診世帯調査票」が全戸に届きます。
ご記入の上、隣組長または衛生組合長を通じて２月20日
㈭まで健康福祉課に提出をお願いいたします。
※けんしんを希望しない場合も必ず提出ください

【町のけんしんで受けられる項目】
◦�特定健診（身長・体重・腹囲・血圧・尿検
査・内科診察・心電図・眼底検査・血液検査）
◦呼吸器検診
◦胃がん検診
◦大腸がん検診
◦前立腺がん検診
◦子宮頸がん検診
◦乳がん検診
◦�人間ドック（特定健診・がん検診・詳細な
オプション項目がセットで受けられます）

◎「けんしん」を受ける利点
●自分の体の変化がわかる
　�　毎年健診を受けることで、健診結果から自分の体の
変化を知ることができます。

●病気を早期発見
　�　自覚症状がない早い段階で病気を見つけることがで
きます。症状が出てから病院に行くと、病気が既に重
症化している場合があります。病気の早期発見は医療
費を抑えることにもつながります。

●病気を防げる
　�　生活習慣を改善することで、糖尿病、高血圧、脂質
異常症などの生活習慣病が防げます。また生活習慣病
が悪化して発症する心臓病や脳卒中などの命に関わる
病気の危険度についての理解が深まります。

●より健康になるためのサポートが受けられる
　�　健診結果に応じて必要な情報が得られ、健診後の保
健指導で生活習慣改善などの健康に関するアドバイス
を受けることができます。

◎「けんしん」を受ける流れ
①申し込み
　�　１月下旬頃に「検診世帯調査票」が全戸に届きます。
ご家族全員分の健診受診希望を記入し、隣組長または
衛生組合長を通じて２月20日㈭まで健康福祉課に提
出してください。

②健診日の通知
　�　４月に各地区の健診日を全戸配布チラシ、町ホーム
ページでお知らせします。

③健診日の数週間前
　　健診申込者に個別に問診票や尿キットなどが届きます。
④健診日
　　特定健診とがん検診を各公民館などで実施します。
　※�人間ドックとレディース検診（子宮・乳がん検診）は、
別の日に南陽検診センターで実施（バス送迎あり）

⑤健診の結果
　�　健診日より１～２か月後にお返しします。各地区ご
とに結果説明会を行い、保健師が生活習慣のアドバイ
スを行います。
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納　税
２月

国保税
• 納期限／３月２日㈪
• 問合せ先
　役場税務会計課税務室
　☎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！
口座振替の手続きは希望する金融機関窓口で。

暮ら し の 相談 ２月
心配ごと相談

行 政 相 談

人 権 相 談

日 時：21日㈮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（☎72-3353）
日 時：21日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）
日 時：７日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

灯油購入助成金支給のお知らせ
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。
◆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」
　○高齢者世帯
　　（65歳以上の者のみで構成される世帯）
　　（年齢基準：令和２年１月１日）
　○ひとり親世帯
　○障がい者世帯
　　◦�知的障がい者世帯　療育手帳の交付を受けて

いる者が同居している世帯
　　◦�身体障がい者世帯　身体障害者手帳等級１級

または２級の者が同居している世帯
　　◦�精神障がい者世帯　精神障害者保健福祉手帳

等級１級または２級の者が同居している世帯

　※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
◆申請に必要な物
　　はんこ、振込先の通帳
◆申請期限
　　令和２年３月31日㈫
◆申請・問合せ先
　　役場健康福祉課福祉室☎86-2233

町の奨学金制度のお知らせ
◆ 申込資格／申し込み時点において次の全てを満た
す学生や生徒
○町に住所のある世帯に属する方
○�高等学校・短期大学・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
○�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
○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
○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
○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

○�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３日㈪～３月19日㈭　※㈯㈰㈷を除く
◆受付時間／ 8:30 ～ 17:15
◆申込・問合せ先
　役場教育総務課学校教育振興室☎87-0519

町は、高等学校や大学などへ進学する学生・生徒の皆さんを支援します。
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おいたま荘スタッフ職員募集
のお知らせ

　社会福祉法人山形県社会福祉事業
団では、令和２年４月１日から指定
管理者として養護老人ホームおいた
ま荘（長井市）を管理運営すること
となり、おいたま荘で勤務するス
タッフ職員を新たに募集しています。
◆職種・人数
◇援助員／４名（週40時間勤務）　
　　　　　１名（週20時間勤務）
◇調理員／１名（週40時間勤務）　
　　　　　１名（週20時間勤務）
◆仕事の内容
◇ 援助員／利用者の日常生活におけ

る介護業務全般
※週１回程度の夜勤があります。
◇ 調理員／利用者に提供する食事の

調理、盛付、配膳、食器洗いなど
◆賃金
◇援助員
　◦週40時間勤務
　　月額 150,500円～（昇給あり）
　◦週20時間勤務
　　月額　90,300円～（昇給あり）
※一時金あり
※ 介護福祉士の方には資格業務手当

支給
◇調理員
　◦週40時間勤務
　　月額 146,200円～（昇給あり）
　◦週20時間勤務
　　月額　87,700円～（昇給あり）
※一時金あり
※ 労働条件の詳細については、事業

団ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください

◆選考方法／面接
◆応募期限
　３月13日㈮まで
◆面接会場
　おいたま荘（長井市今泉1857-6）
※ その他、面接の日時やご持参いた

だく書類などについては、応募を
受け付けた後、改めて連絡いたし
ます

◆ 応募・問合せ先
　 社会福祉法人山形県社会福祉事業

団事務局総務課
　☎023-623-9127
　担当：横尾・阿部

長井税務署に確定申告書作成
会場を開設します

　２月17日㈪から確定申告が始ま
ります。申告期限が近づくと大変混
み合いますので、早めに申告を行っ
てください。また、申告書作成会場
は大変混雑し、長時間待つ場合があ
ります。国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」を利用し、
ｅ－Tａｘで送信または印刷して郵
送などによる提出をお勧めします。
　なお、期間中は税務署周辺の道路
が渋滞することがあります。できる
だけ公共交通機関などをご利用くだ
さい。
◆開設期間
　２月17日㈪～３月16日㈪
　※土・日・祝日は開設しません
◆ 注意事項／会場では、「手引き」

や「パソコン」を利用して、自身
で申告書を作成していただきます。

　 　譲渡所得や贈与税については、
担当者が不在になる日もあるので、
事前に電話で確認ください。

◆問合せ先
　長井税務署☎84-1810
　（自動音声でご案内します）

　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14日㈮まで提出
◆ 報告先／役場農林振興課農業振興

室☎87-0525
◆問合せ先／置賜家畜保健衛生所
　☎0238-43-3217

令和元年分 
確定申告無料税務相談

　相談を希望する方は、事前に電話
で予約してください。
◆相談時間／ 10:00 ～ 15:00

　地震や武力攻撃などの発生時に備
え、防災ラジオが自動起動し「情報
伝達試験」が行われます。放送時間
帯に聞き逃した場合は、録音再生ボ
タンを押すと、録音された内容が再
生されます。不明な点がございまし
たら、お問い合わせください。ご理
解とご協力をお願いいたします。
◆放送日／２月19日㈬11:00 ～
◆ 放送内容／上りチャイム→「これ

はＪアラートのテストです」×３
回→下りチャイム

◆ 問合せ先／役場総務課防災管財室
☎87-0695

家畜の飼養に関する定期報告

全国的な「情報伝達試験」が行われます 
～防災ラジオが自動起動します～

期日 担当税理士 会場

２月
５日㈬

金田和夫
長井税理士法人

（長井市館町南）　
☎88-9159

須貝周一
須貝税理士事務所　　
（長井市新町）　　　

☎84-2505

長沼安義
長沼税理士事務所　　　　　　

（飯豊町椿）　　　　
☎72-2400

２月
６日㈭

仁科　孝
仁科税理士事務所　　　
（長井市台町）　

☎88-5601

小関悠司
小関税理士事務所　　　
（白鷹町菖蒲）   

☎87-3777

坂本英俊
坂本税理士事務所　　　　　　　
（長井市台町）　　　　　　　

☎080-5570-6903

２月
７日㈮

渡邉美津夫
渡邉税理士事務所　　　
（長井市台町）　　

☎87-0057

奈良崎幸司
須貝税理士事務所　　　　　
（長井市新町）　　　　　　

☎84-2505

海老名信乃
海老名税理士事務所　　　　
（白鷹町十王）　　　

☎85-4548
２月

21日㈮

東北税理士会
長井支部
全会員

各税理士事務所
および

長井税理士法人
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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　☎72-3111

「あ～す」図書室からのお知らせ
　「あ～す」図書室では、絵本や児童書、小説、趣味の本、
雑誌など、様々なジャンルの書籍を扱っています。また、
季節に合わせたテーマで本を紹介したり、話題となってい
る本を紹介したりしています。現在は『2020公開映画を
読もう』コーナーを設け、映画の原作となっている小説を
展示しています。
　日頃本を読まない方も、新年を機に読書を始めてみませ
んか。お気軽にご利用ください。
◆開館日時／火曜日～日曜日9:00 ～ 17:00（祝日を除く）
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72-3111

年間医療費通知が送付されます！！
　国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている方に対して、年間医療費通知を発送いたします。この
通知は確定申告の医療費控除を申請するときに利用できます。ただし、年間医療費通知には令和元年11月およ
び12月診療分の記載がありませんので、申請の際は、年間医療費通知のほかに令和元年11月及び12月に支払っ
た医療費を医療費控除の明細書にご記入ください。
◆発送予定
　後期高齢者医療保険分　令和２年１月27日㈪
　国民健康保険分　　　　令和２年１月28日㈫
　※令和２年２月３日以降になっても届かない場合は、役場住民課住民室にお問い合わせください
◆問合せ先　
　医療費通知の活用について　役場税務会計課税務室☎87-0513　長井税務署☎0238-84-1810
　医療費通知の内容について　役場住民課住民室☎87-0511

マイナンバーカード交付申請　―出張受付を行います―
皆さん、マイナンバーカードをお持ちですか？
下記日程でカード交付申請の出張受付を行います。
まだカードをお持ちでない方はぜひご利用ください。

◆開催日程

◆持ち物
　○マイナンバー通知カード
　○交付申請書
　○�本人確認書類（運転免許証など顔写真付のものは
１点、その他保険証などは２点）

　※�通知カード、交付申請書を紛失した場合でも申請
できます。その場合は、受け付け時にお申し出く
ださい

　※申請に必要な顔写真は、当日無料で撮影します
◆ カード交付／約１ヵ月後、郵送（本人限定受取）ま
たは役場住民課窓口での交付となります。
　※申請時に選択できます
◆問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511

期日 時間 場所

２
月

12日 ㈬ 9:00 ～ 12:00 中津川地区公民館

22日 ㈯ 9:00 ～ 12:00 あ～す２階会議室

３
月

７日 ㈯ 13:00 ～ 16:00 あ～す１階ホワイエ

16日 ㈪ 13:00 ～ 16:00 あ～す２階会議室
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事業所名 職　　種 雇用形態

㈱テクノ・サービス　山形営業所 車載電装部品の組立 派

㈱デンソー山形

技能職、調達・製品原価企画、
実装基板はんだ付チェック作業、
基板実装製造技術、ＳＭＤ実装
ラインオペレータ、電子自動組
立生産ラインオペレータ、社内
業務システム構築・保守

正・非

東北警備保障㈱
常駐警備員
（受付・夜間巡回、日勤受付）

正

サンリット工業㈱
技能工
（プラスチック部品製造オペ
レーター）

正

㈱協和ハウス 営業、建築大工、建築士、とび 正

ハ　ロ　ー　ワ　ー　ク
飯　豊　町　求　人　情　報

住民課生活環境室から

　飯豊町内のハローワークの求人情報
を掲載します。
◇ 令和元年12月12日以降に登録され

た令和２年１月16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、派＝有期雇用派遣労働者

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　☎84-8609
　役場商工観光課産業連携室　☎87-0569

◦らくらく筋トレ教室の紹介
　介護予防のためにトレーニングマシ
　ンを使ってゆっくり運動できる施設
　です。土曜日も利用できます。
◦対象者／ 60歳以上の町民の皆さん
　（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
◦持ち物／内履き、飲み物、タオル
◦場所／町社会福祉協議会建物内
◦料金／１回 200円
◦開催日時／月～土（祝日は休館）
　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30

○ らくらく筋トレ教室の新しいマシン
とトレーニング方法を紹介します。

◆キネシス
前号に引き続き、キネシスを使ったト
レーニングを紹介します。今回は下半
身（太もも周辺）を鍛えるトレーニング

の一例を紹介します。
◆トレーニング方法　
① 下のグリップを握

り肩幅に足を広げ、
太ももを意識しな
がら腰を下ろす運
動です。

② 下のグリップを握り片脚を後方に置
き、そこから腰を下ろす運動です。

町 健 康 福 祉 課 の
健　 康　 教　 室

◆申込・問合せ先
◦町社会福祉協議会専用　☎86-2555
◦役場健康福祉課福祉室　☎86-2233

【相談事例】
　“法務省管轄支局民事訴訟告知センター”というところか
ら、「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」
と題されたハガキが届いた。全く身に覚えがないが記載の電
話番号に電話したほうがよいか。（60歳・女性）
◆トラブル回避策
◦相手は犯罪者集団です。
・絶対にハガキ記載の電話番号には連絡しないでください！
◦�ハガキが送りつけられたら、最寄りの警察署・交番や消費
生活センター・消費生活相談窓口にすぐ相談しましょう！
◦ハガキの無視や即破棄も有効です！

おかしいな・・・・と思ったら、局番無しの「１８８」にす
ぐ電話！

◆相談先／（消費ホットライン）１８８（いやや！）
　�最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず
相談しましょう！

◆問合せ先／役場住民課生活環境室☎87-0514

法務省を名乗るハガキに注意！
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乳幼児健診
◎３歳児健診
◆日時／２月27日㈭13:00までおいでください
◆対象者／平成28年７月・８月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◆ 持ち物／母子健康手帳、仕上げ用歯ブラシ、バ
スタオル、３歳児健康診査セット（事前に送付
予定）

幼児歯科健診
◆日時／２月20日㈭13:00までおいでください
◆対象者
　①�平成29年３月・４月・５月・６月・７月生まれ
　②平成30年３月・４月・５月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◆ 持ち物／母子健康手帳、仕上げ用歯ブラシ、健
診料金500円

母子健康手帳交付
◆期日／月曜日～金曜日（祝日除く）
◆時間／ 8:30 ～ 17:00
◆場所／健康福祉センター
◆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

パパママ教室（１回目）
◆日時／２月５日㈬8:50 ～ 15:30
◆ 対象者
　令和２年６月・７月出産予定の初妊婦と夫
◆場所／長井市保健センター
◆ 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月の乳幼児健診日程
◎４カ月児・９カ月児健診
◆日時／３月６日㈮13:00までおいでください
◆対象者／４カ月児／令和元年10月生まれ
　　　　　９カ月児／�平成31年４月　　　　　

令和元年５月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◎幼児歯科健診
◆日時／３月19日㈭13:00までおいでください
◆対象者
　①平成28年10月・11月生まれ
　②平成29年11月・12月生まれ
　③平成30年１月・２月生まれ
　④平成31年２月・３月生まれ
◆場所／健康福祉センター

２月
1 土 飯豊学講座座談会「飯豊町の３つの文化圏と歴史文化遺産の未来像」　

13:30～（町民総合センター「あ～す」）

2 日
キララ☆親子スキー教室�9:30～（手ノ子スキー場）
東部地区子ども育成会雪中ゲーム大会�9:30～（東部地区公民館）
西部スキー教室�11:30～（手ノ子スキー場）

3 月 さわやかクラブ料理教室�9:30～（西部地区公民館）
4 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）
5 水 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）
6 木 川柳審査会�13:30～（西部地区公民館）

7 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）
雪まつり実行委員会�19:00～（白椿地区公民館）

8 土

キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
ジュニアバッジテスト・級別テスト�9:00～（手ノ子スキー場）
みそ餅作り�10:00～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

9 日

スキーこどもの日�9:00～（手ノ子スキー場）
西部スキー教室�9:30～（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）
西部スキー教室閉講式�11:30～（西部地区公民館）

10 月
11 火
12 水 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）
13 木 第２回飯豊町社会教育委員会�10:00～（町民総合センター「あ～す」）
14 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）
15 土

16 日 町総体第55回町民スキー大会兼第35回町小学校スキー大会�8:30～
（手ノ子スキー場）

17 月 ふるさと学園運営委員会�13:30～（西部地区公民館）
茶屋よっとごえ�14:00～（ケアハウスめざみの里）

18 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

19 水 ピラティス教室�10:00～（東部地区公民館）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）

20 木 幼児歯科健診�13:00～（健康福祉センター）
21 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）

22 土
キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
第40回中津川雪祭り�16:00～（旧中津川小中学校）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

23 日 白椿子ども育成会子どもまつり�10:00～（白椿地区公民館）
しろつばき雪まつり�16:30～（白椿地区公民館）

24 月

25 火 飯豊町農業委員会総会�9:30～（役場３階委員会室）
今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

26 水 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）
27 木 ３歳児健診�13:00～（健康福祉センター）
28 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（スポーツセンター前集合）

29 土 東部地区ドッチボール大会�13:30～（添川小学校体育館）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

◆問合せ先／役場健康福祉課健康医療室
　　　　　　☎86-2338

ユニバーサルデザインフォント（すべての人に見やすい）を採用しています。この広報誌は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。 6


