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償却資産の申告のご案内

IIDE PUBLIC RELATIONS

編集・発行
飯豊町総務企画課総務情報室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111 胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

お　知　ら　せ　版

忘れずに申告しましょう

　農業者や事業主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。
　申告書の提出は、平成22年１月15日晶までにお
願いします。
　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、新たに所有されている方について
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22年１月１日現在
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、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
税されているものは除かれます。
◆持ち物
①償却資産申告書用紙　②償却資産種類別明細　
③印鑑　④取得した償却資産の領収書

会　　　場受 付 時 間期　日

西部地区公民館９：30～11：30
１月６日㈬

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７日㈭

白椿地区公民館13：30～15：30

中部地区公民館９：30～11：30１月８日㈮

【償却資産申告日程表】

【年末年始休日】12月29日㈫～１月３日㈰

　町役場・国民健康保険診療所・中津川診療所・各地区
公民館などの町の施設は、上記の期間年末年始休業とな
ります。
◆出生・死亡・婚姻などの戸籍事務の受付について
　日直者が午前８時30分～午後５時の間に行います。役
場北側の玄関からお入りください。
　そのほかの時間帯は、消防署飯豊分署（緯72―2222）で
受け付けていますが、事前に電話で確認してください。

　工業統計調査は、国の製造業の実態を明ら
かにするために、全国の製造業の事業所を対
象に調査が行われるものです。調査の結果は、
行政施策の基礎資料、大学の研究資料などに
利用されます。
　対象となる事業所には、調査員が訪問し調
査票の記入のお願いと後日回収にまいります
ので、どうぞご協力をよろしくお願いします。
殺問合せ先／役場総務企画課総務情報室
緯72―2111内線220・225

工業統計にご協力ください
調査日：平成21年12月31日

町関係機関
年末年始休年末年始休業業のお知らせ

◆問合せ先
役場住民税務課税務室緯72―2111内線128・129・130

農業者・事業主の
皆さんへ



【お知らせ版】広報いいで　2009/12/242

　NPO法人「日本で最も美しい村」連
合に加盟の町村の美しい景観を集めた
カレンダーを無料で差し上げます。ご
希望の方はお申し込みください。
◆内容／本町や岐阜県白川村、北海道
美瑛町などの美しい景観を集めた平
成22年版のカレンダー

◆部数／15部（先着順による）
◆費用／無料、ただし受け取りに来て
いただける方に限ります

◆申込期限／１月15日㈮
※部数がなくなり次第、締め切らせて
いただきますのでご了承ください
◆申込・問合せ先
役場総務企画課総合政策室
緯72－2111（内線227・228）

　愛犬は飼い主の方にとっては大事な
家族の一員です。しかし、時には近隣
住民の方とトラブルを招くこともあり
ます。飼い主の方は、正しい理解と知
識のもと、責任をもって飼育ください。
烏飼い犬の鳴き声がうるさい
閣子犬のときの甘やかしが原因の可能
性があります。矯正の仕方を専門家
に相談しましょう
烏放し飼いをしている
閣自分の敷地だからと考えていません
か。習性を理解し、ルールを守って
飼育しましょう
烏散歩中のフンを片付けない
閣道路や他人の敷地を汚しています。
散歩の際きちんと片付けましょう
◆問合せ先
　置賜保健所 生活衛生課緯0238－22－
3750または役場住民税務課生活環境
室緯72－2111（内線132）

　県では、年末の資金需要期にあたっ
て、中小企業者の金融相談に対応する
ため、下記のとおり相談窓口を設置し
ますので、お気軽にご相談ください。
◆日時／12月30日㈬まで 
8：30～17：15（土・日・祝日を除く）

◆場所／県庁８階 商工労働観光部 産
業政策課内（山形市松波二丁目８－１）

◆相談員／金融担当職員
◆相談電話／023－630－2359
◆問合せ先／県商工労働観光部産業政
策課緯023－630－2135

◆職種・採用人数／就労支援員 若干名
◆採用形態／正職員
◆受付期間／１月４日㈪～１月18日㈪
８：30～17：00（土・日・祝日を除く）
※受付時間内必着
◆受付場所／町健康福祉課または「す
ぎな」（長井市森654）

◆試験
◇期日／１月22日㈮ 10：00～
◇会場／町健康福祉センター
◇内容／面接試験
◆採用予定日／平成22年４月１日
（正式採用前に研修を実施します）
◆提出書類／所定の受験申込書、履歴
書、資格または資格免許の写し、成
績証明書（新卒者）、卒業見込み証明
書、資格取得見込み証明書

※申込用紙は「すぎな」、町健康福祉課
に設置してあります

◆勤務条件／下記までお問合せください
◆申込・問合せ先／特定非営利活動法
人「すぎな」事務局（長井市森654）
緯88－2079

　置賜広域病院組合では下記のとおり
職員採用試験を実施します。
◆職種・採用人数
　①助産師 若干名、②看護師 10名程度
◆受験資格／①②とも、昭和45年４月
２日以降に生まれた方で、それぞれ
の職種の資格を有する方、または平
成22年６月30日までに当該免許を
取得する見込みの方（採用時40歳未
満の方は受験できます）

◆受付期間／１月12日㈫まで
◆試験
◇試験日／１月24日㈰
◇会場／公立置賜総合病院
◆採用予定年月日／平成22年４月１日
◆試験案内／役場総務企画課または置
賜広域病院組合事務局総務課で配布

※申込用紙は、置賜広域病院組合の
ホームページからダウンロード可

◆勤務条件／下記までお問合せください
◆申込・問合せ先
置賜広域病院組合事務局総務課
緯0238－46－5000（内線2125）

　地域医療の崩壊が全国的な問題と
なっている中、先進的な取り組みや再
生事例を学び、置賜地域の医療のあり
方や住民参加の医療連携について考え
る公開講座を開催します。
◆日時／１月23日㈯ 14：00～16：30
◆場所／タスパークホテル
◆開催内容
①講演／平山愛山 氏
（千葉県立東金病院院長）
②５名のパネリストによる座談会

◆参加／入場無料
◆問合せ先／公立置賜総合病院医療連
携室緯0238－46－5000

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1172－2191佐 藤 管 工 業金1
72－2191佐 藤 管 工 業土1672－2191佐 藤 管 工 業土2
75－2086髙 橋 工 務 店日1775－2086髙 橋 工 務 店日3
75－2086髙 橋 工 務 店土2375－2086髙 橋 工 務 店月4
72－2191佐 藤 管 工 業日2472－2191佐 藤 管 工 業火5
72－2191佐 藤 管 工 業土3075－2086髙 橋 工 務 店水6
75－2086髙 橋 工 務 店日3175－2086髙 橋 工 務 店土9

72－2191佐 藤 管 工 業日10

置賜広域病院組合職員の
採用について

置賜の明日の医療を考える
公開講座のお知らせ

中小企業年末特別金融相談
窓口の設置について

特定非営利活動法人「すぎな」
職員募集のお知らせ

「日本で最も美しい村」
カレンダーを差し上げます

犬の飼い主の皆さまへ
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◆職種
焔役場・町民総合センター
一般事務助手 数名
焔町内小中学校
学校技術員 ３名程度
学校支援員 ５名程度
焔公用車運転業務／運転手 ２名程度
◆受付期間
焔一般事務助手・学校技術員・学校支援
員・運転手／１月４日㈪～１月20日㈬
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：00
※土・日・祝祭日・年末年始を除く
◆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、職員と
同様に秘密保持や公平公正な事務執
行を行なえること
焔学校支援員は、児童生徒への学習活
動支援や補助業務となるため、教員
及び保育士免許所持者、ケースワー
カーや各種相談業務経験者を優遇

※次の職種は資格が必要です
猿運転手／大型自動車運転免許
◆決定方法
猿運転手・学校技術員・学校支援員
１月下旬に面接選考を実施
猿一般事務助手
申込書記載内容により、書類選考

◆申込書の請求
焔申込み用紙は、役場総務企画課総務
情報室で直接交付します
焔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
手することができます
◆申込み方法／申込書に必要事項を記
入し、必要書類を総務企画課総務情
報室へ提出してください
◆雇用の通知／町の臨時職員台帳に登
録し、原則平成22年４月から１年間以
内の雇用とします。なお、年度内にお
いて、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。雇用通知
は、雇用する者へ事前に通知します
◆勤務条件
焔賃金／職種や前歴などにより決定
猿一般事務助手／5,800～6,000円
猿学校技術員／7,000～7,500円
猿学校支援員／5,800～6,000円
猿運転手／7,000～7,500円
焔休日／土曜日・日曜日・祝祭日
焔その他／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
役場総務企画課総務情報室
緯0238－72－2111（内線223）

飯豊町臨時職員募集および雇用予定者登録のご案内

平成22年平成22年度度

日時：15日画・29日画　午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：８日画　午後１時30分～３時30分
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：15日画　午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

行 政 相 談

暮 ら し の 相 談

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。

１月国保税
煙納期限／２月１日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126１月

◆日時／１月13日㈬
◆受付時間／９：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
　（当日受付分相談終了まで）
◆場所／役場町民相談室（役場１階）
◆内容
◇『ねんきん定期便』に関する相談や訂
正の手続きなど

◇厚生年金に関する相談全般（厚生年
金加入記録の確認・年金の試算など）

◇厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど

◆問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111（内線120・123・127）

◆通行制限箇所
①主要地方道 川西小国線
　大字上屋地から九才峠方面
②一般県道 岳谷上屋地線
　大字岩倉奥から岳谷方面
③町道 岳谷大日杉線
　岳谷から大日杉小屋まで
◆通行制限期間／翌年雪解けまで
◆問合せ先／置賜総合支庁西置賜道路計
画課緯0238－88－8229または役場地
域整備課建設室緯72－2111（内線158）

◆日時／１月15日㈮ 13：00～
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆相談内容／金銭や債務、相続、贈与、消
費者問題、民事、刑事など法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷　誠 氏
※相談内容は、訴訟中、調停中、係争中のも
のや同案件の再相談は、ご遠慮ください
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111（内線131）

冬期道路通行止めについて

宇以下の事に注意しましょう

焔給油中は絶対にその場を離れない
焔給油した後は必ず開閉バルブがきち
んと閉まっているか確認する
焔タンクや給油管を定期的に点検する
焔落雪や除雪時の配管の破損に注意する

　もし、油流出事故が起きたり、流出
を発見した場合は速やかに下記までご
連絡ください。
◆連絡先／消防署飯豊分署緯72－2222
または役場住民税務課生活環境室
緯72－2111（内線131）

油流出事故にご注意ください

１月の年金相談
（年金事務所出張相談）

無料法律相談を開催します
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　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でいると、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
　１年以上滞納すると保険証を
返してもらい、「被保険者資格証
明書」が交付されます。この場
合、医療費はいったん全額自己
負担となります。支払った医療
費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
　国保の給付が差し止められても、まだ納めていな
いでいると、給与や財産の差し押さえなどの厳しい
処分を受ける場合があります。

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？

　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
の住民税務課窓口へご相談ください。

どうしても納付が難しいときは相談を

便利な口座振替を利用しましょう！ポイン
ト

　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
方や不在がちな方におすすめです。お近くの金融
機関で手続きしてください。
　必要なもの
納税通知書・預金通帳・印鑑（通帳届出印）

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

１月20日浄 14：00～
町民総合センター
「あ～す」

【♪ やまきょう子育て応援コンサート ♪】

　山形交響楽団のオーケストラ公演が「あ～す」
にやってきます。今回は、小さなお子さんと一緒
に楽しめる、子育て応援コンサート。演奏家が楽
器で動物の鳴きまねをしたり、「みんなのうた」な
どおなじみの曲が上演されます。ぜひお子さんと
楽しい音楽の一時をお過ごしください。
♪日時　　１月20日㈬ 13：30開場
♪開演　　14：00～15：00
♪会場　　町民総合センター「あ～す」
♪入場料　大人１人500円、子ども無料
♪対象　　年齢を問わず、小さなお子さんでもお

気軽にご参加いただけます
問合せ先

町民総合センター「あ～す」緯72-3111

第６期の納期限は12月28日条です

国保税を納めないでいると…

◆問合せ先／役場住民税務課緯72―2111
　住民室（内線122・124）、納税支援室（内線125・126）

「あ～す」の年末年始の休館日は、12月28日㈪～１月４日㈪までです。



5

　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
会場／健康福祉センター

◆あくてぃぶ倶楽部
　楽しみながら健康づくりをしません
か？　フラダンスやボール運動など
「きつ～い運動が苦手」という方にお勧
めの教室です。
①運動体験コース　９：30～11：00
　（運動初心者大歓迎）
焔開催日／１月12日㈫、26日㈫
②ちびボールコース　９：30～11：00
　（膝痛・腰痛予防と疲れとりに）
焔開催日／１月15日㈮、29日㈮
③フラダンスコース　10：00～11：00
　（ウエストをしぼりたい方に）
焔開催日／１月19日㈫
◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
※健康運動指導士の小池先生の自主活
動もありますので、詳しくはお問い
合わせください。

　　　　    　心の相談　　　　　  　

申込・問合せ先／緯0238―22―3015
①精神保健福祉相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／１月14日㈭ 14：30～
焔相談担当者／精神科医師
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／１月20日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
②思春期・青年期こころの相談（要予約）
焔日時／１月27日㈬ 15：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　子育て、女性の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／１月26日㈫ 13：30～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士

②乳幼児発達相談（要予約）
焔日時／１月13日㈬ 13：30～
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
焔相談担当者／小児科医師
③女性の健康相談（要予約）
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
　　   　感染症に関する相談 　  　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3002
①エイズ・性感染症・クラミジアの検
査と相談
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
②C型肝炎、B型肝炎検査・相談
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

環境にやさしい暮らし
STOP不法投棄！

町内の不法投棄が後を絶ちません！

　今年１年間の町への不法投棄報告
件数は19件となっており、例年より
も４～５件ほど多く寄せられていま
す。特に最近多くなってきているの
が、家電やパソコンなどの不法投棄
です。
　これらは家電リサイクル法、パソ
コンリサイクル法の適用を受けるも
ので、処分をする際にリサイクル料
を払わなければなりません。（購入時
にリサイクル料を支払っている場合
は、廃棄時に支払う必要はありませ
ん）また、処分する際は販売店など
の廃棄家電品の収集窓口に引き取り
を依頼し、適切に収集、運搬し、メー
カー指定工場で再商品化・再資源化
処理を行なうことになります。
　廃棄物をみだりに捨てることは法
律で禁じられていますが、それにも
かかわらず、捨ててしまう行為は、
近隣の迷惑になることはもちろん、
環境にも悪影響を及ぼします。これ
らの行為は５年以下の懲役または
1000万円（法人には１億円まで加重）
以下の罰金となるなど、厳しい罰則
が設けられています。
　エコ家電への買い替えや地上デジ
タル放送の導入などの理由により、
今後、ますますこのような廃棄物は
増加していくものと予測されます。
町でも警察や不法投棄監視員と協力
して、町内パトロールを実施し、早期
発見、早期対処に努めています。町
民の皆さんも不法投棄を見かけたと
きは、下記までご連絡をお願いします。

◆連絡・問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線132・133

 地域包括支援センター担当の健康教室 

申込・問合せ先／緯86―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
　簡単な運動を楽しみながら、筋力・
体力アップをしてみませんか
焔対象者／60歳以上の方
焔参加料／施設使用料　１回200円
焔持ち物／内履きズック、飲み物、タ
オル、運動着

※主治医より運動を禁止されている
方・介護保険の認定を受けている方
は利用できません。教室利用時に簡
単な体力測定が必要になります

◆脳活性化教室
焔対象者／65歳以上の方で８回コー
スを継続して参加できる方
焔日時／１月７日から３月４日までの
毎週木曜日13時30分～15時

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円
焔定員／６名
◆もらさん尿体操教室
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／１月20日㈬ 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名

町健康福祉課町健康福祉課のの 健 康 教 室

置賜保健所置賜保健所のの 健 康 相 談



　４カ月・９カ月児健診　

司対象者／臼平成21年８月・９月生まれ

渦平成21年３月・４月生まれ

司日時／１月20日昌（受付）午後１時～

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

司対象者

臼平成18年11月生まれ

渦平成19年３月・６月・８月・９月・12月生まれ

嘘平成20年９月・12月生まれ

司日時／１月21日昭　午後１時～

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／１月12日昇・25日捷

司時間／午前９時～11時

司場所

健康福祉センター

司内容

妊娠届出時の健康相談

※日程で都合の悪い方は

ご連絡ください

　１歳６カ月児健診　

司日時／２月４日昭　午後１時～

司対象者／平成20年５月・６月・７月生まれ

　幼児歯科健診　

司日時／２月18日昭　午後１時～

司対象者／臼平成18年12月生まれ

渦平成19年１月・４月生まれ

嘘平成20年３月・４月・10月生まれ

唄平成21年１月生まれ

金1
めざみの里書初め大会 ８：00～（めざみの里観光物産館）土2

日3
官公庁御用始め月4
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火5

水6
だんごさげ 10：30～（こどもみらい館）
新春賀詞交換会 11：00～（いいで旅館）木7

人権相談 13：30～（あ～す）金8
土9
消防出初式 ９：00～（あ～す）
親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
西部少年少女スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）
南房総市七浦小と第一小の交歓会 ～12日（少年自然の家ほか）

日10

月11
母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）火12
かもしかクラブ ９：30～（つばき保育園）
年金相談 ９：30～（町役場）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水13

木14
心配ごと相談・行政相談・無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）金15
ほのぼの講座 10：30～（こどもみらい館）土16
親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
西部少年少女スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）日17

月18
かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火19

かもしかクラブ 10：00～（いいで中部幼稚園）
４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
子育て応援コンサート 14：00～（あ～す）

水20

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木21
金22
いいで地域史学習会 第１講座 13：30～（あ～す）土23
新春将棋大会 ８：30～（中部地区公民館）
親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
西部少年少女スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）

日24

母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月25
リトミック 16：00～（こどもみらい館）火26
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水27
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木28
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金29
いいで地域史学習会 第２講座 13：30～（あ～す）土30
親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区ドッジボール大会 10：00～（添川小）
新春川柳かるた取り大会 10：00～（白椿地区公民館）
手ノ子スキー場祭り 11：30～（手ノ子スキー場）
西部少年少女スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）
白椿地区新春川柳大会 13：30～（白椿地区公民館）

日31

1月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付・健康相談

２月の乳幼児健診日程

この広報誌は再生紙を使用し、大豆インキで印刷しています。
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