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　医療機関を受診する際に、変更前の保険証で受診し
ているケースが見られます。誤った保険証を使用し受
診した場合、医療費の全額をお支払い
いただく手続きが発生することがあり
ます。次のような場合は、受診前に保
険証の確認をお願いします。
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　後期高齢者医療制度の保険料率は、
医療費などの推計をもとに２年ごと
に見直しを行っています。
　平成28・29年度の保険料率は、平
成26・27年度と比較して医療費など
の増加が見込まれることから、次のと
おり改定されます。
【保険料率】

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

後期高齢者医療保険料の
保険料率が変わります

平成28・29年度平成26・27年度

8.58％7.84％所得割率

41,700円39,500円均等割額

570,000円
(変更なし)570,000円年間保険料

の最高額

◆任期／平成28年度・29年度の２年間
◆会議の開催／年数回の会議を開催します。平日の夜
間が主です
◆応募資格／町内に住所を有する社会人の方。ただし、
応募者の中から年齢や性別のバランスなどを考慮
し選考させていただきます
◆その他／審議会に出席した場合は、報酬が支払われ
ます

◆申込方法／電話またはＦＡＸ、Ｅメールで申し込み
ください。電話以外の場合は、住所・氏名・電話番
号の記載をお願いします

◆申込締切／４月28日㈭
◆申込・問合せ先
役場総務企画課総合政策室
緯87―0521、胃72―3827
死i-seisaku@town.iide.yamagata.jp 

　本町の「まちづくり」について議論する振興審議会の委員を募集します。町の総合計画や総合戦略につい
て審議する機関です。
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医療機関受診前に
保険証の確認をお願いします

◆会社を退職または就職したとき
お勤めの会社を退職した場合、または新たに会社に
就職した場合は、それまで使用していた保険証は使
用できなくなります。

◆被扶養者でなくなった、または被扶養者になったとき
家族の扶養に入っていた方が、就職や収入超過など
の理由で扶養からはずれたとき、または新たに家族
の扶養に入った場合は、それまでの保険証は使用で
きなくなります。

◆75歳になったとき
75歳の誕生日を迎えた方は、後期高齢者医療の被保
険者になりますので、それまで使用していた保険証
は使用できなくなります。

　低所得者の負担軽減などを含めた詳しい保険料に関
する変更点は、７月に保険料額決定通知書と一緒に送
付するパンフレットに記載されますのでご覧ください。
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　障がいの種類や等級により軽自動車
税が減免されます。該当される方は役
場住民税務課税務室まで申請ください。
◆減免の対象
　身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の
交付を受けている方。適用条件の詳
しい級別やご質問などは下記までお
問い合わせください
◆適用期間／１年間
※毎年の更新手続きが必要です
◆申請締切／軽自動車の納税通知書が
送付されてから納期限まで
◆申請の際の持ち物
　印鑑・納税通知書・各手帳・免許証・
個人番号カードまたは個人番号のわ
かるもの
◆その他／減免は普通自動車・軽自動
車合わせて１台のみとなります
◆申請・問合せ先
　役場住民税務課税務室緯87―0513

　入居条件や敷金などの詳細は、問い
合わせください。
◆町営住宅／中ノ目団地（萩生564-1）
◆募集戸数／１戸
◆間取り／８畳＋6.5畳＋14.5畳ＬＤＫ
◆家賃／22,300円～33,200円
◆募集期間／４月７日㈭～14日㈭
◆入居可能時期／４月下旬
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

軽自動車税の減免について

４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
72－2191佐 藤 管 工 業日1775－2086髙 橋 工 務 店土2
72－2191佐 藤 管 工 業土2372－2191佐 藤 管 工 業日3
75－2086髙 橋 工 務 店日2472－2191佐 藤 管 工 業土9
75－2086髙 橋 工 務 店金2975－2086髙 橋 工 務 店日10
72－2191佐 藤 管 工 業土3075－2086髙 橋 工 務 店土16

軽自動車税
煙納期限／５月２日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513４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。

暮 ら し の 相 談 ４月
日時：１日㈮･15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（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：15日㈮　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

日時：15日㈮　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

町営住宅入居者募集

高齢者向け給付金
　「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の受付開始

　

　町は、行政からの文書や広報などを、
部落長や地区長、自治会長の協力に
よって町民の皆さまに配布しています。
平成28年度の配布日は次の通りです。
◆配布日／原則毎月第２、第４木曜日
※当日が祝日の場合は前日
◆問合せ先／役場総務企画課緯87－0520

平成28年度部落長等配布
予定日無料法律相談開催のご案内

◆日時／４月22日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆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

　一億総活躍社会の実現に向け、
賃金引き上げの恩恵が及びにく
い高齢者の方を支援します。

◆支給対象者／平成27年度臨時福
祉給付金の支給対象者のうち、平
成28年度中に65歳以上になる方
※臨時福祉給付金の支給対象者とは
　平成27年１月１日に町の住民基
本台帳に記載されている方で、平
成27年度分の住民税が課税され
ていない方。ただし、ご自身を扶
養している方が課税されている場
合や生活保護を受給されている方
は対象外となります

◆支給額／一人につき30,000円
◆受付／４月15日～７月15日
　８：30～17：00（土日祝日を除く）
◆受付・問合せ先
　町健康福祉課福祉室☎86－2233

◆詐欺に注意／高齢者向け給付金を
よそおった「振り込め詐欺」や「個
人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに町や厚生労働省な
どをかたった電話がかかってきたり、
郵便が届いたら、迷わず町や最寄り
の警察にご連絡ください。
・町や厚生労働省などがＡＴＭ（銀
行・コンビニなどの現金自動支払
機）の操作をお願いすることは絶
対にありません

・ＡＴＭを自分で操作して、他人か
らお金を振り込んでもらうことは
絶対にできません

・町や厚生労働省などが、「高齢者
向け給付金」の支給のために、手
数料などの振込を求めることは絶
対にありません

・厚生労働省が住民の世帯構成や銀
行口座の番号などの個人情報を照
会することは絶対にありません
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住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 飼い犬は、愛情を持って正しく飼いましょう

　犬は、ルールを守って、愛情をもって飼いましょう
★例年、犬が脱走し、児童などへの危険が生じています。
確実につなぎ留め、首輪・鎖は劣化などで外れてしま
う事もあるので点検を常に行ってください。
★犬が脱走したら、置賜保健所または役場住民税務課に
いち早くご連絡ください。
★犬が人を噛んだときは、置賜保健所に連絡し、所要の
届をおこなってください。
★鑑札、狂犬病予防注射済票、連絡先を書いた迷子札を
犬の首輪につけておきましょう。
★迷子犬を特定できるマイクロチップは、ＡＩＰＯ（動
物ＩＤ普及推進会議）への登録料1,000円の自己負担
のみで、指定の動物病院において接種できます。詳細
は山形県獣医師会にお問い合わせください。

●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下さい

◇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
◇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
・70代女性(平成26年より継続利用)
　誘われて筋トレ利用を始めたが、友
　達も多くでき、楽しく利用している。
・60代女性(利用をはじめて４カ月目)
　筋肉量が低いことがわかり、とても
　がっかりしたが、２カ月で筋力がつ
　き運動不足だったのが健康的な体に
　なることができた。健康第一に、こ
　れからも筋トレを頑張りたい。

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

あ～す

町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター

町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

　犬の飼い主の方には、確実に狂犬病の発生を防ぐため、
狂犬病予防法により町への登録と毎年１回の犬の注射が
義務付けられています。
　今年は、狂犬病予防注射（集合注射）を次のとおり実
施します。
●第１日目／４月21日㈭９：00～14：30
【黒沢、中、萩生、椿、添川、小白川の各会場】
●第２日目／４月22日㈮９：00～14：45
【手ノ子、高峰、中津川、椿の各会場】
●その他／犬の飼い主の方には、４月の上旬に会場や時
間の詳細をハガキにてお知らせします。未登録の場合
は、必ず町に犬の登録を行ってください。

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87－0514 
　　　　　　置賜保健所☎0238－22－3750
　　　　　　山形県獣医師会☎023－645－5223

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

　今年も四季の歌を歌う集いを開催します。４月は“春う
た”を歌う集いです。春の歌、大好きな歌、懐かしい歌、思
い出の歌をみんなで楽しく歌いましょう。お気軽にご参
加ください♪
◆日時／４月９日㈯　14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」　多目的ホール
◆講師／小松伸子先生（指揮）、安部里美先生（伴奏）
◆参加費／１人500円
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72－３１１１

四四四四四四四四四四季季季季季季季季季季のののののののののの歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌““““““““““春春春春春春春春春春ううううううううううたたたたたたたたたた””””””””””をををををををををを歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌うううううううううう集集集集集集集集集集四季の歌“春うた”を歌う集いいいいいいいいいいい

　平日の図書室開館時間の延長を行います。
◆期間／４月１日㈮～９月30日㈮
◆開館時間／９：00～18：00　※㈪㈷を除く
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室　
　　　　　　☎７２－３１１１

「「「「「「「「「「ああああああああああ～～～～～～～～～～すすすすすすすすすす」」」」」」」」」」図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書室室室室室室室室室室かかかかかかかかかかららららららららららののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知らららららららららら「あ～す」図書室からのお知らせせせせせせせせせせせ



　１歳６カ月児健診　　
司日時／４月28日㈭  13：00までおいでください
司対象者／平成26年８月・９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、４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／４月21日㈭  13：00までおいでください
司対象者
　①平成25年３月・８月・11月・12月生まれ
　隠平成26年３月生まれ
　韻平成27年４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（祝日を除く）
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

司日時／４月６日㈬　８：50～15：30
司対象者／平成28年８月・９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／５月13日㈮  13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年12月生まれ
　　　　　　　　　　平成28年１月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年７月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／５月19日㈭  13：00までおいでください
司対象者
　①平成25年１月・２月・９月生まれ
　②平成26年４月・５月・12月生まれ
　③平成27年１月・５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）

５月の乳幼児健診日程

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。 ●4

金1
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土2
飯豊ロードレース大会 ８：30～（スポーツセンター）
町消防団辞令交付式 ９：00～（あ～す）日3

月4
東部地区公民館分館長会 17：30～（東部地区公民館）
東部地区新旧部落長会総会 18：00～（東部地区公民館）火5

飯豊わくわくこども園・つばき保育園・添川児童センター・
手ノ子幼稚園入園式  10：00～（各園）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水6

第一小・第二小・添川小・手ノ子小入学式 （各学校）
中学校入学式 14：00～（中学校）木7

金8
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
四季の歌“春うた”を歌う集い 14：00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土9

町スポーツ少年団合同入団式 ９：30～（スポーツセンター）日10
月11
東部地区高砂会総会 11：00～（東部地区公民館）火12
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水13

木14
金15
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土16

日17
月18
火19
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
町統計調査員協議会総会 19：00～（西部地区公民館）

水20

木21
金22
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23

日24
飯豊町農業委員会総会 15：00～（役場）月25

火26
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水27

木28
金29
土30

４月


