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「ＯＵ」チケット発売開始！

★発行：大石田町役場総務課
℡３５－２１１１内線２１８
◎大石田町公式ホームページアドレス
https://www.town.oishida.yamagata.jp
産業振興課から

おおしいだエール券の使用期限を延長します
「おおいしだエール券」の使用期限を延長します。
期限までに忘れずに使用しましょう。
◆使用期限／令和４年１月３１日（月）まで
◆種
類／共通券、飲食店専用券の２種類
※１月は新年会シーズンです。飲食業は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を、特に大きく受けて
います。ぜひ応援しましょう。
■産業振興課 商工観光グループ
℡ 35-2111（内線 145・146）
保健福祉課から

虹カフェ開催のご案内
閉じこもりを予防し、明るく元気に過ごせるよう
に虹カフェを開催します。お気軽にご参加ください。
参加無料、事前の申込不要です。ただし、町民の方
限定です。
◆日時／１月１７日（月）
午前９時３０分～午前１１時３０分
◆場所／虹のプラザ１階「保健センター」
◆内容／介護予防…簡単な体操を行います。
認知症予防…頭の体操を行います。
■保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
℡ 35-2111（内線 132）

山形県民参加型総合芸術舞台

教育文化課から

虹のプラザ「多目的ホール」の愛称募集

尾花沢消防本部から

応急手当講習会受講者随時受付

山形県民参加型オリジナル総合芸術作品「OU」
（オウ）を下記の日程で上映します。
「OU」は、一般公募オーディションで選ばれた
１３人のキャストとゲストパフォーマーによるダン
スあり、お芝居あり、音楽生演奏あり、何でもありの
舞台で、大石田から受けた発想を元にした舞台表現
を地域おこし協力隊の大橋武司隊員が創作するもの
です。タイトルの「OU」は大石田の（オウ）であり、
人が感嘆したときにあげる声の（お～）でもあり、フ
ランス語では「どこ」という意味も持ちます。とにか
く格好良くて面白いものを目指して、１月から週６
回のリハーサルに励んでいます。
大石田の皆さんに、感動していただけるような
仕掛けを多数用意してお待ちしています。ぜひお越
しください。
◆日時／３月１３日（日）
開場：午後３時３０分 開演：午後４時
チケット発売開始：１月３１日（月）
◆場所／虹のプラザ「多目的ホール」
◆料金／一般：2,000 円
➔町民の方 1,500 円（500 円 Off）
学生：1,000 円
※未就学児入場不可となりますのでご了承ください。
◆定員／300 人程度 全席自由席
※感染症の拡大状況によって変更になる場合があり
ます。
■チケットのお買い求めはこちらまで
教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
℡ 35-2094

虹のプラザの開館５周年を記念して、虹のプラザ
「多目的ホール」の愛称を募集します。
◆応募資格／町内在住者または町内に勤務する方
◆募集内容／
虹のプラザ「多目的ホール」の愛称として、
「○○
ホール」や「○○のホール」など○○にあたる愛称
を募集します。※自作、未発表に限ります。
◆応募方法／
応募用紙または任意の用紙に必要事項を記入の上、
持参いただくか、郵送、ハガキ、FAX または
電子メールで応募してください。
①ホールの愛称（ふりがな）
②愛称の意味、考えた理由
③氏名（ふりがな）、年齢、性別、郵便番号、
住所、電話番号
◆選考方法／
愛称選考委員会で選考します。同一作品の応募が
複数あった場合は、抽選で受賞者を決定します。
・選考する愛称 １点
※副賞として、大石田町教育委員会主催の令和
４年度の音楽・演劇等の自主企画事業全てで
利用できる無料招待券を贈呈します。
同じ名称で複数の応募があった場合は、抽選で
最大５人に贈呈します。
◆そ の 他／詳細は下記にお問い合わせください。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
℡ 35-2111（内線 611）

山形県中央家畜保健衛生所から

マイナンバーカードの申請・交付について、平日の
開庁時間に加えて電話予約をいただいた上で、窓口
対応します。申請に必要な顔写真撮影も無料で行い
◆職種・人数／行政職（初級）若干名
ます。
◆受付期間／１月１７日（月）～２月１０日（木）の
カード受取の案内が届いている方で、まだ受取が
午前８時３０分～午後５時１５分
お済みでない方もぜひご利用ください。
※土日祝日を除く
なお、予約制のため必ず３日前までにお電話の上、
◆試験日時／２月１８日（金）午前１１時～
本人がご来庁ください。
◆試験科目／適性検査、作文試験、面接試験
◆日 時／１月３０日（日）午前９時～正午
※詳細は電話か病院ホームページでご確認ください。 ◆申請の際の持ち物／
■北村山公立病院 経営管理課 総務係
①通知カード、②本人確認書類
℡ 0237-42-2111
本人確認書類
必要枚数
運転免許証、
写真付住民基本
○通知カード有
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合から
Ａ 台帳カード、身体障害者手 １点（Ａ）＋通知
帳、療育手帳、在留カード
カード
健康保険被保険者証、介護保 ２点（Ｂ＋Ｂ）＋
険被保険者証、年金手帳、各 通知カード
下水道に油や生ごみを流すと下水道管内で冷えて
Ｂ
種年金証書、生活保護受給者 ○通知カード無
固まり、下水道管の詰まりや悪臭の原因になります。
証、社員証、学生証、医療受 ２点（Ａ＋Ａ又
以下の４つのポイントを守り、下水道の適正利用
はＡ＋Ｂ）
給者証
にご協力をお願いします。
◆受取の際の持ち物／
①使い終わったてんぷら油などは、新聞紙等で
①通知カード、②交付申請書（ハガキ）
、
吸い取り、下水道に流さない。
③本人確認書類
②トイレにトイレットペーパー以外は流さない。
※申請時と交付時ともに１５歳未満の方は法定代理
③排水溝の髪の毛はこまめに取り除く。
人（親等）の同行が必要です。本人と同様に本人
④危険物（灯油など）、固形物を流さない。
確認書類を持参ください。
■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合
■町民税務課
住民グループ
下水道課業務係 ℡ 23-2161
℡ 35-2111（内線 122）

家畜を飼っている方へ

家畜を１頭、１羽でも飼っている方は、毎年２月
１日現在の飼育頭羽数などを県へ報告する必要があ
ります。
前年に報告された方には１月末に用紙が届きます
大石田保育園から
ので、必要事項を記入のうえ中央家畜保健衛生所へ
郵送またはＦＡＸで送付してください。新たに飼育
を始めた方や飼育しているのに用紙が届かない方は
お手数ですが、下記までご連絡ください。
◆職種・人数／大石田保育園内での調理補助作業等１人 ◆対象となる家畜／
◆任用期間／令和４年１月１７日～令和４年３月３１日
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬（ポニー含む）、
豚（ミニ豚含む）、いのしし、鶏（烏骨鶏、チャボ
※常勤調理員の代替員として勤務していただきます。
含む）、うずら、あひる（カモ含む）
、きじ、だちょ
◆勤務条件／募集要項をご確認ください。
う、ほろほろ鶏、七面鳥
◆募集要項／
■山形県中央家畜保健衛生所
大石田保育園に準備しています。また、募集要項と
℡ 023-686-4410
申込書類は町ホームページからダウンロードでき
Fax 023-686-5715
ます。
◆応募方法／
申込書に必要事項を記入の上、下記に提出して
ください。
◆日 時／２月８日（火）午後１時～午後３時３０分
◆受付期間／
◆場 所／山形ビッグウイング
平日の午前８時３０分～午後５時１５分の間で、
◆対象者／全年齢の一般求職者（U・I ターン希望者を含む）
、
令和４年３月大学等卒業予定者
任用が決まり次第受付を終了します。お早めに
◆参加企業／８０社予定
ご提出ください。
◆参加申込方法／
■大石田保育園 ℡ 35-2073
ハローワーク窓口にて配布またはハローワークやまがた

会計年度任用職員を募集します

ホームページに掲載している参加カードを事前に準備の上、
ご来場ください。
■ハローワークむらやま℡ 0237-55-8609

北村山公立病院から

職員採用試験のご案内

下水道に油を流さないでください

講習会で正しい応急手当の方法を身につけ、家庭
や職場、自治会において、あらゆる人々の救命に役立
ててください。
講習会の申込は随時行っていますので、ご連絡く
ださい。
■尾花沢市消防本部 救命係 ℡ 22-1131
北村山地域連携推進研究会から

仕事の魅力伝え方研修会を開催します
◆日
◆場

時／１月２８日（金）午後１時～午後４時
所／山形県村山総合支庁北村山地域振興局５階
「講堂」（村山市楯岡笛田四丁目 5-1）
◆内 容／仕事の魅力の伝え方（講義＋ワーキング）
◆対象者／北村山地域内の企業、団体、行政、
学校関係者等 ４０人程度
◆参加料／無料
◆講 師／ Idea partners 代表 山本 一輝氏
◆申 込／１月１４日（金）まで下記にお申し込み
ください。
■山形県村山総合支庁北村山総務課連携支援室
℡ 0237-47-8614
Mail ykitamurasomu@pref.yamagata.jp
町民税務課から
マイナンバーカード

休日も下記の日時で窓口対応します

尾花沢市との合同企画で広報紙にグルメ特集を連載することになりました。グルメ特集は、大石田町と
尾花沢市の飲食店を隔月で交互に紹介する企画でお店のおすすめメニューのほか、店主の人物像なども紹介
します。
尾花沢市の広報紙にも掲載されますので、この機会にご自身のお店をＰＲしてみませんか。
この企画に賛同し掲載を希望する飲食店のご応募をお待ちしています。
◆募集要件／無料券など５千円相当のプレゼントを提供していただける町内の飲食店
◆申込方法／お店の名前・住所・連絡先を記入し、メールか FAX でお申し込みください。
◆募集期間／１月１７日（月）～２８日（金）（期限厳守）
◆受付時間／期間中の平日午前８時３０分～午後５時１５分
◆掲載時期／初回掲載：令和４年３月（以降は、隔月で大石田町と尾花沢市の飲食店を交互に紹介します。
）
※掲載する飲食店は、応募いただいた中から抽選で決定します。
■総務課 総務グループ 広報担当 ℡ 35-2111（内線 218）
Mail somu@town.oishida.yamagata.jp

高齢者世帯などの低所得世帯に対して、除雪費用の一部を助成します。
◆対象者／以下の５つの項目すべてに該当する方
１．申請者の世帯は、次の①～③のいずれかに該当している。
①家族全員が、６５歳以上（昭和３１年４月１日以前生まれ）の方だけの世帯である。
②家族全員が、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している、
または障害年金を受け取っている方だけの世帯である。
③上記①、②に該当する方だけで構成する世帯である。
２．家族全員が、自力で除雪作業などを行うことができない。
３．お願いした除雪作業などは、令和３年４月から令和４年３月の間に実際に生活している自宅 や
その周辺の作業である。
４．作業を行った者は、申請者の親族（配偶者や直系血族、兄弟姉妹）以外の者である。
５．作業に要した費用は、支払い済みで領収書を受け取っている。
◆助成額／以下の金額か、または実際に支払った金額のいずれか低い方の額
令和３年度町民税
通常時
豪雪対策本部設置時
非課税世帯
30,000 円
45,000 円
課税世帯
10,000 円
10,000 円

近くにお店がなく買い物に不便な方や、冬場、買い物に出るのが大変な方々のお役に立てるように、
大石田町内の商店が協力して、日常生活用品の宅配や見守りを行っています。
宅配サービスを利用するには、次の二つの方法があります。ぜひご利用ください。

①レインボーバスケット事業を利用する
レインボーバスケットとは、大石田町内の商店有志が協力して始めた福祉宅配事業です。
現在、下記のお店の品物の配達や、サービスを利用できます。
参加事業所

利用方法

カクイチ、タイキ、ふじや、いげたやうろこや、

①電話で利用登録する。
大石田町社会福祉協議会まで ☎35-3383
②注文する。必ず説明を聞いてから、必要なもの
を注文してください。
③品物が届く。１回の配送料として 500 円を
ご負担ください。

さとうや、大石田漬物組合、喫茶トトロ、
菅食料品店、ぱんどら、大類商店、庄司薬局、
大山衣料店、村形商事、髙橋家具センター、
今野クリーニング、しののめ観光グループ

②下記のお店に直接電話で配達をお願いする
福祉協力店名

地区

電話番号

いとうや

田沢

35-4488

嗜好品（酒類その他）

配送料無料

たかはし酒店

下宿

35-2007

嗜好品（酒類その他）

購入金額により
横山地区配送料無料

佐々木薬店

鷹巣

35-4532

生活雑貨、介護用品、一般医薬品、
加工食品

配送料無料

星川キノ商店

駒籠

35-2815

生活雑貨、加工食品

駒籠、大浦、白鷺のみ
限定で配送料無料

JA みちのく村山
大石田経済事業所

大石田

35-3133

取扱品

備考

ふれあい食材（年間定期購入）、
家電、機械類等、肥料、農薬、資材（年
間予約品）
、チラシ・カタログ品、精米、
玄米（年間定期購入）、醤油、ジュース
等（巡回配置購買品）
■大石田町社会福祉協議会

℡

35-3383

◆申請方法／申請書に除雪費用等に領収書を添えて、３月２５日（金）まで下記にご提出ください。
■保健福祉課 福祉グループ（８番窓口） ℡ 35-2111（内線 130）

高齢者世帯などの低所得世帯に対して、灯油購入費用の一部を助成します。昨年度に引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のために外出自粛を行っていただいているため、助成額を増額します。
◆対 象 者／以下の５つの項目すべてに該当する方
１．申請書の世帯は、次の①～③のいずれかに該当している。
①家族全員が、７５歳以上（昭和２１年４月１日以前生まれ）の方だけの世帯である。
②家族全員が、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している
方だけの世帯である。
③１８歳未満（平成１４年４月２日以降生まれ）の子どもを扶養しているひとり親の世帯である。
④上記①、②、③に該当する方だけで構成する世帯である。
２．令和４年１月１日の住所地が大石田町である。
３．令和３年１０月から令和４年３月の間に３か月以上町内で生活している。
ただし、社会福祉施設等の入所者ではない。
４．令和３年度町民税が課税されていない。
５．生活保護費を受給していない。
◆助 成 額／１世帯当たり 10,000 円
◆申請方法／該当すると思われる方に申請書を送付します。申請書に署名・押印の上、振込先の口座番号等
の必要事項を記入し、３月２５日（金）まで下記にご提出ください。
■保健福祉課 福祉グループ（８番窓口） ℡ 35-2111（内線 130）

広域連合では、被保険者の皆さんに治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健
全な運営を図るために、
「医療費のお知らせ」を発行しています。
今年度は、令和２年１１月～令和３年１０月受診分が発行されます。
このお知らせは確定申告の際に使用できますが、医療機関の請求遅れにより掲載されていない分や令和３年
１１月・１２月受診分（来年度発行分に掲載予定）については、別途「医療費控除の明細書」の記入が必要で
す。医療機関から交付される領収書は、なくさずに保管されますようお願いします。
◆対 象 者／山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者
◆発行時期／令和４年１月下旬
◆掲載内容／令和２年１１月～令和３年１０月に受診した医療機関等の診療年月・医療費の総額等
◆注意事項／確定申告の詳細は、お近くの税務署や市町村住民税課税担当部署にお問い合わせください。
■山形県後期高齢者医療広域連合 ☎ 0237-84-7100

町民そば打ち講習会のお知らせ
◆日 時／１月２３日（日）午後２時～午後３時 「二八そば打ち」
・「伝統そば打ち」
◆場 所／あったまりランド深堀（創作室）
◆参加料／500 円
★お申し込みは、１月２１日（金）午後４時まで下記にお願いします。
■かおり風景 100 選「大石田町そばの里」推進協議会事務局
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