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保健福祉課から

灯油購入費助成、除雪費助成の申請はお済ですか
令和３年度灯油購入費助成と除雪費助成の申請
締切は令和４年３月２５日（金）です。
締切日を過ぎますと交付できませんので、申請
予定の方で手続きが終わっていない方は期日まで
忘れずに申請してください。
■保健福祉課 福祉グループ
℡／３５－２１１１（内線１３０）
保健福祉課から

国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金の支給延長
国民健康保険及び後期高齢者医療に加入している
方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又
は発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、そ
の療養のために仕事ができなくなった期間、傷病
手当金を支給します。
◆対象期間が令和４年６月３０日まで延長されます／
令和２年１月１日～令和４年３月３１日の間で
労務に服することができない期間（ただし入院が
継続する場合等は最長１年６月まで）としてきま
したが、令和４年６月３０日まで延長されました。
◆支給対象者・支給額は変更なし／
★支給対象者（①から③のすべてに該当する方）
①勤め先から給与の支払いを受けている方で、
新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染
の疑いによる療養のため休業された方
②感 染 又 は 感 染 の 疑 い に よ り 、 連 続 し て
４日間以上仕事ができなかった方
③仕事ができない期間に対する給与の支払いを
受けられなかった方
★支給額
直近の継続した３月間の給与収入の合計額÷
就労日数×２／３×支給対象日数（労務に服す
ることができない期間の日数－３日間）
◆申請方法／
申請書の提出が必要です。医療機関への受診の
有無等により、必要な書類が異なりますので、
あらかじめ電話で下記担当宛てご相談の上、
ご来庁ください。
■保健福祉課 保健医療グループ
℡／３５－２１１１（内線１３６）

町民そば打ち教室開催休止のお知らせ
大石田伝統「そば振る舞い」の普及のために開催し
ております「町民そば打ち教室」は、町内及び近隣市
町で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大してい
るため、３月から当面の間、開催を休止します。ご理
解くださるようお願いします。
なお、再開の際にはあらためてお知らせします。
◆休止期間／３月から当面の間
■かおり風景 100 選「大石田町そばの里」推進協議会
大石田町産業振興課 商工観光グループ
℡／３５－２１１１（内線１４５・１４６）
教育文化課から
３月２０日（日）午後２時キックオフ！

モンテディオ山形 VS ベガルタ仙台戦が開催されま
す。リーグ戦では約７年ぶりの「みちのくダービー」
です。３月２０日（日）はモンテを応援しよう！
◆対戦カード／明治安田生命Ｊ２リーグ第５節
モンテディオ山形ＶＳベガルタ仙台
◆日
時／３月２０日（日）午後２時～
◆場
所／ＮＤソフトスタジアム山形
（山形県総合運動公園）
◆チケット販売／
チケットの購入方法は右のＱＲ
コードからモンテディオ山形の
ホームページにアクセスいただき
ご確認ください。
■教育文化課 生涯学習グループ
℡／３５－２１１１（内線６１２）
保健福祉課から

後期高齢者医療保険料の保険料率等が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの
推計を基に、２年ごとに見直しを行っています。
令和４・５年度の保険料率は、令和２・３年度に
比べると医療費等の増加が見込まれることから、
保険料の賦課限度額とあわせて次のとおり改定され
ます。
◆保険料率（令和２・３年度⇒令和４・５年度）
所得割額 ８．６８％⇒８．８０％
…所得に応じて負担していただく分を算定する
際の率
均等割額 43,100 円⇒43,100 円（変更なし）
…加入者が公平に負担していただく分
◆保険料の賦課限度額（令和２・３年度⇒令和４・５年度）
賦課限度額 ６４万円⇒６６万円
…年間保険料の最高額
※保険料率等の詳細は、７月に保険料額決定通知書
とともに送付されるリーフレットに記載されます。
■保健福祉課 福祉グループ
℡／３５－２１１１（内線１３６）

町民税務課から

山形地方法務局から
各種登記の手続案内は

マイナンバーカード

休日の窓口対応のお知らせ
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、事前に電話予約いただいた方に
下記の日時で窓口対応します。申請に必要な顔写真
の撮影も無料で行います。
また、令和４年９月末までにマイナンバーカード
を取得された方は、キャッシュレス決裁で使うこと
ができるマイナポイントの取得が可能です。
（マイナ
ポイントの取得には要件があります。）
なお、予約制のため必ず３日前までにお電話の上、
本人がご来庁ください。
◆日 時／３月２７日（日）午前９時～正午
◆申請の際の持ち物／
①通知カード、②本人確認書類
本人確認書類
運転免許証、写真付住民基本
Ａ 台帳カード、身体障害者手
帳、療育手帳、在留カード
健康保険被保険者証、介護保
険被保険者証、年金手帳、各
Ｂ 種年金証書、生活保護受給者
証、社員証、学生証、医療受
給者証

必要枚数
○通知カード有
１点（Ａ）＋通知
カード
２点（Ｂ＋Ｂ）＋
通知カード
○通知カード無
２点（Ａ＋Ａ又
はＡ＋Ｂ）

◆受取の際の持ち物／
①通知カード、②交付通知書（ハガキ）
、
③本人確認書類
※申請時と交付時ともに１５歳未満の方は法定代理
人（親等）の同行が必要です。本人と同様に本人
確認書類を持参ください。
■町民税務課 住民グループ
℡／３５－２１１１（内線１２２）

あったまりランド深堀
従業員募集のお知らせ
◆業務内容／
温泉館 営業・応接係 若干名
勤務時間⇒①6:30～15:30、
②12:30～21:30
虹の館 業務係（客室係、宴会係）若干名
勤務時間⇒6:30～21:30 の間で１日８時間以内
そば処ふうりゅう 調理補助 １名
勤務時間⇒11:00～14:00
◆賃
金／時給８２５円～
◆詳しくは下記にお問い合わせください。
■あったまりランド深堀 ℡／３５－５０５５

電 話 を ご 利 用 く だ さ い
法務局では、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、登記手続案内を当面の間、電話で対応しておりま
す。登記手続案内は完全予約制ですので、利用を希望
される場合は、事前のご予約をお願いします。
詳細は右のＱＲコードから山形
地方法務局ホームページにアクセ
スいただきご確認いただくか、
下記にお問い合わせください。
■山形地方法務局村山出張所
℡／０２３７-５３-２８１２
村山税務署から
新型コロナの影響で期限内の申告等が困難な方へ

令和３年分所得税額等の確定申告について、新型
コロナウイルス感染症の影響により申告期限までに
申告等が困難な方は、令和４年４月１５日までの間、
「申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響によ
り延長を申請」する旨を記載することで、申告・納付
期限の延長を申請することができます。
詳細は右のＱＲコードから
国税庁ホームページにアクセス
いただきご確認ください。
■村山税務署
℡／０２３７-５３-２１５１
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、皆さんに元気にすごしても
らうため虹カフェを開催します。男女問わず、出入り
自由です。感染対策を万全にしてお待ちしています
ので、安心してお越しください。
◆日 時／３月２２日（火）
午後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」
◆参加料／無料
◆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
℡／３５-２１１１（内線１３２）

山形県特定（産業別）最低賃金 改正のお知らせ
令和３年１２月２５日から、山形県特定（産業別）最低賃金が以下のとおり改正されています。
特定（産業別）最低賃金の件名
特定最低賃金額
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、
８８８円
化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業（一般産業用機械・装置等製造業）
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
８７２円
（電気機械器具等製造業）
自動車・同附属品製造業
８８８円
自動車整備業（自動車分解整備の業務に従事する者に限る）
８９２円

町民税務課から

町民税務課から
令和４年度

申告期限を延長できます
土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧（固定資産課
税台帳の閲覧）を下記のとおり実施します。
◆期 間／４月１日（金）～５月３１日（火）
（土・日・祝日を除く）
◆時 間／午前９時～午後４時３０分
◆場 所／役場町民税務課 税務グループ
「４・５番窓口」
◆対 象／
①町内に固定資産を有する方、納税管理人
※ただし、土地のみ所有の方は土地価格等縦覧帳
簿に限り、家屋のみ所有の方は家屋価格等
縦覧帳簿に限り縦覧可能です。
②借地借家人
※借用している資産に限り縦覧可能ですが、借用
していることが分かる書類が必要です。
◆注意事項／
ア）本人確認ができるもの（運転免許証等）を
ご持参ください。
イ）代理人による縦覧（閲覧）も可能ですが、
委任状が必要です。
◆手数料／
縦覧（閲覧）手数料は無料ですが、コピーが必要な
方は別途コピー代金が必要です。
■町民税務課 税務グループ 固定資産税担当
℡／３５－２１１１（内線１２７）

仁風荘からお知らせ 職員を募集します
「住み慣れた地域

安らぎの暮らし」

ご利用者様の健やかな生活を願い、地域の皆様に
「安心」
「感動」を得ていただける事業展開と社会貢
献のために、私たちは明るく元気に頑張っています。
私たちと一緒に働いてみませんか。明るくはつら
つとした方をお待ちしています！

役場３階「大会議室」での申告相談は３月１５日で
終了しますが、新型コロナウイルス感染症の影響で
期限内の申告等が困難な方については、所得税確定
申告及び町県民税申告の申告期限を令和４年４月
１５日まで延長します。
なお、３月１６日以降の申告相談を希望される場
合は事前に下記にご連絡をお願いします。
また、３月１６日以降に申告を希望される方で、所
得税の納付が必要になる場合、申告受付日が納付期
限日になるため、時間に余裕をもってお越しくださ
い。
◆延長期間／令和４年３月１６日～４月１５日
◆受付場所／役場１階町民税務課「４番窓口」
■町民税務課 税務グループ
℡／３５－２１１１（内線１２５・１２６）
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合から

水道メーターの確認にご協力ください
環境衛生事業組合では、４月１５日（金）から水道
メーター検針を開始しますが、積雪により検針を行
うことができない場合があります。
万が一、冬期間に漏水事故等が発生していた場合、
水道料金の負担が高額になるだけではなく、敷地や
建物へ悪影響を及ぼす可能性があります。
お客様には、春の早い段階から水道メーターボッ
クスの除排雪をしていただき、水道の使用状況をご
確認くださるようお願いします。
■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合
水道課 ℡／０２３７-２３-２１６１（内線１５）

◆募集職種／
職種
介護職員
看護職員
デイサービス介護職員
■特別養護老人ホーム仁風荘

募集人数
２人
１人
１人（日給）又は
パートタイム

験

畑サロンとは？
畑に定期的に（月１回程度）に集まり、障がいのある方やその家族、地域住民の方と共に畑で農作業等を
行います。野菜等を作り、収穫したり、美味しく食べたり、また野菜バザー等を企画して地域交流を行いま
す。その過程で心の健康、体の健康、社会生活における健康につなげていく取り組みです。
◆活動内容／毎月第３日曜日の午前１０時～正午

旬の野菜作り、地域交流、健康体操等を実施
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日時・内容が
変更となる場合があります。
◆対

象／畑サロンに興味がある町民の方

◆参 加 料／１，０００円（保険料等込み）
◆活動場所／駒籠地区の畑
※畑サロンの休憩場所として近くの一軒家（合同会社大石田生活様提供）を利用します。
■おおいしだの家の会 三瀧 ℡／080-5225-1500 MAIL／acar.k1500.hideki@ezweb.ne.jp

㈱最上川千本だんごから
従業員募集のお知らせ
長期短期、パート正社員、男女年齢問わず、週１回
１時間から働く仲間を募集します。ご希望の働き方
を尊重させていただきます。
◆業務内容／だんご、とうふの製造工程、
店頭での販売業務、各補助
◆勤務時間／①8:00～16:50 から希望の時間
②5:00～8:00
◆時
給／①830 円 ②830 円+早朝自給
※パート勤務の場合
◆勤 務 地／㈱最上川千本だんご
※大石田駅から徒歩１２分
◆資
格／不問
◆そ の 他／
有給付与あり、マイカー通勤可、制服あり、
正社員募集
★応募は下記にお電話の上、応募の旨を店長にお伝
えください。
■㈱最上川千本だんご ℡／３５－２３１２

町立歴史民俗資料館
「大石田雛人形展」
４月３日（日）まで開催
町内に古くから伝わる
雛人形や雛道具を展示す
る企画展です。古典人形
や土人形なども合わせて
展示しています。
ぜひお越しください。
◆開催期間／

４月３日（日）まで
◆開館時間／

午前１０時～午後４時３０分
■町立歴史民俗資料館 ℡／３５－３４４０

春休み期間もみんなで子どもたちを見守りましょう

℡／35-2126（代表）

格／①平成４年４月２日から平成１３年４月１日生まれの方
②平成１３年４月２日以降生まれの方で次に掲げることに該当する方
（１）大学を卒業した方及び令和５年３月までに大学を卒業する見込みの方
（２）人事院が（１）に掲げる方と同等の資格があると認める方
◆受験申込受付期間／３月１８日（金）～４月４日（月）
◆受 験 申 込 方 法／受験申し込みはインターネットで行ってください。
国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ
（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
◆第 １ 次 試 験 日／６月５日（日）
■仙台国税局人事第二課試験研修係 ℡／０２２－２６３－１１１１（内線３２３６）

令和４年度参加者を募集します

大石田町青少年健全育成春休み広報

国家公務員「国税専門官採用試験」（大学卒業程度）のお知らせ
◆受

畑サロン

新型コロナウイルスの影響で期限内の申告等が困難な方へ

資

豪雪だった冬も終わりを告げ、ようやく大石田に春の訪れを感じる季節になりました。小中学校ではまも
なく春休みが始まります。コロナ禍にあってインターネット犯罪に巻き込まれる危険も多いことから、子ど
もたちが安全で有意義な春休みを過ごせるよう、ご家庭や地域の皆さんにはより一層の見守り活動にご協力
をお願いします。

①「安全で決まりある生活」のご指導をお願いします
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●変質者、不審者、不審電話に注意しましょう。
●交通安全の注意喚起をお願いします。
（自転車に乗るときのルール等）
●危険の未然防止に努めましょう。（「誰と」「どこへ」「何をしに」「何時ごろに帰る」の聞き取り等）

②「春のあんしんネット・新学期一斉行動」にご協力ください
●ペアレンタルコントロール（保護者による管理）の推進
●効果的なフィルタリングの利用
●話し合いによる家庭内ルール作りの促進
■教育文化課 生涯学習グループ ℡／３５－２１１１（内線６１０）

