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産業振興課から

教育文化課から

手話サークル「虹」から

卓越技能者顕彰候補者の推薦を募集します

会計年度任用職員を募集します

手話講座を開催します

町内の技能者の社会的地位と技能水準の向上を
図るため、町では卓越した技能者を顕彰しています。
各分野ですばらしい技術をお持ちの方がいらっしゃ
いましたらぜひご推薦ください。
◆推薦対象／町内在住の５０歳以上の方で職業不問
◆推薦基準／
①その職業の経験年数が２０年以上であること。
教育文化課から
②現在もその職業に従事している、または、後進の
指導育成をしていること。
③その分野において、群を抜いて優れた技能を
有すること。
町民の学習意欲向上と生涯学習の振興を図るため、
◆推薦方法／
団体・グループの学習者自らの企画運営による講座
を募集します。
被推薦者の氏名、職業、年齢、地区名を下記まで
◆応 募 資 格／
お知らせください。
町内に在住するまたは勤務する５人以上の団体・
◆締め切り／６月１０日（金）まで
グループ
■産業振興課 商工観光グループ
※営利団体、政治団体、宗教団体等は応募でき
☎／３５－２１１１（内線１４６）
ません。
※過去３年以内に助成を受けた団体、グループは
大石田保育園から
対象外とします。
◆テーマ／
地域づくりに関する取り組みや、社会課題の解決
に貢献できる内容のもの。単に、趣味、娯楽的な
◆職種・人数／保育士・２人 ※資格を有する方
ものは対象外です。
◆任 用 期 間／令和４年６月１日
◆募集講座数／１講座
～令和５年３月３１日
◆事業負担金／
講師謝礼金５万円以内を町が負担します。
◆勤 務 条 件／
◆応 募 方 法／
午前７時～午後７時の間で、７時間３０分勤務
申請書に団体・グループの概要書を添えて、下記に
（変則勤務・時差出勤）なお、詳細は募集要項を
提出してください。申請書は虹のプラザ事務室に
ご確認ください。
準備しています。
◆勤 務 場 所／大石田保育園
◆採用の決定／
◆募 集 要 項／
応募多数の場合は内容を審査し採用を決定します。
大石田保育園に準備しています。募集要項と申込
◆応 募 締 切／６月３０日（木）まで
書類は町ホームページからダウンロードできます。
※採用決定後でも新型コロナ感染症の拡大等状況に
◆応 募 方 法／
よっては、中止を含め協議・調整をさせていただく
申込書に必要事項を記入の上、下記に提出して
場合があります。
ください。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
◆受 付 期 限／５月２５日（水）まで
☎／３５－２１１１（内線６１０）
※平日の午前８時３０分～午後５時の間でご応募
ください。
教育文化課から
■大石田保育園 ☎／３５－２０７３
★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

町民大学自主企画講座募集のお知らせ

会計年度任用職員を募集します

山形交響楽団定期演奏会招待券の抽選を行います
山響定期演奏会の市町村招待券抽選会を行います。
この機会にプロの演奏を生で鑑賞しませんか。
◆対
象／町内に住所を有する１８歳以上の方
◆公演日時／６月１８日（土）午後７時
◆公演会場／山形テルサ（山形市双葉町）
◆配布枚数／１枚（ペアチケット）
◆申込方法／虹のプラザ事務室に準備している申込
書に記入の上、提出してください。
◆申込期限／５月２４日（火）
◆注意事項／申し込みは１人１回で、代理申込は
できません。抽選後は当選者本人に
のみご連絡します。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
☎／３５－２１１１（内線６１２）

山形県労働組合総連合から

◆職種・人数／調理補助作業員・１人
◆任 用 期 間／任用日～令和５年３月３１日
※常勤の調理員が休暇の際に代替員として勤務して
いただきます。
◆勤 務 条 件／募集要項をご確認ください。
◆勤 務 場 所／大石田町学校給食センター
◆募 集 要 項／
教育文化課窓口及び給食センターに準備していま
す。募集要項と申込書類は町ホームページから
ダウンロードできます。
◆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。
◆受 付 期 限／
任用が決まり次第受付を終了しますのでお早めに
ご応募ください。
※平日の午前８時３０分～午後５時１５分の間で
ご応募ください。
■教育文化課 学校教育グループ
学校給食センター ☎／３５－２０７３

スポーツにおけるサイン、スキューバダイビング、
新幹線の窓越しの会話など、手話はいろいろな場面
で活用できます。
また、コロナ禍での飛沫防止効果にも期待できま
す。この機会に手話を覚えてみませんか。小中学生の
参加も大歓迎です！
◆活動日／前期５月～７月 後期９月～１１月
第２・第４土曜日（初回５月２８日（土））
午後１時３０分～午後３時３０分
◆場 所／虹のプラザ２階「小会議室」
◆会 費／500 円（資料代）
■手話サークル「虹」
大石田町社会福祉協議会（虹のプラザ内）
☎／３５－３３８３ FAX／４８－９６６６
尾花沢市大石田町危険物安全協会から

危険物取扱者試験準備講習会のお知らせ

◆日
時／６月１７日（金）午前９時～午後４時
◆場
所／尾花沢市共同福祉施設２階「会議室」
◆受
講
料／会員 1,500 円 非会員 2,000 円
国土交通省 新庄河川事務所 大石田出張所から
◆資 料 代／1,800 円（税込み）
◆申 込 先／尾花沢市消防本部窓口
◆定
員／１０人
◆申込期間／５月２３日（月）～６月３日（金）
資源の有効利用とコスト削減を図るため、河川の
◆受講対象／
伐採木を無償で提供します。
尾花沢市又は大石田町在住、若しくは市内又は
◆提供期間／５月１６日（月）～なくなり次第終了
町内の事業所に勤務する方に限らせていただき
◆提供場所／豊田堤防
ます。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
◆申込方法／
状況により講習会を中止する場合がありますので、
新庄河川事務所大石田出張所に来所していただき、
下記までご確認ください。
申し込みをお願いします。
■尾花沢市大石田町危険物安全協会
☎／２２－１１３１
◆受付時間／平日の午前９時～午後４時３０分
※詳しくは右の２次元コードから
防災放送（Ｊアラート）の試験放送を実施します
新庄河川事務所のホームページ
◆日
時／５月１８日（水）午前１１時頃～
にアクセスいただき、ご確 認
◆範 囲／町内全域
ください。
※この試験放送は他の市町村でも実施されます。
■国土交通省 新庄河川事務所
■総務課 総務グループ ☎ 35-2111（内線 218）
大石田出張所 ☎／３５－２０２４

伐採木を無償で提供します

新型コロナワクチン接種対策室広報

新型コロナワクチン集団接種に関するお知らせ

コロナに負けるな！

北村山フードドライブを開催します
◆日 時／５月２９日（日）午後１時～午後３時
◆場 所／支えあい館（旧宮本家具店）
住所：村山市楯岡十日町 7-15
◆内 容／コロナ禍で困っている方々へ食料品や
日用品などを無料で配布します。
☆支援物資をご提供いただける方は下記までご連絡
をお願いします。
■山形県労働組合総連合（山形県労連）
☎／０２３-６１５-２１７２

◆令和４年５月１６日をもって１２歳以上の３回目の集団接種を一旦終了します。
今後の日程は現在検討中です。決まり次第改めてお知らせします。
※令和３年１１月に１・２回目の集団接種を受けた方の３回目接種の日程は、
今後確保する予定です。
※１２歳以上及び小児（５～１１歳）の１・２回目の接種についても、今後の
実施を検討しています。

◆４回目の接種について
国からの方針を受け、実施方法を現在検討しています。詳細が決まり次第、
改めてお知らせします。
■新型コロナワクチン接種対策室（保健福祉課内）

☎／３５－２１１１

生涯学習自主企画事業演劇公演

マイナンバーカード 休日の窓口対応のお知らせ

「無言のまにまに」を開催します
生涯学習自主企画事業演劇公演「無言のまにまに」（トム・プロジェクト
プロデュース）を、６月１８日（土）に虹のプラザ「なないろホール」で
開催します。
ふたくちつよし氏が作・演出を手がける「無言のまにまに」は、長野県
にある戦没画学生の絵を展示した美術館・無言館を題材にした作品で、
劇中では戦後の日本を舞台に、時代に翻弄されたさまざまな家族の姿が
描かれます。

６/１８(土)
開演

午後６時３０分～

◆会 場／虹のプラザ「なないろホール」
◆入場料／前売券 一般２，０００円 高校生以下１，０００円
当日券 一般２，５００円 高校生以下１，５００円

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、キャッシュレス決済で
使うことができるマイナポイントの取得が可能です。ぜひお早めに取得してください。
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／５月２９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
Ａ

必要枚数

運転免許証、写真付住民基本台帳カード、身体障害者手帳、
療育手帳、在留カード

◎チケットは虹のプラザ窓口で販売しています。定員に達した場合、当日券の販売は行いません。
◆定 員／２９０人程度 ※恐れ入りますが未就学児の方の入場はご遠慮ください。
◆その他／①ご来場の際は、確実にマスクを着用いただくなど、感染症対策にご協力をお願いします。
②入場時の検温にご協力ください。検温の結果３７．５℃以上の方の入場はご遠慮ください。
③発熱等、体調不良の方の入場はご遠慮ください。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ☎／３５－２０９４（直通番号）

林野火災、野火に十分注意しましょう

掘削土の受入地を探しています

林野火災や野火は、例年この時期に頻発する傾向が
あります。県内各地でも相次いで発生し、大きな山火
事に発展したケースもあります。
今後、気温が高く空気が乾燥する
ことが予想されますので、改めて
取り扱いには十分注意しましょう。
■尾花沢市消防本部
予防保安係
☎／２２－１１３１

国土交通省大石田出張所では、今年度も最上川の
河道掘削を計画しています。工事の円滑な実施を
図るため、窪地の埋め立てや低地の嵩上げを目的と
した埋め立てお考えの土地を探しています。
◆情報提供いただきたい内容／
掘削土の受入地（1,000 ㎥以下の小規模なものは除く）
◆募集期限／６月３０日（木）まで
◆情報提供窓口／
建設課 管理グループ
☎／３５－２１１１（内線２３２）
■国土交通省大石田出張所 ☎／３５－２０２４

山形県警察職員採用試験のお知らせ
試験区分
警察官Ａ
（男性・女性）
警察官Ｂ
（男性・女性）

警察行政
（大学卒業程度）

受験資格
年齢
昭和６２年４月２日～
平成１７年４月１日に
生まれた方
昭和５８年４月２日～
平成１３年４月１日に
生まれた方

学歴

受験申込
受付期限

第１次試験日

大学（短期大学除く）を卒業
した方又は令和５年３月

６月１３日（月）

７月１０日（日）

警察官Ａの学歴要件に該当
しない方

７月１５日（金）
９月１８日（日）
～８月２９日（月）

学歴不問
（大学卒業でなくとも可）

４月２８日（木）
６月１９日（日）
大学（短期大学除く）を卒業 ～５月２５日
（水）
平成１３年４月２日以降
に生まれた方

した方又は令和５年３月

※内容に変更がある場合がありますので、必ず受験案内をご確認いただくか山形県警察
ホームページ「採用案内」をご覧ください。（右の２次元コードからアクセスできます。）
■尾花沢警察署 ☎／０２３７－２４－０１１０

Ｂ

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種年金
証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、医療受給者証

○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）

「中国茶を飲み比べよう！中国茶講座」
中国茶の飲み比べや、中国文化についてのお話などを行う中国茶講座を開催します。奥深い中国文化に
触れてみませんか。
◆日 時／５月３０日（月） 午前の部 午前１０時～午前１１時３０分
午後の部 午後２時～午後３時３０分
◆会 場／虹のプラザ「会議室」
◆対 象／町内在住の方
◆講 師／地域おこし協力隊 末石 靖知 隊員 ◆定 員／午前午後とも５人程度（先着順）
◆参加料／無料
◆申 込／５月２０日（金）まで下記にお申し込みください。定員に達した場合、お断りすることもあり
ます。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ☎／３５－２１１１（内線６１３）
３５－２０９４（直通番号）

県民健康・栄養調査
（健康と生活習慣に関するアンケート調査）を実施します
県民健康・栄養調査は、県民の生活習慣や栄養摂取量等の実態を把握し、健康推進の総合的な推進を図
るための基礎資料となる重要な調査です。
（前回調査：平成２８年実施）
ご協力くださるようお願いいたします。
◆調査実施時期／５月～６月
◆調 査 世 帯／５，０００世帯程度（県内全域から無作為抽出）
◆内
容／健康と生活習慣に関するアンケート調査
※調査用紙を調査世帯に郵送しますので、ご回答の上、調査用紙を返送いただくか、
インターネットで回答をお願いします。（受託業者：株式会社東京商工リサーチ山形支店）
■山形県 健康福祉部 がん対策・健康長寿日本一推進課 ☎／０２３－６３０－２９１９

