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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 支給延長
◆対象期間／
令和２年１月１日～令和４年９月３０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か月まで）
◆支給対象者・支給額／
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が疑
われ療養のために休業された方
②感染または感染の疑いにより、その療養の
ため仕事ができない期間が４日間を超える方
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・１７３）
保健福祉課から

重度心身障がい（児）者医療証をお持ちの方へ
重度心身障がい（児）者医療証をお持ちの方は、
６月末に更新が必要となります。
該当者には６月上旬に更新案内を郵送しておりま
すので、必要事項を記入・押印いただき、郵送で
返信してください。
窓口で手続きを希望する場合は、お手元に届いた
書類と印鑑を持参のうえ、６月３０日（木）まで
お越しください。
■保健福祉課 福祉グループ
☎３５－２１１１（内線１３４）

６/２３～２９は「男女共同参画週間」
「『あなたらしい』を築く、
『あたらしい』社会へ」
というキャッチフレーズのもと、私たちのまわりの
男女のパートナーシップについて考えてみません
か。
■まちづくり推進課 政策推進グループ
☎３５－２１１１（内線２２３）

児童手当・特例給付

受給者の皆さんへ

児童手当の制度が一部変更となり、現況届の提出
が原則不要になりました。制度の変更内容や注意点
は、町ＨＰに掲載しています。
町ＨＰは右の２次元コードから
アクセスできますのでご確認ください。
■保健福祉課 福祉グループ
児童福祉担当
☎３５－２１１１（内線１３４）
保健福祉課から

介護用品券の支給申請について
在宅で介護を受けている下記の方に介護用品引換
券を支給します。
◆支給対象者／
①本人の前年分の所得に対する町県民税が非課税で、
要介護認定を受けた方（要支援２・要介護１～３）
のうち、介護用品が必要な方で排泄の一連の行為
に家族などの介助を必要とする方
②本人の前年分の所得に対する町県民税が非課税で、
要介護認定を受けた方（要介護４～５）
③重度身体障がい者（１・２級）
、重度知的障がい者
（療育手帳Ａ）
④人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活
を営むために医療を要する状態にある児童及び児
童福祉法に規定する重症心身障がい児を介護する
家族
◆支給（助成）内容／
町内の薬局等で使用できる介護用品引換券
（令和４年７月分～令和５年６月分）
①月額２０００円分（町民税所得割課税世帯）、
②月額５０００円分（町民税所得割非課税世帯）
◆対象品目／
紙おむつ、尿とりパット、清拭剤などの介護用品
◆申請方法／
申請は毎年度必要です。７月分からの支給を希望
する方は６月２２日（水）までに申請書を提出して
ください。申請書は下記窓口に準備しています。
申請が遅れると８月分以降の支給となる場合が
あります。
なお、今年度分の介護用品引換券は、６月下旬に
発送します。
■保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
☎３５－２１１１（内線１３２）

農業者年金の現況届提出 ６/３０まで
農業者年金（経営移譲年金・老齢年金等）を受給
されている方は、毎年現況届を提出していただく
必要があります。現況届の提出がないと支払いが
差し止めになる場合もありますので、期限内の提出
をお願いします。
※現況届の様式は、５月下旬に農業者年金基金より
受給者あてに送付されています。
◆提出締切／６月３０日（木）
■農業委員会 ☎３５－２１１１（内線１５１）

新型コロナワクチン接種対策室広報

小児（５～１１歳）の新型コロナワクチン接種

予約受付

小児のワクチン接種を実施します。接種を希望される方は、日程を確認のうえご予約ください。
◆接 種 対 象 者／１回目の接種日時点で５～１１歳の方
※１２歳の誕生日の前々日までが小児接種の対象者です。
◆使用するワクチン／小児用ファイザー
◆接 種 場 所／後藤医院（大石田町大字大石田乙９４）
◆接 種 費 用／無料
◆接 種 日 程／
１回目接種日
２回目接種日
受付時間

７月１２日（火） ８月２日（火）

午後２時～午後２時３０分

場所
後藤医院

◆予 約 申 込 方 法／接種を希望される方は、電話でお申込みください。
大石田町新型コロナワクチン接種対策室 ☎３５－２１１１（受付時間：平日の午前９時～午後５時）
※予約後のキャンセル、お問合せは町接種対策室までご連絡ください。
※医療機関への申込みはできません。
◆予 約 受 付 期 間／７月４日（月）～７月８日（金）
※定員になり次第、予約受付を終了します。受付終了の際は町ホームページでお知らせします。
◆接種の際の持ち物／
①町から送付された「接種券」「予診票（記入したもの）」
、
※紛失した場合は接種前に再発行の手続きが必要です。下記にご連絡ください。
②身分証明書（マイナンバーカード、健康保険証など）
、③母子健康手帳、④お薬手帳
◆接種に関する注意事項／
・必ずマスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください
・予診票の保護者自署欄に保護者名を記載し、当日は保護者が必ず同伴してください。
・他の予防接種との接種間隔を２週間以上空けてください。
・２回目の接種日時点で１２歳になった方でも、１回目と同様、２回目接種日に小児用ファイザーを
接種します。
■大石田町新型コロナワクチン接種対策室（保健福祉課内） ☎３５－２１１１（内線 170・171・172）
生涯学習自主企画事業音楽公演

「井上あずみ・ゆーゆ」が
なないろホール に やってくる ！！
◆日
◆会

時／７月９日（土）開場：午後３時
開演：午後３時３０分
場／虹のプラザ「なないろホール」

◆入場料／前売券：高校生以下
一
般

５００円 ※３歳未満の未就学児で膝上鑑賞の場合無料
１０００円

当日券：高校生以下
一
般

７００円 ※３歳未満の未就学児で膝上鑑賞の場合無料
１２００円

☆前売り券は、虹のプラザ「事務室」で販売中です！
◆定 員／２９０人程度 ※定員に達した場合、当日券の販売は行いません。
◆出演者プロフィール／
となりのトトロ、天空の城ラピュタ、魔女の宅急便などスタジオジブリ・宮崎駿監督作品の主題歌・
挿入歌・イメージソングのオリジナル歌手井上あずみさんと、ＮＨＫみんなのうたで７歳の時に歌手
デビューし、現在はロックユニット"マグロニカン"のギターヴォーカルとしても活躍する娘ゆーゆさん
の親子デュエット。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ☎３５－２０９４

まちづくり推進課から

おおいしだ未来づくり事業を募集します
◆募集期限／６月３０日（木）※必着
◆対象団体／
町内各地区（複数の地区が合同でも可）や町内に
活動拠点を置き公益的活動を行う団体など
（個人は対象外）
◆補 助 額／
①未来のまちづくり（イベント開催型）
⇒上限５０万円まで全額補助
②未来のひとづくり（地域課題解決型）
⇒上限３０万円まで全額補助
◆採択事業例／
○畑サロン（地域課題解決型：園芸療法）
障がいのある方やその家族の心身の健康を増進す
ることを目的に、地域の方に協力をいただき、畑で
の農作業や野菜の収穫、収穫野菜のバザーを行う。
◆その他／
①本事業は、新規事業のみを対象とします。
②継続事業の場合は、最大３年間を補助対象としま
すが、補助率が変わります。
③単なる修繕・備品購入のみの事業は対象となりま
せん。
④採択事業数によっては再募集する場合があります。
⑤審査委員会の際に、提案内容の説明を行っていた
だく場合があります。
◆提出書類／
下記担当窓口に準備しています。また、町ホーム
ページからダウンロードも可能です。
■まちづくり推進課 政策推進グループ
☎３５－２１１１（内線２２３）

教育文化課から

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合から

参加料無料！ 大石田町老人クラブ連合会主催

ソフトバレーボール大会参加チーム募集！

グラウンドゴルフ大会参加者募集！

◆日
時／７月３日（日）午前８時３０分～
◆場
所／大石田中学校体育館
◆参加資格／
○レディースの部
北村山管内の在住者及び管内事業所に勤務する者
及びその家族で令和４年４月１日現在で１８歳
以上の女性
○一般の部
北村山管内の在住者及び管内事業者に勤務する者
及びその家族（小学生３年生以上男女）
◆チーム構成／
○レディースの部
監督（選手兼任可）含めて４名以上９名以内
○一般の部
１８歳以上のチーム代表１名と小学３年生以上の
男女の４名以上９名以内（小中学生が２名以上
コート内にいること）
◆参加申込期限／６月２７日（月）
※参加料１チーム１５００円（保険料込）を添えて、
申し込みください。
※令和４年度おおいしだ健康づくりポイント事業の
対象事業です。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
☎３５－２１１１（内線６１２）

◆期
◆会
◆時

町民税務課から
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
６/１５（水） 虹カフェで閉じこもり解消！
下記の日時で窓口対応します。申請に必要な顔写真
◆日時／６月１５日（水）午前９時３０分～
の撮影も無料で行います。
◆場所／虹のプラザ１階「保健センター」
また、令和４年９月末までにマイナンバーカード
★コロナに負けないで、元気に楽しい時間を過ごし
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。
ましょう！
※予約制のため必ず３日前までにお電話にて予約の
■保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
上、ご本人がご来庁ください。
☎３５－２１１１（内線１３２）
◆日 時／６月２６日（日）午前９時～正午
◆申請の際の持ち物／
教育文化課から
①通知カード、②本人確認書類
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
Ａ 台帳カード、身体障害者手 １点（Ａ）＋通知
山響定期演奏会の市町村招待券抽選会を行います。
帳、療育手帳、在留カード
カード
この機会にプロの演奏を生で鑑賞しませんか。
健康保険被保険者証、介護保 ２点（Ｂ＋Ｂ）＋
◆対
象／町内に住所を有する１８歳以上の方
険被保険者証、年金手帳、各 通知カード
◆公演日時／７月９日（土）午後７時開演
Ｂ 種年金証書、生活保護受給者 ○通知カード無
◆公演会場／山形テルサ（山形市双葉町）
証、社員証、学生証、医療受 ２点（Ａ＋Ａ又
◆配布枚数／１枚（ペアチケット）
はＡ＋Ｂ）
給者証
◆申込方法／虹のプラザ事務室に準備している申込
◆受取の際の持ち物／
書に記入の上、提出してください。
①通知カード、②交付通知書（ハガキ）
、
◆申込期限／６月２４日（金）
③本人確認書類
◆注意事項／申し込みは１人１回で代理申込はでき
※申請時と交付時ともに１５歳未満の方は法定代理
ません。抽選後は当選者本人にのみ
人（親等）の同行が必要です。本人と同様に本人
ご連絡します。
確認書類を持参ください。
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内）
■町民税務課 住民グループ
☎３５－２１１１（内線６１２）
☎３５－２１１１（内線１２２）

山形交響楽団定期演奏会招待券の抽選を行います

大石田町社会福祉協議会から

日／７月１４日（木）
場／大石田町スポーツ広場（グラウンドゴルフ場）
間／午前８時３０分開会
（午前７時５０分～受付）
◆申込み／７月１日（金）までお申し込みください。
◆対象者／町内在住の６０歳以上の方
※老人クラブに加入していない方も参加できます。
※参加料は無料です。
◆その他／
感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。
飲み物は各自ご準備ください。また、スムーズな
運営にご協力をお願いします。
■大石田町社会福祉協議会（虹のプラザ内）
☎３５－３３８３

水道メーターを交換します
水道法に基づき下記の地区の水道メーターを交換
します。期間中に業者が交換作業に伺います。
なお、ご不在の場合でも作業を実施しますのでご
了承ください。
また、交換業者が物品の販売等を行うことが一切
ありません。
◆作業期間／６月下旬～１１月下旬
◆施工業者／尾花沢大石田管工事協同組合
◆対象地区／今宿、新町、川端、東町、二丁目、本町、
愛宕町、四日町、横町、佐田町、仲通、
南通、朝日町、庚申町、八幡町、井出
■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 上下水道課
☎０２３７－２３－２１６１

村山税務署から

６/１２（日）

消費税のインボイス制度説明会を開催します
事業者の方を対象に消費税のインボイス制度説明
会を開催します。説明会は事前予約制です。各回とも
定員になり次第、受付を終了します。
◆日 時／６月１４日（火）、２８日（火）
午前１０時～
◆場 所／村山税務署１階「会議室」
（村山市楯岡笛田１－９－３４）
■村山税務署 法人課税部門
☎０２３７－５３－２１５１
すゞし俳句会・大石田短歌会 会長 海藤忠男

次年子山菜まつり

次年子春の山菜まつりを開催します。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、振る舞いなどの飲
食イベントは行わず、山菜即売会のみ行います。

◆開催日時／６月１２日（日）
午前９時～なくなり次第終了
◆会
場／次年子ふるさと自然館
■次年子産業協同組合
☎３５－４１５０

主催事業

俳聖・松尾芭蕉来訪３３３年、日本が誇る歌人・斎藤茂吉生誕１４０年記念

「芭蕉と茂吉を地元大石田で大いに語りかつ食べる会」
◆日

時／７月５日（火）
、１２日（火）、１９日（火）計３回開催
受付：午後５時 講演：午後５時３０分～
会食：午後６時４０分～午後８時（芭蕉、茂吉が好んだとされる料理を提供します）
定員：各日５０人

◆会 場／あったまりランド深堀「蔵屋敷」
◆会 費／各日４０００円（資料代・会食代）※飲み物は個人負担になります。
◆テーマ／
のみ

第１回

７月５日（火）

第２回

７月１２日（火）

しらみ

演題「蚤、 虱 も友にした芭蕉の溢れる人間性について」
講師「星川紀一郎氏」
演題「新発見、歌集白き山の行間を読む（茂吉は大石田・次年子でこんなこともやっていた）」
講師「海藤忠男氏」
ちな

演題「五月雨をあつめて早し最上川（太陽暦７月１９日に読む）に因んで」
第３回

７月１９日（火）

①曽良を私は正しく評価したい（副題：ドナルド・キーン氏に反論する）
②私が選んだ芭蕉の句１１選

講師「星川紀一郎氏」
◆後 援／
大石田町教育委員会・大石田町芸術文化協会・大石田町新作物開発研究会・㈱大石田町地域振興公社
◆会食の主なメニュー／鯉の甘煮や自然薯料理、鰻そば白き山など（解説：大石田町新作物開発研究会）
■申し込み・お問い合わせ／あったまりランド深堀 伊藤 ☎３５－５０５５

