
. 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課から 

 

 

 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３月３１日まで延長されます／ 
 令和２年１月１日～令和３年１２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３月３１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 
発熱等の症状があり感染が疑われる方 

  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） 
 

保健福祉課から 

 

 

 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／１２月２０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） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

町民税務課から 

 

 

 事前に電話予約をいただいた方に限り、下記休日

もマイナンバーカードの申請受付と交付を行います。

申請に必要な顔写真の撮影も無料で行います。カー

ド受け取りの案内が届いている方で、まだ受け取り

がお済み出ない方もぜひご利用ください。 
◆日 時／１２月２６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 必要枚数 

Ａ 

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 

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） 

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 

◆受取の際の持ち物／ 

 ①通知カード、②交付申請書（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。 

※事前予約が必要になりますので、１２月２３日（木） 
まで下記にご連絡をお願いします。 

■町民税務課 住民グループ 
℡ 35-2111（内線 122） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県踏切事故防止対策委員会から 

 

 

 近年、積雪や路面凍結で、踏切又は線路上への侵入 
事案が発生しています。以下の点に注意し、踏切事故
の未然防止に努めましょう。 

★踏切事故を防止するために★ 
①踏切の手前では必ず一時停止をし、安全を確認し 
てから渡りましょう。特に、冬期間は路面凍結に 
よるスリップに備え、踏切手前では十分に減速 
してください。また、積雪により踏切が確認しにく 
い場合があります。誤って線路に侵入しないよう、 
はっきり確認をしてから通行してください。 

②警報機がなったら、踏切内への無理な侵入はやめ 
ましょう。 

③踏切の中に閉じ込められてしまったら、ゆっくり 
車を前進させましょう。（遮断棒は、車で押せば 
前方に跳ね上がります。） 

④踏切内で動けなくなってしまったら、まず列車を 
止めましょう。 
・非常ボタンがあるときは、カバーの上から強く 
 押してください。信号機が作動して列車に異常 
を知らせます。 

 ・非常ボタンがないときは、発煙筒や赤色の物を 
使用して危険を知らせます。 

 ・列車が停車した後、付近の人たちの協力を得て 
脱出してください。※脱出後は、最寄りの駅に 
連絡してください。 

■山形県踏切事故防止対策委員会事務局 
 ℡ 023-630-2196 
 
 

 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育文化課から 

 

 

山響定期演奏会の市町村招待券の抽選会を行いま 
す。この機会にプロの演奏を生で鑑賞しませんか。 
◆対  象／１８歳以上の町内に住所を有する方 
◆公演時間／令和４年 1 月１５日（土） 
      開場：午後６時 開演：午後７時 
◆公演場所／山形市「山形テルサ」 
◆当 選 者／１名（ペアチケット） 
◆申込期限／１２月２４日（金）まで 
◆申込方法／申込書を記入の上、下記まで提出して 

ください。申込書は下記窓口に準備 
しています。 

◆注意事項／○代理申込みはできません。 
      ○申込みは１人１回のみです。 
      ○抽選後は当選者本人にのみ電話で 

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） 
 

教育文化課から 

 

 

きらめき女性セミナー「お正月花アレンジ講座」を 
開催します。素敵なフラワーアレンジメントで新年
を迎えましょう。持ち物不要です。お気軽にご参加く
ださい。 
◆日 時／１２月２７日（月） 
     午後２時～午後４時 
◆場 所／虹のプラザ２階「中会議室」 
◆対 象／町内在住の女性 ※先着２０人 
◆講 師／伊藤絹枝さん 
◆申 込／１２月２０日（月）までに下記へ申し込

みください。 
◆材料費／2,500 円（花、花器代込み） 

※当日集金します。 
◆持ち物／特になし 

※必要なものは事務局が準備します。 
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
℡ 35-2111（内線 613） 
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年末年始は下記のとおり休診いたします。 

◎１２月２９日（水）～１月３日（月） 
※休日でも救急患者の診療は随時行います。 
※期間中は、原則院外処方となります。 
時間：午前８時３０分～午後５時 

※１２月２９日～３１日の正午～午後５時までは
小児科医師が待機します。 

※人工透析は平常どおり日曜日を除き行います。 
※１２月２８日以前、１月４日以後は平常どおりの
診療となります。 

■北村山公立病院 ℡ 42-2111 

 
 「おおいしだエール券」の使用期限は、令和４年 
１月１５日までです。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１５日（土） 
◆種  類／共通券、飲食店専用券の２種類 
※１２月、１月は忘・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 

 
市町村招待券の抽選会について 

山形交響楽団定期演奏会  
 
例年１月上旬に開催しております「大石田町新春

祝賀会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、開催を中止させていただきます。ご理解をお
願いします。 
■総務課 総務グループ 
 ℡ 35-2111（内線 212） 

冬期間の踏切事故にご注意！ 

国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金の支給延長 

虹 カ フ ェ 開 催 の ご 案 内 

 
１２月２６日（日）も受け付けます 

マイナンバーカードの申請・交付 

 
◆業務内容／ 
温泉館 浴室清掃係 ①早朝２人 ②夜間２人 

  勤務時間 
①午前３時５０分～午前６時２０分 

   ※又は午前４時２０分～午前６時５０分 
   ②午後９時～午後１１時 
 虹の館 業務係（客室係、宴会係）若干名 
  勤務時間 
   午前６時３０分～午後９時３０分の間で 

１日４時間以内 
★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 

 
お正月花アレンジ講座を開催します 

きらめき女性セミナー 

 
 大石田町転入前に２回目の接種を受けた方につ
いては、３回目の接種券が町から発行されません。
３回目接種を希望する場合は、接種券の発行申請が
必要になりますので、下記でお手続きいただくよう
お願いします。 

◆必要書類／ 

２回目接種までの新型コロナワクチン接種済証

※接種済証がないと手続きできませんので、忘れ 

ずにご持参ください。 
■大石田町新型コロナワクチン接種対策室 
保健福祉課 保健医療グループ 
℡ 35-2111（内線 170・171・172） 

町民そば打ち講習会のお知らせ ◆日 時／１２月１９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） ◆参加費／500 円 
★お申し込みは、１２月１７日（金）午後４時までに左記にお願いします。■かおり風景 100 選「大石田町そばの里」推進協議会事務局 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 

 

 

 町では、各種スポーツ大会の東北大会以上の出場 
者に激励金を交付しています。交付を受けるには 
申請書の提出が必要です。なお、激励金の交付時期
は、大会出場後になる場合があります。あらかじめご
了承ください。 
◆対象者／ 
・個人…町内に住所を有する方 

※高校生、大学生は本町出身者を含む 
・団体…町内に活動拠点のある団体または町内の 

事業所等に属する団体 
◆交付基準／ 
・国際大会 
※オリンピック、パラリンピック、世界選手権大会、 
アジア大会、その他準ずる大会 

・全国大会 
※国民体育大会、全日本選手権大会、 
全国高等学校総合体育大会、その他準ずる大会 

・東北大会 
※東北総合体育大会、東北高等学校総合体育大会、 
その他準ずる大会 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
 ℡ 35-2111（内線 611） 
 

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合から 

 

 

 冬期間は積雪によりメーター検針ができないため、 
来年１月から４月までの水道料金は認定水量で計算
した金額となります。 
認定水量とは、毎月の平均使用量を５㎥単位で切

り捨てた水量です（平均使用水量１４㎥の場合は認
定水量１０㎥）。冬期間の認定水量と実際の使用水量
との差額は５月分以降の水道料金で精算となります。 
なお、認定料金以外の水量をご希望の方は１２月

２４日（金）までにご連絡ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 水道課 
 ℡ 23-2161（内線 15）  

産業振興課から 

 

 

町では、観光客向け商品のニーズ（需要）や、購入 
者の国籍、年齢層などを把握することを目的に、令和 
３年１２月中旬から令和４年３月末にかけて、 
ＪＲ大石田駅脇のバス待合所で観光客動向調査を 
実施します。調査の一環として、待合所内に物品販売
コーナーを設け、観光客向け売れ筋商品の調査を行
いますので、調査への参加を希望される場合は、下記
にお申し込みください。 
◆販売期間／令和３年１２月中旬～令和４年３月末 
◆場  所／ＪＲ大石田駅脇のバス待合所 
◆商品内容／食料品・衣類・文房具・雑貨類等 
◆商品の条件／ 

大石田町や山形県らしいもの（そばの乾麺や 

 漬物等）、事業所の独自性のあるもの（オリジナル 

グッズ等）、急きょ購入の必要があるもの（傘・ 

手袋・靴下・カイロ等）、食料品は「賞味期限 

１か月以上」で「常温保存」のものに限ります。 
※同じ商品が複数の事業者から提供された場合は、 
調整を行うことがあります。 

◆商品点数／ 
１事業者あたり３点、１点あたり１０個を上限 

とします。 
◆商品価格／ 

税込み１００円単位とします。 
◆商品の補充／ 

在庫がなくなりそうな時点で下記担当から 
ご連絡いたします。 

◆精算と返金／ 
原則月締めとします。商品の変更等がある場合 

はその時点で一度精算と返金を行います。 
◆商品の変更／ 

いつでも可能ですが、その時点で売り上げを 
精算し、新規として扱います。 

◆手数料等／無料 
◆募集期間／令和４年２月末まで随時受け付けます。 
※調査結果は、商品の売れ筋や購入者の国籍、年齢、 
旅行スタイル等にまとめて後ほど公開します。 

★詳細は下記にお問い合わせください。 
■産業振興課 商工観光グループ 末石 
℡ 35-2111（内線 145） 
※バス待合所での勤務開始後（１２月中旬以降）は、 
末石の個人携帯（080-3842-2518）に 
ご連絡をお願いします。 

 

まちづくり推進課から 

 

 

『やまがた県民手帳』 １冊 600 円（税込み） 
スケジュールだけでなく統計資料やレジャー資料

など、最新情報満載です。購入希望の方は、お早めに
お買い求めください。 
◆販売場所／まちづくり推進課窓口（役場２階） 
◆販売期間／令和４年１月３１日（月）まで 
■まちづくり推進課 政策推進グループ 
 ℡ 35-2111（内線 223） 

総務課から 

 

 

 町では、所有する財産を有効に活用するために、 

下記物件を貸付けします。借受けを希望される方は、

下記までご連絡ください。 
◆物 件／大石田町桂木町７番２ 
     桂木町地内事務所跡建物（駐車スペース有）  

平成７年１月建築 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆賃借料／年額３０万円程度（現時点での算定額） 
◆申込者の資格／ 
  町税等の滞納がなく、賃借料の支払いが可能な 
個人または法人。 

◆受付期間／１２月１３日（月）～２７日（月） 
◆その他／ 
①貸付け予定物件の物品等は、全て搬出してから 
貸し出しますが、改修費用（電気・水道・ガス等） 
については、利用者からご負担していただきま 
す。 

 ②申込みが複数の場合は、活用プランの提案内容 
からプレゼンテーションしていただき、利用者 
を決定させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年末年始の休館日について 
◆虹のプラザ内一般開放施設 
 １２月２８日（火）正午～１月４日（火） 
◆にじっこひろば 
１２月２８日（火）正午～１月４日（火） 

◆町立図書館 
 １２月２８日（火）～１月４日（火） 
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
℡ 35-2111（内線 612） 

虹のプラザからのお知らせ 

スポーツ大会出場激励金を交付します 

冬期メーター検針について 

 冬期間は、低温による凍結で水道管や蛇口の破損
等がおこりやすい時期です。漏水を防ぐため、外蛇
口の雪囲い、水抜栓、電熱線の電源等の確認をお願
いいたします。 

・一日中、外気温が氷点下（真冬日）のとき。 
・旅行で家を留守にするなど、長期間水道を使用し
ないとき。 

 水抜栓（不凍栓）による水道管の水抜きが効果的
です。寒い冬、寝る前や家を留守にする場合は水
抜栓を使ってください。 

①水抜栓のハンドルを右に止まるまで回す（時計回
り）。 

②家の中の蛇口を全部開ける。 
③水が出ない状態を確認したら、蛇口を閉める。 

町有建物を活用しませんか 

物
件
外
観 

■総務課 財政グループ 
℡ 35-2111（内線 215） 

 

 
 
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店への客足が止まり、飲食店だけでなく関連する飲食料品 

卸売業や運転代行業等にも大きな影響が出ています。これらの事業者に対して、家賃等の固定費用に対する
支援金を給付し事業の継続を応援します。 
 
◆対象事業者／以下の全てに該当する事業者 
○県内で飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営む中小法人・ 
個人事業主（その住所が県内にある方） 

○新型コロナウイルス感染症の影響で、令和３年７月から９月までのいずれかの月の売り上げが、前年 
又は前々年の同月比で５０％以上減少している方 

○支援金の受給後も事業を継続する意思があること 
◆給付上限額／①法人４０万円 ②個人事業主２０万円 
◆対 象 経 費／令和３年７月から９月までの間に負担した家賃・地代、リース料、自動車保険料（損害 

賠償責任）等の固定経費 
◆必 要 書 類／①補助金交付申請書兼請求書 

②令和３年７月から９月までのいずれかの月の売り上げが前年又は前々年の同月比で 
５０％以上減少していることが証明できるものの写し 

③補助対象となる固定経費の契約書等（不動産賃貸借契約書・リース契約書等） 
④補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し（領収書等） 
⑤その他、事務局が求める書類 

◆そ の 他／詳細は、「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業特設サイト」 
をご確認ください。 

■山形県家賃・テイクアウト関連支援事業コールセンター 
℡ 0570-078-010 受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日除く） 
特設サイト https://yamagata-insyoku-shien.jp/ 

ア
ク
セ
ス
は 

こ
ち
ら
か
ら 

やまがた県民手帳を販売中です 
 

 
 この度大石田で撮影、制作しましたダンスショー 
トフィルム作品 Silence in Movement が、ブラジ
ルで行われるショートフィルムフェスティバル
IMARP で上映されることになりました。それを記
念して、下記の日程で上映会を行います。ダンス作
品を中心とした映像作品の読み解き方や楽しみ方
が伝わるような内容になっています。 
 さらに、大石田 AIR 滞在アーティストで映画監
督の木村あさぎさんによる映像の解説や、木村監督
自身の作品も特別に上映しますのでお誘い合わせ
の上ぜひご来場ください。 
◆日時／１２月１５日（水）午後６時～午後７時 

※開場時間：午後５時３０分 
◆場所／虹のプラザ「多目的ホール」 
◆費用／無料 
◆定員／100 人程度、事前申込不要です。 

年齢制限もありません。 
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
大橋 ℡ 35-2094 
MAIL oishidaair@gmail.com 

 
商品販促調査の参加事業者を募集します  

観光客向け 


