
 

 

 

 

 

 

 
 

まちづくり推進課から 

 

 

おおいしだ未来づくり事業を下記のとおり募集 
します。 
◆募集期限 ４月２０日（火）※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（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 
◆採択方法 採択委員会で評価項目を審査し決定 
①目的意識の明確性、②課題整理、③先駆性、 
④地域性及び独自性、⑤自立性、⑥有効性、 
⑦公共性、⑧実現性 

※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。 
提案を伺う場合があります。 

◆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。 

◆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） 

 

まちづくり推進課から 

 

 

 ４月２２日（木）まで、県内一斉で春の火災予防 
運動が実施されています。春は空気が乾燥し、火災が
発生しやすくなりますので、ご家庭の火の元の安全
と消火器・住宅用火災警報器の位置などを再確認し
ましょう。また、火の取扱いには十分注意しましょう。
２２日（木）までの午前６時と午後７時に消防団が 
警鐘を鳴らします。 
○ごみ焼きは法律で禁止されています。 
ごみはルールを守り適切に処分しましょう。 

■まちづくり推進課 生活安全グループ 
 ℡ 35-2111（内線 225） 

町民税務課から 

 

 

軽自動車税種別割の納期限は４月３０日（金） 
です。期限内の納付にご協力ください。口座振替をご
利用の方も４月３０日（金）が口座引き落とし日にな
りますので、残高のご確認をお願いします。口座振替
の方の領収書は５月下旬以降に送付します。 
 

軽自動車税種別割の減免申請をされる方へ 
  
対象となるのは１台のみで以下の条件があります。 

①軽自動車の所有が障がい者本人の名義で、その本
人が使用する場合 

②身体に障がいがあり歩行が困難な方または精神に
障がいがあり歩行が困難な方と同一生計の方が所
有する軽自動車で、障がい者本人の通学･通院・通
所もしくは仕事のために継続的に使用する場合 

③世帯員全員が障がいにより歩行が困難で、障がい
者本人所有の軽自動車等を、常時介護する方が運
転する場合（介護者は同居でなくてもよい） 

※対象となる障がい等級範囲については下記にお問
い合わせください。 

※普通自動車税の減免を受けている方、福祉タクシ
ー券を交付されている方は減免対象となりません。 

◆申請期限 ４月３０日（金） 
※納付後の減免申請は出来ません。 

◆手続きに必要なもの 
 印鑑、納税通知書、障がい者手帳、運転免許証、車
検証、通院している病院の診察券等を持参の 
うえ、下記窓口においでください。 

■町民税務課 税務グループ 
 ℡ 35-2111（内線 126） 
 

町民税務課から 

 

 

 土地およ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（木）～５月３１日（月） 
    （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 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縦覧帳簿に 
限り、家屋のみ所有の方は家屋縦覧帳簿に
限り縦覧可能）、借地借家人（借用している
資産に限り閲覧可能ですが、借用している
事が分かる書類が必要です） 

※運転免許証等の本人確認が出来るものを持
参ください。 

※代理人による縦覧（閲覧）も可能ですが、 
委任状が必要です。 

◆料金 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が必要です。  

※ご不明な点は、下記までお問い合わせください 
■町民税務課 税務グループ（固定資産税担当） 
 ℡ 35-2111（内線 127） 

まちづくり推進課から 

 

 

◆物件名 水槽付消防ポンプ自動車 １台 

※消防分署に配備していたもの。 

車 体 番 号 FRR33D47000404 

型 式 KK-FRR33D4V 

年 式 平成１１年式 

車検満了日 令和３年９月２８日 

走 行 距 離 91,400km（令和元年９月１２日現在） 
◆売却方法 一般競争入札 
◆入札日時 ４月２７日（火）午後１時３０分 
◆参加資格 
地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に 
該当しないもの 

◆参加申込 
申込書を下記へ提出してください。申込書は 
町ホームページからダウンロードできます。 

◆入札条件  
 ①最低制限価格あり。（価格は事後公表とします） 
 ②事前に取り外す機材あり。（赤色灯、サイレン、 

無線機等） 
 ③車両の「尾花沢市消防本部」の文字を落札者が 

消去すること。 
◆申込期間 ４月１２日（月）～４月２３日（金） 

土日を除く 
■まちづくり推進課 生活安全グループ 
 ℡ 35-2111（内線 225） 
 

産業振興課から 

 

 

 大石田伝統の「そば振る舞い」の普及のために開催 
しています「町民そば打ち教室」について、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により、４月から当面
の間休止します。ご理解くださるようお願いします。
再開の際は、あらためてお知らせします。 
■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 

 

 

 東京 2 0 2 0 オリンピック聖火リレーが、 
６月７日（月）に尾花沢市で実施されます。町では 
尾花沢市と連携して実施するにあたり、ボランティ
アスタッフを募集します。 
◆日 時 ６月７日（月）午前９時～午後２時（予定） 
◆場 所 尾花沢市役所周辺及び聖火リレーコース内 
◆対象者 町内在住の方、町内に勤務する方、その他 

聖火リレーを一緒に盛り上げたい方 
◆申 込 ５月７日（金）まで下記へお申し込みくだ 

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） 

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 

 令和２年１月１日～令和３年６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、または 

発熱等の症状があり感染が疑われる方 

  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３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 

受けられない方 

★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×（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） 
 

教育文化課から 

 

 

◆職種・人数 図書館助手（資格なし含む）１名 

◆任用期間 令和３年６月１日～令和４年３月３１日 

週５日 木曜日（木曜日が祝日の場合 

はその翌日）を除き交替制 

◆募集要項 虹のプラザ事務室窓口に準備していま 

す。また、下記にメールいただければ 

募集要項と申込書のデータを返信し 

ます。 

◆応募方法 申込書に必要事項を記入の上、５月 

１０日（月）まで提出してください。 

受付時間は午前８時３０分～午後７時 

（木・日・祝日は午後５時１５分まで） 

◆そ の 他 勤務条件等は下記までお問い合わせ 

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） 

MAIL syougai@town.oishida.yamagata.jp 

お知らせ版 №1,360 
2021 年４月 10 日号 
★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 

おおいしだ未来づくり事業を募集します 

軽自動車税種別割の納期限は４月３０日です 

土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

水槽付消防ポンプ自動車を公売します 国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金を支給します 

町民そば打ち教室休止のお知らせ 

 
聖火リレーボランティアスタッフを募集します 

東京 2020 オリンピック 

リンピック聖 

会計年度任用職員を募集します 

 
その火事を  防ぐあなたに  金メダル 

「春の火災予防運動」 

リンピック聖 



教育文化課から 

 

 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火 
リレーのトーチが県内で巡回展示され、大石田町で
も下記の期間で展示します。 
 トーチを間近に見ることができる貴重な機会です
ので、ぜひご覧ください。 
◆日 時 ４月１５日（木）～１７日（土） 
     午前８時３０分～午後８時 

※１７日は正午までです。 
◆場 所 虹のプラザ１階「エントランスホール」 
※トーチに触れることはできません。（撮影可） 
※体調が優れない方は来館をご遠慮ください。 
※展示場所では密にならないように間隔を空けて 
ご覧ください。 

※マスクの着用や手指消毒等、感染症対策にご協力 
をお願いします。 

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

 

山形県縦断駅伝競走大会実行委員会から 

 

 

 県縦断駅伝競走大会は、県民の皆さんのご支援に 
より６５回の歴史を重ねてきました。これからも 
末永く愛される大会でありたいと願っておりますが、
今回、コロナ禍の中で様々な制約がある大会運営と
なります。大声を出しての沿道応援や大人数で密に
なる応援等はご遠慮ください。ご理解とご協力をお
願いします。 
■株式会社山形新聞社 販売局販売部 
℡ 023-664-0293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大石田町社会福祉協議会から 

 

 

 今年めでたく金婚式を迎える皆さん、誠におめで 
とうございます。山形新聞・山形放送では、今年も 
記念品を贈り皆さんを顕彰いたしますので、下記ま
でお申し込みください。 
◆今年の顕彰対象者 
 ・昭和４６年１月１日～同年１２月３１日に結婚 

されたご夫婦 
 ・それ以前に結婚され、まだおしどり金婚さん 

顕彰を受けていないご夫婦 
◆受付期間 ５月２１日（金）まで 
◆申  込 下記までお申し込みください。 
■大石田町社会福祉協議会（虹のプラザ内） 
℡ 35-3383 

 

手話スクール「虹」から 

 

 
 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、手話はコロナ禍での飛沫防止
効果も期待できます。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４月～７月 後期９月～１１月 
     第２・第４土曜日（初回４月２４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） 
■手話スクール「虹」 
大石田町社会福祉協議会（虹のプラザ内） 
℡ 35-3383 FAX：48-9666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナワクチン接種対策室広報 

 

【横山地区】 上宿、下宿、上ノ原、坂ノ上、来迎寺、里、 

黒滝、田沢上、田沢下、小菅、新山寺 

【大石田地区】 今宿、新町、川端、二丁目、本町、 

東町、愛宕町、四日町、横町、佐田町 

６５歳以上の方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）へ 

 

世帯主宛で案内を送付しております。 

接種を希望される６５歳以上の方は必ず日程を確認し、案内

された日時に接種会場にお越しください。 
 

※上記以外の地区の方は日程が決まり次第、案内を送付しますのでお待ち 

ください。（ワクチンが一度に全員分入荷しないため、順番で日程をご案内しています。）  

 

 新型コロナワクチン集団接種７つのポイント 
～スムーズな接種のためにみんなで協力しましょう～ 

①町から郵便物が届いたら、まずは封筒を開けましょう！ 

②いつ接種ができるのか、必ず案内を確認しましょう！ 

③接種できるか、事前にかかりつけ医に相談しておきましょう！ 

④接種を受ける前に、必ず予診票を書いておきましょう！ 

⑤当日は、（１）接種券、（２）予診票、（３）身分証明書を忘れずに！ 

⑥接種当日は、肩を出せる服装で行きましょう！ 

⑦接種券を大切に保管しましょう！また、接種が終わっても捨てないようにしましょう！ 

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・１７３） 
 

※ 今後も情報を発信していきますので、町の広報紙等を随時ご確認くださるようお願いします。 

 

県縦断駅伝沿道応援に関するお願い 

聖火リレートーチを展示します おしどり金婚さんを顕彰します 

 

大型連休中の閉館期間のお知らせ 
 
連休期間中、虹のプラザは下記のとおり閉館します。ご理解くださるようお願いします。 

 
項目 大型連休中の閉館期間 

全館共通 ５月５日（水）～６日（木） 

図書館 
５月５日（水）～６日（木） 

※４日（火）は午後４時閉館、７日（金）は午前１０時開館です。 

にじっこひろば ４月２９日（木）、５月２日（日）～６日（木） 

社会福祉協議会 
５月１日（土）～５日（水） 

※６日に社会福祉協議会ご利用の方は南側２階入り口をご利用ください。 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ℡ 35-2111（内線 613） 

手 話 講 座 を 開 催 し ま す 

会員募集！ シルバー人材センターの入会説明会を開催します 
 
毎月１５日午後２時から、大石田町シルバー人材センター事務所内で入会説明会を開催します。 

ぜひご参加ください。なお、１５日が土・日・祝日の場合は次の平日に開催します。 

◆入会条件 ①大石田町在住で原則６０歳以上の健康で働く意欲のある方 

      ②シルバー人材センターの趣旨に賛同していただける方 

      ③入会説明会を受け、入会申込書を提出すること（原則、理事会の承認が必要です。） 

      ④定められた会費を納入していただける方 

■大石田町シルバー人材センター ℡ 35-5123 


