
 

 

 

 

 

 

 

町民税務課から 

 

 

 令和３年度の国民健康保険税の納税通知書を７月 
１４日（水）に発送します。第１期納期限は８月２日
（月）ですので、忘れずに納付をお願いします。納税
通知書が届かない場合やご不明な点がある場合は、
お手数ですが下記までご連絡をお願いします。 
 また、町では口座振替での納付を推進しています。
またお手続きがお済でない方は、この機会にご利用
ください。 
■町民税務課 税務グループ 
℡ 35-2111（内線 125・126） 

 

町民税務課から 

 

 

 マイナンバーカードの申請・交付、及びマイナポイ 

ントの申込支援について、平日の開庁時間に加えて

電話予約をいただいた上で、下記の日時で窓口対応

します。申請に必要な顔写真撮影も無料で行います。

カード受取の案内が届いている方で、まだ受取がお

済みでない方もぜひご利用ください。 

◆日 時 ７月２２日（木・祝）、８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 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。 
■町民税務課 住民グループ  
℡ 35-2111（内線 122） 

 
 
 
 
 
 
 

町民税務課から 

 

 

 災害で家屋等に被害を受けたときは、片付けや 
修理の前に被害状況を写真に撮って保存しておきま
しょう。町から「り災証明書」や「被災証明書」を取
得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請
求する際などに必要になります。ポイントは、家の外
や中の写真を撮ることです。 
家の外の写真の撮り方 
 カメラやスマホなどでなるべく４方向から撮るよ 
うにしましょう。浸水した場合は、浸水の深さが分か
るようにしましょう。メジャーなどをあてて「引き」
や「寄り」で撮ると被害の大きさが良くわかります。 
家の中の写真の撮り方 
 ①被災した部屋ごとの全景写真と、 
②被害箇所の寄りの写真の２つを撮影しましょう。 

■町民税務課 税務グループ  
℡ 35-2111（内線 127） 

 

保健福祉課から 

 

 

 家計への影響が著しい子育て世帯への支援のため、 

新たな給付金を支給します。 
◆対象者 以下の２点両方に当てはまる方 
①令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障 
がい児の場合２０歳未満）を養育する父母等（令和 
４年２月末までに生まれた新生児も対象） 

②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方又は 
 令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税 
非課税相当の収入となった方 
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く 

◆支給額 児童１人当たり 一律５万円 
◆手続き 
 ①令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養 

手当の受給者で住民税非課税の方（町から案内 
が届いている方） 

 ➔申請不要です。７月１５日に児童手当又は特別 
児童扶養手当を支給している口座に振り込み 
ます。 

 ②①以外の方 
 ➔申請が必要です。下記にお問い合わせください。 
■保健福祉課 福祉グループ 
 ℡ 35-2111（内線 134） 
 

 

 

 

 

 

 

産業振興課から 

 

 

 今年度も「おおいしだエール券」を発行する予定 
です。令和３年度は、町民１人当たり 5,000 円分を
配布する予定で、3,000 円分を共通券、2,000 円分
を飲食店でのみ使用可能とします。 
 下記のとおり参加事業者を募集しますので、ぜひ
ご応募ください。 
◆対象事業者 
町内に店舗や事業所がある事業者のほか、大石田 
町民で他市町村に店舗や事業所がある方なども 
業種を問わず、幅広く募集します。 

◆応 募 方 法 
 申込書を下記に提出してください。申込書は、町 
 ホームページからダウンロードいただくか、下記 
窓口に準備しています。 

※令和２年度参加事業所は、原則、引き続き参加事業 
所として登録しますので、不参加の場合のみ下記 
にご連絡をお願いします。 

◆応 募 締 切 令和３年７月３０日（金） 
■産業振興課 商工観光グループ 
℡ 35-2111（内線 145・146） 

 

産業振興課から 

 

 

 離農や経営部門の減少で、全ての経営農地を農地 
中間管理機構に貸し付けた場合、経営転換協力金の
交付を受けることができます。（各種要件があります） 
 この制度は、今年が現行制度の最終年にあたるた
め、令和４年から農地を貸し付けて制度の利用を希
望する場合は、８月６日（金）までに申し出が必要と
なります。制度の利用を予定している方は、下記にご
連絡をお願いします。 
◆受付期限 令和３年８月６日（金） 
■農業委員会 ℡ 35-2111（内線 151） 
産業振興課 農林グループ 
℡ 35-2111（内線 142） 

 

建設課から 

 

 

今年度の住宅リフォーム支援事業補助金の申請を 
希望される方は、予算に限りがありますのでお早め
にご相談ください。 
※リフォーム支援事業補助金に対象となる事業は、 
請負契約前かつ着工前のものに限ります。 

■建設課 管理グループ 
 ℡ 35-2111（内線 232・233） 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくり推進課から 

 

 

女性のコロナ疲れを癒していただくとともに、 
施設の誘客力を高めることを目的に、下記のとおり
実施します。 
◆対 象 者 町内在住の女性（中学生以上） 
◆対象施設 あったまりランド深堀 虹の館、 

最上屋旅館 
◆実施期間 令和３年１２月３１日（金）まで 
※期間中でも予定人数に達した場合は終了となる 
場合があります。 

◆手 続 き 宿泊時にアンケートを記入して宿泊 
施設に提出してください。 

※同一施設１回限りです。 
■まちづくり推進課 政策推進グループ 
 ℡ 35-2111（内線 222） 
 

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 ７月３０日（金）※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 
◆採択事業例 
○畑サロン（地域課題解決型） 
障がいのある方やその家族の心身の健康の増進 
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。 
（園芸療法） 

◆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） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
申 請 は お 早 め に ！ 

お知らせ版 №1,366 
202１年 7 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 

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ 

おおいしだエール券参加事業所を募集します 

 
被害状況を写真で記録しましょう 

災害で家屋等に被害を受けたときは・・・ 

水明苑夏祭り 開催中止のお知らせ 
 

 ７月３１日（土）に開催を予定していました水明苑
夏祭りは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
開催を中止します。ご理解くださるようお願いしま
す。          ■水明苑 ℡ 35-5172 

 
国民健康保険税第１期納期限です 

８月２日は・・・ 

 
休日も下記の日時で窓口対応します 

マイナンバーカード・マイナポイント 
 
機構貸付希望申込が必要です 

経営転換協力金を受けるには 

リフォーム支援事業補助金 

 
宿泊料を 3,000 円値引きします 

町内の女性の方限定で 

おおいしだ未来づくり事業を募集します 

自衛官採用説明会を開催します 
 

◆日 時 ８月１日（日）午前１０時～午後３時 
◆場 所 虹のプラザ 小会議室１ 
◆内 容 １人３０分程度の個別説明です。事前申込 

不要。直接会場にお越しください。 
■自衛隊山形地方協力本部東根地域事務所 
℡ 43-7198 

税務署での相談は 事前の予約をお願いします 
 
村山税務署では、面接相談の事前予約制を実施しています。電話での回答が困難な相談内容（具体的に書類

や事実関係を確認する必要がある場合など）については、事前に相談日時を予約してください。 

◆受付時間 午前８時３０分～午後５時（土日祝日及び年末年始を除きます） 

■村山税務署 ℡ 0237-53-2151 音声案内に従い「２」を選択 



教育文化課から 

 

 
◆期日 ８月１３日（金）・１４日（土） 
    予備日１５日・１６日（小雨決行） 
◆会場 ①大石田中学校グラウンド 
    ②下河原運動公園グラウンド 
◆出場資格 

町内在住者及び町内出身者とし、町内在住者は、
令和３年４月１日現在で住所を有する地区を基準
として出場できる。また、町内出身者で現在町外に
住所を有する者は、出身地区を基準として出場で
きる。町内事業所に勤務する者は、事業所の 
属する地区を基準として出場できる。中学生２年
生以下の出場は認めない。 

◆参加料 １チーム １，５００円 
※スポーツ傷害保険は別とします。 

◆申込締切 ７月２０日（月）午後５時 
◆その他 このイベントは、おおいしだ健康づくり 

ポイント事業の対象です。 
■スポーツ協会事務局 
 （虹のプラザ内 教育文化課生涯学習グループ） 
℡ 35-2111（内線 612） 

 

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。 
◆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 

◆対象者 
・個人…町内に住所を有する高校生以上の方 
・団体…町内の体育団体または企業に属する団体 
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
 ℡ 35-2111（内線 611） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

村山総合支庁から 

 

 

◆対象者 県内に住所を有し、狩猟免許の有効期間 
が９月１４日に満了する方 

◆適性検査の期日 
期日 時間 場所 

８月２５日
（水） 

①11:00～12:00 
村山総合支庁 
西村山地域振興局 
西棟３階講堂 
（寒河江市大字西根字石
川西 355） ②12:30～13:30 

９月１日
（水） 

③11:00～12:30 
村山総合支庁 
北村山地域振興局５階講堂  
（村山市楯岡笛田 4-5-1） ④13:00～14:30 

９月８日
（水） 

⑤11:00～13:00 
村山総合支庁 
本庁舎２階講堂 
（山形市鉄砲町 2-19-68）  ⑥13:30～15:30 

９月１４日
（火） 

⑦11:00～12:30 
村山総合支庁 
本庁舎２階講堂 
（山形市鉄砲町 2-19-68）  

日時別対象猟友会 
①、②主に西村山支部会員の方 
③、④主に北村山支部会員の方 
⑤、⑥主に山形・上山・天童・山辺支部会員の方 
⑦主に猟友会会員となっていない方 
◆講習内容 
講習内容部分を各自事前学習していただくことで、 
特例的に講習の代替とします。事前学習の実施 
内容を確認しますので、免許更新の申し込み時に 
配布するチェックシートをご記入のうえ、更新 
手続き当日にご提出ください。 

◆申込方法 
 （１）必要書類 
  ①狩猟免許更新申請書 
  ②写真（３.０㎝×２.４㎝）１枚 
  ③手数料（県証紙）2,900 円 
  ④指定された病気等に該当しない旨の診断書 

または鉄砲所持許可証の写し 
  ⑤更新を受けようとする狩猟免状原本 
  ⑥希望する受験月日を申請書表面上部（枠外 

余白）に記入してください。 
 （２）提出期限 希望する受験日の１０日前必着 
※詳細は県ホームページをご覧いただくか、下記に 
お問い合わせください。 

■村山総合支庁 環境課 自然環境担当 
〒990-2492 山形市鉄砲町 2-19-68 
℡ 023-621-8426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
適性検査および講習を実施します 

狩猟免許更新に係る 

第６７回町地区対抗親善野球大会を開催します 

スポーツ大会出場激励金を交付します 

新型コロナワクチン接種対策室広報 

◆７月９日（金）以降のワクチン集団接種の予約 
・Ｗｅｂ予約は引き続き、接種日の３日前まで利用できます。（空きがある接種日に限ります） 
・電話予約の予約ダイヤル（0120-02-8830）は利用できません。 
電話予約を希望される方は、下記担当にご連絡をお願いします。 

 
◆２回目の接種予約は不要です。 
・２回目の接種日は、１回目の接種日から３週間後の日にちをあらかじめ指定させていただいております。 

 

◆予約した接種日を変更・キャンセルする場合  
 Ｗｅｂ予約を利用された方 
 ・接種日の３日前まで予約サイトのマイページで変更・キャンセルすることができます。 
  ※空きがある接種日に限ります。 
 ・接種日の２日前以降に変更・キャンセルする場合は、下記にご連絡をお願いします。 
  ※平日の午前８時３０分～午後５時１５分の間にご連絡ください。（土日祝日はお受けできません） 
 電話予約を利用された方 
 ・なるべく早く下記担当にご連絡をお願いします。 
 
◆医療従事者としてすでにワクチン接種を受けた方は、町からの接種券は 
使用せずに破棄してください。町への連絡は不要です。 

 

◆大石田町の接種券をお持ちで県外にお住まいの方へ 
 ・現在お住まいの自治体でワクチン接種を受けることができます。 

お住まいの自治体の相談窓口にご相談ください。 
 ・県外から町の集団接種にお越しになる場合は、一定期間十分に健康観察を行い、 

感染予防対策を行った上で、接種会場にご来場くださるようご協力をお願いします。  
■新型コロナワクチン接種対策室（保健福祉課内） 
℡ 35-2111（内線 170・171・172） 

令和３年度尾花沢市職員（消防職）採用試験受験案内 

募集職種 消防職 
採用予定人数 若干名 

受験資格 

平成４年４月２日以降に生まれた者で、高校卒業以上、又は令和４年３月３１日まで
に卒業見込みであること。また、採用された場合に尾花沢市内又は大石田町内に居住
できる者。 
※卒業見込みの者で、卒業できなかった場合は採用を取り消すこともあります。 

試験日程 

第１次 日時：９月１９日（日）午前９時～ 
場所：尾花沢市役所・尾花沢市文化体育施設サルナート 
内容：教養試験・適性検査・体力試験 

第２次 日時：１１月上旬予定 
※第２次試験の実施日及び試験の詳細は、第１次試験の合格者に書面で通知します。 

申込期間 
７月３０日（金）まで 
※受付時間は、土日祝日を除く日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

受験手続 
受験申込書の請求方法や申込方法などの詳細は、下記までお問い合わせください。 
詳細は、市のホームページでも確認できます。 

注意事項 
以下のことに１つでも該当する場合は受験できません。 
①日本の国籍を有しない者。 
②地方公務員法第１６条（欠格事項）に該当する者。 

 
■尾花沢市総務課職員係 ℡ 0237-22-1111（内線 231） 
市ホームページ http://www.city.obanazawa.yamagata.jp 

生ごみの『水切り』を徹底しましょう！！ 
生ごみの水分量は８０％といわれ、その水分を残したま

まごみ袋に入れてしまうと、焼却時に必要以上の燃料を消
費します。そこで、生ごみの水分を減らす一例を紹介しま
す。 
①野菜を洗うのは、皮をむいてから、 
②アイデアグッズで水切り、③乾かす 
➔ペットボトルの上部を切り取ったものや不用に 
なったＣＤの穴で、水きりネットを通して水分を 
絞る。ちょっとした工夫やひと手間がごみの減量、 
ひいては節電につながります。みなさんのご協力を 
お願いします。 

■まちづくり推進課 生活安全グループ 
℡ 35-2111（内線 225） 
環境衛生センター ℡ 35-2737 

農林大学校「親と子の農業教室」参加者募集 
 
◆日 時 ８月３日（火）午前１０時～正午 
◆会 場 県立農林大学校「緑風館」 
◆対 象 小学生と保護者１０組２０人程度 
◆参加費 無料 
■山形県立農林大学校研修部 ℡ 0233-22-8794 

河川の伐採木を無償で提供します 
 
◆日時場所 令和４年３月３１日まで 
      東根市大字若木、尾花沢市大字正厳、 
      村山市大字河島甲 
◆留 意 点 事前申込が必要です。 
■村山総合支庁北村山河川砂防課  ℡ 0237-47-8681 

視聴覚センター土曜日の一般公開 
◆土曜日の一般公開 
開館日 7/17・7/24・8/7・8/14・8/21・8/28 
内 容 
映画…上映時間午前１０時～（約２５分） 
   「サンリオシリーズ」 

…7/3・7/10・7/17・7/24 
   「東映 V キッズシリーズ」 

…8/7・8/14・8/21・8/28 
 プラネタリウム…投影時間午前１０時４０分～（約４０分間） 

「夏の星座」今夜見える星空を生解説。 
 ※詳細はホームページをご覧ください。 
■北村山視聴覚教育センター 
℡ 0237-55-4211 
ホームページ https://www.kavec.ed.jp 


