
 

 

 

 

 

 
 

保健福祉課から 

 

 

◆日時・内容 

９月１４日（火）「今日からできるフットケア」 
１０月 ５日（火）「実は大事な足爪の話」 
１０月２６日（火）「靴下と靴の話 履物は健康器具」 
１１月１６日（火）「立ち姿勢と歩行の見直し」ほか 

 ※開催時間は各日とも午前１０時～午前１１時 
◆場 所 役場３階大会議室 
◆講 師 一般社団法人フットヘルパー協会認定校 
     あしたすけ 介護福祉士 東海林 藍 氏 
◆対 象 関心のある町民の方 
◆申 込 ８月３１日（火）午後５時１５分までに 

下記に電話でお申し込みください。 
◆定 員 １５人 
 ※先着順です。定員に達した場合はお断りする 

場合がありますのでご了承ください。 
◆参加料 無料 
◆その他 感染症拡大等で中止になる場合がありま 

す。その際は改めてお知らせします。 
■保健福祉課 福祉グループ 
℡ 35-2111（内線 132） 

 

保健福祉課から 

 

 

 日本赤十字社山形県支部では、令和３年７月大雨 
災害で被災された方々に対し、義援金を受け付けて
います。義援金は、役場正面玄関に設置した募金箱、
または、領収書が必要な方は下記窓口で受け付けて
います。皆さまのあたたかいご協力をお願いします。 
◆受付期間 令和３年１０月２２日（金）まで 
■保健福祉課 福祉グループ 
℡ 35-2111（内線 130） 

 

山形県選挙管理委員会から 

 

 

 本年秋ごろまでに執行予定の第４９回衆議院議員 
総選挙（小選挙区選出議員選挙）の立候補届出予定者
及び候補者届出予定政党並びに出納責任者事務説明
会を以下のとおり開催します。 
◆日 時 ８月３１日（火）午前１０時～ 
◆場 所 山形県庁「講堂」（山形市松波） 
■山形県選挙管理委員会事務局 
℡ 023-630-2082 
 
 

町民税務課から 

 

 

現在町税を納付書で納めている方必見！ 
◆キャンペーン内容 
 キャンペーン期間中に、新たに口座振替を申し込
まれた方のうち、キャンペーン対象者全員に「大石田
町指定もやせるごみ袋大１０枚入り」を贈呈します。
さらに、対象者の中から抽選で１０人に「大石田町そ
ば乾麺セット詰合せ 4,000 円相当」を贈呈します。 
◆キャンペーン期間 
令和３年９月３０日（木）まで 

◆対象者 
以下の条件のすべてに当てはまる方 

 ①町税が課税されている方、又は今年度から課税 
される見込みの方 

 ②上記期間中に課税されている税目について、 
口座振替を申し込まれた方 

 ※ただし、下記対象外の場合は除きます。詳しく 
は担当にお問い合わせいただくか、町ホーム 
ページでご確認ください。 

 『対象外の方』 
 ・振替口座の変更のみの場合 
 ・期間中に口座振替登録を解約し、再度申し込み 

した場合 
 ・申し込みのあった町税についてすでに口座振替 

が利用されている場合 など 
◆対象税目 
町県民税（普通徴収）、固定資産税（都市計画税を 
含む）、軽自動車税、国民健康保険税（普通徴収） 

◆申込先 
町内の金融機関又は役場町民税務課税務グループ 

■町民税務課 税務グループ 
℡ 35-2111（内線 125・126） 

 

産業振興課から 

 

 

 令和３年度狩猟免許試験（村山会場）の開催場所 
を下記のとおり変更します。 

日時 会場 
９月１１日
（土） 

変更前⇒山形県庁 
変更後⇒山形県職員育成センター 

９月１２日
（日） 

変更前⇒山形県庁 
変更後⇒山形県職員育成センター 

山形県職員育成センターのアクセス 
〒990-0023 山形市松波 3-7-1 
℡ 023-622-2743 
■山形県環境エネルギー部 みどり自然課 
℡ 023-630-3404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

やまがたハッピーサポートセンターから 

 

 

◆日 時 ８月２２日（日）、２９日（日）、 
     ９月４日（土）、１２日（日）、２６日（日）  
 ※各日とも午後１時３０分～午後４時３０分の開催 
◆会 場 山形県郷土館「文翔館」 
◆対象者 結婚を希望する方 各回４人 
 ※１人あたり４５分程度の時間となります。 
 ※ご本人が出席できない場合は親御さんでも可 
◆申 込 下記に電話でお申し込みください。 
■やまがたハッピーサポートセンター 山形センター 
℡ 023-687-1972 

 
教育文化課から 

 

 

バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガの動き 
をバランスよく組み合わせたものです。この機会に
体験してみませんか。 
◆日  時 ８月２２日（日）午前１０時～ 
◆場  所 虹のプラザ「会議室」 
◆講  師 荒木 友子 氏 
      （バレトンマスタートレーナー） 
◆参 加 料 500 円（スポーツクラブ会員 300円） 
◆定  員 ２０人（男女年齢問わず参加可能） 
◆申込期限 ８月１８日（水） 
◆持 ち 物 タオル、飲み物、着替え（必要に応じて） 
◆注意事項 感染症対策にご協力をお願いします。 
◆申込方法 
虹のプラザ窓口、虹のプラザホームページに 
申込書を用意しています。参加料を添えて下記に 
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 612） 

 
 
 

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 ８月３１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。（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） 

 

まちづくり推進課から 

 

 

 聴覚や言語に障がいがあり、音声で１１９番通報 
が困難な方のために、新たな通報システムを８月 
１日から運用開始しました。 
 「NET119 緊急通報システム」は、スマートフォ
ンや携帯電話の GPS やインターネット機能を活用
した位置情報の取得、チャット機能等を活用した 
音声に頼らない 119 番通報が２４時間可能なシス
テムです。 
◆利用には事前登録が必要です。 
◆聴覚や言語に障がいがある方で、尾花沢市消防 
本部の管轄区域内（尾花沢市・大石田町）在住、 
または勤務されている方が対象です。 

◆管轄区域内在住の対象者の方は、登録のご案内を 
個別に送付していますのでご確認ください。 

◆ご不明な点は下記にお問い合わせください。 
尾花沢市消防本部に直接来所していただくことも 
可能です。 

■尾花沢市消防本部 通信係 
℡ 0237-22-1131 
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足から健康に！介護予防教室参加者募集！ 

令和３年７月大雨災害義援金を受け付けています 

口座振替キャンペーン開催中です！ 

令和３年度狩猟免許試験（村山会場）開催場所変更のお知らせ 

立候補届出予定者等説明会の開催 

やまがた縁結びたいによる結婚相談会を開催します 

おおいしだ未来づくり事業を募集します 

NET119 緊急通報システム運用開始のお知らせ 

リフォーム支援事業 

今年度分の受付は終了しました 
  
今年度の住宅リフォーム支援事業は、予算額に達した

ため、７月末をもって受付を終了しました。 

■建設課 管理グループ ℡ 35-2111（内線 232・233）  

令和３年度成人式を延期します 
 
８月１５日（日）に開催を予定していた令和３年度成人式及び二十歳のつどいは、感染症拡大防止のため

開催を延期します。開催日は、今後の感染症の状況により決定します。 
◆教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ℡ 35-2111（内線 612） 

山形県事業継続応援給付金のお知らせ 
感染症が長引く影響で売り上げが減少し、経営の継

続が困難になっている事業者に給付金を給付します。 
◆対象事業者 県内の法人及び個人事業主 
◆給 付 額 ①法人２０万円 

②個人事業主１０万円 
◆対 象 要 件 
ア）県内に本社、本店を置く法人又は個人事業主 
イ）令和３年４月～６月のいずれかの売上が前年 

同月比又は前々年同月比で５０％以上減少 
したこと 

 ウ）感染症拡大防止対策を実施していること 
 エ）給付金受給後も事業を継続する意思があること 
◆受 付 期 間 令和３年９月３０日（木）まで消印有効 
◆申請方法 
申請書兼実績報告書にご記入の上、必要書類を準備 
いただき、下記に郵送してください。申請書の様式 
は、県ホームページでダウンロードできます。 

■山形県事業継続応援給付金事務局 
 〒990-0023 山形市松波 4-5-12 
℡ 0570-056-223（コールセンター） 

大石田スポーツクラブ「バレトン」体験開催！ 

モンテディオ山形市町村応援デーチケットを販売します 
９月４日（土）開催の「モンテディオ山形 VS 水戸ホーリーホック」は大石田町応援デーです。通常のチケット価格よりお得な価格 

で試合を観戦しよう！前売りチケットは虹のプラザ窓口で販売しています。 
☆市町村応援デーはチケットがお得！ バックスタンド自由席ゾーン１・４ 一般／3,000 円⇒1,500 円 小中高／600 円⇒無料 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ℡ 35-2111（内線 612） 



建設課から 

 

 

◆売却物品 除雪ドーザ１１ｔ級 ２台 

年式 型式 台数 

平成６年式 TCM840 １ 

平成９年式 E840-J2 １ 
◆売却方法 一般競争入札 
◆入札日時 ８月３０日（月）午前９時～ 
◆入札場所 大石田町役場 
◆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者。その他 
入札説明書に記載の要件に合致する者。 

◆参加申込 ８月２５日（水）まで 
 ※土日を除き、午前９時～午後５時に役場建設課 

に申込書を提出してください。 
 ※入札条件及び入札参加申込書は下記に準備して 

いますので、入札参加を希望する場合は事前に 
お越しください。 

■建設課 管理グループ 
℡ 35-2111（内線 233） 

 

建設課から 

 

 
 大石田駅都市施設（売店やそば処ふうりゅうが 
営業している施設）の改修工事を下記のとおり実施
します。工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。 
◆工事期間 令和３年９月１日～令和４年３月２５日 
◆受注業者 株式会社高木（寒河江市） 
      現場責任者 齋野 ℡0237-86-2165 
◆その他 期間中は、駅前広場と駐車場の一部が使用 

できませんのでご了承ください。 
■建設課 建設グループ 
℡ 35-2111（内線 241・243） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育文化課から 

 

 

◆対  象 １８歳以上の町内に居住する方 
◆公演日時 ９月２５日（土）開演：午後７時～ 
◆公演場所 山形市「山形テルサ」 
◆当 選 者 １人（ペアチケット） 
◆申込期限 ８月２４日（火）まで 
◆申込方法 申込書を記入の上、下記に提出してく 

ださい。申込書は、虹のプラザ事務室 
に用意しています。 

◆注意事項 代理申込はできません。申し込みは 
１人１回です。抽選後は当選者本人 
のみに電話でご連絡します。 

虹のプラザ窓口、虹のプラザホームページに 
申込書を用意しています。参加料を添えて下記に 
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 612） 

 

教育文化課から 

 

 
 初心者でも参加できる古い着物等の和布を使った 
かわいい人形作りの講座です。ぜひご参加ください。 
◆日 時 ９月２日（木）、９日（木）、１６日（木） 

午前９時３０分～午前１１時３０分 
◆場 所 虹のプラザ 「会議室」 
◆対 象 町内在住の女性 ※先着１０人程度 
◆講 師 五十嵐 純子さん（ちくちく ごんじゅ） 
◆参加費 2,300 円～2,500 円程度 
◆持ち物 裁縫道具一式、手芸用ボンド 
◆申込み ８月２３日（月）まで下記にお申し込み 

ください。 
※お早めに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 613） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町有物品（除雪ドーザ）を売却します 

 
市町村招待券の抽選会のお知らせ 

山形交響楽団定期演奏会 

 
和布でねこの人形をつくりませんか？ 

きらめき女性セミナー 

大石田町青少年健全育成広報夏休み号 

楽しい夏休みのために 
みなさんのご協力をお願いします 

 
長期の休み中は学校や家庭の目が届かないときが

あります。子どもたちの安全を確認するためには、 
学校・家庭・地域・関係機関などが協力しあうことが
大切です。 
 
★あいさつを徹底しましょう！ 
・｢おはよう｣、「こんにちは」など地域の子どもたちに 
声がけし、顔見知りになりましょう。 

・子どもたちの話を聴きましょう。励ましたり、ほめ 
たり、又は悪いことをしていたら注意しましょう。 

 
★大人が子どもの手本になりましょう！ 
・ごみや空き缶、吸殻はすてないようにしましょう。 
・交通ルールを守りましょう。自転車を正しく乗る、 
信号を守る、歩行者に優しい運転を心がけましょ

う。 
 

★ふれあいとやすらぎのある家庭を 
（毎月第３日曜日は「家庭の日」） 

・家族での会話を大切にして、家族との絆を深め、 
子どもたちにとって家庭をやすらぎのある場に 
しましょう。 

 
 
 
 
 

大石田町青少年育成町民会議・大石田町青少年育成推進員会 

接種会場での熱中症にご注意ください！ 

◆熱中症の危険性が非常に高い気候状況になっています。町の集団接種会場にお越しになる際は、 
飲み物を持参し、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を行ってください。 

◆受付前は外でお待ちいただくことになります。予約された時間より早く会場に来ると、待ち 
時間が長くなり熱中症の危険性が高くなります。  

接種日当日は、受付時間に合わせて（遅すぎず早すぎず） 
会場にお越しくださるようご協力をお願いします。 

 

大石田町の接種券をお持ちで県外にお住いの方へ 
 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、一定期間期十分に健康観察を行い、感染予防対策を十分に行った上
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 保健医療グループ 
                     ℡ 35-2111（内線 170・171・172・173） 

齋藤元希選手を応援しよう！ 
 
東京 2020パラリンピック競技大会の開催がいよいよ迫ってきました。 
パラリンピックは、８月２４日（火）に開会式が行われ、齋藤選手が出場する水泳競技は、 

翌日の２５日（水）から競技が始まり、９月３日（金）までの日程で各種目の予選・決勝が 
行われる予定です。 
各種目とも、午前９時から予選、午後５時から決勝の日程で行われ、NHK総合や E テレ、NHKBS１などで放送さ

れます。齋藤選手が出場する種目の詳細は、町のホームページに随時掲載します。 
皆さんも、テレビやインターネットを通して、大石田町から齋藤選手に声援を送りましょう。 

■齋藤元希選手を応援する会事務局 教育文化課 生涯学習グループ 
                    ℡ 35-2111（内線 611） 

大石田駅都市施設改修工事のお知らせ 

町民大学自主企画講座を開催します 

①「虹の町案内人養成講座」・・・５回講座 
 
◆日  時：①8/23（月）、②9/24（金）、 

③10/29（金）、④11/26（金）、 
⑤12/17（金） 

      ※各回午後６時～午後７時３０分 
◆会  場：虹のプラザ内会議室 
◆内  容：「最上川舟運の歴史と文化」 
各回テーマ  
①最上川の流域の環境管理と流域の外観／②最 
上川舟運史／③最上川舟運慣行と酒田港／④最 
上川と文学／⑤最上川と大石田 

 ◆講  師：山形県地域歴史研究協議会長 
梅津 保一 氏 

 ◆参 加 料：５回講座で 500円（資料代） 
※参加料は、最初の講座でお支払いください。 

 ◆申込期限：８月１８日（水）まで 
■虹の町案内人事務局 
産業振興課 商工観光グループ 
℡ 35-2111（内線 146） 

②「NPO 法人里山の水と緑を守る会企画講座」 
・・・５回講座 

◆日  時：①9/7（火）、②9/21（火）、 
③9/28（火）、④10/12（火）、 
⑤10/19（火） 

      ※各回午後７時～午後８時３０分 
◆会  場：虹のプラザ内会議室 
◆内  容：「生物多様性と里山の役割」 
各回テーマ 
①人の生業の中で築かれてきた里山の自然につ 
いて／②豪雪地に適応した動植物その１／③豪 
雪地に適応した動植物その２／④生物多様性を 
守る里山再生とは／⑤山林資源の活用で里山の 
更新を図る 

 ◆講  師：自然写真家・日本チョウ類保全協会 
事務局 永幡 嘉之 氏 

 ◆参 加 料：資料代として初回参加時に 500円 
を負担していただきます。  

 ◆申込期限：８月３１日（火）まで 
■NPO 法人里山の水と緑を守る会企画講座 
事務局 髙橋金雄・早坂泰子 
℡ 35-3690（髙橋）・35-4664（早坂） 

空き家の実態調査を行います 
 下記の期間に町内の空き家実態調査を実施します。
委託業者の(株)協和コンサルタンツの職員が写真撮
影等で町内を周りますのでご承知おきください。 
◆期間 令和３年８月～１２月 
■まちづくり推進課 生活安全グループ 
℡ 35-2111（内線 225） 

令和３年度消防設備士講習のお知らせ 
  
◆区分・講習日・会場／警報設備：９月２２日（水）【山形県庄内総合支 
庁】、１０月５日（火）【山形ビッグウイング】消火設備：１０月 
６日（水）【山形ビッグウイング】避難設備・消火器：１０月７日 
（木）【山形ビッグウイング】 ◆受付期間／８月１６日～２７日 

◆申込先／（一社）山形県消防設備協会 ※申込用紙は下記まで。 
■尾花沢市消防本部 ℡ 0237-22-1131 

令和３年度 

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合職員採用試験 
 
◆受付期間 ８月３１日（火）まで 
※午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く） 

◆試験職種・採用予定人数・職務内容 
試験職種 採用予定人数 職務内容 
一般行政職 若干名 一般行政に関する業務 

◆受験資格 
①昭和６２年４月２日以降に生まれた者で、採用された 
場合に尾花沢市内か大石田町内に居住できる者。 

②高等学校卒業以上か令和４年３月３１日まで卒業見込み 
であること。（ただし、卒業見込みの者で卒業できなかっ 
た場合、採用を取り消す場合もあります。） 

◆次のいずれかに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条に定める欠格事項に該当する者 
◆試験日・試験会場 

試験 試験日 試験会場 

第 1 次 
１０月２４日（日） 
受付：午前９時～ 

環境衛生事業組合会議室 

※第２次試験の詳細は、第１次試験合格者に書面で通知 
します。 

◆受験手続 
申請書の請求方法などは下記にお問い合わせください。 
組合ホームページでも確認できます。 

■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管理課 
 ℡ 0237-23-2161 

令和３年度 
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合職員採用試験 


