
 

 

 

 

 

 
 
 

町民税務課から 

 

 

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所 
得額が一定基準以下の年金受給者を支援するために、
年金に上乗せして支給されるものです。新たに支給
対象になりうる方には、請求可能な旨のお知らせが、
日本年金機構から送付されますのでお手続きくださ
い。すでに受給されている方の手続きは不要です。 
◆請求手続 
  対象者には、日本年金機構から請求手続きの 
案内が９月上旬から順次発送されます。同封の 
ハガキに必要事項を記入して切手を貼り郵送して 
ください。 
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話 
 や案内にご注意ください。 

■新庄年金事務所 ℡ 0233-22-2050 
町民税務課 住民グループ 
℡ 35-2111（内線 123） 

 

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／９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。 

■町民税務課 住民グループ  
℡ 35-2111（内線 122） 

町民税務課から 

 

 

マイナポイントの申込期限及び利用期限が 
令和３年９月末から令和３年１２月末までに延長さ
れました。ぜひご活用ください。 
なお、対象者は、これまで同様「令和３年４月末ま

でにカードの申請を行った方」から変更ありません
のでご注意ください。 
■町民税務課 住民グループ 
℡ 35-2111（内線 122） 

 

町民税務課から 

 

 

 家屋（住宅・車庫・小屋など）に次のような異動が 
あった場合は、届出をお願いします。 
◆家屋を取り壊したとき・・・「家屋の減失届」 
 法務局で減失登記をした場合は、役場への届出は 
不要です。 

◆家屋を新築、増築したとき・・・「家屋の建築届」 
◆未登記家屋の所有者を変更したとき 
・・・「未登記家屋にかかる所有者変更届」 

 未登記家屋（登記をかけていない家屋）について、 
相続・売買・贈与などにより所有者を変更したとき 
に提出してください。 

■町民税務課 税務グループ 
℡ 35-2111（内線 127） 

 

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（静岡県、島根県等）、令和３年台風第９号大雨
災害（青森県）、令和３年８月大雨災害（福岡県、佐
賀県等）で被災された方々に対し、義援金を受け付け
ています。募金箱は、役場正面玄関に設置しています。
また、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４年３月２５日（金）まで 
■保健福祉課 福祉グループ 
℡ 35-2111（内線 130） 

 

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／９月２９日（水） 

午後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） 

保健福祉課から 

 

 

 私たちの「口」は食べる、笑う、話すなど、大切な
役割を持っています。そんな「口」を元気にしていく
教室に参加してみませんか。 
◆対 象 者／６５歳以上の町民でチェックシートに 

１項目以上該当した方 
※チェックシートは各歯科医院、役場１階８番窓口 
 に準備しています。 
◆内  容／歯科医師、歯科衛生士との口腔機能 

向上指導（概ね３か月で４回） 
◆期  間／令和３年１２月まで各歯科医院で受付 
◆受 講 料／無料 
※治療等診療の部分の費用は自己負担です。 
◆利用方法／各歯科医院でチェックシートを記入 

し、該当となった場合、受講したい歯科 
医院に直接予約を入れてください。 

◆受講できる歯科医院一覧 
 ☆庄司歯科医院    ℡35-2122 
 ☆吾妻歯科クリニック ℡35-6480 
 ☆石山歯科クリニック ℡36-1788 
 ☆神部歯科医院    ℡35-2037 
■保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当 
℡ 35-2111（内線 132） 

 

教育文化課から 

 

 

 １０月１０日（日）開催予定の第２７回大石田町 
スポーツレクリエーションフェスティバルの参加者
を下記のとおり募集します。 
★勤労者ソフトボール大会 

◆開催場所／大石田中学校グラウンド 外 
※都合により会場が変更になる場合があります。 
◆参 加 料／１チーム 1,500 円 

（雨天中止時も参加料は返納しません。） 
◆参加資格／町内在住の勤労者及び町内に勤務する方 

◆申込期限／１０月１日（金）午後５時まで参加料を 

添えて下記にお申し込みください。 
※１０月５日（火）に主将会議を虹のプラザで開催し 
ますので、各チーム代表者はご出席ください。 

★町民グラウンドゴルフ大会 
◆開催場所／大石田町スポーツ広場 

受付開始：午前８時３０分 
◆参 加 料／１人 200 円 

（当日受付で集金します。） 
◆参加資格／町内に勤務する方、もしくは町内在住の 

１８歳以上の方 
◆参加申込／虹のプラザ、町スポーツ広場に用意して 

ある申込用紙に①住所、②氏名を記入し 
てお申し込みください。 

◆申込期限／１０月１日（金）午後５時まで 
■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
℡ 35-2111（内線 612） 

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ま
たは発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、
その療養のために仕事ができなくなった期間におい
て傷病手当金を支給します。 
◆対象期間を延長します。 
 令和２年１月１日から令和３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月まで）としてきま 
したが、令和３年１２月３１日まで延長します。 

◆支給対象者・支給額は変更ありません。 
●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へ連絡の上、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 

 

 

 詩の芥川賞といわれるＨ氏賞を受賞された佐々木 
安美氏（鷹巣地区出身）と、同じく詩集「肴」でＨ氏
賞を受賞された松下育男氏を招き、お二人の対談と
演奏に合わせた詩の朗読をお送りします。ぜひお越
しください。 
◆日 時／１０月１６日（土）午後２時～午後４時 
◆場 所／虹のプラザ「多目的ホール」 
◆講 師／詩人 佐々木 安美 氏 
 ☆対 談 詩人 松下 育男 氏 
 ☆協 力 

酒田詩の朗読会（朗読：阿蘇孝子氏・本間美智氏、 
ギター：佐々木正氏）、町地域おこし協力隊 
ダンサー 大橋武司隊員 

◆定 員／先着８０人（県内在住者限定） 
◆入場料／無料 
※入場の際に整理券が必要になります。事前にお配 
りしますので下記でお求めください。 

◆整理券発行開始日・発行場所／ 
９月１３日（月）午前８時３０分～ 
虹のプラザ事務室 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
℡ 35-2094 
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スポーツレクリエーションフェスティバル参加者募集  

第２７回大石田町 

 
町出身詩人 佐々木安美の世界 

令和３年度大石田町民大学「地域学講座」一般公開 



まちづくり推進課から 

 

 

『農業日誌』   １冊 1,590 円（税込み） 
その日の日記から収支の計算まで可能です。また、

最新農業情報や読み物なども充実しています。 
『ファミリー日誌』１冊 1,590 円（税込み） 
Ｂ５判の大きいサイズで、日記欄にたっぷりその

日のことが記入できます。 
『新農家暦』   １冊  600 円（税込み） 
１年の備忘録として最適。Ａ５判のハンディーサ

イズで、「一行日記」に体重や血圧などを記入して、
健康管理にも活用できます。 
◆購入方法  
１０月２５日（月）までに下記へ電話または FAX、

メールで申し込みください。代金は１１月中旬ごろ
に商品と引き換えでお支払いください。 
■まちづくり推進課 政策推進グループ 
 ℡ 35-2111（内線 223） FAX 35-2118 
 メール seisaku@town.oishida.yamagata.jp 
 

教育文化課から 

 

 

 大石田町スポーツ協会では、毎年優秀な成績を 
収めたスポーツ選手を、１０月に開催されるスポー
ツレクリエーションフェスティバルの場で表彰して
います。 
 皆さんの周りに表彰の対象となる方がいらっしゃ
いましたら下記に情報をお寄せください。いただい
た情報をもとに選考を行い表彰します。 
◆対 象 者／町内在住者・町出身者で県大会以上の 

大会に出場し、下記の成績を収めた方 
大 会 区 分 順 位 

県大会 
小・中学生 ３位以上 

高校生・大学生・一般 優勝・準優勝 
東北大会 全年代共通 ３位以上 
全国大会 全年代共通 入賞以上 
◆対象となる大会／ 
 令和２年９月１日～令和３年８月３１日までの 
期間で開催された大会 

◆期  限／９月１７日（金）まで 
■大石田町スポーツ協会事務局 
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 

 

 

来年の干支「寅」の人形を作るきらめき女性セミナ 
ー「木目込み人形つくり」を開催します。初めての方
にも完成まで丁寧にご指導いたしますので、ぜひご
参加ください。 
◆日 時／１０月９日（土）午前９時～午後４時 
     （正午～午後１時までお昼休憩） 
◆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／吉田 弘美さん（東町） 
◆参加料／希望する作品によって異なります。 

当日集金します。 
※見本とカタログを９月２０日（月）まで虹のプラザ 
事務室前に展示していますので、ご確認ください。 

◆持ち物／①木目込み人形用のはさみ ②へら 
※お持ちでない方には貸出も可能です 
◆申込み／９月２０日（月）まで下記にお申し込み 

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 613） 
 

産業振興課から 

 

 

手打ちそばの教室を毎月第４日曜日に開催します。

大石田のそば打ち実技を学んでみませんか。 

◆日 時／９月２６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 
◆持ち物／①そば粉 500ｇもしくは１㎏ 

②打ったそばを持ち帰るための容器 
※二八そば打ちに使う割り粉・打ち粉は準備します。 
※そば粉は、あったまりランド深堀でも販売してい 
ます。 

◆申 込／参加希望者は開催日の２日前（金曜日）の 
午後４時まで下記に希望する講習をお申 
し込みください。なお、受講回数は各講習 
とも１人３回までです。 

■かおり風景 100 選「大石田町そばの里」推進協議会  
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 

 

 

 大石田町芸術文化協会では、芸術文化の各分野で 
優秀な成績を収めた人を毎年１１月に開催される町
芸術祭の場で表彰しています。 
 皆さんの周りに表彰の対象となる方がいらっしゃ
いましたら下記に情報をお寄せください。いただい
た情報をもとに選考を行い表彰します。 
◆対 象 者／町内在住者・町出身者で下記の成績を 

収めた方 
 ☆全国又は県内で、各部門において入賞（特別賞 
  含む）以上の成績をあげたと認められるもの 
◆対象期間／（業績をあげた期間） 
 令和２年９月１日～令和３年８月３１日 
◆期  限／９月２２日（水）まで 
■大石田町芸術文化協会事務局 
教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
℡ 35-2111（内線 613） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北村山公立病院から 

 

 

◆採用予定職種及び人員／看護師 若干名 
◆受付期間／令和４年１月３１日（月）まで 
◆受付時間／午前８時３０分～午後５時１５分 
◆試験日時及び試験種目／ 

試験日 試験種目 試験時間 

１０月１５日（金） 

１１月１９日（金） 

１２月１７日（金） 

１月２１日（金） 

２月１８日（金） 

作文試験 

面接試験 

午後１時３０分 

～午後３時 

 
※試験当日の受付時間は午後１時～午後１時１５分 
までです。受験者多数の場合は、試験時間が変更と 
なる場合があります。 

◆試験会場／北村山公立病院（東根市温泉町 2-15-1） 
◆受験資格／平成３年４月２日以降に生まれた人で 

すでに当該職種の資格免許を取得して 
いる人または令和４年４月末日までに 
当該職種の資格免許を取得見込みの方 

◆受験手続／郵便で請求する場合は、封筒の表に「受 
験申込用紙請求」と朱書きし、９４円切 
手を貼った宛先明記の返信用封筒（長 
形３号）を同封の上、北村山公立病院経 
営管理課総務係へお送りください。 
病院ホームページにも試験案内を掲載 
しています。ホームページからも申込 
書等をダウンロードできます。 

■北村山公立病院 経営管理課 総務係 
℡ 0237-42-2111 （内線 2212） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大石田町芸術文化協会栄光賞表彰について 北村山公立病院職員採用選考試験案内 令和４年版「農業日誌」等のご案内 

 
第１１回特別弔慰金の相談はお済でしょうか。該当すると思われる方で、まだ相談がお済みでない方は、 

お早めにご相談ください。 
◆対 象 者 
 令和２年４月１日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による
遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によるご遺族お一人が対象者とな
ります。 
１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 
２）戦没者等の子 
３）戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 
順番が入れ替わる場合があります。 

４）上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

◆請求期間 令和５年３月３１日まで 
※請求期間を過ぎると受けることができなくなりますのでお早めにご相談ください。 
※土曜日、日曜日及び祝日など役場閉庁日は受付できませんのでご了承ください。 
また、担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。 

◆相談時間 平日の午前 8 時３０分～午後 5 時１５分 
◆相談窓口 役場 1 階保健福祉課 
◆お持ちいただくもの ①印鑑（認印） ②戸籍書類等の交付にかかる手数料 
■お問合せ先 保健福祉課 福祉グループ ℡ 35-2111（内線 134） 

第１１回特別弔慰金の相談はお済ですか？ 

 
来年の干支「寅」をつくる 

木目込み人形で 

町 民 そ ば 打 ち 講 習 会 

大石田町スポーツ協会栄光賞表彰について 

 
 町教育委員会が実施する埋蔵文化財発掘調査の作業員（会計年度任用職員）を募集します。 

◆募集人数／３人  ◆作業場所／町内駒籠地内（駒籠楯跡） 

◆期  間／１０月４日（月）～２９日（金） 

※休業日は、土日祝日と町教育委員会が指定する日。作業日数は、１４日程度を予定しています。 

◆作業時間／午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時まで休憩時間） 

◆報  酬／日額 6,966 円  

◆申  込／９月２４日（金）までに下記へお申し込みください。詳細は下記にお問い合わせください。 

■お問合せ先 大石田町立歴史民俗資料館 ℡ 35-3440 

 
 ニュース玉手箱Ｐ１１スポーツ大会出場激励金交
付の記事に記載誤りがありました。以下のとおり訂
正いたします。 
 
佐藤まとい さん 学年の訂正 
訂正前：東桜学館高１年 
訂正後：東桜学館高２年 

 
戸田涼太 さん  出場種目の訂正 
訂正前：陸上競技 棒高跳び 
訂正後：陸上競技 ４×４００ｍリレー 

 
■総務課 総務グループ ℡35-2111（内線 218） 


