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　大蔵村では個性と活力に満ちた村づくりを推進するため、村民が主体となって行う地域活性化推進
事業に対し、補助を行っています。地域間での問題解決・住民交流、元気な地域づくりのため、ぜひ
ご活用ください。
　※申込多数の場合は調整いたします。予算枠に達しない場合は、その後も随時受け付けます。

問総務課 政策推進係　 275-2111（内線214）

　昔から湯治場として知られている肘折温泉は、良質な山菜の宝庫。雪深い肘折で採れた山菜は、お
いしさがひと味もふた味も違います。どうぞ、肘折温泉のおいしい山菜料理をご堪能ください。

※予算の範囲内での補助金交付となります。
予算がなくなり次第終了となる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ、申し込みは肘折
いでゆ館まで。詳しくは、村ホ
ームページをご覧ください。
問肘折いでゆ館　 234-6106

地域活性化推進事業の
　 実施団体を募集します

申込締切は
５/31（火）

［交付対象者］
大蔵村に住所を有する個人で、村税等の滞納がな
い方

［対象機械］
購入により取得する新品の自走式小型除雪機又は
農耕用機械に装着する新品の除雪用アタッチメン
ト

［補助金額］
除雪機の購入にかかる経費の４分の１の額で10
万円限度

［提出書類］
・見積書の写し
・カタログの写し
・申請書

［交付対象者］
地区自治会（地区代表が申請してください）

［対象機械］
購入により取得する新品の自走式小型除雪機
※村道、私道、公共施設、要援護者の住宅などを

地区住民が共同して除雪することを目的とした
ものに限ります。

［補助金額］
除雪機の購入にかかる経費の２分の１の額で50
万円限度

［提出書類］
・見積書の写し
・カタログの写し
・申請書

［対象事業］
用排水路整備や防護柵設置のための原材料購入費、
公園・散策路整備のための原材料購入・工事費、
遊び場への遊具購入・設置費等

［補助率］　対象事業の80％以内
［限度額］
単独地区等での実施　20万円
複数地区等での実施　50万円

［対象事業］
地区公民館の著しい老朽化による新築・増改築、
破損や老朽化による修繕など

［補助率］
新増築　世帯数や条件により60～100％
修繕　　世帯数により65～95％

［限度額］　新増築1,800万円
　　　　　修繕　　500万円

対象事業 事業内容例 補助率

１ 美しい村づくり事業 緑化活動、遊歩道、
展望スポット整備活動

対象事業費の８割以内、
10万円を限度２ 特色を生かした地域づくり及び

交流事業
地区の祭り備品等整備、農業体験
受入事業等（継続的に行う事業）

３ 子育て環境づくり事業 子育てサークル活動、
一時託児サークル活動

４ ６次産業の推進と農産物加工の
推進事業

加工・直売施設の整備、
特産品開発研修活動

対象事業費の８割以内、
10万円を限度
（施設の新設又は改修を伴う事
業については100万円を限度）５ 地産地消による「食」の魅力向

上事業
郷土食・伝統食伝承活動、地元
食材による創作料理開発活動

６ その他村長が特に必要と認める
もの

対象事業費の８割以内、
10万円を限度

地区公民館等の新増築/修繕

期間中各旅館が腕を振るう、ほろ苦い春の味覚
をたっぷり使った食事をお楽しみいただけます。

その壱 お宿自慢の山菜料理を提供！

日時　5/21（土）11：00～13：30
場所　カフェばす亭

その弐 山菜汁や山菜の総菜販売

日時　5/22（日）、5/29（日）
定員　各10名

その参 山菜採り体験開催
　　 　（温泉・山菜昼食付）

日時　5/28（土）、6/4（土）
定員　各15名

その四 肘折山菜学校（山菜給食付）

日時　5/26（木）、6/2（木）、6/9（木）
定員　各10名

その五 本格わらび採り体験

個人向け 地区自治会向け

ハード事業

令和4年度
除雪機購入補助金のお知らせ

肘折温泉山菜の食まつりを開催します
令和4年5月20日（金）～6月12日（日）

問総務課 政策推進係　 275-2111（内線214）

地区向け事業

村内団体向け事業
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大蔵村消防団長に髙田修さんが就任
　須藤敏彦前団長の辞任に伴い、４/1（金）付で髙田
修さん（赤松）が新しい大蔵村消防団長に任命されまし
た。今後ともよろしくおねがいします。
高田さんより
　「コロナ禍であっても、村民の方々の生命と財産を
守る大事な任務です。団員と共に担っていきます」

▲ 髙田修さん（赤松）

大坪で交通安全街頭指導
　4/11（月）、春の交通安全県民運動に合わせ、村内
大坪地区内で山形県警と村交通安全協会による街頭指
導が行われました。安全協会員のみなさんが「事故に
気を付けて運転してくださいね」と声をかけながら、
チラシと消毒ジェルを手渡しました。
　折しもこの日は大蔵村交通死亡事故ゼロ7,500日目
でした。これからも運転者・歩行者が互いに思いやり
を持ち交通ルールを守る大蔵村であり続けましょう！

ジュニアオリンピックカップに出場
　大蔵中学校1年柿崎時矢さん（肘折）が3/8（火）から
3/11（金）まで北海道名

な

寄
よ ろ

市で行われた、JOCジュニ
アオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選
手権大会クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選
抜スキー大会に出場しました。柿崎さんは「これまで
冬はスキーで体力づくりを行ってきました。今回、ス
キーで全国の舞台を経験できたことを、これからマラ
ソンや陸上にも活かしていきたいです。夢は箱根駅
伝！」と話してくれました。

大蔵小学校
交通安全教室・見守り隊顔合わせ会
　4/15（金）に大蔵小学校で交通安全教室が開催され
ました。児童がグループに分かれて学校周辺を実際に
歩き、注意点を確認しました。道路を渡り終えた後に、
停車した自動車にお辞儀をして感謝を表す場面もあり
ました。清水駐在大嶋さんから「傘を差しながら歩く
ときは、足元ばかり見ていると車に気づくことができ
なくなります。まわりをちゃんと見渡せるように気を
付けて歩きましょう」と指導を受け、あいにくの小雨
模様でしたが元気のよい返事が聞かれました。
　同日、交通安全教室に続き、見守り隊の方々と児童
との顔合わせ会も行われました。６年生の柴田優

ゆ

王
お

さ
ん（季の里）が代表として「昨年に登下校中の事故など
が無かったのはみなさんのお陰です。ありがとうござ
いました。今まで以上に安全に気をつけて学校に来ま
す」と感謝の言葉を伝えました。見守り隊メンバーで
ある長南泰久さん（清水二）は、「大きな声であいさつ
してもらうととてもうれしい。それを励みに活動をが
んばれる。事件や事故無く過ごしてほしいです」と話
しました。

斉藤東真さん（肘折）、
越後英美華さん（金山）スキーで全国大会へ
　山形工業高等学校１年斉藤東真さん（肘折）、法政大学４
年越後英美華さん（金山）が全国大会へ出場を果たしたこ
とを受け、村からスポーツ奨励金の交付が行われました。
　斉藤さんは第71回全国高等学校スキー大会に出場しま
した。また越後さんは、令和３年度山形県総合スキー大会
兼第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会山形県予
選会において、成年女子Ａジャイアントスラロームの部で
優勝しました。来シーズンの活躍も楽しみにしています。

▲ チラシを手渡す中島みき子さん（平林） ▲ 柿崎時矢さん

▲ 注意点を確認しながら学校周辺を歩く子どもたち

▲ 斉藤東真さん
▼ 越後英美華さん

防火パレード
　4/18（月）、春の火災予防パレードの出発式が行わ
れました。出発式では、はじめに加藤村長より「皆様
の常日頃からの防火、防災への取り組みに感謝しま
す。村民の生命、財産を守るためにご尽力くださるか
らこそ、住民の方も安心して過ごすことができます」
と消防団員の方々へ感謝の言葉が伝えられました。
　消防車やパトカーが隊列を組んで役場を出発し、村
内各地を回って火の元への注意を呼びかけました。

▲ 横断歩道では自転車を降りて、左右を確認！ ▲ 村内を巡って火災予防を呼びかけました

鈴木君德議長　山形県知事表彰
　3/28（月）、村議会議長の鈴木君德さん（大坪）が山
形県知事表彰を受賞しました。この表彰は地方自治の
振興と県勢発展に寄与した方々が表彰を受けています。
鈴木さんは村議会議長在職５年以上、県町村議会議長
会会長・副会長２年以上を務めた功績が称えられまし
た。誠におめでとうございます。
　今後も、議会の先頭に立ってご活躍下さいますよう
お願いいたします。

▲ 鈴木君德さん（大坪）と吉村美栄子山形県知事
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分担金  26億6,560万円
（交付税分担金6,276万円を含む）

使用料及び手数料
1億3,349万円

諸収入 9,133万円
国庫支出金 58万円

一般会計
歳入

公債費
1億6,303万円

教育費 5,062万円
予備費 300万円
議会費 101万円

衛生費
12億1,404万円

総務費
2億8,724万円

消防費
11億7,206万円

一般会計
歳出

 一般会計　総額28億9,100万円　　　　　　　　　 

 主要事業 

（前年度比1億1,000万円の減） 

令和４年度 最上広域市町村圏事務組合 当初予算
　最上広域市町村圏事務組合は、最上8市町村で構成されている一部事務組合です。ごみ処理やし尿処理、
消防や救急業務などを行っています。今年度の当初予算と主要事業をお知らせします。

大蔵村の財政状況をお知らせします
　総務省の統一的な基準に基づき、一般会計の「貸借対照表」「資金収支計算書」「行政コスト計算書」「純　総務省の統一的な基準に基づき、一般会計の「貸借対照表」「資金収支計算書」「行政コスト計算書」「純
資産変動計算書」の財務４表を作成しました。令和２年度における大蔵村の財政状況をお知らせします。資産変動計算書」の財務４表を作成しました。令和２年度における大蔵村の財政状況をお知らせします。

■ 一般会計市町村分担金の内訳

市町村名 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 合　計
金　額 11億3,829万円 2億1,435万円 3億1,419万円 1億7,976万円 2億9,366万円 1億2,783万円 1億5,394万円 1億8,081万円 26億284万円

構成比 43.7％ 8.2％ 12.1％ 6.9％ 11.3％ 4.9％ 5.9％ 7.0％ 100.0％

対前年度 3,108万円 ▲95万円 ▲139万円 22万円 75万円 200万円 221万円 ▲51万円 3,341万円

■ 総務費
　ゆめりあ館内通路LEDライト更新事業 612万円
　ゆめりあサイネージリース事業 126万円
　ゆめりあ市営管理委託事業事業 7,150万円
■ 衛生費
　エコプラザもがみプラント設備点検整備事業 3億4,870万円
　エコプラザもがみ施設修繕整備計画審査事業 502万円
　最終処分場浸出水処理施設砂ろ過・活性炭吸着塔修繕事業 1,540万円
　もがみクリーンセンター放流水路護岸整備事業 557万円

■ 消防費
　はしご自動車保守点検事業 4,180万円
　高機能消防通信指令装置等保守点検業務 2,497万円
■ 教育費
　算数・数学教育事業 1,076万円
■ 特別会計
　少年少女沖縄派遣交流事業 710万円
　もがみ大産業まつり開催事業 188万円
　外国人誘客施設整備事業利子及び保証料補給事業 15万円

 行政コスト計算書 
　公共サービスにどれぐらいの経費（コスト）がかかっている
かを計算したものです。

経
常
費
用

業務費用 23億7,224万円
（人にかかるコスト 8億3,572万円）
（物にかかるコスト 15億1,509万円）
移転費用 15億1,629万円
（補助金など 10億2,572万円）
（社会保障給付 1億8,529万円）
（他会計への繰り出し金等 3億  528万円）

合　計 38億8,852万円
経常収益 1億9,411万円
臨時損益 ▲509万円

純行政コスト 36億9,950万円

 資金収支計算書 
　貸借対照表の現金預金が１年間でどのように変化したのか
を表したものです。現金の使い道によって３つの区分に分け
られています。

令和元年度末現金預金残高 1億5,336万円
業
務
活
動

業務活動支出 35億2,998万円
業務活動収入 38億6,458万円

合　計 3億3,460万円
投
資
活
動

投資活動支出 5億5,533万円
投資活動収入 3億   56万円

合　計 ▲2億5,477万円
財
務
活
動

地方債償還支出 4億6,198万円
地方債発行収入 3億7,590万円

合　計 ▲8,608万円
歳 計 外 現 金 増 減 額 234万円
令和２年度末現金預金残高 1億4,945万円

 純資産変動計算書 
　貸借対照表の純資産の部の増加要因と減少要因を計上し、
純資産が1年間でどのように変動したかを表しています。

令和元年度末純資産残高 54億9,072万円
純行政コスト ▲36億9,950万円
税収等 27億3,390万円
国県などの補助金 10億9,377万円
その他 2,021万円

令和２年度末純資産残高 56億3,910万円

 貸借対照表（バランスシート） 
　貸借対照表（バランスシート）は、会計年度末に大蔵村が所有している資産とその資産を取得するために使ったお金の調達
方法を表しています。大蔵村の資産や負債など、これまでの資産形成の結果を知ることができます。

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（将来の世代が負担する金額）

固
定
資
産

有形固定資産 66億8,871万円 固
定
負
債

地方債 40億2,710万円
（事業用資産 39億1,414万円） 退職手当引当金 1億4,263万円
（インフラ資産 25億  686万円） 合　計 41億6,973万円
無形固定資産 1,915万円

流
動
負
債

翌年度償還予定地方債 5億  572万円
その他資産 （投資など） 22億7,380万円 賞与等引当金 5,288万円
（基金 20億8,205万円） 預り金 1,545万円

合　計 89億8,166万円 合　計 5億7,405万円

流
動
資
産

現金預金 1億4,945万円 負　債　合　計 47億4,378万円
財政調整基金・減債基金 12億4,199万円
その他 978万円 純資産の部（今までの世代が負担した金額）

合　計 14億 122万円 純　資　産　合　計 56億3,910万円
資　産　合　計 103億8,288万円 負債・純資産合計 103億8,288万円

村民１人あたりに換算すると

資　産　約337万円
負　債　約154万円
純資産　約183万円

※令和３年３月末の
　住民基本台帳人数3,076人

ぼくが分析すると

沖縄とのオンライン交流 沖縄給食 消防指令台 消防ポンプ車
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村からのお知らせ Information 村からのお知らせ Information

　３月から村の公式ホームページが見やすく一新され、知り
たい情報がより探しやすくなりました！暮らしに便利な情報
をわかりやすく発信します。

No.2　

肘折温泉の開湯由来

村ホームページが新しくなりました！

大蔵村の歩みを
辿って-肘折歴史研究会-

▲明治時代の地蔵倉。今と建物が違う。

村税の納期限と
窓口延長について
▶村税の納期限と窓口延長日

納期限・窓口延長日 税　目

5月31日（火） 軽自動車税（種別割）
固定資産税１期

6月30日（木） 村県民税１期

8月 1日（月） 固定資産税２期
国民健康保険税１期

8月31日（水） 村県民税２期
国民健康保険税２期

9月30日（金） 固定資産税３期
国民健康保険税３期

10月31日（月） 村県民税３期
国民健康保険税４期

11月30日（水） 固定資産税４期
国民健康保険税５期

12月26日（月） 村県民税４期
国民健康保険税６期

1月31日（火） 国民健康保険税７期

▶窓口延長日　午後7時まで
　戸籍等証明、各種届出と手続き、税務証明、各種
税金の納付、上下水道使用料等の納入。
問住民税務課 住民係 275-2103（内線262）

令和４年度新規採用職員を紹介
よろしくおねがいします

診療所に矢萩先生が着任
　４月１日に矢萩舜先生が医
科医長に着任されました。こ
れからよろしくお願いします。
矢萩先生から
　「専門は消化器内科です。
苦痛の少ない胃カメラ、大腸
カメラを得意としています。
怖がらずぜひ気軽に検査にいらしてください！」

子育て支援センターがオープン
子育て中の方、ご利用ください！
▶子育て支援センターとは？
　子育て中の親子が交流をしながら遊んだり、子
育てに関する不安や悩みを相談できる場所です。
保育所に入っていないお子さんとその保護者の方
を対象としています。自宅以外でお子さんと一緒
に遊んでみたい方、他の親子とお話ししてみたい方、
子育てに関する不安や悩みをお持ちの方など、ぜ
ひ、大蔵村子育て支援センターをご利用ください。
▶利用時間　毎週月・水・金曜日　9：00～12：00
▶利用方法
　利用日の前日正午までに連絡してください
▶電話番号
　0233-29-9222（大蔵村放課後児童クラブ）
▶利用料　無料
問健康福祉課 福祉係 275-2104（内線275）

子どものお祝い金がさらに充実！
　大蔵村では、子育て支援の一環として、令和４
年度からお祝い金を拡充しました。
▶誕生祝金（令和4年4月以降に生まれた子から）

第１子～第３子
10万円

第４子以降
30万円

▶
第１子 10万円
第２子 20万円
第３子 30万円

▶入学祝金（令和4年4月以降入学から）
第３子以降の
小学校入学

10万円
▶ 小学校入学 ５万円

中学校入学 ５万円

※詳しくは下記お問い合わせ先、または大蔵村ホ
ームページで確認ください。

問健康福祉課 福祉係 275-2104（内線275）

各種児童に関する
手当について
▶児童手当（所得制限あり）
　家庭等における生活の安定と、児童の健やかな
成長のために支給される手当です。
◦対象者　中学３年生までのお子さんがいる父母

または養育者
 3歳未満 15,000円
 3歳～小学生 10,000円
◦手当の額（月額）　 （第3子以降は　15,000円）
 中学生 10,000円
 所得制限世帯 5,000円
◦支給時期　6月・10月・2月（4か月ごとの支給）

▶児童扶養手当（所得制限あり）
　ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため
に支給される手当です。
◦対象者　ひとり親家庭の父母または養育者
◦手当の額（月額）
　全部支給　43,070円
　一部支給　43,060円～10,160円
※児童2人目以降は所得に応じて加算
◦支給時期　奇数月（2か月ごとの支給）

▶特別児童扶養手当（所得制限あり）
　障がいのある児童に対して、福祉の増進を図る
ため、支給される手当です。
◦対象者　20歳未満の障がいを持つお子さんが

いる父母または養育者
◦手当の額（月額）　１級（重度）　52,400円

　２級（中度）　34,900円
◦支給時期　4月・8月・11月（4か月ごとの支給）
※詳しくは、下記お問い合わせ先または、大蔵村

ホームページでご確認ください。
問健康福祉課 福祉係 275-2104（内線275）

岡田　琉
る

音
お ん

（戸沢村）
配属先：産業振興課
　日本型直接支払制度
などを担当しています。
一つ一つ出来ることを
増やして頑張ります！

齋藤　舞
ま

琴
こ と

（新庄市）
配属先：大蔵村保育所
　３歳児クラスの保育全般
を担当します。子供の目線
に立って一緒に全力で楽しめ
るような職員を目指します！

きになるギモンを
HPでチェック!

大蔵村
https://www.vill.ohkura.yamagata.jp

　今を遡ること1215年前、平安時代の大同2（807）年、豊後
国（大分県）からやってきた源

げ ん お う

翁は、山中で不思議な老人に出会
い、老人が源翁に「私は地蔵権現である。昔、この地で肘を折
り痛みに苦しんだが、近くに沸いていた温泉に浸けるとたちま
ち痛みが和らぎ、傷が治ってしまった。汝

なんじ

はここに住み、この
温泉の存在を怪我や病気に苦しむ人々に伝え、病苦から救われ
る手助けをせよ」と、託

た く せ ん

宣したことが由来とされていますが、
実は他にも「ひじおり」という名前の由来が諸説あるのです。
　古来より「山伏」という山岳信仰の修験者たちは、全国を巡
って地質学や天文学などの色々な技術を身に付け、暦（カレン
ダー）を作れることから「日知（ひしり）」と呼ばれた。「日知」
はいつしか「聖（ひじり）」と云われ、聖が集まる登山口であっ
た此処は「聖居（ひじりおり）」→「ひじおり」と呼ばれるよう
になった・・・という説もあります。
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▶

やく、

　村では、温室効果ガスの削減、石油資源の節約、村民の環境
意識の向上を目指し、植物由来の素材を原料としたバイオマス
プラスチック配合の村指定ごみ袋を導入します。
　それに伴い、村の公式キャラクターの「おおくらくん」を取
り入れ、バイオマスマークを表記したデザインに一新しました。
バイオマスプラスチック製のごみ袋は、令和4年5月から村内
の指定ごみ袋取扱店で、従来品の在庫がなくなり次第、販売を
開始する予定です。
※従来のごみ袋も使用できます。
▶バイオマスプラスチックの特性
　植物由来のプラスチックは、そ
の原料となる植物が光合成で大気
中の二酸化炭素（CO2）を吸収
しているため、焼却時に排出する
CO2と相殺し、理論上CO2の排
出量は差し引きゼロ（カーボンニ
ュートラル）と考えることができ
ます。
　また、製造過程において石油資源を節約できるため、地球環
境にやさしい素材といえます。
問健康福祉課 健康衛生係  275-2104（内線272）

　村にすてきな鳥
と り

のさえずりが
聞

き

こえてくる季
き

節
せ つ

になりました。
ばばばあちゃんとみんなはこと
りのうちをたくさん作

つ く

り木
き

にか
けました。すると、へんてこな
とりがやってきておおさわぎ。
おかあさんどりをさがしている
ということなので　ばばばあち
ゃんも知

ち

恵
え

でお手
て

伝
つ だ

い。さて、
へんてこなとりはおかあさんど
りに会

あ

うことができるでしょう
か。
●中央公民館でかりることができます
●読み聞かせ時間　2分

読んであげたい今月の1冊に
絵本とお話の会　フレデリック

大蔵村環境衛生通信　vol.85
ごみ袋のデザインが新しくなりました！

戸籍の窓 3月16日～
4月15日届出分

お誕生おめでとう
地　区 お名前 保護者名

合海 松田　桜
る

衣
い

ちゃん 勝利

お悔やみ申し上げます
地　区 お名前（年齢） 世帯主
烏川 八鍬スジエ（89） 茂

鍵金野 早坂　はな（95） はな
熊高 矢口のぶ子（94） 君人
大坪 加藤　強志（62） 欣

白須賀 加藤　信春（67） 真由美
合海 小野軍四郎（81） 春彦
赤松 中村　信雄（67） 信雄
豊牧 三原　花子（91） 英一
塩 柿﨑　延之（98） 三男

※届出の際に、掲載希望の確認を行ってい
ます。担当窓口にお申し出ください。

人のうごき 令和4年3月末現在
（　）は昨年同期

世帯数 1,039戸 （1,045戸）
人　口 3,005人 （3,076人）
　　男 1,514人 （1,531人）
　　女 1,491人 （1,545人）
出　生 男 0人 女 1人 計 1人
死　亡 男 2人 女 4人 計 6人
転　入 男 2人 女 0人 計 2人
転　出 男 6人 女17人 計23人

５月の予定
 7日（土） 中央公民館図書室開放
10日（火） 献血
13日（金） 妊婦・育児相談
17日（火） 行政相談
19日（木） ヘルシーティース

20日（金） 肘折温泉山菜の食まつり
　　※6月12日（日）まで

21日（土） 肘折温泉山菜の味覚市
大蔵小学校運動会

28・29日（土・日） 山大フィールドラーニング

村税の納期限
　 税　目　軽自動車税（種別割）　全期
　 　　　　固定資産税　第１期
　 納期限　５月31日（火）
納期限まで忘れずに納税しましょう。口座
振替の方は残高の確認をお願いします。

暮らしの情報
　

information

地域連携ICカード
5月14日サービス開始

　県内の路線バス等でICカード
によるキャッシュレス決済が始ま
ります。整理券や現金が一切不要
になり、機械にカードをタッチす
るだけで簡単に乗り降りができま
す。バスに乗ると交通ポイントが
貯まるほか、電子マネーを利用し
た買い物などもできる多機能な
カードとなっておりますのでぜひ
ご利用ください。
▶対象バス路線
◦山交バス㈱、庄内交通㈱が運行

する路線（予約が必要な長距離
バスを除く）

◦山形市コミュニティバス東部お
よび西部循環線（ベニちゃんバ
ス）

◦山形空港シャトル
◦米沢市民バス
　チェリカ販売場所や定期券情報
など詳しくは山交バス㈱または庄
内交通㈱のホームページをご覧く
ださい。

問県みらい企画創造部総合交通政策課
 2023-630-3079

種奨学金、市町村が実施する奨学金
▶募集時期
　5/27（金）～6/30（木）
▶支援額
　2万6千円×R4.4月以降の奨学
金貸与月数
※詳しい応募要件や申

し込み方法は県HP
をご覧ください。

問県商工産業政策課 

2023-630-2128
令和４年度自動車税
納付を忘れずに！

▶種別割（県税）の納税について
　自動車税種別割の納期限は5/31

（月）です。お近くの金融機関や郵
便局、各総合支庁税務担当課、コ
ンビニエンスストアの窓口での納
付のほか、クレジットカードを利
用して自宅でも納付することがで
きます。期限まで忘れずに納めま
しょう。
問県最上総合支庁税務課
 229-1229

新庄市夜間休日診療所の
ご案内

▶新庄市保健センター内に開設
　 229-6300
▶診療科目　内科・小児科
▶夜間受付（月～土）

18：30～21：00
▶休日受付（日・祝日・12/31～1/3）

8：30～11：30／13：00～16：30
問新庄市健康課健康推進室 222-2111

職員採用試験のお知らせ

　仙台国税局では、税務のスペ
シャリストとして活躍するバイタ
リティーあふれる税務職員を募集
しています。国の財政を支える税
務職員に、あなたもチャレンジし
てみませんか。
▶受験資格
　R4.4.1において高校卒業後3年
を経過していない者及びR5.3.31
までに高校を卒業する見込みの者
または人事院が同等の資格がある
と認める者。
▶第１次試験
　9/4（日）
▶申し込み受付期間
　6/20（月）～6/29（水）
▶申し込み受付方法
　インターネット申し込み
国家公務員試験採用情報NAVI
https://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.html
問仙台国税局人事第二課試験研修係 

2022-263-1111（内線3236）
やまがた就職促進

奨学金返還支援事業
　大蔵村では、将来の担い手とな
る若者の県内回帰・定着を促すた
めに。学生の皆さんが県内に就業
定住した場合に奨学金の返還を支
援します。
▶やまがた若者定着枠
　募集予定人数県全体230名
▶対象
　日本学生支援機構第一種、第二

COVER
── 表紙の写真 ──

　大蔵小学校の入学式。名前
を呼ばれた新入生の元気いっ
ぱいな返事が会場に響きます。
教室で渡された真新しい教科
書を待ちきれずすぐに読み出
す姿が印象的でした。
撮 影 日：４月８日
撮影場所：大蔵小学校

はじめまして！今年度
から広報担当になり

ました太田といいます。
出身は肘折です。地域の方に広く
愛される広報誌を目指します。こ
れから取材であちこちお邪魔しま
すのでよろしくおねがいします。ま
ずはカメラの勉強からですね…（引
継ぎをして、前任者の偉大さを改
めて知る2022年、春） 太田有希子

編 集
後 記

誌 今月の1冊 誌
「ことりのうち」
文・絵　さとうわきこ

（福音館書店）

庄内交通㈱HP 山交バス㈱HP
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入園・入学おめでとうPhoto Snap

大蔵村保育所

肘折保育所 大蔵小学校

大蔵中学校


