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３

考えを共有しよう

１

大蔵村に住む５名の大人から話をききました。
◦伊藤貴之さん（合海）の話
私の住む地域は地域活動がとても盛ん。田植え踊
りに親しみ、地域に親しみいつしか大蔵村が好きに
なり、東京にいた時に地元に帰りたいとの思いが強
くなった。地元に帰ってきてからは、夏はトマト、
冬は酒づくりをしている。この地域は思い立ったら
釣りやキャンプがすぐできる。たくさんの仲間がい
るからこそ、私はここで生きていける。
◦早坂隆一さん（肘折）の話
中学生の頃に、映画の登場人物の研究者を見て、
研究者が面白そうだと思い、高校は理系に進んだ。
北海道の大学に進学した時に、大学の友人に地元の
色々なことの話をするととても興味を持ってもらえ
た。地元を離れたからこそ、肘折の魅力を認識する
ことができた。肘折に戻ってきた現在は、地元のつ
ながりの強さをより感じている。

２

高校生が

旅立つ前に

学ぶコト

大蔵村でジモト大学を開催

学校の授業の科目にはない地

長南 虎ノ介さん
（金山）

元のことを学ぶ場。地元の大人

佐藤 総一郎さん（清水一）

が地元のことを本気で話し、最

和さん
（合海）

上地域の高校生も本気で話す場。

伊藤

高校生が進学や就職する前に地

いいと思う。

域のことを知り、考えてほしい

らないでほしい。

という想いから「ジモト大学」

できた。

13

という講座が、最上８市町村で

とを考えることができた。

24

それぞれ開講しています。

に来てもらえる村になれば

日（金）に

観光や移住などで多くの人

えている風景や自然が変わ

10

月

大蔵村でいてほしい。今見

とを知り、経験することが

大蔵村では、

は大人と関わって多くのこ

モト大学を通して、真剣に地域のこ

東北芸術工科大学の岩井秀樹先

私も地域の活性化に貢献したい。ジ

生と学生の皆さんがコーディネ

大蔵村の魅力を外へPRし、

ー タ ー と な り、「 プ チ ッ と 大 蔵

人の話をきけてよかった。

った。大蔵村はこのままの

ー地域を楽しくする

ていて、地元愛が強いと思

の住む地域にはある。今回

サミット

た。人のあたたかさが自分

名の生

今回、大蔵村をよくしようと思っ

会議ー」を開催しました。地域

地域の外で生活をし、そ
れでも地元がいいという大

SHINJO・MOGAMI JIMOTO DAIGAKU
で活動する大蔵村の５名の大人

ジモト大学で出会った大
人は地域のことをよく知っ

ヒト、モノ、コトを地域の大人と学ぶ講座

と新庄市の高校に通う

仕事をやめて地元に戻る
覚悟や挑戦はすごいと思っ

ている大人の話をきけた。いずれは

長南 健斗さん（桂）

3

ワークシートを使い、幼少期から現在までどのよ
うに自分が生活してきたかを振り返りました。印象
に残ったできごとの共有や、地域と自分との関わり
合いを再確認しました。

徒が参加し、地元のことについ

参加した高校生の声

自分たちの地域について考えよう

て真剣に語り合いました。

最後に全体で考えの共有を行いました。
「人口が
増えるというよりは、人の出入りが滑らかになれば
いい。ご近所同士で山菜のおすそ分けをする当たり
前の日常が、地域のコミュニケーションツールにな
っている」などの意見や「村の将来にむけてわたし
たちが豊かに暮らしていくには、介護予防の政策や
人々が集える仕組みづくりや場所が不可欠」という
ような心強い内容の発表がありました。

大蔵村の人から話をきこう

ジモト大学

みんなが暮らしたい地域を考えよう

将来、自分たちが暮らしたいと思っているまち
は？その中で最も大事にしているものは何だろう？
あなたの故郷は将来どんなまちになっているだろ
う？みんなが豊かに暮らしていくために必要なもの
は何だろう？をテーマに地域を考え、書きだしてい
きました。
高校生からは、
「住むところは迷っている。建物
が多いところよりも自然豊かなところに住みたいと
いう気持ちはある」
「チャレンジしたい仕事がある
ので、別の場所に行くことになると思うが、戻って
きてその仕事をこの地域でやれればいいと思う」と
地域を大切にする気持ちが多く聞かれました。

４
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平成28年度 最上広域市町村圏事務組合決算概要
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。最上広域市町村圏事務

村

蔵

開

で

！

催
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全国棚田千枚田サミット

長崎県
波佐見町

組合議会10月定例会で平成28年度決算が承認されましたので、お知らせします。
一般会計の歳入総額は33億674万円（前年度比1億5,617万円の増）、歳出総額は31億5,541万円（前年度
比9,212万円の増）となっています。

一般会計 歳入

一般会計 歳出
諸収入 2,864万円
繰入金
569万円
財産収入 396万円
国庫支出金 49万円
県支出金
7万円
寄付金
10万円
（1％）

組合債 1億9,760万円
（6％）
繰越金
8,728万円
（3％）
使用料及び手数料
1億2,113万円
（4％）

議会費・教育費
8,806万円
（3％）

総務費
2億7,984万円
（9％）

日本の棚田百選

公債費
3億7,908万円
（1２％）

は

●市町村分担金の内訳

（単位：万円）

構成比（％） 対前年度

消防費
11億4,517万円
（36％）

衛生費
12億6,326万円
（40％）

●一般会計の主な事業

（単位：万円）

市町村

決算額

新庄市

110,979

38.8

7,189

広域交流センター「ゆめりあ」管理運営費

7,830

▲1,118

金山町

21,961

7.7

2,278

エコプラザもがみ
（ごみ焼却施設）管理運営費

75,348

▲2,310

最上町

32,632

11.4

2,618

リサイクルプラザもがみ（資源リサイクル施設）管理運営費

20,660

686

舟形町

18,559

6.5

1,275

もがみクリーンセンター（し尿処理施設）管理運営費

29,654

8,506

真室川町

30,917

10.8

3,739

消防・救急業務運営費

114,518

20,188

大蔵村

13,401

4.7

▲4,691

8,697

▲921

鮭川村

16,446

5.7

2,104

公債費（借入金返済）

37,908

▲6,715

●特別会計決算
歳入

歳出

戸沢村

18,777

6.5

1,702

交付税措置分

22,506

7.9

▲2

計

286,178

100.0

16,212

区

分

教育研究センター管理運営費

特別会計
最上広域ふるさと市町村圏事業

決算額

おに ぎ

1,058

895

用空気予熱器・排ガス減温用空気加熱器更新工事を実施したことにより、処理能力が大きく改善され、施設の長寿命化
を図りました。リサイクルプラザもがみでは、最終処分場盛土堤等工事を実施し、計画的な最終処分場の管理を行って
います。消防費は前年度と比べ２億187万円増の11億4,517万円となりました。西支署庁舎建設工事を行い、全ての
支署の建替え工事が完了しました。また、緊急通報システムセンター機の更新や高規格救急自動車・広報車の更新整備
を行い、より高度な消防救急業務が実施できるようになりました。教育研究センター管理運営費は前年度と比べ902
万円減の8,697万円となりました。教育研究センターが平成27年度に旧昭和小学校に移転したため、旧センターの解
体を行いました。新規事業である算数・数学スーパーバイザー事業やプラネタリウムの投影、各種講座など最上地域の
子どもたちの教育に尽力しています。
今後も安全安心な地域づくりを目指し、事務事業の円滑な推進と経費の削減に努めていきます。

か

し

9月28日から長崎県波佐見町で開催された第23回全国棚田千枚田サミットで、平成32年の同サミットを
大蔵村で開催することが正式に決定しました。長崎県波佐見町に参加されたみなさんの感想等を紹介します。

対前年度

歳出の衛生費は、前年度と比べ7,053万円増の12億6,326万円となりました。エコプラザもがみでは、２号炉燃焼
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み

石積の棚田は約400枚。面積は
22haほど。秋の鬼木棚田まつ
りでは案山子コンテストが行わ
れ、ユニークな案山子があちら
こちらに展示される。
か

分担金 28億6,178万円
（86％）

さ

長崎県波佐見町鬼木棚田

サミットでは、棚田の維持保全
や地域の活性化につなげる取り組
みをしている多くの方々と出会う
ことができました。鬼木の棚田は
急傾斜地の山肌に沿って整然と石
垣が積み上げられています。その
棚田の美しさは訪れる者の心を癒
し、わたし自身もその美しさに魅
力を感じました。
３年後の大蔵村でのサミットの
開催は全国に本村の棚田の魅力を
発信する絶好の機会ととらえるこ
とができます。村をあげての一大
イベントにすべく、住民意識の高
揚をはかり、関係機関による準備

棚田百選記念碑広場から見る棚
田は、電柱や電線が全くない素晴
らしい景観が保たれていました。毎

年開催されている「案山子まつり」
では2日間で約7,000人が訪れるそ

うです。
棚田のまもりびとミーティングで
は農業者の高齢化や、米購入者の
ニーズの多様化に伴い様々な問題
を抱えながらも、棚田の魅力を発
信し、地域と都市の結びつきを大

切に活動している方々を知ることが
できました。３年後のサミット開催
に向けて農業活性化・観光産業の
拡大につながるよう、協力体制を

を進めていきたいと強く思います。 整えることが大切だと思いました。
中島 敏幸 さん（豊牧）
長南 正一 さん（豊牧）

サミット当日に波佐見町の70代
の方と話をする機会を得ることが
できました。石積みの棚田は水の
管理が大変で、朝に田んぼいっぱ
いに水を張っても夕方には水がな
くなってしまうため、クロの見回
りがとても大切だとその方は話し
ていました。基調講演では、都市
と農村のあり方、良い部分がある
限り仲良く生活しようという内容

には感じるものが多くありました。
大蔵村でのサミット開催時には、
村の人たち全員が楽しめるように
工夫を凝らし、村の活性化や地域
の発展につなげることができたら
と思います。

石川 春雄 さん（豊牧）

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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介 護 保 険 ②

前号では、介護保険がどのような制度かを解説
しましたが、今月号では『介護保険サービスを利
用するための手順』を解説します。

スポーツの秋到来！
今年もスポレク祭が開催

冒険家大場満郎さんと
稲刈りを体験

1

要介護（要支援）認定の申請
介護保険のサービスの利用を希望する人は、村
の健康福祉課福祉係に認定の申請をしましょう。
申請は、利用者本人又は家族のほか、居宅介護
支援事業所や地域包括支援センター、介護保険施
設などに代行してもらうこともできます。
認定調査
村や地域包括支援センターの職員などが、自宅
を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本
人と家族等から聞き取り調査をします。
（全国共
通の調査票を使用します。）
認定調査と平行して、村から利用者本人の主治
医に、介護を必要とする原因となった疾患等につ
いての主治医意見書の提出を依頼します。

大蔵村長杯
グラウンドゴルフ大会を開催！

2

3

審査・判定
認定調査の結果から一時判定が行われ、その結
果と特記事項（調査票に盛り込めない事項などを
記入）
・主治医意見書をもとに『介護認定審査会』
で審査し、要介護状態区分が判定（二次判定）さ
れます。
村では、新庄市を除く最上7町村で最上地域介
護認定審査会を運営し、原則毎月第2・第4火曜
日に審査会を開催しています。

体育の日の10月９日（月）、中央公民館を主会場に
おおくらスポレク祭兼Oh！蔵SPORTクラブ祭が開
催されました。紙ヒコーキ飛ばしやスポーツ吹き矢、
フリーバレー、グラウンドゴルフなど６つの種目に
村内外から約120名が参加しました。スポレク祭は幅
広い年齢の方がスポーツに親しむことができるため、
輪投げでは親子で競うように、真剣な表情で的めが
けて輪を投げていました。参加者はスポーツの秋ら
しく清々しい汗を流しました。

わたしたちの暮らしを守る
砂防施設を見学

10月２日（月）、冒険家の大場満郎さんと肘折・沼
の台保育所の園児と保護者、四ヶ村地域の皆さんに
よる稲刈りが行われました。園児たちは自分の背丈
ほどある稲を両手いっぱいに抱え、くい掛けへと運
んでいました。子どもたちが春に植え、佐藤勝さん
（滝の沢）の協力で無農薬栽培したものです。大場
さんは「体験を通して、自然の恵みや食べものに感
謝する気持ち、そしてふるさとの素晴らしさをいつ
までも覚えていてほしい」と話してくれました。

最上地域森の感謝祭2017
～つなげよう未来へ 緑のバトン～

大蔵村農産物加工施設
建設工事が始まります

4

認定結果の通知
審査会の結果が記載された『認定結果通知書』
と『介護保険被保険者証』が届きますので、記載
されている内容を確認しましょう。また、利用者
負担の割合（1割又は2割）が記載された『介護
保険負担割合証』も一緒に交付されます。
認定は原則として、申請日から30日以内に行
われます。
5

介護サービスの利用が可能に
認定結果に基づいて、必要な介護保険サービス
が利用できるようになります。
また、申請中であれば暫定的な介護保険サービ
スを利用することができます。
次号では、介護サービス利用料を解説します。
問合せ 
役場健康福祉課福祉係

7

☎75-2104（内線273）

10月１日（日）、南山交流広場で第５回大蔵村長杯
グラウンドゴルフ大会が秋晴れのもと開催されまし
た。４人～５人のグループに分かれ、16ホールの合
計打数で競いました。前日の降雨によりグラウンド
にできた水たまりで、思うようにボールが転がらな
い場面もありましたが、時にはナイスプレーも見ら
れ、和気あいあいとした雰囲気の中、世代を越えた
交流が行われました。

10月15日（日）、国土交通省東北地方整備局新庄河
川事務所との共催で、村内４箇所の砂防施設の見学
会が実施され27名が参加しました。砂防とは、わた
したちの命や家、農地などを守るために土砂の崩れ
や移動を防ぐことです。近年発生した大規模災害で
は、山林が崩壊して流れ落ちた流木により被害が拡
大したケースもあったことから、日陰倉第２砂防堰
堤では砂や石を防ぐことはもちろんのこと、流木を
せき止める役割もあることも学びました。

10月７日（土）、肘折いでゆ館前広場を主会場に森
の感謝祭が開催され、最上地域の緑の少年団を中心
に約200名が参加しました。平成24年４月に発生した
肘折の地すべりの復興緑化のためのヤマハンノキの
植樹や、木工クラフト体験などが行われました。参加
はく
した小関覇くん（合海）は木工クラフトの感想を「釘
が曲がってしまった部分があったが、直しながら鉛
筆たてを上手につくることができた」と嬉しそうに
話してくれました。

大蔵村農産物加工施設の建設工事に先立ち、10月
５日（木）に地鎮祭が大坪で行われました。村関係者
や工事関係者など約20名が出席し、工事の安全と完
成の無事を祈願しました。企業誘致による雇用の場
の確保・農産物の出荷先の確保による農業振興・村
のPR商品となる特産品の生産を主な目的に加工施
設が建設され、株式会社三和食品が来年４月より操
業を開始する予定です。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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▲ アンカー工

銅山川地区地すべり防止事業 山形森林管理署最上支署だより⑦

「地域の安全・安心をいつまでも」

約一万年前の噴火によりできた

肘折カルデラと周辺に厚く堆積し

ぜいじゃく

た「 シ ラ ス 層 」
。その地層は脆弱

ゆえ地すべり災害が頻発してきま

した。私たちの生活を守るため行

われている大規模な地すべり防止

事業について、計８回のシリーズ

でお伝えしています。

法枠

アンカー

イメージ図

年に発生した東

23

せて施工しています。

最近では、平成

日本大震災の余震により崩れた国道

メートルにもな

15

４５８号線沿いの斜面に法枠工を設

置し、併せて１本

るアンカー工を５００本以上施工し

ました。

左の写真のようにアンカーは地上

部しか見ることはできませんが、斜

面を安定化させ、崩落を防止するた

めに重要な構造物です。

今後も最上支署では、みなさまの

安 全・ 安 心 の た め 地 す べ り 防 止 事

業・治山事業を進めてまいります。

▲ 法枠工に設置されたアンカー工（H26完成 寒風田法枠工）

面
べり
地す

面の土砂が崩れやすい特徴がありま

す。崩れた土砂が道路に流出すると

交通の障害にもなります。そのため、

斜面崩落（崖崩れ）の発生するおそれ

がある箇所にアンカー工を施工して

います。

アンカーの果たす役割

さっこう

アンカー工とは、地下の深い崩れ

に く い 場 所 ま で 機 械 に よ り 削 孔（ 孔

開 け ）を 行 い、 ア ン カ ー と い う「 船

のいかり」のようなものを埋め込み、

まはふ く ろいっぱいに ど ん ぐ り

を拾い、その中にえいこちゃんは

いました 。さて、ふたりはたべら

れてしまうのでしょうか？

広報

アンカーがワイヤーや長い鋼材で斜

−

おたんじょう 月おめでと うシ

リ ー ズの 本で す 。 月の 行 事 や

旬のたべものなどもかいてあり

ます。
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−

土砂が崩れやすい地域

中川ひろたか
かべやふよう

﹁どんぐり
きょうだい﹂

作
絵
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おおきなかしのきに、
どんぐり

役場健康福祉課福祉係 ☎75−2104
（内線274）
生活自立支援センターもがみ ☎32−1585

のきょう だいのどん くんと えい

問合せ 

こちゃんがいました。ある日すご

◆事前予約
開催日の前日までに電話で事前予約をお願い
します。

いかぜがふいてきて、
どんぐりた

大蔵村役場会議室

ちはみんなふりおとされてしま

◆場所

※中央公民館で借りられます。

◆巡回相談日程
11月22日
（水）10：00～11：30
12月20日
（水）10：00～11：30
1月24日
（水）10：00～11：30
2月21日
（水）10：00～11：30
3月22日
（木）10：00～11：30

いました。そこへしまりすがやっ

お金の相談・仕事の相談
生活の相談・心の相談
福祉の相談・子育ての相談

読み聞かせ時間「２分」

あなたが抱えている問題の解決に向けて、専門
の相談支援員が専門機関と連携しながら、支援
を行います。相談は無料です。秘密は守ります。

てきてどんくんは口のなかへ、く

暮らしでお困りの方ご相談ください

☎75-2104（内線272）

山形森林管理署最上支署（治山グループ）

問合せ  役場健康福祉課健康衛生係

▲ アンカー工の施工状況（機械による削孔）

問合せ

不法投棄を発見しましたら、役場健康福祉課まで
情報をお寄せください。
村民みんなで不法投棄を「しない」「させない」
環境をつくっていきましょう。

☎ 〇二三三 六二 二一二二

個人であっても不法投棄をした場合は「５年以下
の懲役もしくは1,000万円以下の罰則またはこの両
方」が科せられます。会社の場合には、３億円以下
の罰金という非常に厳しい罰則になっています。

のりわくこう

不法投棄の罰則

面を引っ張ることで斜面崩落を防ぐ

家庭ごみ、粗大ごみ、汚泥、ふん尿、廃油、動物
の死骸、燃え殻など

大蔵村の湯ノ台地域は、火山堆積

廃棄物の種類

ようへき

平成27年に発見された大蔵村大字清水字水ケ沢
地内の不法投棄廃棄物の現状回復を10月２日（月）
に実施しました。水ケ沢地区水利組合代表の柿㟢昭
一さん（比良稲沢）から参加いただき、約１時間半の
作業で２トンダンプ１台分の不法投棄の廃棄物を撤
去しました。不法投棄廃棄物の内容は、主に家庭か
ら排出される生活ごみでした。定期的に不法投棄さ
れる状況も見受けられるため、今後も注意して監視
することにしました。今回の作業をもって大蔵村内
の不法投棄の撤去を完了しました。

工法です。当事業では、法枠工やコ

山間部の道路沿いや空き地などにテレビや冷蔵
庫、自転車などが捨てられているのを見たことはあ
りませんか。いらなくなったものを勝手にどこへで
も捨ててしまうことは不法投棄になります。
ごみはむやみに捨ててはいけないことが「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」によって定められて
います。廃棄物には家庭から出る一般廃棄物と事業
所から出る産業廃棄物がありますが、決められた
ルールに沿ってごみを出さない場合は不法投棄とみ
なされます。

物である「シラス」が厚く積もった

不法投棄の廃棄物撤去を実施

ンクリート擁壁を設置した箇所と併

不法投棄とは

土地で、融雪や降雨によって山や斜

＃地方税 ＃暮らしを支える ＃未来へのバトン
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vol.47

不法投棄は重大な犯罪です！

日〜 日の一週間は「税を考える週間」です
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大蔵村環境衛生通信

月
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平成29年11月

おおくら が12月に 700号 をむかえます！
日頃より広報おおくらをお読みいただき、また

取材の際にはご理解・ご協力いただきありがとう

ございます。

昭和34年9月に広報誌の第１号を発行し、58

年の歴史を経て来月「広報おおくら」は700号

をむかえます。これを記念して、来月は内容も

りだくさんの特別号として発行する予定です。イ
ンタビューや取材にご協力お願いします

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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広報

◎対象者

必要です。セミナー受講中や
相談中は同室で保育スタッフ
がお子さんを預かります。
問 マザーズジョブサポート山形
□
2023−665−5915

INFORMATION

山形県最低賃金が改正されました！
【山形県最低賃金】
効力発生日 H29．
10．
6
時間額 739円
（22円UP）
この最低賃金は、県内で働くす
べての労働者に適用されます。
問 山形労働局 賃金室
□
2023−624−8224
ご存知ですか？
「無期転換ルール」

11/10
（金）
セミナー 10：30～11：30
個別相談会13：00～15：00
◎場所 ハローワーク新庄
◎対象 就職を考えている子育
て中の女性
※セミナー参加のみ事前申込み
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問合せ   役場住民税務課国保年金係

合 海

お名前
半田

（保護者名）

よう た

遥泰くん（草介）

お悔み申し上げます
地区

お名前（年齢） 世帯主

沼の台 中島
平 林
塩

設楽

忠義（83）信

子

江（83）

江

柿㟢進太郎（91）敏

昭

○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。

☎75-2103（内線263）

11月30日（いいみらい）は年金の日です
あなたの年金 簡単便利なねんきんネットで！

地区

ねんきんネット

厚生労働省では、
“国民一人ひとり「ねんきんネット」等を活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らす日”として、平成26年度から毎年11月
30日
（いいみらい）
を年金の日としました。
ねんきんネットとは？

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,086戸 （1,090戸）
3,370人 （3,457人）
1,663人 （1,701人）
1,707人 （1,756人）
男 0人
女 2人
計 2人
2人
3人
5人
0人
3人
3人
2人
4人
6人

※平成29年9月末現在 （ ）内は昨年同期

インターネットを利用して、ご自身の年金情報を手軽に確認できるサー
ビスです。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自
身の年金情報を確認することができます。
ねんきんネットを利用するには？
ご利用には「ねんきんネット」への登録が必要です。登録の際には、基
礎年金番号・メールアドレスが必要になります。「ねんきんネット」専用ペ
ージよりご登録ください。
ねんきんネットでできること
◦ご自身の年金記録の確認
年金加入履歴や保険料納付額、年金見込額などを確認できます
◦各種届書の作成や印刷
日本年金機構に提出する一部の届書を簡単に作成できます
◦将来受け取る年金額の試算
働き方に応じた年金見込み額の試算ができます
◦持ち主の分からない年金記録の検索など
氏名、性別、生年月日の一致する持ち主不明の記録を検索できます
◦「ねんきん定期便」や「振込み通知書」の確認やダウンロード
問合せ   ねんきんネット専用ダイヤル ☎0570-058-555（ナビダイヤル）

放射線の測定・
検査結果を公表します
大蔵村空間放射線量測定結果

測定日：平成２9年10月16日
（月）
（単位 : μ Sv/h）

測定場所 大蔵中学校グラウンド
地上高

地上50㎝

地上1m

測定値

0.06

0.03

q測定方法：地上50㎝と1mの高さで
測定しました。
q測定機器：シンチレーション式サー
ベイメータ
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時まで
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月の日誌

−

−
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1

日㈰ ◦温泉ドクターアドバイス
◦ 村長杯グラウンドゴルフ大会
日㈫ ◦ 大蔵小学校マラソン記録会
日㈭ ◦地域安全運動伝達式
日㈯ ◦最上地域森の感謝祭
日㈪ ◦ 第 回おおくらスポーツ・
レクリエーション祭
◦ジモト大学
◦温泉ドクターアドバイス
◦行政相談
◦おおくら大産業市

30 30 3

3 2

日㈮
日㈰
日㈫
日㈰

21

6

月の予定

16 11 1

29

10

日㈬～ 日㈫
◦大蔵村こども展
日㈭ ◦献血
日㈮～ 日㈰
◦ ふるさと味来館新そば祭り
日㈪ ◦第 回肘折温泉郷なめこ・
こけし祭り
日㈮～ 日㈭
◦大蔵村芸術作品展
◦男女共同参画セミナー
◦行政相談

30

21 11

日㈯
日㈫

30 31

大蔵村と労働金庫が協力し低
利で融資する制度です。
◎使い道 生 活 資 金 全 般・自動
車購入・教育資金・医
療介護費・冠婚葬祭
費・家電購入費など

新庄市夜間休日診療所

22
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山形県下水道協会に登録してい
る責任技術者で、登録の有効期限
が平成30年3月31日までの方は、現
在所属している指定工事店所在地
の市町村で更新手続きが必要です。
◎該当者 登録有効期限が平成
30年3月31日までの方
◎手続き 登録更新の申請と更新講
習会の受講が必要です
◎申請締切 11/30（木）
申□
問 地域整備課上下水道係
□
275−2102（内線221）

生活応援ローン

◎とき

13 8 12

排水設備工事責任技術者
登録更新のお知らせ

家族の国民年金保険料を納付した場合にも、納付額の全額を納付した方
の社会保険料控除額に加えることができます。年末調整等の手続きの際に
ご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。この場合、ご家族
宛に送付された「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」も申告する
方の申告書に添付してください。

お誕生おめでとう

日（木）午後

マザーズおしごと相談会 in 新庄

1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、社会保険料
控除の対象となります。年末調整や確定申告で、この社会保険料控除を受
けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。日本年金
機構より「社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。
◦平成29年1月1日～10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方
→11月上旬に送付されます。
◦平成29年10月3日から12月31日までの間に、平成29年中に初め
て国民年金保険料を納付した方
→翌年２月上旬に送付されます。

月

「無期転換ルール」とは、同
じ会社で有期労働契約が更新さ
れて通算５年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の
定めのない労働契約（無期労働
契約）に転換できるルールのこ
とです。無期契約後の職務・勤
務地・賃金・労働時間といった
労働条件は、基本的には直前の
有期労働契約と同一になります。
詳しくは 無期転換サイト
問 山形労働局雇用環境・均等室
□
2023−624−8228

最上地域で代々受け継がれて
きた最上伝承野菜を使ったお料
理やパン、お菓子、野菜などの販
売が行われます。豪華景品があた
るスタンプラリーも開催します。
◎とき 11/8（水）～1/8（月）
◎場所 最上管内の飲食店や旅館、
産直施設等の26店舗
問 最上総合支庁農業振興課
□
229−1316

在宅医療に関する講演会を開
催します。在宅での療養生活に
ついて一緒に学んでみませんか？
◎とき 11/11（土）13：30～15：30
◎場所 新庄市民文化会館小ホール
◎講演 「命に限りがあると気づ
いた時 ～慢 性 骨 髄 性
白血病サバイバー 当事
者からのメッセージ～」
◎講師 久田邦博 氏
（がんピアサポーター・薬剤師）
◎申込方法 11/6（月）
まで電話
またはFAXでお申
込みください
申□
問 新庄市最上郡医師会
□
222−1151/ＦＡＸ23−4218

（9月14日〜10月15日届出分）

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

ご家族の国民年金保険料を納付したとき

第８回最上伝承野菜フェア

在宅医療に関する講演会

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書をお送りします

苻菊

◎とき 11/11（土）13：30～16：00
◎場所 新庄市民プラザ
◎内容 特措法に基づく救済や
手続きの内容、弁護団
への依頼の方法等を弁
護士が分かりやすくご
説明します。
問 全国B型肝炎訴訟新潟事務所
□
2025−223−1130

戸籍の窓

年末調整・確定申告まで大切に保管ください

苻菊

大蔵村にお住まいの
勤労者の方で、会社
や商店に１年以上勤
務している方
◎融資額 100万円以内～300万
円以内
◎融資金利 固定金利年1.70％
～年3.50％
◎融資期間 ７年～10年以内
◎保証 労働金庫指定の保証期
間の利用となります
※労働金庫の審査の結果、融資
できないなど希望に添えない
場合もあります。
申□
問 東北労働金庫新庄支店
□
222−7151

弁護士による
B型肝炎特措法無料相談会

新庄市保健センター内に開設
☎
6300
◦診療科目 内科・小児科
◦受付時間
夜間診療
【月〜土曜】 時 分〜 時
休日診療
【日曜・祝日・ 月 日〜 月 日】
時 分〜 時 分
時
〜 時 分
◦問合せ先
新庄市健康課健康推進室
☎
2111

月 日）、固定資産税（第４期）
・国民健康保険税（第５期）
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今月の役場窓口延長

今月の納税
（納期限

※納期限まで忘れず納税しましょう。口座振替の方は残高の確認をお願いします。
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平成29年11月
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このコーナーでは、村内のこどもを紹介しています。
ご親戚、お友達、ご近所のお子さんの掲載もお楽しみに！

★すきなもの

もも

か

百 華ちゃん
（茂）

プリキュアとチョコアイス

（白須賀） 大 竹

き

おおくらくんがみつけた

むらの
み�どご
おもし�どご

みんなの
旧大蔵橋の
思い出は
何がある
かな〜♪

ここは︑旧大蔵橋の
たもとだったところで︑
今は記念碑があるよ！
懐かしいな〜

今月の﹁みっどご︑
おもしぇどご﹂

⑱ 旧大蔵橋

今回は清水地区を
お散歩してるよ〜♪
あれ？道路が柵で行き
止まりになってる！

村民念願の大蔵橋が
完成したのが昭和６年
のこと︒平成 年まで
現役で活躍してくれて
たんだ〜

検索

ホームページ

★すきなもの
キュウレンジャーとパイナップル

ごう

（赤 松） 五十嵐 豪 毅くん
（彩香）
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