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このひと筆に気持ちを集中

― 大蔵小学校書き初め大会 ―

― 主な内容 ―
02 ︱ 災害時における相互応援に関する協定の
締結について
06 ︱ 大蔵村のふるさと納税
10 ︱ 村職員給与等のあらまし
12 ︱ 東京オリンピック・パラリンピック
マスコット投票／表彰
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暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、

土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りそ

埼玉県戸田市

災害時における
相互応援に関する

の他の異常な自然現象又は大規模な火事若し

協定を締結

くは爆発その他その及ぼす被害の程度におい

てこれらに類する原因により生ずるもの。

山形県大蔵村

応援の内容

（１）被災者の救出、救護、医療、防疫及び

（２）食糧、飲料水及び生活必需物資並びに

それらの供給に必要な資器材の提供

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提

供並びにあっせん

（４）消火、救援、医療、防疫その他応急対

策等に必要な職員の派遣

（５）被災者を一時的に収容するための避難

所等の施設の提供

（６）そのほか必要と認められる事項

る「戸田市商工祭」を中心としたイベ
ントや戸田市内の各商店会のイベント
に出向き、大蔵村の農産物や加工品の
販売を行っています。野菜を中心とし
た農産物は戸田市のみなさんにとても
好評で、たくさんの方に味わっていた
だいています。
また、災害が発生した際の疎開先を
体験する目的の視察がこれまでに数回
行われています。来村した戸田市のみ
なさんは大蔵村で四ヶ村の棚田の見学
や、かんじきトレッキング、そば打ち
などを体験しました。
今回の協定締結を機に、災害発生時
の準備態勢を整えるとともに、戸田市
と大蔵村が様々な面での関わりを深め
ていくことが期待されます。

に物資の提供
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被災自治体からの応援要請があったも
し、その後、平成 年には友好都市協
災害時における相互応援に
のとして自主的に応援活動を実施する
定を締結しています。そんな中、平成
関する協定
ものとする』という自主的活動につい
年に東日本大震災が発生し、気仙沼
１ 月 日 に 戸 田 市 役 所 で、
「災害時
ても定められています。また、災害が
市は甚大な被害を受けました。災害時
における相互応援に関する協定」の締
発生した際に有効にこの協定が機能す
相互援助協定を締結している目黒区は、
結式が行われました。この協定には、
る よ う に、『 平 時 に お い て も 相 互 に 情
気仙沼市にむけて救援物資の搬送を開
いずれかの自治体において、災害が発
報を交換するものとする』とも定めら
始するとともに、被災地に職員を派遣
生した際の応急対策や復旧対策の相互
れており、災害時のみならず、市村間
し、各業務活動の応援を行いました。
応援に関する内容が明記されています。 の交流の活性化が期待されます。
震災発生から３日後には、石油ストー
お互いの自治体の地域において災害対
ブや灯油、毛布などの発送を行ってお
災害に備えた平時からの
策基本法で規定されている災害が発生
り、両自治体の平時からの顔のみえる
広域連携の推進
した場合に、被害を受けた自治体が独
関係の構築が、災害発生時の迅速な応
自では十分な応急対策等が実施できな
東日本大震災では、都市と農村の交
援の実現につながりました。
いと認められるとき、被災自治体から
流連携や姉妹都市・友好都市連携など、
戸田市との協定締結に至るきっかけ
要請を受けた自治体が応急対応等を円
地域活性化を目的とした取り組みが被
滑に遂行することを目的にしています。 災地の支援活動に発展するなど、平時
平成 年から、戸田市商工会と大蔵
協 定 に は、
『大規模な災害が発生し
に構築した連携の枠組みが有事の助け
村観光協会での商工面での関わりが始
たにも関わらず、通信の途絶等により
合いにおいても、その機能が効果的に
まりました。戸田市内で開催されてい
被災自治体と連絡がとれない場合には、 発揮されました。
今後、発生し得る巨大災害への備え

対象となる災害

として、常日頃から広域的に地域が相
互に連携し、顔の見える関係づくりを
構築することにより、災害時の支援・
受援に向けた取り組みが全国的にも推
進されています。
災害時相互援助協定の事例
宮城県気仙沼市と東京都目黒区は平
成８年から交流があり、落語「目黒の
さんま」にちなみ、気仙沼のサンマを

施設の応急復旧等に必要な資器材並び

25

災害時における相互応援に関する協定書より

2
むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
3

目 黒 区 に 直 送 し、「 目 黒 の さ ん ま 祭 」
が開催されています。平成 年には、
両自治体で災害時相互援助協定を締結
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な特徴です。昭和

年には戸田

今 回、「 災 害 時 に お け る 相 互
が開設され、都心へ通勤する利

が開通しました。市内には３駅

市民念願の通勤新線（埼京線）

応援に関する協定」を締結した

年には、これらの高速道路

道と荒川が交差する場所には、

場が設けられていました。中山

て６つの村があり、将軍家の鷹

江戸時代には幕府の御領地とし

とで印刷・倉庫・運輸関係の会

物流面での利便性も高まったこ

ンの全面運用が開始されました。

が交差する美女木ジャンクショ

さらに、都心へのアクセスの

社が多く、戸田市内の経済発展

す。荒川は「荒ぶる川」が語源
よさを背景に人口増加が続いて

「戸田の渡し」が置かれ、交通

と言われるほど洪水が多く、流
おり、戸田市には

万８千人以

域の治水は戸田の地域にとって
上（平成

年には「三領排水路工事」

がスタートし、その副産物とし
て戸田ボートコースが建設さ

年１月現在）が暮ら

13

年

月

日現在）と埼玉県

し、 平 均 年 齢 が ４ ０．２ 歳（ 平
成
年国勢調査での人口

る「彩湖・道満グリーンパーク」

は、年間100万人以上が訪れ

りました。また、市の北西部に

クでは、ボート競技の会場とな

では子育て支援に力をいれてい

子育て世代であることから、市

になりました。転入者の多くが

増加率は埼玉県１位、全国７位

名が大蔵村を訪れています。

思っていなかった」という声も

「こんなに雪が多い地域だとは

冬に訪れた戸田市の方からは

勢

受入れは３回行われており、総

これまで、震災時疎開先視察

となっています。

ており、地域子育て支援の拠点

ます。市内９か所の保育所には

また、利便性の高い交通網を
有していることも戸田市の大き

年から戸田市と大蔵村

大蔵村との交流について
平成

年から

は商店会のイベントで大蔵村の

聞かれましたが、かんじきトレ

の交流が始まり、平成

年からは戸田市

多 く 住 ん で お り、「 山 形 の 漬 け

戸田市には、山形県出身の方も

工祭への出店も始まりました。

商工会が主催している戸田市商

災害時応援協定になります。こ

は他自治体と締結する初めての

大蔵村にとって、今回の協定

じてもらうことができました。

ッキングを通して雪を身近に感

○1/17 災害時における相互応援に関す

物が食べたくてね」となつかし

○10/28・29 戸田市商工祭

れを機に、これまで以上に商工

○9/24 上戸田商店会上戸田ゆめまつり

い山形の味を求め、イベントに

●2/19・20 震災時疎開先視察受入れ

観光面でのつながりを強くする

平成29年

足を運んでくれる方も多くいま

○10/22・23 戸田市商工祭

とともに、住民間でのつながり

○9/25 上戸田商店会上戸田ゆめまつり

を構築していくことが期待され

平成28年

す。また、一度食べた「しそ巻

○10/24・25 戸田市商工祭

き」の味が忘れられないと、直

●11/24〜25 震災時疎開先視察受入れ

平成27年

平成30年

る協定を締結

戸田市民の方もいます。

●9/13・14 震災時疎開先視察受入れ

ます。

います。平成

農産物や加工品の販売を行って

26

77

でもあります。

や荒川運動公園沿いの桜並木な

す。平成

内で最も若いまちとなっていま

1

子育て支援センターが併設させ

年の東京オリンピッ

30

1
27

どがあり、水と緑が豊かなまち

れ、昭和

29

和

大きな課題でもありました。昭

が加速しました。

成

玉大宮線の整備も進められ、平

京外かく環状道路、首都高速埼

便性が大幅に向上しました。東

年に埼玉県

番目の市として誕生しまし

戸田市は、昭和

埼玉県戸田市を紹介します。

埼玉県戸田市について

60

の要衝として栄えてきたまちで

た。埼玉県の南東部に位置し、

の

41
ティバル

戸田市 と大蔵村

10

24

接生産者とやりとりをしている

27

○11/15 戸田中央商店会セサミフェス
○10/19 美笹商店会 秋祭り

4
むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
5

39

25

平成26年

①毎年10月下旬に戸田市商工会が主催となって開催する「戸田市商工祭」は市内最大の商工業の祭典。会場となる市役所周辺にはたく
さんのテントが張られ、市内企業・団体の紹介や市民とのふれあいなどが行われる。地元のこだわり商品や製品を見たり体験したりでき、
子どもから大人まで楽しめるイベント。
②戸田市役所。周辺には文化会館や後谷公園がある。③市役所南通りの沿道。景観づくり推進地区に指定され、電線は地中に埋設され
ている。④戸田ボートコース。コースは全長約2.4㎞。⑤震災時疎開先視察受入れの様子。山形名物いも煮と手打ちそばで昼食。⑥ふ
るさと未来館でそば打ち体験。⑦商工祭での販売の様子。なめこ汁のふるまいや農産物などの販売を行った。
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戸田市と大蔵村の主な交流の経過

①
⑦
⑥

④
③
②
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人気のお礼品
トップ15
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一般社団法人大蔵村ふるさと公社で
は、寄附希望者からの申し込みの受付
業務やお礼品発注・発送作業などを行
っています。また、これまでのお礼品
に加え、村の魅力を発信する新たなお
礼品の開拓業務を行っており、今年度
は25種類のお礼品をそろえています。

1

はえぬき20㎏は特に人気が高く、ふ
るさと納税総合サイト「ふるさとチョ
イス」の米部門の人気ランキングで第
3位になるなど、大蔵村を全国にむけ
て発信する機会となりました。人気の
高い15のお礼品を紹介します。

2
大蔵村産 はえぬき20㎏
寄附金額／10,000円

肘折温泉郷宿泊利用補助券
寄附金額／10,000円

ふるさと納税とは

生まれ育った地域や以前住んだことが

ある地域、旅先で感動した地域など、心

にのこる「ふるさと」に税制を通じて貢

献する仕組みができないか。そのような

想いのもとでふるさと納税制度は導入さ

れました。

ふるさと納税の魅力

ふるさと納税という名前ですが、実際

には都道府県や市町村への「寄附」です。

ふるさと納税をすることで、個人が納め

ている住民税のうちおよそ２割を限度に

年間の合計寄附額のうち二千円を超える

部分について、税の控除を受けることが

できます。

また、寄附金の「使い道」が指定でき、

大蔵村では主に⑴明日を担う子供たちの

教育⑵環境や景観の保全への活用⑶安心

安全な村づくり⑷ふるさと産業の振興を

指定することができます。

さらに、寄附金額に応じたお礼の品で

各地の名産品が楽しめるのも、ふるさと

納税が近年人気になっている要因でもあ

ります。

肘折カルデラサイダー
寄附金額／5,000円

29

大蔵村でも、ふるさと納税の制度を通

四ヶ村産棚田お米セット
寄附金額／10,000円

11

じてこれまで以上に、
多くの方へ大蔵村の

地酒飲み比べセットB
寄附金額／10,000円

はえぬき10㎏・しそ巻

PRを行い、お礼品を通じて地域が活性

山形県産豚しゃぶセット1.6㎏
寄附金額／10,000円

9

年９月より

9

山形県産豚食べ比べセット2.3㎏
寄附金額／10,000円

化することを期待し、平成

8

大蔵こだわりお米食べ比べセット
寄附金額／10,000円

7

もがみ南部商工会大蔵支部役員の有志が

大蔵村産つや姫玄米30㎏
寄附金額／24,000円

はえぬき・つや姫各5㎏セット

協力し設立した一般社団法人大蔵村ふる

6

大蔵村の魅力を全国にむけて
さと公社に業務の一部を委託しています。

5

地酒飲み比べセットA
寄附金額／10,000円

ふるさと納税

3
大蔵村産 はえぬき60㎏
寄附金額／30,000円

4

大蔵村

大蔵村のふるさと納税 寄附金額の推移
（単位：千円）

12

13

はえぬき3㎏・しそ巻

四ヶ村産棚田お米セット
寄附金額／5,000円

山形牛すき焼き＆切り落としセット1.2㎏
寄附金額／25,000円

今後のお礼品について
今後は新たに、お米の定
期便や季節の野菜詰め合わ
せ 定 期 便、 伝 統 工 芸 品 な
ど、工夫をこらしたお礼品
を検討しています。これか
らも、大蔵村でつくられた
ものを中心にお礼品をそろ
えていきます。

7

14

15

地酒飲み比べセットC
寄附金額／10,000円

山形牛焼肉＆切り落としセット1.2㎏
寄附金額／25,000円

80,000
70,000
60,000

大蔵村への応援メッセージ

みなさんから寄せられたメッセージ
の一部をご紹介します。

50,000

●棚田の景色を見てみたいなと思

●初めて訪れたときから大好きに

40,000

いました。そんな自然に囲まれて

なり、毎年肘折温泉におじゃまし

暮らす子供達は幸せですね。
●ふるさと納税を機に、家族と
行ってみたいと思います。
●寒い季節の長い中、大事に育て
てくださったお米を楽しみにして
います。健康に頑張ってください !

ています！日本一好きな温泉をこ
れからも大事に守ってください！
●以前から時折購入していました
がいいお酒です。ふるさと納税が
あることを知り申し込みをしまし
た。一度温泉にも行きたいと思っ
ています。

73,721

前年度比
12.5倍

30,000
20,000
9,365

10,000
0

260

376

345

1,370

1,410

1,683

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

5,003

H27

5,893
H28

H29

※ 各年度ごとの推移。なお、H29は4月から12月までの数値となります。

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 ⑤

シリーズ

前号では、介護保険の財源を解説しましたが、
今月号では『大蔵村の介護サービス給付費の推
移』を解説します。

たくさんの木製家具を
ご寄贈いただきました

１年の無病息災を祈って
肘折温泉さんげさんげ

介護サービス給付費
介護サービスを利用したときにかかった費用を
事業者に対し、村が支払う費用のこと

最上地域の米の食味コンクール
優秀賞に選ばれる

介護保険制度が開始された平成12年度と平成
24年度・平成28年度を比較してみましょう。
要支援・介護認定者数

単位：人

251

215
161
23

63

66

H12

H24

H28

■要支援

■要介護

介護サービス給付費

単位：千円

埼玉県で家具製造業を営む大竹雄二さん（烏川出
身）から木製家具を大蔵村にご寄贈いただきました。
本棚やテーブル、ベンチなど29点で、どれも木目か
ら木のあたたかみを感じられる家具です。村内の保
育所や小学校、中学校、その他公共施設に設置して
います。小学校の図書館には本棚が設置され、たく
さんの絵本や物語の本が並べられています。誠にあ
りがとうございました。

352,953
235,939

新しい１年を語り合う
新春のつどい

259,498

H12

H24

次号では、
「大蔵村の介護予防講座（健康教室）」
を解説します。
問合せ 

9

このひと筆に想いをこめて
大蔵小学校書き初め大会

☎75-2104（内線273）

12月14日（木）、オールやまがた米づくり日本一運
動最上地域本部食味コンクールが開催されました。
出品された43点の米の食味・色・香りについて審査
が行われました。その結果、農事組合法人グリーン
ライスファーム（代表理事 柿崎康宏さん）と斉藤徳
美さん（合海）が生産したはえぬきがそれぞれ優秀
賞に選ばれ、これから開催される県本部の食味コン
クールにも出品されることになりました。おめでと
うございます。

全日本スキー選手権大会
アルペン競技会に出場

H28

以上のグラフから介護サービス給付費は、平
成12年度を基準にした場合、平成24年度は約10
％、平成28年度は約50％も増加していることが
確認できます。それに伴い、介護保険料基準額も
平成12年度が月額2,625円、平成24年度が月額
3,700円、平成28年度が月額5,100円と増額し
ています。
介護サービス給付費や介護保険料を抑制するた
めには、健康な状態で日常生活に制限のない期間
の「健康寿命」を延ばす必要があります。
大蔵村では、健康寿命を延ばすために健康福祉
課と地域包括支援センターを中心に様々な介護予
防講座（健康教室）を開催しています。

役場健康福祉課福祉係

１月７日（日）、出羽三山の越年行事である肘折さ
んげさんげが行われました。今年は、外国人の体験
参加者を含む総勢16名の行者が無病息災、商売繁
盛、五穀豊穣を願い温泉街を練り歩きました。イン
バウンドの体験ツアーで行者体験をしたキュウさん
は「新鮮で清らかな気持ちになりました。まるで大
昔にタイムスリップしたような感覚です」と感想を
話してくれました。行者のおふれの後には、餅つき
と餅の振る舞いが行われました。

１月19日（金）、肘折いでゆ館で賀詞交換会「大蔵
村新春のつどい」が行われました。この会は、活力
ある村づくりにつなげるための情報交換の場として
村や議会、JA山形もがみ、もがみ南部商工会大蔵支
部が発起人となり開催しているもので、今年で５回
目となります。村外からの来賓を交え、村内の主要
企業や各種団体の代表者、行政等から約60人が参加
しました。参加者の皆さんは、今年の展望などを語
りあっていました。

１月11日（木）、大蔵小学校で書き初め大会が行わ
れました。校長先生から「チャレンジする気持ちを
書き初めに表してほしい」とあいさつがあった後、
１年生と２年生はフェルトペン、３年生からは毛筆
で書き初めを行いました。子どもたちは、一筆一筆
丁寧に集中した表情で書き進めていました。６年生
課題「強い決意」を書いた佐藤史花さん（合海）は、
「４月から中学生になるのでその決意を持って書き
ました」と話してくれました。

昨年12月に開催された第96回全日本スキー選手権
大会アルペン競技会（回転・大回転）に出場した日
本大学山形高等学校３年の越後英美華さん（金山）に
１月11日（木）、村からスポーツ奨励金が贈られまし
た。また、越後さんは１月16日（火）から蔵王温泉ス
キー場で開催された第69回県高校スキー大会に出場
し、大回転と回転において圧巻の滑りで優勝に輝き
ました。県代表として全国高校スキー大会に出場し
ます。これからのさらなる活躍に期待しています。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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■特別職の報酬等

（平成29年4月1日現在）

区分

報酬

月額
村長

820,000円

副村長

620,000円

教育長

575,000円

議長

310,000円

副議長

250,000円

議員

230,000円

村長
副村長
教育長

期末手当

議長
副議長
議員

■職員の期末・勤勉手当

6月期
月額×1.4×1.525月分
12月期
月額×1.4×1.675月分

勤勉手当

6月期

1.225月分

0.85月分

12月期

1.375月分

0.85月分

計

2.6   月分

1.7 月分

勧奨・定年

自己都合 勧奨・定年

勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.325月分 49.59月分

左に同じ 左に同じ

職制上の段階、職務の級等による加算
措置有り

（平成29年4月1日現在）

区分

大蔵村

扶養手当

◦配偶者 10,000円
◦扶養親族たる子 8,000円
◦その他扶養親族 6,500円
（扶養親族たる子のうち満
16歳の年度初めから満22
歳までの子につき5,000円
加算）

左に同じ

住宅手当

◦借家限度額 27,000円
（単身赴任手当受給職員で
配偶者が借家に居住する
場合は上記の額の2分の1）

左に同じ

通勤手当

◦交通機関利用
限度額 75,000円
◦交通用具利用
限度額 37,200円

（注）国の職員と同じ支給率となっています。

国の制度

区分

■一般行政職の級別職員数（平成29年4月1日現在）

（各年4月1日現在）

平成29年度 平成28年度

増減

主な増減理由

区分

標準的な職務内容

1級

主事

職員数

構成比

村長部局

75人

73人

＋2

12人

24.5％

一般会計

56人

55人

＋1

保育士の欠員補充

2級

主任

特別会計

12人

11人

＋1

歯科衛生士の増員

3級

係長

15人

30.6％

7人

7人

0

4級

主査

7人

14.3％

議会事務局

1人

1人

0

5級

課長補佐

教育委員会

12人

12人

0

6級

課長

計

88人

86人

＋2

3人    6.1％

3人    6.1％
9人

計

18.4％

49人 100.0％

（注1）級区分は、大蔵村給与条例によるものです
（注2）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です

給与のあらまし
■人件費の状況

異なる

（普通会計決算

住民基本台帳人口

人件費（B）

人件費率（B/A）

27年度の人件費率

3,884,898千円

61,502千円

771,260千円

19.9％

19.2％
（普通会計決算

給与費

勤務時間

8：30～17：15（休憩時間12：00～13：00）

79人

職員手当

期末・勤勉手当

計

職員1人当たりの
給与額

308,054千円

59,401千円

117,796千円

485,251千円

6,142千円

■職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢

■休暇取得状況

区分

20日の年次有給休暇を付与（平成28年実績：平均取得日数11.1日）

■職員研修の状況
最上広域市町村圏事務組合（新規採用職員研修）２名受講
山形県市町村職員研修所（係長級職員研修、法制執務研修等）25名受講

分限処分

職員の勤務実績が良くない場合や心
身の故障の場合などの処分

免職

休職

降任

降給

0人

0人

0人

0人

懲戒処分

法令違反や全体の奉仕者としてふさ
わしくない非行があった職員の処分

免職

停職

減給

0人

0人

0人

（平成29年4月1日現在）

一般行政職

技能労務職

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

大蔵村

307,200円

364,213円

40.0歳

297,700円

315,539円

45.7歳

山形県

342,900円

422,813円

44.1歳

336,800円

376,623円

48.8歳

■職員の初任給

■職員の分限及び懲戒処分の状況

平成28年度）

給料

職員数

毎週月曜日から金曜日までの5日間（国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く）

（参考）

実質収支

■職員給与費の状況

勤務を要する日

平成28年度）

歳出額（A）

（平成29年3月31日）

3,403人

■勤務時間の状況

11

職員数の状況

公企等特別会計

人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況（平成28年度）

年次有給休暇

職員の給与は、国家公務員の人事院勧告や山形県人事委員会勧告、また他の自治体との均衡を考慮し、村

■職員数の状況と主な増減理由

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
（2〜20％加算）
（2〜45％加算）

■各種手当

大蔵村職員の給与と人事行政の運営等の状況についてお知らせいたします。
議会の審議を経て村条例で定められています。

最高限度額 49.59月分 49.59月分

（平成29年4月1日現在）

期末手当

自己都合

国の制度

勤続20年 20.445月分 25.55625月分

その他加算措置

村職員給与等のあらまし

（平成29年4月1日現在）

大蔵村

区分

計
月額×1.4×3.2月分

区分

その他

■職員の退職手当

支 給 率

給料

広報

No.702

区分

（平成29年4月1日現在）

一般行政職

■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

（平成29年4月1日現在）

一般行政職

区分

技能労務職

大卒

高卒

高卒

10年以上15年未満

269,900円

−

−

149,300円

15年以上20年未満

314,100円

269,900円

281,000円

146,100円

20年以上25年未満

367,300円

324,500円

299,200円

大卒

高卒

大蔵村

171,300円

149,300円

戒告

山形県

182,100円

0人

国

178,200円
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健康衛生についてのお知らせ
インフルエンザに注意しましょう！
インフルエンザ
インフルエンザは毎年冬に流行し、私たちの健
康に大きな影響を及ぼす代表的な呼吸器感染症で
す。
普通の風邪とは異なり、突然の高熱とともに、
関節痛・筋肉痛など全身症状が特徴で、のどの痛
みや鼻汁、咳などの症状も見られます。
季節性インフルエンザの種類
■Ａ型（Ｈ1Ｎ1）
平成21年に流行した新型インフルエンザと同
じ型
■Ａ型（Ｈ3Ｎ2）
いわゆる香港型
■Ｂ型
ビクトリア系統と山形系統があります
今季は、いずれの型のインフルエンザも流行の
可能性があります。
予防のために
インフルエンザを予防するために、次の5つの
ことを心がけましょう。
① 手洗い
帰宅時や咳やくしゃみで口を押さえた後など、
こ

まめな手洗いは感染予防の基本です。石けんを十分に
泡立てて、
指先から手首までていねいに洗いましょう。
② マスクの着用
咳やくしゃみ等の症状がある時や、屋内や乗り物な
ど換気の不十分な場所、混み合った場所などではマス
クを着用しましょう。
③ 適度な湿度
空気が乾燥するとのどの防御機能が低下し、インフ
ルエンザにかかりやすくなります。適度な湿度（50
～60％）を保つことが大切です。適度な換気も行い
ましょう。
④ 体調管理
十分な栄養・休養・睡眠を心がけましょう。
⑤ 人混みを避ける
特に流行時には人混みを避けるようにしましょう。

東京2020のマスコットは、私たちがえらびます。
東京オリンピック・パラリンピックのマスコットは、

かかったなと思ったら
症状が重い場合は、医療機関に事前に電話して早
めに受診しましょう。早期の抗ウイルス薬が有効で
す。症状が軽くても無理をせずに、きちんと休みま
しょう。
問合せ 
役場健康福祉課健康衛生係

全国の小学校の学級単位による投票でえらばれます。
大蔵村では、東京オリンピック・パラリンピックの「マスコット

投票宣言」をしています。それに伴い、1月16日（火）に大蔵小学校で、
東京オリンピック・パラリンピックのマスコットの投票が行われまし
た。この投票は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

☎75-2104（内線271）

員会が実施する「東京2020参画プログラム」として認証されています。
子どもたちがオリンピック・パラリンピックについて学び、大会マス
コットを小学生の投票により決めるということは過去の大会にはなか

第38回

大蔵村健康のつどい

健康スローガン

今月のおすすめの本

気配り声かけ 明るい笑顔
みんなで守ろう こころの健康

◆日時

平成30年3月4日
（日） 受付開始 9：30

◆場所
大蔵村中央公民館

◆講演会
演題
あなたが主役でまちが輝く
～地域の底力のヒミツ～
講師
堀 尾 正 明 氏

◆主な内容
表彰式、村内保育所園児によるお遊戯発表、
大蔵村芸術文化協会発表、寸劇、講演会
問合せ  役場健康福祉課健康衛生係

☎75-2104
（内線271）
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大蔵村中央公民館 図書室だより

年に数回、
新書の紹介
をします。

った史上初の試みで、東京2020大会に直接参加できる貴重な機会でも
あります。子どもたちは、3種類のマスコットの説明を聞いた後、学年

ごとの話し合いを行い、「日本らしい動物がモチーフになっているから、

君たちはどう生きるか
▶吉野 源三郎 / マガジンハウス

このマスコットがいい」「たてがみが風になびいていてかっこいい」な

1937年に出版されて以来、数多くの人に読み継
がれてきた吉野源三郎さんの名作。勇気、いじめ、
貧困、格差、教養･･･今も変わらないテーマに真摯
に向き合う主人公のコペル君と叔父さん。時代を
超えた名著が新装版で再び出版されました。

らびました。

新しい本がたくさん入りました
◦いっさいはん ▶minchi / 岩崎書店
◦でんしゃのずかん ▶五十嵐美和子 / 白泉社
◦なつみはなんにでもなれる ▶ヨシタケシンスケ / 白線社
◦こねてのばして ▶ヨシタケシンスケ / ブロンズ新社
◦おふくさんのおふくわけ ▶服部美法 / 大日本図書
◦1から100まで かずのえほん ▶クリストファー・フランチェス・チェリ / 大日本絵画
◦陸王 ▶池井戸潤 / 集英社
◦マスカレード・ナイト ▶東野圭吾 / 集英社
◦ふたご ▶藤崎彩織 / 文藝春秋
◦キラキラ共和国 ▶小川糸 / 幻冬舎
◦モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット ▶佐久間健一 / サンマーク出版
◦世界一おいしい煮卵の作り方 ▶はらぺこグリズリー / 光文社
※中央公民館の図書室でかりることができます

ど、えらんだ理由を発表しながら、学年ごとに一つのマスコットをえ

受賞おめでとうございます
監査事務功労者総務大臣表彰 海藤 敏昭さん（清水三）
海 藤 敏 昭 さ ん は、 平 成15年

交通安全協会員感謝状 中島 俊一さん（沼の台）
中島俊一さんは、大

4月から平成27年3月までの12

蔵村の交通安全協会の

して精励された功績が認められ、

り、地域の交通安全活

年間、大蔵村の代表監査委員と

総務大臣表彰を受賞されました。
海藤さんは、長きにわたり大蔵

村の財務や事業について法令に

会員として長きにわた
動に尽力されています。
中島さんは現在、村交

通安全協会肘折分会の

違反していないか、効率的に行

副会長としても活躍しており、街頭指導をはじめ、カー

力いただきました。

安全を守るために日々活動しています。

われているかなどの監査にご尽

ブミラーの交換や交通安全ののぼり旗の設置など地域の

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 12

平成30年 2 月

INFORMATION

㈱三和食品大蔵工場の作業スタッフ募集
4月に稼動予定の大蔵工場の
作業スタッフを募集しています。
◎内容 食品製造（惣菜、
しそ巻き）
◎資格 経験不問
◎給与 時給750円～
◎勤務時間 8：15～17：15
（午前のみ・午後のみなど短時間勤務も可）
◎休日 土日祝日
◎待遇 社会保険・通勤手当・健康診断等
問 役場産業振興課農政係 275−2105
□
株式会社三和食品 245−2136
有機農産物認証制度講習会
新たに有機農産物の認定申請
を予定している方などを対象と
した講習会を開催します。
◎とき 2/21
（水）10：00～16：00
◎場所 水土里ネットやまがた
◎内容 有機農産物認証制度の概
要や認定申請の方法など
◎受講料 669円（資料代）
◎申込締切 2/13（火）
申□
問 （公財）やまがた農業支援センター
□
有機農産物担当 2023−642−2905
http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp

赤い羽根共同募金

   【ご寄附合計額

地域福祉活動に使われる
「じぶんのまちを良くするしくみ」であり、災害の
際には地域を越えて被災者を支えあうしくみとしても役立っています。昨年
度の寄附金の一部は今年度、高齢者健康増進事業や地区児童公民館等遊
具設置事業などに活用しました。
歳末たすけあい募金

【ご寄附合計額

453,600円】

村の社会福祉協議会で配分委員会を開催し、村内の要介護・支援高齢者、
身体障がい者の方々や、翠明荘などの最上管内福祉施設に配分しております。
皆様からの温かい善意に深く感謝申し上げます。
問合せ  大蔵村社会福祉協議会

戸籍の窓
（12月16日〜1月15日届出分）

642,700円】

☎75-2104
（内線273）

─ 平成29年分からの ─

確定申告の医療費控除について
平成２９年分の確定申告からは領収書の提示・添付が不要になり、明細
書の提出だけで医療費控除を受けることができるようになり、手続きが簡略
化されます。申告時の待ち時間短縮のためにも、明細書の作成をよろしく
お願いいたします。
平成29年分 医療費控除の明細書記載例

◎とき

2/25（日）
1回目10：00/2回目13：30
◎場所 ゆめりあ ホール・アベージュ
◎入場料 無料（整理券が必要）
◎上映作品 いしゃ先生
※各回の定員は75名。整理券の
受付は2/1（木）9：00開始です。
問 最上広域交流センターゆめりあ
□
事務室
228−8888

お誕生おめでとう
地区

お名前

赤 松

加藤

合 海

伊藤

（保護者名）

みつ き

充稀くん（ 聡 ）
み く

美來ちゃん（和幸）

お悔み申し上げます
地区

お名前（年齢） 世帯主

烏 川

大竹トメヨ（94）清

彦

赤 松

五十嵐三郎（96）吉

一

○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。

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,084戸 （1,090戸）
3,346人 （3,436人）
1,648人 （1,692人）
1,698人 （1,744人）
男 0人
女 0人
計 0人
3人
2人
5人
0人
1人
1人
3人
9人
12人

※平成29年12月末現在 （ ）内は昨年同期

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

12 10 8 3 2

9

33

2

27 19 16 7

（単位 : μ Sv/h）

1

月の日誌

25 17

◦肘折さんげさんげ
◦行政相談
◦新春の集い
◦肘折幻想雪回廊

−

−

15

ご協力ありがとうございました

第６回ゆめりあ映画上映会

日㈰
日㈫
日㈮
日㈯

30 30 3

21

29

求職者の生活・就労相談会
求職者の安定及び再就職の促
進を図るため、
生活や住まい、
就労
等に関する相談事業を行います。
◎とき 2/22（木）～2/24（土）
10：00～17：00
◎内容 求職者の生活や住まい、就
職活動に関する悩みなど
◎相談方法 電話でご相談ください
フリーダイヤル0800−800−7867
◎相談費用 無料
問 山形県求職者総合支援センター
□
20800−800−7867

月の予定

16 11 1

30

病院や福祉施設で患者さん達
とのふれあいを通して、命や医療、
介護について考えてみませんか。
◎とき 5/6（ 日）～5/19（ 土）の
施設実施日
◎体験できる施設
県内の病院、
診療所、
福祉施設、
訪問看護ステーションなど
◎対象 一般住民
◎申込締切 2/23（金）
※施設ごとの定員により体験施
設を調整しますので、ご了承
ください。
問	 
（公社）
山形県看護協会
□
2023−685−8033

日㈮ ◦大蔵小学校スキー記録会
日㈯ ◦肘折幻想雪回廊
日㈭ ◦ 大蔵小学校新入生一日体験入学
日㈯ ◦肘折幻想雪回廊
日㈪ ◦ 第 回 あっとほー むイン
ディアカ大会
◦肘折幻想雪回廊
◦第 回地面出し競争
肘折

31

最上地域の優良企業25社が参
加予定！
◎とき 2/22（木）13：00～16：00
◎場所 ニューグランドホテル新庄
◎内容 企業と求職者の個別相談
◎対象 最上地域で就職・転職
希望の方
問 最上地域雇用創造推進協議会
□
223−6212

ふれあい看護体験

日㈯
日㈰

22

12

オールもがみ合同就職面接会

─ 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 ─

測定日：平成30年1月12日
（金）

新庄市夜間休日診療所

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・ ／ 〜 ／ 】
時 分〜 時 分
時
〜 時 分
◦問合せ先
新庄市健康課健康推進室
☎
2111
30

手数料も高額となってしまいま
す。所有者が亡くなられたとき
は、早めに相続登記しましょう。
山形地方法務局新庄支局での相
続などの登記に関するご相談は
予約制となっています。
問 山形地方法務局新庄支局 222−7528
□

土地や建物の相続登記がされ
ていないため、所有者の把握が
困難となる所有者不明土地問題
が顕在化しています。相続登記
をしないでおくと、さらに相続
が重なるなど権利関係が複雑と
なり、その調査に時間がかかる
ほか、相続登記の手続き費用や

退職後も引き続き輝く看護職
（プラチナナース）に対し、多様
な勤務形態や勤務場所の情報提
供を行うことで、離職後も自分

18

のライフスタイルに合わせた働
き方ができるように支援します。
◎とき 2/24（土）13：30～15：30
◎場所 山形県看護協会会館
看護研修センター
◎対象 プラチナナース
（退職予
定者も含む）50名程度
◎内容 再就職に役立つ履歴書・
職 務 経 歴 書の書き方、
多様な働き方とナースセ
ンターの活用術、個別相
談会など
◎参加料 無料
◎申込締切 2/16（金）
申□
問 （公社）
山形県看護協会
□
2023−646−8878

相続登記について

プラチナナース研修

13 8
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測定場所 大蔵中学校グラウンド

領収書の提示・提出は不要になりましたが、５年間（平成２９年分は平成
３０年３月１５日から５年間）保存する必要がありますので、ご注意ください。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の
領収書の添付または提示によっても申告することが可能です。
※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除のどちらかを
選択して受けることができます。
問合せ  役場住民税務課税務係

地上高

地上50㎝

地上1m

測定値

0.02

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

☎75-2103
（内線251）
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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！

じょういちろう

常一朗くん
（桂一）

こ

おおくらくんがみつけた

むらの
み�どご
おもし�どご

今月の﹁みっどご︑
おもしぇどご﹂

⑳ 湯ノ台スキー場

わーい！
乗れた！乗れた！

スーー
スーー

★すきなもの

田

車のラジコンとスイカ

（合 海） 松

な

痛ててーころんじゃった〜
カラダが雪まみれに
なっちゃった〜
︶
︵でも︑もともとか ･･･

デンッ！
！

あっちには
アルペンスキー用の
コースもあるよ！
みんなで来てね〜♪

検索

ホームページ

★すきなもの
ジャスミンとスイカ

な

（白須賀） 國 分 菜奈子ちゃん
（崇）

じゃーん♪
今日は湯ノ台スキー場で
スキーにチャレンジ！
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