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今季の冬は手強かった…
春まで380㎝

― 主な内容 ―
02 ︱ 地面出し競争
05 ︱ 国民健康保険の届出について
08 ︱ おおくら升玉水力発電株式会社設立調印式
森林管理署最上支署だより
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昭和 年に気象庁の地域気象観測シス
テム（アメダス）での積雪深の計測が
始まって以来、肘折観測所の最高値で
あった。雪に慣れている住民も、 時
間で約１メートルも積もった雪に「今
ん、雪かきのプロともいえるＰＴＡチ
ームが圧勝だった。肘折小中学校の子

小中学校で 年間続いた雪上運動会の
競技の一つであった。赤組、白組、そ
してＰＴＡのチームに分かれて、地面
を目指してひたすら雪を掘る。もちろ

24

（平成30年）

Love Snow
（肘折）

第9回
（2月25日開催）
Love Snow5連覇達成！

─ 優勝チームのコメント ─

今年の雪は手ごわく、苦

28

戦しました。周りのチー

ムも優勝を狙ってきてい

21

ましたが、肘折軍団とし

ては負けられないという

想いが強かったです。冷

静に掘り進めることがで

きたのは、日々肘折の雪

とむきあっているからだと思います。

Love Snow（奥から横山鳳夫さん、甲州享二さん）

面出し競争のことを話すとみんなが面

6分14秒

2018

22

（平成29年）

Love Snow
（肘折）

40

第8回・積雪264㎝

2017

第9回・積雪380㎝

戦いがある。今年で９回目をむかえた

4分55秒

や固さなどの条件は毎年異なるため、
地面までの雪の層を予想しながら掘り
進めなければならない。しかし、急ぐ
あまり雪を掘るスペースを狭くしすぎ
ては地面までたどりつくことができな
い。地面までの距離を予想した上で最
適なスペースを確保しつつ、雪をバラ
バラにしないよう、ブロック状に雪を
掘り出し、雪上まで運び出す。この一
連のチームワークが上位を狙う鍵とな
っている。地面出し競争はまさに、豪
雪地で暮らす人々の除雪の技術とノウ
ハウが結集された競技ともいえる。
一度参加してみると、その面白さ、
奥深さに気づかされ、誰かに熱く語り
たくて仕方が無くなってしまう。地面
出し競争とはそんな魅力を秘めている
のだ。

6分46秒

白がってくれた。肘折の名物競技であ
る地面出し競争だけでも続けていくこ
とはできないだろうか」との想いを胸
に秘めていたという。同年、総合型地
域スポーツクラブが設立され、そのＯ
ｈ！蔵ＳＰＯＲＴのイベントとして地
面出し競争を継続することになった。
２０１０年（平成 年）の第１回大
会は、村内の参加者を中心に９チーム
で優勝の座を争ったが、年々参加者は
増え日本各地そして海外からの参加も
あり、現在は約 チームでの戦いが繰
り広げられている。地面が見えると、
どのチームからも歓声があがり、掘り
きった達成感とともに春を待ち焦がれ
ていた気持ちが溢れ出る。
競技の内容はとても単純だが、実は
とても奥の深い競技だという。雪の量

12分53秒

春を掘り出せ！

歴代優勝チームのタイム

3分10秒

6分01秒

14分35秒

11分25秒

7分49秒

地面出し競争

年はよく降る」と口をそろえて話す。
雪は道路標識の高さまで積もり、除雪

競う。優勝チームには金のスコップが
贈られる。
この地面出し競争はもともと、肘折

掘って地面を出すか」を目的としてい
る。スコップとスノーダンプを駆使し、
地面を出し、土を届けるまでの時間を

「地面出し競争
肘折」
だ。地面出し競争は「いかに速く雪を

肘折

冬 が 始 ま る 前 か ら、「 大 雪 に な る 」
とささやかれていた今季。１月 日に
肘折で３４９センチの積雪深を記録し、
例年に比べて今季の雪はやはり多いと
感じていた矢先、更なる強い寒気の影
響で２月 日には４４５センチの積雪
31

深を記録した。この４４５センチは、

13

作業は１日に何度も行われた。
どもたちは雪かきのプロの背中を見な
日本一の豪雪地として有名な肘折。
がら育ってきた。
豪雪が日本一ならば、除雪力も日本一
２ ０ ０ ９（ 平 成 年 ） ３ 月 を も っ
と言えるだろう。そんな日本一の豪雪
て、肘折小中学校は閉校となった。肘
と除雪力を兼ね備えた肘折の地で毎年、 折でそば屋を営む早坂隆一さんは、「肘
２月第４日曜日に開催されている熱い
折の外に進学や就職で出たときに、地

57

Love Snow
（肘折）
2016

Love Snow
（肘折）
2015

第7回・積雪242㎝

（平成28年）

第6回・積雪285㎝

（平成27年）

Love Snow
（肘折）
2014

第5回・積雪345㎝

（平成26年）

肘折⻘年団
2013

第4回・積雪378㎝

（平成25年）

スーパーJチャンネル（肘折職人チーム）
2012

第3回・積雪354㎝

（平成24年）

肘折⻘年団
2011

第2回・積雪245㎝
（平成23年）

今どきの男
（肘折⻘年団）

2010

第1回・積雪210㎝
（平成22年）
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地面出し競争
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地面出し競争
ベロニカさん、アルネラスムスさん（Bomb Diggity）

忘れずに届出を！

国民健康保険の届出について

～住民税務課国保年金係から～

国民健康保険に加入または脱退する場合は、14日以内に役場窓口に届出をしてください。ただし、75歳になっ

て後期高齢者医療制度に移行する場合は、届出は不要です。
○国民健康保険に加入するとき
こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市町村から転入するとき

印鑑、他の市町村の転出証明書、マイナンバーのわかるもの

職場の健康保険をやめるとき／職場の健
康保険の扶養からはずれるとき

健康保険資格喪失連絡票などの職場の健康保険をやめた証明書、
印鑑、マイナンバーのわかるもの

子どもが生まれたとき

世帯主の保険証、母子健康手帳、印鑑

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

○国民健康保険をやめるとき
こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市町村に転出するとき

保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

職場の健康保険に加入するとき／職場の
健康保険の扶養に入るとき

国民健康保険証、職場の健康保険証、印鑑、マイナンバーのわか
るもの

死亡したとき

保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

生活保護を受けるとき

保険証、保護開始決定通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

肘折は雪が本当に多いですね。地面出
１ 前夜祭
し競争は大変でしたが、楽しかったです。
掘る前からすでに戦いが始
コツも教えてもらいましたが、まずはみ
まっています。地元のプロ
んなで頑張りましょう！と言いながら掘
による地面出しレクチャー
りました。来年も肘折に来ます！
が行われます。敵チームの
星川俊也さん（山形東亜DKK株式会社チーム）

届出に必要なもの

村内で住所が変わったとき

変更があった方の保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

氏名が変わったとき

変更があった方の保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

世帯や世帯主が変わったとき

変更があった方の保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

●届出が遅れても、保険料は国民健康保険の資格を取得した時点までさかのぼって納めなければなりません。

●国民健康保険の資格がない状態で、誤って国民健康保険証を使用してしまった場合は、国民健康保険が負担した
分の医療費を返納していただく場合があります。

●ほかの健康保険に入ったとき、国民健康保険をやめる届出をしないと保険料を二重に支払ってしまう場合があり
ます。

4

4

国民健康保険の学生特例について
る学生も引き続き、大蔵村の国民健康保険を利用できる特例があります。この特例を利用する学生に対しては、学
生用の保険証が交付されます。手続きと必要な書類は次のとおりです。

㊟

かるもの、平成30年4月1日以降発行の在学証明書

有効期限は、一般の保険証と同じ7月31日までになります。在学中は毎年4月に在学証明書の提出が必要です。

卒業や就職等の事由により学生でなくなった場合は、資格がなくなりますので速やかに申し出て保険証を返還
してください。

5

「春を掘り出せ！」
。地面が出た瞬間
いる人も感動できる瞬間でもありま
す。肘折小中学校の頃の地面出し競
争のときは、子どもも保護者も必死
になって雪を掘っていました。どのチームも雪を掘ることだけ
に必死になって、子どもたちも頑張っている、大人たちも頑張

風に掘っていた」など、地面出し競争が近くなると、各チーム
で作戦を立てています。それを前夜祭で語りあっています。地
面出し競争は雪について語りたくなる競技といえますね。地元

います。単純そうで、毎年積雪の状況は変わりますし、コツが
必要な奥深い競技とも言えます。
肘折の最高積雪が今年は話題になりましたが、雪国ならでは
の知恵があるので、地面出し競争を通じて肘折の雪掘りの技術
を知ってもらいたいですね。掘れば地面は必ずありますし、必

問合せ  役場住民税務課国保年金係

☎75-2103（内線263）

スタートラインから一斉に

走りだします。ある意味見
ごたえのある徒競走。転ぶ
人も続出。ここで息が切れ
てしまう人も多いです。

４ 雪を掘り始める

始めます。この掘り始めの

さないで掘っていることです。どのチームも真剣に勝負に来て

届出に必要なもの ▷ 印鑑、新しい住所地のわかるもの、マイナンバーのわかるもの、学校の名称と所在地がわ

３ ヨーイドン！

地面出し競争のキャッチコピーは、

チームの強さの秘密は、雪を常に扱っていることや、雪をくず

転出の届出を役場窓口で行った後に、学生用の保険証の申請を行います。

んここも本気で挑みます！

どのチームもまずは、スノ

早坂 隆一さん（肘折）

す。
「次はこうしたほうが速いんじゃないか？あっちはこういう

国民健康保険は、本来、住民票のある市区町村で加入しますが、就学のため住民票を村外に移し、家族と別居す

いチームから掘る場所を決

めることができます。もちろ

─ 地面出し競争の奥深さ ─

地面出し競争は1回参加すると語りたくなる競技でもありま

4

いえます。滑った距離が長

雪国の暮らしはしんどいですが、暮ら
しを良くするための知恵があります。雪
国に住む人々の精神性やそこに住まう
人々の文化に特別な意味を持たせたいと
思っています。この想いこそが、私たち
が優勝を目指して参加している理由です。

っている。感動しながら掘っている姿が記憶にあります。
4

地面出し競争の予選会とも

福田真さん（チームスタフク）

は、春を感じる瞬間でもあり、見て

もし、国民健康保険の届出が遅れてしまうと・・・

作戦を聞き出すチームも。

２ ソリンピック

今年は若いメンバー2人が加わって、
連携プレーができました。あまり大きく
掘りすぎず、ロスなく掘れたことが準優
勝につながりました。また、肘折の温泉
に入ることも毎年楽しみにしていること
の一つです。

○その他のとき
こんなとき

これが地面出し競争

ず春がくるようになっています。地面出し競争は肘折の積雪を
体感できる絶好の機会ともいえます。

ーダンプ2台を使って掘り

幅と長さを誤ると最後まで
苦労することになります。

５ 地面を目指せ
最大で４丁使えるスコップ

を駆使して、地面を目指し
ます。スコップより穴が小
さくなってしまい、悪戦苦
闘する場面でもあります。

６ 土をとどける
ようやく掘り出した土を持

ち、審査員の待つゴールに
むかって全力疾走します。
転倒による大逆転劇がドラ
マを生みます。

７ 金のスコップ授与
優勝チームには金のスコッ

プ、準優勝のチームには銀
のスコップ、第３位のチー
ムには銅のスコップがそれ
ぞれ贈られます。

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 ⑥

前号では、大蔵村の介護サービス給付費の推移
を解説しましたが、今月号では『大蔵村の介護予
防講座（健康教室）』を解説します。

真冬の熱い戦い
インディアカ大会

除雪ボランティアによる
雪かき作業

介護保険サービス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

大蔵村若者ミーティング
活動報告会

の『健康寿命』を延ばす必要性があります。その
ための取り組みとして大蔵村では、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。
今年度実施している事業について紹介します。
冬期健康づくり巡回教室
閉じこもりがちな冬期間の外出機会の増加、筋
力維持、介護予防につなげる活動として「運動教
室」
、
「口腔機能予防教室」、「輪投げ・健康体操教
室」を昨年度未実施の村内7地区で行っています。
また、他地区はOh!蔵SPORTに委託し、村内全
地区健康教室を実施しています。
大蔵村ふれあいサロン
村内10地区でサロン活動を行っています。
サロン活動とは、地区住民が主体となって高齢
者などが気軽に集まれる場所（＝サロン）を作り、

２月12日（月）、中央公民館で第33回あっとほーむ
インディアカ大会が開催されました。インディアカ
は羽根の付いた特殊なボールを手で打ち合うバレー
ボールのようなスポーツです。村内外の中学生から
一般までの10チーム48人が大会に参加し、白熱した
試合が繰り広げられました。２つのブロックで試合
が行われ、村内外男女混合チームの「すまんごめん
チーム」と女子高校生チームの「チョウナンゆうか
withG」が優勝しました。

モガミの町火消し達
ギャラリートーク

１月30日（火）、村社会福祉協議会と社会福祉法人
大蔵福祉会が主催し協力者を呼びかけ、一人暮らし
の高齢者世帯の雪かき作業が実施されました。この
日は20人の協力者が村内の高齢者宅３世帯を訪れ、
軒先まで降り積もった雪をスコップやスノーダンプ
を使って取り除きました。家の除雪をしてもらった
方は「この大雪で暗い家の中で心細く過ごしていた。
窓が明るくなり本当に嬉しい」と笑顔を浮かべ話し
ていました。

自己記録の更新を目指して！
大蔵小学校スキー記録会

住民と参加者が一緒になって運営していく楽しい
仲間作りの活動をいいます。
サロンの参加者が楽しめるものであれば、内容

１月26日（金）、中央公民館で村の20代～30代で構
成されている若者ミーティングの活動報告会が行わ
れました。村特産のそばを使った「南蛮そばコロッ
ケ」のレシピ開発や大産業市への出展などの報告が
行われました。東北芸術工科大学コミュニティデザ
イン学科の学生とともに活動をしており、学生から
は「輝いている村の中高年の女性を特集した写真集
を作成したい」など様々な提案がありました。

長寿の森と
村婦人会の合同研修

は自由としていますので、各地区で様々な活動を
しています。来年度はさらに実施地区が増える予
定となっています。
『健康寿命』を延ばすためには、具合が悪くな
ってからのリハビリだけではなく、日頃からの予
防が大切です。今後も重点的に介護予防事業を展
開していきますので、みなさまの積極的な参加を
お願いいたします。
健康寿命を延ばしていつまでも地域・自宅で生
活できる状態を目指しましょう。
次号では、
『大蔵村の第7期介護保険料につい
て』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）

２月12日（月）、中央公民館で最上地域の消防小屋
の写真展開催を記念した、ギャラリートークが行わ
れました。写真は、消防小屋の表情の豊かさに興味を
もった民俗写真家の松田高明さん（新庄市）が３年を
かけて消防小屋とその地域の消防団員を撮影したも
ので、トークセッションでは、工学院大学の後藤治
理事長や東北芸術工科大学の竹内昌義教授など、建
築の観点からの対談も行われました。また、工学院
大学の学生からは、合海地区消防小屋の解体部材の
活用方法の提案がありました。

２月２日（金）、大蔵小学校スキー記録会が開催
されました。子どもたちはこの日のために練習を重
ね、自己記録を更新しようと懸命に走っていました。
１年生は初めてのスキー記録会でしたが、慣れない
スキーにバランスを崩しながらも全力でゴールを目
指していました。応援にかけつけた保護者や地域の
みなさんからは「最後まであきらめないで！負ける
なー」と熱い声援が送られ、全員がゴールすると会
場からはあたたかい拍手がわきおこっていました。

２月13日（火）、長寿の森と村婦人会の合同研修会
が開催され、最上消費生活センターの長澤要一さん
を講師に迎え、悪質商法による詐欺の被害に合わな
いための学習が行われました。悪質商法には様々な
手口があり、家族や近所の人に相談することが大切
だということを学習しました。また、村生活支援コ
ーディネーターの長南智美さんを講師に、自宅でで
きる簡単な健康体操を実際に体を動かしながら学ん
でいました。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら

6

水資源を利用し、エネルギーの

行われました。銅山川の豊富な

力発電株式会社設立調印式」が

特定目的会社「おおくら升玉水

堤は土砂災害を防ぐためだけの

込む方式で発電します。砂防堰

開口部を設け、下流に水を引き

取水のために砂防堰堤の袖壁に

流直下に発電所を建設します。

れた舛玉砂防堰堤を活用し、下

た「 シ ラ ス 層 」。 そ の 地 層 は 脆 弱

肘折カルデラと周辺に厚く堆積し

約一万年前の噴火によりできた

んできました。

総事業費２１５億円を投じて取り組

国道保全のための法枠工等の施工に

を抑制する排水トンネルや集水井、

ルに及ぶ事業地を対象に、地すべり

山形森林管理署最上支署だより⑧

自立とともに地域の活性化を図
施設と考えがちですが、この発
ゆえ地すべり災害が頻発してきま

銅山川地区地すべり防止事業

りたいとの思いから、水力発電
電事業を通じて、砂防堰堤が私
した。私たちの生活を守るため行

年に建設さ

事業で実績がある株式会社工営
たちのエネルギーを作り出す場

発電所は、昭和

エナジー
（東京都）
ともがみ自然
われている大規模な地すべり防止
すべり防止事業の実施状況と効果の

日
（月）
、役場会議室で

エネルギー株式会社
（新庄市）
が
として「夢と希望」を持つこと
事業について、計８回のシリーズ
分析・評価、今後の事業の必要性・

１月

パートナーとなり、官民共同の
ができる、そうした意識改革に
でお伝えしています。

総落差 / 11.877ｍ

有効落差 / 10.16ｍ（最大使用水量時）
使用水量 / 6.0㎥ /s（最大使用水量）
年間可能発電電力量 / 3,452MWh

概算建設工事費 / 8億円（税抜き）

日（金）には、これまでの地

協力を得ながら、約３２８ヘクター

１月

名が出席し、活

当日の検討委員会に先だち、昨年

☎ 〇二三三 六二 二一二二

山形森林管理署最上支署（治山グループ）

問合せ

安心の確保に努めてまいります。

めることで、地域のみなさまの安全

るとともに、計画に沿って事業を進

事業のあり方等について検討を深め

機関との調整を行いながら、今後の

東北森林管理局では、さらに関係

施しました。

月には関係者による現地視察会も実

10

発な議論が交わされました。また、

県・村の関係者約

等 の 研 究 機 関 や 東 北 森 林 管 理 局・

形市で開催しました。当日は、大学

対策等について検討する委員会を山

19

ぜいじゃく

大蔵村の湯ノ台地域で平成４年よ
年目を迎えます。

り実施している直轄地すべり防止事
業は、来年度で

30
−

▲ 検討委員会の様子

これまで、地域のみなさまからのご

表彰式で微笑む越後さん（写真右）

深見

﹁ヘビの
レストラン﹂
作・絵

おまじないをかけるため、あた

きゃくさんのぶたは、やさいに

がりょうりをつくるのです。お

ません。なんと、おきゃくさん

は手がないのでりょうりはでき

をひらきました。でも、ヘビに

へびがあたらしいレストラン

春夫

岐阜県高山市の飛騨ほおのき平ス
全国高校スキー大会
キー場で開催された第 回全国高校
アルペン女子大回転
スキー大会において、日大山形３年
第３位
越後英美華さん（金山） の越後英美華さんが、アルペン女子
回転で第５位、大回転では見事第３
位（合計タイム２分 秒 ）に輝きま
した。大回転では、安定のすべりを
見せ初の表彰台をつかみとりました。
誠におめでとうございます。越後さ
んは大学に進学し、今後もアルペン
スキー競技を続けるとのことです。
さらなる活躍を期待しています。

−

27

まにのせてうたいながらおどっ

67

読み聞かせ時間「６分」

※中央公民館で借りられます。

なるようなたのしいお話です。

お子さんがおてつだいしたく

くらいおいしいりょうりでした。

たべてみるとなきだしてしまう

おいしそうにはみえないけれど、

させます。できあがってみると、

り、おかしなことばかりへびは

たり、なべにむかってわらった

60

発電方式 / 流込式水路式

紙資源（古紙）には、新聞（チラシ）
・雑誌・雑紙・
段ボール・牛乳パックの5種類があります。ビニー
ルやプラスチックなどを混入しないように気をつ
けましょう。ビニールの表紙などで製本されてい
るものは必ず剥がしてください。役場前の資源ス
テーションに出すときは、持てる範囲の重さにま
とめ「白い紙ヒモ」でしばりましょう。牛乳パッ
クは、ビン回収の日にお近くのゴミステーション
に出すこともできます。

22

河川 / 最上川水系銅山川
このように古紙や古着を「燃やせるごみ」として出
すのではなく、資源として出すことでゴミの減量化に
つながります。また、ゴミの焼却量を減らすことで、
二酸化炭素の排出量を抑えることができ、環境に優し
い取り組みとも言えます。詳しいゴミの分別方法は
「ごみ分別完全ガイド」でご確認ください。季節の変
わり目はゴミの排出量が増えますが、地域で声をかけ
あい、
ゴミの分別及び資源化にご協力をお願いします。

「地域の安全・安心をいつまでも」

事業として取り組むことになり
つながるものと考えます。平成

1,760㎏

☎75-2104（内線271）
問合せ  役場健康福祉課健康衛生係

年春の稼動を目指し、雪解け

ました。民間企業と地方自治体

55

を待って工事に着手します。

36,007㎏

580㎏

はんてん

わた

32
33,563㎏

870㎏

してください。

32,044㎏

古着資源（布・靴・バック）

で、綿が入っている半纏や掛け布団などは回収できま
せん。靴類は、両足がそろっていてきちんと履けるも

までの3倍、紙資源についても平成28年度と比べ
約7％の伸び率となっています。
<資源量の変化>

おおくら升玉水力発電所の概要

が共同で行う水力発電は全国で

平成27年度 平成28年度 平成29年度
年度

ゴミから資源へ
紙資源
（古紙）

も珍しい取り組みでもあります。

〜古紙と古着の資源化量が増えています〜

8
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の。バッグ類は、壊れていない使用できるものが資源
となります。村指定の燃やせないごみ袋に種類別に入
れて、古着回収の日にお近くのゴミステーションに出
紙資源
（古紙）

古着資源には、古着・靴類・バッグの3種類があ
ります。古着（布）はTシャツ・コート、ジャケット
大蔵村でのゴミの資源化量が増えています。本
年度から始まった古着のステーション回収はこれ

おおくら升玉水力発電株式会社 設立調印式
vol.50

大蔵村環境衛生通信

22
古着資源（布・靴・バック）
ゴミの資源化量の増加
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問 役場住民税務課国保年金係
□

INFORMATION

以下のものは回収できません。
＜回収できないもの＞
×宛先不明で返されたもの
×消印が押されているもの
×宛先住所や氏名が黒く塗りつぶ
されているもの
（年賀状のみ）
×受け取った年賀はがき
（年賀
状は押印がないため）
問 役場健康福祉課福祉係
□
275−2104（内線274）

275−2103（内線263）

国家公務員（国税専門官）
採用試験のお知らせ

後期高齢者医療保険料の
保険料率が変わります
後期高齢者医療制度の保険料
率は、医療費などの推計を基に2
年ごとに見直しを行っています。
平成30・31年度の保険料率は
医療費等の減少が見込まれるた
め、
次のとおり改定されます。
保険料率
▷ 所得割率 8.58％→8.01％
（所得に応じて負担いただく分を算定する際の率）
▷ 均等割額 41,700円→41,100円
（加入者が公平に負担いただく分）
▷ 賦課限度額 570,000円→620,000円
（年間保険料の最高額）
国の制度見直しにより、保険料
の軽減特例は次のとおり変更にな
ります。
保険料軽減特例
▶ 均等割保険料の軽減対象の拡充
（低所得者の負担軽減）
▶ 所得割保険料の軽減 2割軽減→軽減なし
（加入者本人の所得金額が910,000円以下の場合）
▶ 均等割保険料の軽減 7割軽減→5割軽減
（職場の健康保険などの被扶養者だった方）
※前年度の所得により均等割
保険料の軽減対象に該当す
る場合があります。
保険料率の詳細は、7月に保険
料額決定通知書とともに送付する
リーフレットでお知らせします。

山形県立農林大学校研修生募集

書き損じはがきの回収に
ご協力をお願いします
山形県高等学校青少年赤十
字連絡協議会では、
「書き損じは
がき」
を集め、
それを換金して文房
具を購入し、発展途上国の小学
校や幼稚園、
身寄りのない子どもな
どを世話している施設に届ける活
動をしています。書き損じはがきを
役場健康福祉課で回収しておりま
すので、
ご協力お願いします。
なお、
27 24 23 20 18 17 16

13

6

9

これから農業を始めようとする方、
また新分野の導入・農産加工に取
り組む方を対象にした研修生を募
集します。
◎コース 新規就農支援研修、農
業ビジネス支援研修
◎研修期間 1年（H30.4～H31.3）
◎募集人員 新規就農50名、新分野
導入・農産加工20名
◎研修先 農業関係試験研究機
関、
先進農業経営者、
農林大学校等
◎受講料 無料
（テキスト・傷害保険・宿泊等の
必要経費は自己負担となります）
申□
問 山形県立農林大学校研修部
□
222−8794
25 17

12 10 8 3 2

9

33

2

月の日誌

−

−

11

放送大学はテレビ放送やイン
ターネットを通じて学ぶ通信制
の正規の大学です。
◎出願締切 3/20（火）
※資料請求は無料です。
問 放送大学 山形学習センター
□
2023−646−8836

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
◦ モガミの町火消し達展ギャラリートーク
日㈯ ◦肘折幻想雪回廊
肘折
日㈰ ◦ 第 回地面出し競争

30 30 3

21

29

4/26（木）～8/21（火）
計20回 原則毎週木曜日
13：40～16：50
◎場所 新庄コアカレッジ
◎対象 平成30年度登録販売者
国家試験受験予定者
◎募集期間 3/16（金）～4/13（金）
※申込用紙を取り寄せお申し込
みください。
申
問 新庄コアカレッジ 229−2121
□□

３月の予定

16 11 1

30

◎とき

日㈫～ 日㈮
◦村議会「３月定例会」
日㈫ ◦行政相談
◦自治功労者表彰式
◦大蔵中学校卒業式
◦おおくら雪ものがたり
◦大蔵小学校卒業式
◦沼の台保育所修了式
◦大蔵村保育所修了式
◦肘折春スキー大会
◦肘折保育所修了式

31

18

新庄コアカレッジ
登録販売者国家試験対策講座

放送大学4月生募集

日㈮
日㈯
日㈰
日㈫
日㈮
日㈯
日㈫

30

22

12

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
13 8

国税専門官は、
国の財政を支え
る重要な仕事を担い、税務署等で
調査・徴収・検査や指導などを行う
税務のスペシャリストです。
◎受験資格
◦Ｓ63.4.2～Ｈ9.4.1生まれ
◦Ｈ9.4.2以降の生まれで大学を卒
業した者（Ｈ31年3月までに卒業す
る者を含む/人事院が同等の資格
があると認める者）
◎受付期間 3/30（金）～4/11（水）
◎受験申込方法 インターネットのみ
国家公務員試験採用情報NAVI
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
◎第1次試験 6/10（日）
問 仙台国税局人事第二課試験研修係
□
2022−263−1111（内線3236）
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特別児童扶養手当について

戸籍の窓

特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される
手当です。
受給資格者
20歳未満で特別児童扶養手当障害等級表1級障害または、2級障害が
あると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって
養育している方。また、外国人の方でも、日本国内に住所がある場合は手
当を受けることができます。
※障害程度の判定は、所定の診断書に基づき手当の審査医が行います。
支給の制限
次のいずれかにあてはまる場合は支給されません。
◦児童が児童福祉施設等に入所しているとき
◦児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
◦受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
ご不明な点は下記までお問合せください。

（1月16日〜2月15日届出分）

問合せ   役場健康福祉課福祉係

☎ 75-2104
（内線275）

お誕生おめでとう
地区

お名前

白須賀 國分

（保護者名）

しゅうか

柊歌くん（大市）

お悔み申し上げます
地区

お名前（年齢） 世帯主

清水一 栁田

良三（84）雅

子

白須賀 門脇

定義（83）欽

也

上竹野 早坂

俊子（59）正

信

滝の沢 門脇タケヨ（89）千

歲

○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。

児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成さ
れる家庭の生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的
として支給される手当です。
児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給されます。（児
童が障がいの状態にある場合は、20歳到達まで）
手当支給要件
次のいずれかにあてはまる児童を監護している母または、監護しかつ生
計を同じくする父、もしくは父母に代わって児童を養育している方。
◦父母が婚姻を解消した児童
◦父または母が死亡した児童
◦父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
◦父または母が生死不明の児童
◦父または母が1年以上遺棄している児童
◦父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童
◦父または母が1年以上拘禁されている児童
◦婚姻によらないで生まれた児童
◦棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
支給の制限
次のいずれかにあてはまる場合は、支給されません。
◦日本国内に住所を有しないとき
◦児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
◦父または母が、婚姻したときまたは、事実上の婚姻関係にあるとき
◦児童が父または母の配偶者に養育されているとき
◦児童が児童福祉施設に入所しているとき
ご不明な点は下記までお問合せください。
問合せ   役場健康福祉課福祉係

☎ 75-2104
（内線275）

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,085戸 （1,090戸）
3,340人 （3,436人）
1,647人 （1,692人）
1,693人 （1,744人）
男 2人
女 1人
計 3人
2人
1人
3人
2人
2人
4人
3人
7人
10人

※平成30年1月末現在 （ ）内は昨年同期

編集後記
今季の冬は例年になくとても厳しい
冬になりました。アメダスの肘折観測
所での観測が始まって以来、最大の積
雪深を記録したことも厳しい冬を象徴
する出来事だったように思います。そ
んな中開催された地面出し競争。厳し
い冬だったからこそ、地面が出たとき
の喜びや感動もひとしおだったのでは
ないでしょうか。取材の中で「地面が
出た瞬間は春を感じる瞬間でもあり、
雪深い肘折だからこそ、春を待ち焦が
れる気持ちが強い」という早坂隆一さ
んの言葉が印象的でした。春の陽気と
冬の雪が繰り返されていますが、雲の
合間から太陽の光がそそぐと、ほっと
した気持ちになります。あたたかい春
が待ち遠しいですね。
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広報

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

り

こ

璃 子ちゃん
（弘幸）

プリキュアときゅうり

（藤田沢） 鈴 木

ね

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﹂

㉑ 中央公民館の図書室

絵本がイチバン好きだけど︑
難しい本もよんでみようかな〜

読みたい本がいっぱい
あって迷うな〜
今話題の本もある！

ぼくはこの２冊を
かりていこーっと！
本をかりたい人は１階
の事務室まで来てね♪

検索

ホームページ

★すきなもの
プリキュアといちご

ね

（合 海） 髙 橋 音 心ちゃん
（ 司 ）

中央公民館の 2 階に
図書室があるよー！
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