舟形町公式LINE 検索ワード一覧
No

検索ワード

回答概要

1 めがみ、めがみちゃん
めがみちゃんのプロフィールを紹介
ごみ、ゴミ、ゴミの分別、ゴミ収集、ごみの分別、ごみ収集、家電、家電リサ
2
ごみの分別に関する情報を提供
イクル、リサイクル
子育て、こそだて、コソダテ、健診、予防接種、支援センター、ベビーマッ
サージ、べびーまっさーじ、乳幼児健診、歯科検診、にゅうようじけんしん、し
3
子育て・入園等に関する情報を提供
かけんしん、健康診断、特定健診、がん検診、けんこうしんだん、とくていけ
んしん、がんけんしん、子育て支援センター、みらい
4 ふるさと納税、ふるさとのうぜい、ふるさと

ふるさと納税に関係する情報を提供

5 施設予約、しせつよやく、シセツヨヤク、施設の予約、施設予約状況

施設の予約状況に関する情報を提供

6 舟形町電子申請、電子申請、でんししんせい

舟形町の電子申請に関する情報を提供

7 舟形町、ふながた、ふながたまち、舟形町の概要、概要、舟形町の情報

舟形町の概要についてご紹介します。

8 ちょうちょう、町長、舟形町長、チョウチョウ

舟形町長挨拶

9 のうきげん、納期、納期限、ノウキゲン

令和３年度町税等の納期の一覧を提供

10 けんしん、ケンシン、ドック、とくてい、地域健診、検診

地域健診・人間ドックに関する情報を提供

11 広報 広報ふながた こうほう お知らせ版 おしらせ版 おしらせばん

発行済み広報・お知らせ版の一覧を表示

12 観光 かんこう イベント いべんと

観光・イベントに関する情報を提供

13 舟形町職員採用試験、職員採用試験、採用試験

舟形町の職員採用試験に関する情報を提供

14 選挙、選挙管理委員会

舟形町選挙管理委員会に関する情報を提供

15 総務課電話番号

総務課の直通電話番号を提供

16 まちづくり課電話番号

まちづくり課の直通電話番号を提供

17 住民税務課電話番号

住民税務課の直通電話番号を提供

18 健康福祉課電話番号

健康福祉課の直通電話番号を提供

19 農業振興課電話番号

農業振興課の直通電話番号を提供

20 地域整備課電話番号

地域整備課の直通電話番号を提供

21 議会事務局電話番号
生涯学習センター電話番号
22
学習センター、がくしゅうせんたー
農村環境改善センター
23 農村環境改善センター電話番号、農村広場、のうそんかんきょうかいぜん
せんたー、のうそんひろば

議会事務局の直通電話番号を提供

24 会計年度任用職員募集、会計年度任用職員、臨時職員、臨時職員募集

会計年度任用職員の募集に関する情報を提供

25 財政、財務

舟形町の財政に関する情報を提供

26 地方公会計、公会計、財務書類、財務諸表、貸借対照表、財務4表

舟形町の地方公会計（財務書類等）に関する情報を提供

27 財政状況資料集、財政状況、財政資料集

舟形町の財政状況全般が掲載されている、財政状況資料集の提供

28 地方消費税、目的税、地方消費税交付金、消費税、入湯税

舟形町の地方消費税交付金と目的税（入湯税）を活用した事業に関する情報を提供

29
30
31
32
33

健全化判断比率、財政健全化、健全化、実質赤字比率、連結実質赤字比
率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率
公共施設等総合管理計画、総合管理計画、公共施設計画、公共施設等
計画
入札情報、入札結果、入札様式、入札、指名競争入札
公共工事、工事、公共工事発注計画、工事発注計画、工事発注、公共工
事発注、公共工事計画、工事計画
議会、ぎかい、ギカイ

生涯学習センターの直通電話番号を提供
農村環境改善センターの直通電話番号を提供

舟形町の財政健全化判断比率に関する情報を提供
舟形町の公共施設等総合管理計画に関する情報を提供
舟形町の入札に関する情報を提供
舟形町の公共工事計画に関する情報を提供
舟形町議会に関する情報を提供

34 議会の役割、ぎかいのやくわり、ギカイノヤクワリ

議会の役割に関する情報を提供

35 議員、ぎいん、ギイン

町議会議員に関する情報を提供

36 委員会（議会）

委員会（議会）に関する情報を提供

37 請願陳情、せいがんちんじょう、セイガンチンジョウ
議会傍聴、傍聴、ぎかいぼうちょう、ギカイボウチョウ、ぼうちょう、ボウチョ
38
ウ
39 議会事務局、ぎかいじむきょく、ギカイジムキョク

請願陳情に関する情報を提供

40 議会だより、ぎかいだより、ギカイダヨリ

議会だよりに関する情報を提供

41 議会議事録、議事録、ぎかいぎじろく、ギカイギジロク、ぎじろく、ギジロク

議事録に関する情報を提供

42 議長交際費、ぎちょうこうさいひ、ギチョウコウサイヒ

議長交際費に関する情報を提供

議会の傍聴に関する情報を提供
議会事務局に関する情報を提供

公共交通 バス デマンドタクシー デマンド型乗合タクシー デマンド 町営
43 バス でまんど のりあい 乗合 交通 タクシー
デマンド型乗合タクシーに関する情報を提供
交通、こうつう、自動ブレーキ、ブレーキ
44 移住 いじゅう

移住に関する情報を提供

45 地域おこし協力隊 協力隊 きょうりょくたい 地域おこし

地域おこし協力隊に関する情報を提供

子育て支援交付金 こそだてしえんこうふきん 若者定住支援交付金 わ
かものていじゅうしえんこうふきん 融雪設備導入補助金 ゆうせつせつび
どうにゅうほじょきん 融雪設備 ゆうせつせつび 在来工法木造住宅建築
補助金 ざいらいこうほうもくぞうじゅうたくけんちくほじょきん 在来工法
46
定住関連の各種補助金に関する情報を提供
ざいらいこうほう 住宅リフォーム支援事業補助金 じゅたくりふぉーむしえん
じぎょうほじょきん 山形県住宅リフォーム補助金 やまがたけんじゅうたくり
ふぉーむほじょきん 新築 しんちく 定住 ていじゅう 中古物件 ちゅうこ
ぶっけん リフォーム りふぉーむ 住宅リフォーム じゅうたくりふぉーむ

空き家 あきや 空き家バンク あきやばんく 空き地 あきち 空き地バンク
空き家・空き地バンクに関する情報を提供
あきちばんく バンク ばんく 空家 空地
賃貸共同住宅 ちんたいきょうどうじゅうたく 賃貸住宅 ちんたいじゅうたく
賃貸住宅建築 ちんたいじゅうたくけんちく 賃貸住宅経営 ちんたいじゅう
たくけいえい 建築 けんちく 経営 けいえい 民間 みんかん アパート建
48
賃貸住宅の建築・経営に関する情報を提供
築補助 あぱーとけんちくほじょ 民間アパート建築補助 みんかんあぱーと
けんちくほじょ 民間賃貸住宅等建設支援補助金 みんかんちんたいじゅう
たくとうけんせつしえんほじょきん
47

河川公園使用許可申請書 かせんこうえんしようきょかしんせいしょ 河川
公園使用許可 かせんこうえんしようきょか 河川公園使用 かせんこうえ
49
河川公園に関する情報を提供
んしよう 河川公園 かせんこうえん アユパーク あゆぱーく チャイルドラ
ンド ちゃいるどらんど
保育、保育園、ほほえみ、ほほえみ保育園、入園、保育園入園、舟形町保
50
保育園の情報を提供
育
51 子ども医療、子どもの医療証、子育て支援医療。こども医療
子育て支援医療に関するご案内
52 障がい、障害、障害者支援、障がい者支援、しょうがい

障がい者支援に関するご案内

53 ひとり親、一人親、ひとりおや
児童手当、児童扶養手当、児扶、特別児童扶養手当、特児、児手、じどう
54
てあて、
インフルエンザ、インフル、いんふる、いんふるえんざ、小児インフルエンザ、
55
しょうにいんふるえんざ、小児インフル
56 除雪、じょせつ

ひとり親支援に関するご案内

防災、火災、地震、災害、防災情報、ハザードマップ、災害、土砂災害、水
57 害、指定緊急避難所、避難所、指定避難所、防災無線、無線、していひな
んじょ、さいがい、はざーどまっぷ、ひなんじょ
出産、出産祝い、養育支援金、養育支援、出生届、出生、しゅっせい、生ま
58
れた、産後、ストレッチ、さんご、出産後、しゅっさんご
妊娠、妊娠届け出書、育児、育児プレスタート日程、定期健康相談会、妊
59
娠届出書、不妊治療助成事業、不妊治療、不妊、にんしん、ニンシン
謄本・抄本、改製原戸籍、除籍、抄本、謄本、戸籍、住民票、転出証明書、
印鑑登録証明書、印鑑登録、所得証明、所得証明書、納税証明書、納税
60 証明、軽自動車税、自動車税、軽自動車納税証明書、課税証明書、資産
証明、資産証明書、名寄せ帳兼課税台帳、名寄せ帳、課税台帳、印鑑証
明

三手当支援に関する情報提供
インフルエンザに関する情報提供
除雪に関する情報提供
防災・災害・避難所等に関する情報を提供
出産祝い金に関する情報提供
妊娠に関する情報提供

証明書に関する情報提供

61 子育て応援サポート、子育て応援、こそだておうえん

子育て応援サポートプログラム一覧の情報を提供

62 子宮頸がん予防ワクチン、子宮頸がん、子宮頸癌、しきゅうけいがん
離乳食教室日程、離乳食教室、離乳食、りにゅうしょく、りにゅうしょくきょう
63
しつ
ふれあい育児の広場、ふれあい育児、育児の広場、ふれあいいくじ、ふれあ
64
いいくじのひろば
小学校入学、中学校入学、小中学校の入学。小学校の入学、中学校の入
65
学、入学手続き、入学、にゅうがく
66 就学助成制度、就学助成、しゅうがくじょせい
就学指定校の変更、就学指定校、指定校の変更、指定校、しゅうがくして
67
いこう
68 新刊図書、図書、新刊、としょ、しんかんとしょ、しんかん
おかえり孫プロジェクト
69
おかえり！孫プロジェクト、おかえり、孫プロジェクト、孫プロ、まごぷろ
舟形町就転職等活動交通費支援事業費補助金、就職活動交通費、交通
70
費支援、就職活動、就活、しゅうしょくかつどう、しゅうかつ
舟形町有償インターンシップ支援事業、インターシップ、有償インターシッ
71
プ、いんたーしっぷ、いんたーん、インターンシップ
舟形町創業支援事業計画、創業支援事業計画、創業支援、そうぎょうしえ
72
ん
73 婚活、こんかつ

子宮頸がん予防ワクチンの情報を提供
離乳食教室日程情報を提供
ふれあい育児の広場日程表情報を提供
小中学校の入学手続きに関する情報を提供
就学助成制度に関する情報を提供
就学指定校の変更に関する情報を提供
新刊図書に関する情報を提供
おかえり！ 孫プロジェクトに関する情報を提供
舟形町就転職等活動交通費支援事業費補助金に関する情報を提供
舟形町有償インターンシップ支援事業【若者向け】【事業者向け】に関する情報を提供
舟形町創業支援事業計画に関する情報を提供
婚活に関する情報を提供

国民健康保険、国保、後期高齢医療保険、後期高齢医療、医療保険、療
74 養費、保険料、こくみんけんこうほけん、こくほ、こうきこうれいいりょうほけ 国民健康保険・後期高齢医療保険の情報を提供
ん、いりょうほけん、りょうよう、ほけんりょう
国民年金、遺族年金、未支給年金、農業者年金、年金、いぞくねんきん、い
75 ぞく、みしきゅうねんきん、みしきゅう、のうぎょうしゃねんきん、ねんきん、こく 年金の情報を提供
みんねんきん
76 離婚、離婚届、りこん

離婚に関する情報を提供

77 結婚、婚姻届、婚姻、けっこん、こんいん

結婚に関する情報を提供

78 宅地分譲、ひだまり、宅地、分譲、たくちぶんじょう、たくち、ぶんじょう
宅地分譲に関する情報を提供
転出、引っ越し、転入、転入届、転出届、転居届、世帯変更届、住民異動
79
転入・転出・住民異動届に関する情報を提供
届、てんしゅつ、てんにゅう、ひっこし
舟形町立歴史民俗資料館、歴史民俗資料館、民俗資料館、歴史民俗、民
80 俗資料、民俗、れきしみんぞくしりょうかん、みんぞくしりょうかん、みんぞく、 舟形町立歴史民俗資料館に関する情報を提供
れきしみんぞく
81 舟形町役場、役場、やくば
多目的ライブカメラシステム、ライブカメラ、ライブ、カメラ、らいぶかめら、
82
らいぶ、かめら
教育委員会、社会教育、学事、社会体育、Ｂ＆Ｇ、教育委員会電話番号、
社会教育電話番号、社会体育電話番号、学事電話番号、Ｂ＆Ｇ電話番
83 号、社教、ＢＧ、舟形海洋センター、中央公民館、公民館、公民館電話番
号、舟形中央公民館、中央公民館電話番号、海洋センター、きょういくいい
んかい、しゃかいたいいく、しゃかいきょういく、びーじー
お別れ、おわかれ、遺族年金、遺族、死亡届、死亡、火葬許可証、埋葬許
84
可証、火葬、埋葬、しぼう、かそう、まいそう
マイナンバーカード、個人番号、マイナンバー、個人番号カード、まいなん
85
ばー、通知カード、つうちかーど
86 犬、犬の登録、いぬ、狂犬病予防注射、狂犬病、きょうけんびょう

舟形町役場に関する情報を提供

87 介護保険、介護保険料、かいごほけん

介護保険に関する情報を提供

多目的ライブカメラシステムに関する情報を提供

教育委員会の直通電話番号

お別れ・死亡届に関する情報を提供
マイナンバーカード（個人番号カード）に関する情報を提供
犬の登録と狂犬病予防注射に関する情報を提供

税、所得税、ぜい、税金、ぜいきん、特別税額控除、国民健康保険税、保
険税、ほけんぜい
89 献血、けんけつ
88

舟形町クリニック、舟形クリニック、クリニック、診療所、救急電話相談、小
90 児救急、大人の救急、夜間診療、休日診療、やかんしんりょう、きゅうじつし
んりょう、きゅうきゅう、しんりょうじょ、くりにっく
ふながた健康ポイント、健康ポイント、けんこうぽいんと、ふながたけんこう
91
ぽいんと
再生可能エネルギー、エネルギー、太陽光発電、バイオマス、雪氷熱、大地
92
熱、太陽熱、風力発電、小水力発電、水力発電、発電
93 建築工事、建築工事届出
94 水道、すいどう、水道料金、下水道、下水、げすいどう、げすい

税金に関する情報を提供
献血に関する情報を提供
クリニック・救急電話相談に関する情報を提供
ふながた健康ポイント制度に関する情報を提供
再生可能エネルギーに関する情報を提供
建築に関する情報を提供
上下水道に関する情報を提供

介護、かいご、介護支援、介護予防、デイサービス、身体介護、生活援助、
95 いきいき百歳体操、リハビリテーション、百歳体操、百歳、100歳、要介護、 介護に関する情報を提供
要支援、高齢者、こうれいしゃ
96 鳥獣、鳥獣被害、ちょうじゅう

鳥獣被害に関する情報を提供

97 田、稲、稲作、田んぼ、作物、さくもつ、いね、いな、いなさく、た
長沢交流センター電話番号、長沢交流センター、長沢交流、ながさわこう
98
りゅうせんたー、ながさわこうりゅう、ながさわ、長沢
富長交流センター電話番号、富長交流センター、富長交流、とみながこう
99
りゅうせんたー、とみながこうりゅう、富長、とみなが
舟形若あゆ温泉、若あゆ温泉、若鮎温泉、温泉、おんせん、わかあゆおんせ
100
ん、ふながたわかあゆおんせん
舟形町観光物産センターめがみ、観光物産センター、物産センター、かんこ
101
うぶっさんせんたー、ぶっさんせんたー
102 農林漁業体験実習館、実習館、じっしゅうかん
AED、AE、えーいーでぃー、えーいー、えー、エーイーディー、エーイー、エー、
103
自動体外式除細動器、自動体外、除細動器

作物に関する情報を提供

104 コロナワクチン、コロナ、ワクチン、ワクチン接種、ワクチン予約

新型コロナウィルス感染症予防に関する情報を提供

105 委員会、いいんかい、イインカイ

委員会に関する情報を提供

長沢交流センターの電話番号を提供
富長交流センターの電話番号を提供
舟形若あゆ温泉に関する情報を提供
舟形町観光物産センターめがみに関する情報を提供
舟形町農林漁業体験実習館に関する情報を提供
舟形町に設置しているAED（自動体外式除細動器）に関する情報を提供

