
                               

                               

                               

                               

                               

上山市では、伝統的なかかしをモチーフにした

「上山市かかしランドシンボルマーク」を制

定。マンホールにもデザインしている。 

山形県内のマンホール「上山市」 
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平成２８年  

９月９日号 広  報 

 
 
 
▼日 時／10月６日（木） 

     午後２時 30分～３時 30分 

▼場 所／わくわく新庄（新庄市） 

▼医学診断科目・医師／ 

 ・肢体 小白川整形病院 佐本 敏秋 医師 

 ・聴覚 県立新庄病院  長瀬 輝顕 医師 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

      ☎（３２）２１１１（内線３４１） 

  

             
         

「広げよう 水辺のやすらぎ いい出会い」 
 
『きれいな川で住みよいふるさと運動』は、良好な河川環境を積極的に創出することによって、

河川を常に美しく、正しく安全に利用し、管理する気運を高めることを目的に実施しています。 

みなさんの近＜の河川を中心にゴミ・空き缶などの回収をお願いします。可燃物・不燃物を分別 

処理し、各袋に入れダンプが搬出できる場所に集積ください。 

豊かで住みよい郷土づくりを推進するために、多くのみなさんのご参加と 

ご協力をお願いします。 
 
＜ ご注意ください ＞ 

・『つつが虫』や『マダニ』にご注意ください。 

 素肌を露出しないようにしましょう。手袋や長袖を着用してください。 

・児童、生徒も参加しますので、道路や水辺周辺での安全な作業にご配慮ください。 

▼問い合わせ／舟形町地域整備課農村整備班 ☎（３２）２１１１（内線４３３） 

午前６時～ 

河川一斉清掃 
 ９月２５日(日) 
 

【マダニ】 

体長約3～8㎜。刺さ

れて 6 日～2 週間で

発熱や吐き気などの

症状が出ることがあ

ります。疑わしい場合

は速やかに医療機関

を受診ください。 

 舟形を取り囲む山々の一つ「亀割山」の登山参加

者を募集します。今回は瀬見温泉口から登るルート

です。一緒に登山を楽しみましょう。 

▼日  時／10月２日（日）午前８時30分 

▼集合場所／生涯学習センター 

▼〆  切／９月26日（月） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町生涯学習センター 

           ☎（３３）２５５６ 

『きれいな川で住みよいふるさと運動』 



                               

                               

                               

                               

                               

 

 
    
▼日程／ 

①９月 29日（木）舟形地区コース（約６km） 

②10月 ６日（木）長沢地区コース（約６km） 

③10月 13日（木）富長地区コース（約６km） 

④10月 27日（木）堀内地区コース（約６km） 

    いずれも午前９時～正午 

▼集合場所／ 

①中央公民館 

②生涯学習センター 

③農村環境改善センター 

④農村環境改善センター 

▼講師／日本ウオーキング協会公認指導員 

     三原 茂 氏 

▼費用／無料 

▼〆切／９月 23日（金） 

▼持ち物／履きなれたシューズ、タオル、水など 

▼申込み・問い合わせ／舟形町 B&G海洋センター 

            ☎（３２）３５０１ 

 

○職  種／保育補助 

○仕事内容／ほほえみ保育園においての保育補助業務 

○資格要件／高校卒業以上の方で、60歳未満（平成28年４月１日現在）の 

心身ともに健全な方。 

○採用予定人員／１名 

○採用期間／平成28年10月１日～平成29年３月31日 

○勤務時間／午前７時～午後７時の間で７時間45分（週５日） 

      ※早出・遅出の交代勤務となります。 

○賃金額等／日額６，１００円 

※その他手当（通勤手当、変則勤務手当）、有給休暇あり 

○加入保険等／社会保険、雇用保険、労災保険 

○勤務条件／舟形町日々雇用職員取扱規程などによる 

○そ の 他／採用期間はアルバイトはできません。 

・申請方法／舟形町教育委員会まで問い合わせください。 

・必要書類／舟形町臨時職員登録申請書、履歴書（Ａ３版、写真添付） 

・選考方法／書類選考、面接 

・〆  切／９月20日（火） 

▼問い合わせ／舟形町教育委員会 ☎（32）2379（内線514） 

 山形テレビの番組「山形ふるさとＣＭ大賞」。あなたが

伝えたい「舟形町の魅力」は何ですか？今回のＣＭ制作

では、子どもたちから町をもっと好きになってもらうた

めに、生徒からアイディアを募集します。 

 一緒に舟形の良さをアピールしませんか。 

▼募集内容／舟形町の特徴を表現したＣＭ（15秒） 

      についての企画、アイディア 

▼制作作品／地域の特徴を表現した 15秒のＣＭ 

▼テーマ／観光・物産・伝統・人物・歴史・自然など 

▼応募資格／町内在住の中学１年生～高校生３年生 

▼応募方法／電話、メール、手紙など 

▼募集〆切／９月 20日（火） 

▼その他／採用された方には、次の特典があります。 

      ○粗品の贈呈 

      ○ＣＭ制作スタッフとして参加できる 

▼応募・問い合わせ先／舟形町まちづくり課企画調整班 

  ☎（３２）２１１１（内線３１３） 

  メール：info@town.funagata.yamagata.jp 



                               

                               

                               

                               

                               

▼申請できる方／「つや姫」の栽培を希望する農業者、法人及び生産者集団 

▼認定要件／次の要件にいずれも該当すること 
 

基本要件 

  

（１）栽培適地内に水田を有すること 

（２）栽培マニュアル及び品質・食味・栽培基準等を遵守すること 

（３）種子の再譲渡と自家採種を行わないこと 

（４）収穫物は自家消費を除き、全量出荷（販売）すること 

（５）「つや姫」出荷基準基本方針（玄米粗タンパク質含有率水準 6.4％以下 

（水分 15％換算）等）に基づき自主仕分けに取り組むこと 

（６）つや姫ブランド化推進にかかる各種制度の運用（各種提出物の提出を含む）、「つや姫」

の価値の向上に協力すること。また、これまでも協力していること。 

  ＜具体的な取り組み＞ 

   ○栽培技術研修会の受講 

   ○育成中の葉色診断 

   ○出荷前の玄米タンパク質含有率測定 

   ○関係書類の提出（栽培チェックリスト、種子受領・確認書、苗処分確認書、 

    販売実績書） 

面積要件 

（１）水田経営面積が 3ha以上であること 

（２）つや姫の最低作付面積が概ね 60a以上であること（有機栽培の場合は 20a） 

※中小規模生産者の特別認定 

町の平均水田経営面積 234.6a以上の農業者も応募可能となりました。 

該当者には郵送でお知らせしていますが、不明な点は問い合わせください。 

栽培要件 

次のいずれかに該当すること 

（１）有機栽培 

（２）特別栽培 

（３）特別栽培と同等の安全性が確保される栽培 

販売要件 集荷団体への出荷等、具体的な販売計画があること。 
 

▼〆  切／１０月５日（水） 

▼申 請 先／つや姫の出荷契約業者（新庄もがみ農協南部営農センター、㈱大場惣吉商店、 

      万世分店） 

      ※町内３業者に出荷されない方は、舟形町産業振興課農政班まで申請ください。 

▼申請方法／平成２９年度「つや姫」生産者認定申請書を作成し、申請先に提出してください。 

▼問い合わせ／舟形町産業振興課農政班      ☎（３２）２１１１（内線４２６） 

         新庄もがみ農協南部営農センター  

㈱大場惣吉商店          ☎（３３）２００９ 

万世分店             ☎（３２）２０３２ 

 

 ☎（３２）２１３３ 

 



平成 28 年度保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
◆乳幼児健診等◆ 

月 日 健 診 名 対 象 年 齢 受 付 時 間 集 合 場 所 持 ち 物 

10月 ５日（水） 離乳食教室 平成 28年２～５月生 
午前 9時 50分～ 

10時 
保健センター２階 

母子手帳、エプロン、三角巾、おんぶ紐、 
ミルク、オムツ、筆記用具等 

10月 11日（火） ベビーマッサージ講座 生後 2ヵ月～ハイハイの頃まで 
午前 9時 50分～ 

10時 
保健センター１階 

バスタオル２枚、オムツ、着替え、防水シーツ、 
ミルク等水分補給できるもの※要事前申込み 

10月 14日（金） 

２歳児健診★ 平成 26年９～11月生 
午後０時 50分～ 
  １時 

保健センター１階 母子手帳、問診票、歯の健康手帳 

１歳児健診 平成 27年 9月生 

保健センター２階 

母子手帳、フッ素塗布申込書 

歯科検診 
フッ素塗布のみ 

平成 26年６～８月生 
午後１時～ 

１時 30分 
歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ 

10月 19日（水） 乳児健診 
平成 27年 12月、 
平成 28年６・７月生 

午後０時５0分～ 
  １時 

保健センター１階 母子手帳、ミルク、オムツ、着替え等 

★2歳児健診の歯科指導では、祖父母の方も対象にした歯科指導を行なっていますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 ☎（３２）２１１１（内線３５１・３５２） 

≪人間ドック≫ 
▼期 日／10月 7日(金)・20日（木）・25日(火) 

▼場 所／最上検診センター 

▼受 付／午前６時 50分～７時 30分 

 ※女性の方から受付となります。 

 ※対象地区の方には別途通知します。 

相談日：１０月３日（月）、１７日（月） 

≪定期健康相談≫ 
母子健康手帳の交付や一般健康相談（血圧測定、健診結

果について）などを行います。 

ご相談の方は税務福祉課窓口へお越しください。 
 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 
（時間：午前 10時～正午） 

育児相談・お子さんの身体計測等による発育・発達相談、

妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行い

ます。ご相談の方は保健センターへお越しください。 

（３日は保健師のみ、１７日は助産師と保健師が対応します。） 

≪地域健診≫ 
▼期 日／10月 28日（金） 

▼場 所／保健センター 

▼受 付／午前７時 30分～８時 30分 

▼対 象／これまで受診できなかった方 

 

≪呼吸器検診≫ 
▼期 日／10月 28日（金） 

▼場 所／保健センター、生涯学習センター、 

        富田公民館、堀内生活改善センター 

        ※詳細は別途通知します。 

 
※地域健診及び呼吸器検診は、 
今年度最後の健診となります。 
受け忘れのないようにしましょう。 


