
                               

                               

                               

                               

                               

 しし座と北斗七星の間に位置していて、しし

座と並ぶようなかたちで描かれています。明る

い星も少ない星座です。 

 

夜空の星座「こじし座」 

 

Ｎｏ．５３１ 

１ 

 

令和２年  

１月１０日号 広  報 

戸別受信機の設置作業にご協力をお願いします 

●設置までの流れ 

 
〇各ご家庭に設置施行業者が訪問し、設置を行います。※㈱ハムシステム庄内の腕章を着用しています。 
〇不在の場合には、作業員が「不在連絡票」を置きますので、その連絡票に記載の電話番号に連絡して 
ください。設置日時の調整をします。 
 

〇設置時期は、次の予定で、地区ごとに設定します。毎日、午前９時ごろから午後５時ごろ作業します。
作業は土曜日、日曜日も行います。 
 

 

●設置工事の時期 

 

時期 対象地区名 

（11月） 舟形第１～４ 

（12月） 西堀、木友、富田第１～２、太折、馬形、実栗屋、新堀、西又、松橋 

１月 野、幅、長尾、内山、長沢第１～３、経壇原、大平、一の関、向山、鼠沢 

２月 小松、長者原、福寿野、瀬脇、堀内、洲崎、横山、真木野 

３月 紫山、沖の原 

 ▼施工業者／㈱ハムシステム庄内（現場事務所）  ☎（29）9106 

      ㈱ハムシステム庄内本社       ☎ 0234（24）3422 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室    ☎（32）0155 

 

令和２年度スクールバスの運転手募集 

▼資格要件／・令和２年４月１日現在で 65歳未満の方で、原則として町内に住所があり通勤できる方 

  ・心身ともに健全で大型免許を有する方 

▼申請手続き／・町有バス運転者登録申請書（舟形町教育委員会に準備しています。） 

・運転免許証の写し、履歴書(A3判・写真貼付) 

▼申請期間／１月 14～24日 ▼募集人員／９名 ▼勤務期間／４月１日～令和３年３月 31日 

▼勤務条件／月額 160,000円(11月～３月は 170,000円)、社会保険の加入なし、詳細は運転業務委託契約条項等による。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育委員会教育課学事係 ☎（32）2379 

昨年 11月より個別受信機の設置作業を行なっています。※広報ふながた「お知らせ版」11月８日号参照 

 

 



                               

                               

                               

                               

                         

ふながた健康ポイント制度  
 

 
 

この事業は、町民のみなさんに進んで健康づくりに取り組んでいただくためのものです。 健康診断や 

健康づくり等の事業に参加してポイントを貯めると、景品と交換できます。 

▼対 象 者／舟形町在住の満２０歳以上の方 

▼参加方法／ 

①制度利用希望者は、事前に健康福祉課で申請書を記入し、申請ください。 

 （生涯学習センター、農村環境改善センターでも申請できます。） 
②健康づくり事業に参加するとポイントカードにポイントを付与。 

▼対象事業／ 
＜２ポイントの事業＞ 

・新春町民なわとび大会 ・町スポーツフェスティバル 

＜1ポイントの事業＞ 

・人間ドック、地域健診、各種がん検診（町、職場、医療機関等で受診された健康診断の結果票を持参ください。）  

・各種検診 ・食生活改善推進協議会の事業 ・各種健康教室 ・百歳体操等 

・輪投げ大会（町で主催するもの） 

・輪投げ練習（ただし、次の場合※にポイント対象となります） 

※健康ポイント事業登録団体で年間活動計画に取り入れて６ヵ月以上実施すること。ただし、年間計画の提出が

必要です。また、新規登録する場合は、申請書を提出ください。登録後にポイント付与の対象となります。 

▼そ の 他／ 

・1事業で２つの対象事業を実施した場合は、１ポイントのみの付与となります。 

・事業当日に押印できない場合は、参加したことがわかるもの（健診結果や出席名簿など）を健康福祉課 

まで持参ください。ポイントを付与します。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係  ☎（32）0810 

 

 

 

 

 

 
 
 

ロータリー等を装着したまま公道走行が可能になりました！ 

ロータリー等の直装型作業機※1を装着した状態 

のトラクターが、一定の条件※2を満たした場合に 

公道走行が可能となりました。 

※1けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、 

直装式ブームスプレーヤ、播種機等のトラクター 

に直接装着する作業機 

※2灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許 

などそれぞれの条件確認が必要です。詳しくは、 

農機販売店等に問い合わせください。  

▼問い合わせ／農林水産省生産局技術普及課  ☎ 03（6744）2111 

増 設 
増 設 

増 設 増 設 

▼申告期間／２月 10日（月）～３月 16日（月） 

午前９時～午後４時まで 

※２月 12日（水）、14日（金）は正午まで 

▼会  場／２月 10、12日 農村環境改善センター２階研修室 

      ２月 13、14日 生涯学習センター２階多目的集会室 

２月 17日～  役場３階会議室 

▼そ の 他／前年度まで、申告期日を指定して個別にハガキ案内を 

送付していましたが、今年度から、ハガキ案内を廃止し 

ます。期間内の申告をお願いします。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係 ☎（32）0466 

▼期  日／２月 23日（日） 

午前８時 30分～ 

▼場  所／長沢生涯学習センター 

▼部  門／男女別シングル 他 

▼参加資格／40歳以上の方またはラージ 

ボール卓球協会が認めた方 

▼参 加 費／500円 

▼〆  切／２月 14日（金） 

▼申込み・問い合わせ／ 
舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

☎（３２）３５０１ 

町県民税申告および所得税申告相談 

 例：作業機を装着して灯火器類が見えなくなる場合 

   → 農機販売店で、灯火器類を増設        



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 山形県における将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、 

県と県内市町村が連携して、奨学金の返還を支援します。 

募集人数／100名（県全体） 

 募集〆切／2月 20日（木） 

 応 募 先／大学等を卒業後に居住予定の市町村 

令和２年度 大学等在学・進学予定者対象 

▼問い合わせ／山形県商工労働部産業政策課地域産業振興室  ☎０２３（６３０）２６９１ 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育委員会教育課学事係    ☎（３２）２３７９ 

▼募集対象者／次の各号に全て該当する方 

①山形県内に居住し県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を今年度卒業見込みの方

または卒業した方 

②県内外の大学、大学院修士課程、高等専門学校（第４学年以上）、県内の短期大学または専修学校専門 

課程（以下「大学等」という。）に、来年度進学予定または在学する方 

※高等専門学校の在学者の場合は、①の要件は山形県内の中学校または特別支援学校中等部を卒業した方

を含む 

③日本学生支援機構第一種奨学金（無利子）の貸与を希望する方または貸与を受けている方 

④大学等を卒業後6ヵ月以内に、山形県内に居住かつ就業し、その後3年間継続する見込みの方 

⑤次の対象産業分野への就業を希望する方（公務員は対象外） 

商工分野、農林水産分野、建設分野、医療・福祉分野（医師、看護師、介護福祉士、保育士を除く）等 

▼助成金額／奨学金の返還残額または助成候補者が令和２年４月以降に、奨学金の貸与を受けた月数に2万6

千円を乗じた額のいずれか低い額を上限に支援します。ただし、応募した市町村と実際に居住した市町村が

異なる場合は、助成金額が1/2に減額となります。 

（例）4年制大学を卒業した場合:26,000円×48ヵ月=1,248,000円 を上限として支援します。 

▼応募方法／次の書類を、募集期限まで大学等を卒業後に居住を希望する市町村へ提出してください。様式は、

山形県のホームページに掲載しています。 

①山形県若者定着奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書 

②成績証明書 

(これから大学等に進学予定の方は高校等の成績証明書、大学等に在学中の方は大学等の成績証明書) 

③家計支持者の令和元年分の所得に関する証明書等の写し 

④予約採用決定通知書、奨学金貸与証明書または奨学生証の写し 

(予約採用者、すでに奨学金の貸与を受けている場合) 

▼助成候補者の認定／書類審査等により選考し、その結果を令和２年3月末までに文書で通知します。 

助成候補者に認定された方は、学力や家計等の基準を満たす場合、日本学生支援機構第一種奨学金（無利子）

の優先貸与を受けることができます。 

▼助成方法／助成候補者に認定された方が、大学等を卒業後、6ヵ月以内に県内に居住かつ対象産業分野へ3

年間就業した場合に助成します。 

 ※就業後、３年間奨学金返還することが助成の要件となります。 

 ※助成金は、山形県が日本学生支援機構に対し、繰上返還金として支払います。 

  本人にはお支払いしません。 

▼そ の 他／募集に関する詳細は、山形県担当窓口または居住を希望する市町村まで問い合わせください。 

      また、応募にあたっては必ず募集要項をご確認ください。 

 



保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
◆乳幼児健診及び講座◆ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

２月 7日（金） 離乳食教室 2019年６～９月生 
午前 ９時 50分～ 

10時 
保健センター２階 

母子手帳、オムツ、ミルク（必要に応じて） 

エプロン、三角巾、筆記用具、だっこ（おんぶ）紐 

２月 12日（水） 
ベビーマッサージ講座

※要事前申込み 

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  

2月 20日（木） 
ブックスタート 

フォローアップ講座 
2019年６～９月生 

午前 9 時 50分～ 

10時 
子育て支援センターみらい ミルク、オムツ、着替え等（必要に応じて） 

2月 21日（金） 

３歳児健診 2016年９～11月生 
午後 ０時 40分～ 

０時 50分 
保健センター１階 母子手帳、問診票、採尿、歯の健康手帳 

1歳児健診 2019年 1月生 
午後 ０時 50分～ 

１時 

保健センター２階 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書 

歯科検診 

フッ素塗布 

2015年 12月、 

2016年 1～2・12月、 

2017年 1～2月、 

2018年 9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、タオル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

◆健康相談◆ 相談日：２月３日（月）、17 日（月） 
≪定期健康相談≫ 時間：午前９時～正午        

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。ご相談の方は健康福祉課③番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 

 母子健康手帳の交付、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。保健師と助産師が対応します。 

令和２年度「家族健康診断申込書及び健康診断受診予定調査」を全戸配布しています。 

１月 31日（金）まで隣組長さんに提出 をお願いします。 ◇お知らせ◇ 


