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令和２年  

６月２６日号 広  報 
イラストの市町村はどこでしょう 

～山形県の市町村～ 

  江戸時代から植林が行われ、杉の木が

有名です。また、日本の地方公共団体で、

初めて情報公開条例を制定した町です。 

 答えは最後のページにあります。 

65 歳以上の方へ 介護保険料変更のお知らせ 
今年度、所得の低い高齢者の介護保険料が軽減されます。７月に保険料額決定通知書を

送付しますので、ご確認ください。 

※所得段階が第４段階～第９段階（住民税課税世帯）の方の保険料については、変更あり

ません。 

所得段階 対 象 者 基準額に対する割合 保険料（年額） 

第 1 段階 

・生活保護受給者または住民税非課税世帯 

・老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額 

＋課税年金収入額が80万円以下 

0.375 

↓ 

0.3 

27,000 円 

↓ 

21,600 円 

第 2 段階 

・住民税非課税世帯 

・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円超

120万円以下 

0.625 

↓ 

0.5 

45,000 円 

↓ 

36,000 円 

第 3 段階 
・住民税非課税世帯 

・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120万円超 

0.725 

↓ 

0.7 

52,200 円 

↓ 

50,400 円 

 

介護保険のサービスが必要になったとき、安心して利用できるように保険料の納め忘れは

ないようにしましょう。（災害など特別な事情もなく納めずにいると、利用者負担の増など

の措置がとられる場合があります。） 

 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課介護医療係 ☎（32）0717 



                        

                        

                        

                        

                        

【目  的】条件不利の中山間地域において、担い 

手育成による農業生産の維持を通じて 

多面的機能を確保するもの。 

【事業主体】檜原集落協定他 28集落協定 

【取組面積】急傾斜地 171ha、緩傾斜地 211ha 

【対象期間】平成 27年度～令和元年度（５年間） 

【事 業 費】51,455,096円（国 1/2、県 1/4、町 1/4） 

【成  果】集落協定ごとの取り組みを行うことで、 

中山間地域全体の水田の維持、多面的 

機能の発揮をすることができました。 

＜中山間地域等直接支払交付金事業＞ 

令和元年度 事業実績の報告 

＜多面的機能支払交付金事業＞ 

農業振興課より 

【目  的】地域の共同活動を支援し、耕作放棄地 

の発生を防ぎ、農業の有する多面的機 

能の維持・発揮を図るもの。 

【事業主体】野地域保全会他 17保全会 

【取組面積】田 732ha、畑１ha 

【対象期間】令和元年度～令和５年度（５年間） 

【事 業 費】27,984,900円（国 1/2、県 1/4、町 1/4） 

【成  果】地域ぐるみで農地等の維持と地域資源 

の質的向上のための共同活動を推進する

ことで、耕作放棄地発生防止、農地の多 

面的機能を発揮することができました。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農業振興係 ☎ （32）0947 

 

は です 

ＴＶ、ゲーム機、携帯電話・スマートフォンなどのメディアは、とても有効な道具ですが、

使い方によっては、子どもの健全な発達に悪影響を与えてしまうこともあります。これらメデ

ィアとの賢いつきあい方について、各家庭でお子さんと話し合ってみませんか。 

 

○ＴＶやゲーム機の使い方をセーブし、家族の団らんの時間や親子読書などの 

時間にしましょう。 

○スマートフォンの利用についてルールを決め、依存・炎上・いじめ等のトラ

ブルから子どもを守りましょう。 

７月４日（土）～１０日（金）をセーブメディアウィークとして最上地区のすべて

の小中学校、高等学校でこの運動に取り組みます。 
 

▼問い合わせ／舟形町教育委員会教育課社会教育係 ☎（32）2246 

（福）舟和会よりお知らせ 
今年度の「えんじゅ荘ふれあい夏まつり」と「光生園夏まつり」は、新型コロナウイルス感染

症の影響により、中止となりました。ご理解ご協力お願いします。 

 ▼問い合わせ／えんじゅ荘 ☎(32)3550 

        光生園   ☎(32)2770 



                             

                        

                        

                        

                      

児童手当「現況届」の 

提出期限が近づいています 

 現在、児童手当を受給している方は、年１回

「現況届」を提出する必要があります。 

対象者には、届出用紙を送付していますので、

内容を確認のうえ、忘れずに提出してください。 

※提出のない場合、児童手当が受給できなくな

りますので、ご注意ください。 
 

▼〆 切／６月 30日（火） 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 

          ☎（32）0655 

新型コロナウイルス感染症のため医療の最前線で活躍している県内の医療関係者や感染拡大に

より大きな影響を受けている方々などを支援するため、山形県では「山形県新型コロナ対策応援金」

の寄付を募集します。 

▼寄付の方法／次の指定口座のいずれかに振込みください。 

 

 

 

 

 

 

 ※振込手数料については、ご負担くださいますようお願いします。 

  ※ゆうちょ銀行、JAバンク、信用金庫、信用組合、労働金庫、その他の金融機関からも振込め 

ます。 

 ※領収証書や税控除の必要な方は、「寄附申込書」を提出してください。 

 ※寄附申込書は県のホームページからダウンロードできます。 

 ▼その他／詳しくは問い合わせください。 

 ▼問い合わせ／最上総合支庁総務課 ☎（29）1209 

金融機関 口座番号 口座名義 

山形銀行 県庁支店 普通預金 3121925 
山形県新型コロナ対策応援金 

（ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝｼﾝｶﾞﾀｺﾛﾅﾀｲｻｸｵｳｴﾝｷﾝ） 
荘内銀行 県庁前支店 普通預金 1036406 

きらやか銀行 本店営業部 普通預金 2033500 

 

自 衛 官 等 募 集 
募 集 種 目 募 集 資 格 受 付 期 間 試 験 日 

自衛官候補生 18歳以上、33歳未満 9月10日（木） 
9月18日（金） 
  ～20日（日） 

一般曹候補生 18歳以上、33歳未満 

7月１日（水）～ 9月10日（木） 

9月18日（金） 
  ～20日（日） 

海上・航空自衛隊 
航空学生 

18歳以上、 
21歳未満（航空） 
23歳未満（海上） 

9月22日（火） 

 

「中小企業退職金共済」で 

            退職金 
 

中小企業退職金共済（中退共）は、中小企業が

加入しやすい国の退職金制度です。 

・掛金の一部を国が助成します 

・管理や運用の手間がかかりません 

・掛金は全額非課税で、手数料もかかりません 

※パートタイマーさんもご加入いただけます。 

※他の退職金・企業年金制度等への移行も可能です。 
 

▼問い合わせ／（独）勤労者退職金共済機構 

        ☎  03（6907）1234 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（22）5057 



   ふれあい育児の広場は7月7日です。七夕飾りをする予定です。   

♡おはなし広場 
第１と第３木曜日に行なっています。 

お子さんが興味をもった時に、絵本の紹

介をしたり、希望があれば読み聞かせをし

たりしています。 
 

お子さんと絵本を手に取ってみませんか。  

お子さんがなかなか興味をもってくれな

い時には、大人が絵本を手に取って読むの

も一つです。子どもは大人の姿に関心をも

ち、絵本にふれる機会になります。声を出し

て読むなど、気づかせることも効果がある

ようです。 

 

♡あそびの広場 
第２と第４水曜日に行なっています。 

簡単に作れるおもちゃ作りや季節の製作

または手遊びなどをしています。 

         手作りおもちゃの紹介 
        ＜材料＞ 

・紙カップ×１・ストロー×１個 

 ・輪ゴム ×１・ビーズ ×１ 
        ・竹串 ×1/2・マジック各色 

         ・画用紙・セロハンテープ 

       ＜しかけの作り方＞ 

１ コップに穴をあける。上から３センチの所に

左右２ヵ所、コップの底に１ヵ所穴をあける。 

2 輪ゴムをストロー → ビーズ → 竹串に通す。 

      ＜遊び方＞ 

紙コップを持ち、ストローをくるくる巻く。紙コップ

の手を放しストローを持つとおばけがぐるぐる回る。 

 

 

                 
お友だちがセンターに遊びに来てく

れました。はじめは、それぞれ遊んでい

ましたが、ほかのお友だちが気になっ

て、いつの間にか一緒におうちごっこの

ようになりました。ケーキもたくさんあ

ってパーティーのようでした。 

 
「ピンポーン」「おじゃまします」 
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～こんな活動をしています～ 

 

 

 

 

   

    

日 月 火 水 木 金 土 

  

 

 

 

１ 

 

２ 

おはなし 

広場 

３ 

 

４ 

 

５ ６ 

 

７ 

ふれあい 

育児の広場 
☆要申込み 

８ 

あそびの 

広場 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

１２ １３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

おはなし 

広場 

１７ 

 

１８ 

１９ ２０ 

 

２１ 

 

２２ 
あそびの 
広場 

２３ 

海の日 

２４ 

スポーツ

の日 

２５ 

２６ ２７ 

   

２８ ２９ ３０ ３１  

 ７月の予定 

支援センターは、月～金曜日に開館しています。 

利用時間 午前９時 30分～11時 30分 午後３時～４時 30分 

22日は2歳および2歳６カ月健診のため午後休館です。 

舟形町子育て支援センターみらい 

（ほほえみ保育園内） 

   ☎（32）212０ 

午後休館 

表紙の答え 「金山町」 

 

♡目について（成長についての情報をお届けします） 

子どもは転びやすかったり、物に衝突したり、ひやひやする行動が多く見られます。 

その理由の一つに視野の狭さがあります。子どもの視野は６歳になっても、大人の視

野の約６割しか見えておらず、半分ほどの視野になります。そのため、道を横断する

時には、「しっかり止まって、右、左、右」と首を振って確認することが必要です。チ

ャイルドビジョンという視野体験眼鏡が支援センターにありますので、子どもがどの

くらい見えているのか、体験してみてはいかがでしょうか。 

 


