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令和２年  

１２月１１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～ 

 

答えは最後のページにあります。 

 城下町、宿場町、温泉町が一体となっ

て発展した地域です。「羽州の名城」と

呼ばれる城があります。 

▼日  時／令和３年１月 17日（日） 開会式：午前８時 30分～   

競 技：午前８時 50分～ 

▼会  場／舟形小学校体育館

▼対  象／町内各地域・職場・クラブ・その他団体等で構成されたチーム 

▼部門およびチーム編成／ 

 （１）団体の部…１チーム 10名（２名で縄を回し、８名で跳ぶ） 

①小学生の部    ②中学生の部    ③一般男子の部 

④一般女子の部    ⑤一般混成の部 

    ※交替または補欠選手登録数は、特に制限無しとする。 

    ※一般混成の部については、男子・女子ともに１名以上選手（補欠を除く）として競技 

に参加していれば混成と認めることとする。 

※一般男子・一般女子の参加団体数が少ない場合は、一般混成の部も含め一般の部として 

統一します。 

 （２）個人の部 

    ①小中学生男子の部  ②小中学生女子の部  ③一般男子の部  ④一般女子の部 

▼申込み方法／申込み用紙に記入のうえ提出してください。※Ｂ＆Ｇ海洋センターに準備しています。 

▼〆   切／令和３年１月８日（金） 

◆大 会 参 加 上 の 注 意 
１．大会当日、参加チーム代表者はチームの体調チェック報告シートを提出すること 

２．参加者はマスク持参し着用すること（競技を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用） 

３．アルコール等による手指消毒を実施すること（事務局が準備します） 

４．大きな声での会話、応援等をしないこと 

５．チームミーテイングにおいても３密を避けること 

６．敷地内は全面禁煙です（電子たばこも含む） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター   ☎ （32）3501 

https://2.bp.blogspot.com/-H-ZPcOcnZkU/XNE_Jk2ir0I/AAAAAAABSvA/OnrEKa0SnnQ6CMltT3inmGlm4nXrTVE4gCLcBGAs/s800/kids_oonawatobi.png


                              

                              

                               

                               

                               
「ふながた元気 得々お買物券（町プレミアム付商品券）」 

有 効 期 限  令和２年 12 月 28 日（月） 
今年度発行の「ふながた元気 得々お買物券(町プレミアム付商品券)」の有効期限が、

令和２年 12月 28 日となっています。 

有効期限を過ぎると利用できなくなりますので、お早めにご利用ください。 

▼問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所  ☎（32）2242 

◆農作業受託推進協力金交付事業 
新型コロナウイルスの感染等によって農作業が実施できない農家の農作業を受託する方に、 

農作業受託推進協力金を交付します。※国及び県の制度に該当するものを除く。 

▼対 象 者／新型コロナウイルス感染により、農作業ができない農家から農作業を受託した方 

▼対象作業／令和２年 11月 1日以降に受託した農作業 

▼交付金額／（１）５日未満          １万円/戸 

（２）５日以上 10日未満     ２万円/戸 

（３）10日以上          ４万円/戸 

※農作業受託料金については、委託者が受託者に対し別途支払います。 

▼実施時期／令和２年 12月～令和３年３月 

▼申込み方法／申請書（農業振興課に準備しています）に記入のうえ提出してください。 

▼そ の 他／この事業は、町内農家等において新型コロナウイルスの感染等があった場合に実施されます。

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947 
 

◆農畜水産物生産継続支援事業 
新型コロナウイルスの感染等によって、販売額が減少する等の影響を受けた農畜水産物について、 

今後も生産継続に取り組む生産者の生産活動に要する経費等を補助します。 

※高収益作物次期作支援交付金等の国及び県の制度に該当するものを除く。 

▼対象者および対象経費等／ 

対象期間における販売価格が、新型コロナウイルス感染症の影響により、過去の販売価格等より 20％ 

以上下落した品目を生産する農業者 

（１）花き、花木    過去の販売価格の４/５以内 

（２）家畜等      繁殖用子牛の購入額の１/２以内※１ 

（３）園芸作物、家禽  種苗、肥料、薬剤、資材、機械設備費用等の１/２以内※１ 

（４）水産物※２     薬剤、資材、機械設備費用等の１/２以内※１ 

   ※１上限：50万円または販売額の減少額の１/２のいずれか低い額 

※２養殖漁業者または漁業権を持つ団体等 

▼対象期間／令和２年２月～令和３年３月 

▼申込み方法／申請書（農業振興課に準備しています）に記入のうえ提出してください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947 

 

▼募集／２戸（町営住宅舟形団地１号棟１階・４階） 

▼入居資格／次の全てに該当する方 

①住宅に困窮している方 ②年間給与所得等から各種控除額を差引いた額の12分の1が15.8 万円以下の方 

③税及び公共料金の滞納がない方 ④申込者及び同居者が暴力団員でない方 

▼家賃／12,500円～（所得などにより変動有）       ▼敷金／家賃の３ヵ月分 

▼規模および構造／和室３室・台所・便所・風呂・洗面所  ▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

▼選考方法／申込者の内容を審査のうえ、入居者選定委員会において選考します。 

▼〆  切／12月18日（金） 

▼申込み方法／地域整備課農村整備係に準備してある指定用紙にご記入のうえ、申込みください。 

       ※指定用紙は町ホームページからもダウンロードできます。 

▼問い合わせ／舟形町地域整備課農村整備係  ☎（32）0915 



                               

                               

                               

                             

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、納付した保険料の全額が社会保険料控除の対

象となります。社会保険料控除を受けるために必要な書類「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

が１１月上旬に日本年金機構本部から送付されています。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書

（または領収証書）を添付してください。 

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての照会は、控除証明書のはがきに記載されて

いる「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」に問い合わせください。 
 
▼問い合わせ／ねんきんダイヤル ☎ 0570（003）004 

       新庄年金事務所  ☎（22）2050 

 

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます！ 

～年末調整・確定申告まで大切に保管を～ 

 

 

 ▼試験区分と採用予定人員、職務内容／ 

試験区分 採用予定人員 資格要件 

①看護職員 ３名 看護師・准看護師 

②介護職員 ３名 
介護福祉士、社会福祉士、社会福祉士受験資格取得見込の方 

※無資格・未経験でも意欲のある方 

③訓練職員 １名 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または各資格取得見込の方 

 ▼受験資格／・高等学校以上を卒業した方 

・看護師については、夜勤または夜間待機可能な方 

・介護職員については、夜勤可能な方 

・訓練職員については、理学療法士資格取得者または同資格受験資格取得見込みの方 

・②③については、昭和 45 年４月１日以降に生まれた方 

・当法人施設（光生園・えんじゅ荘・ほなみ）に通勤可能な方 

▼試験科目／・書類選考（履歴書・資格） ・筆記試験（一般教養） ・小論文  ・面接試験 

▼試 験 日／令和３年１月 17 日（日） ▼試験会場／光生園  ▼願書交付／光生園で配布 

▼受付期間／12 月７日（月）～ 令和３年１月８日（金） 

≪当日消印有効≫午前９時～午後４時まで（土・日・祝祭日除く） 

▼合格発表／令和３年１月 25 日（月） ▼採用時期／令和３年４月１日を予定  

▼申込み・問い合わせ／社会福祉法人 舟和会 障がい者支援施設 光生園 ☎（32）2770 

 新庄最上８市町村は、連携して人口定住に必要な生活機能の確保、地域の活性化を図るため「新

庄最上定住自立圏」を形成し、圏域が目指す将来像と推進する具体的取り組み等を定めた「第２次

新庄最上定住自立圏共生ビジョン」の策定を進めています。 

これまでの協議を踏まえ、第２次共生ビジョン（案）としてまとめましたので、みなさんからの

意見を募集します。いただいた意見については、その考え方を付して公表するとともに、共生ビジ

ョン作成の参考とさせていただきます。  

▼募集期間／12 月 15日（火）～ 令和３年１月 14 日（木）  

▼意見を提出できる方／圏域（新庄最上８市町村）に在住・在勤・在学の方、圏域内事業者・団体  

▼案の閲覧／町ホームページまたは次の場所で閲覧できます。  

【閲覧場所】役場、中央公民館  

【町ホームページ】http:// www.town.funagata.yamagata.jp/ 

▼意見の提出方法／所定の用紙に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・ＦＡＸ・電子メールでお寄せ 

ください。※用紙は閲覧場所に準備してあるほか、町ホームページでもダウンロードできます。  

【記載必要事項】①氏名（法人・団体名）、②住所（所在地）、③電話番号  

▼提 出 先／〒999-4601 舟形町舟形 263 舟形町まちづくり課企画調整係   

ＦＡＸ（32）2117  メールアドレス info@town.funagata.yamagata.jp  

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104 



 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪人間ドック≫ 
▼期 日／１月 18日（月） 

※対象の方には別途通知します。 

        １月 12日（火）、22日（金）、29日（金） 

※未受診者整理日 

今年度最後の人間ドックです。 

▼場 所／最上検診センター 

▼受 付／①午前７時～８時 

②午前８時３０分～９時３０分 

◆健康相談◆ 相談日:１月５日（火）、１８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、こころの相談等）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。来所できない方は、電話相談も可能です。 

≪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。 

冬に入り新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されます。感染症

対策の基本は、「手洗い」や「マスク着用を含む咳エチケット」です。 

あわせて、予防接種を活用しましょう。今年度、舟形町に住所を有する生後６ヵ月以上の方を

対象にインフルエンザの予防接種の助成を行なっています。 

感染症対策を 

徹底しましょう!! 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 表紙の答え 「上山市」 

 

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 

1月 12日（火） 
産後ママのストレッチ講座 
※要事前申込み 

産後1年くらいまでの 

産婦さんとお子さん 

午前 9時50分～ 
10時 

保健センター1階 
バスタオル 1枚、ミルク、オムツ等 
※動きやすい服装でお越しください 

１月 27日（水） 

２歳児歯科健診 
H30年 12月、 

H31年１・２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、 
フェイスタオル※ 

２歳 6ヵ月児 
歯科健診 

H30年 6～8月生 
母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 
フェイスタオル※ 

１歳児健診 R1年 12月生 

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、フェイスタオル※ 

歯科健診 
フッ素塗布 

H30年 3～5月生 

H30年 9～11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、 
フェイスタオル※ 

1月 22日（金） 絵本と遊ぼう赤ちゃん広場 
（ブックスタートフォローアップ） 

R2年 6～9月生 
午前 9時50分～ 

10時 
子育て支援センター バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

1月 29日（金） 

 ※フェイスタオルは、歯科健診時に頭の下に敷いて使用します。 


