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令和３年  

３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～ 

 

答えは最後のページにあります。 

 さくらんぼ全国１位の生産量を誇っていま

す。また、昭和３年に命名された「佐藤錦」の

発祥の地でもあります。 

舟形町「フリーWi-Fi」が使えるようになりました 

町の施設の一部で新たにフリーWi-Fi が使えるようになりました。スマートフ

ォンやタブレットなどの Wi-Fi機能がついた端末で、どなたでも無料でインター

ネットを利用できますので、ぜひご利用ください。 

 

▼設置場所／舟形町役場：１階ロビー周辺、２階議場、３階大会議室 

      中央公民館：１階図書室、２階研修室、３階大ホール 

▼利用方法／接続のための SSIDやパスワードは各設置場所に掲示しています。 

利用上の注意事項等はホームページをご確認ください。 

▼問い合わせ／舟形町総務課デジタルファースト推進室 ☎（32）0818 

ホームページはこちら → 

障がいのある方に対する 

令和３年度軽自動車税の減免について 
一定の程度の身体障がい者等が所有する軽自動車で、本人が運転する場合、またはその方と同居する家族

が身体障がい者等のために運転する場合は、軽自動車税が減免されます。 

また、車両の構造が、身体障がい者等が利用するための場合も減免されます。ただし、いずれも申請が必要

です。 

▼申請期限／４月 21日(水)   

▼必要なもの／軽自動税種別割減免申請書、軽自動車税種別割納税通知書（４月中旬送付）、 

身体障がい者手帳等、運転免許証（運転する方のもの）、車検証、印鑑、 

個人番号のわかるもの（マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等） 

※申請書は住民税務課６番窓口に準備しています。 

※昨年度減免を受けた方には、４月上旬に申請書を郵送します。 

※該当する障がいの程度は問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係  ☎（32）0466 

https://1.bp.blogspot.com/--gBhqHhZ9N4/Uvy51wArnlI/AAAAAAAAdqs/TkAqWmHw5P4/s800/car_keijidousya.png


                               

                               

                               

                               

                               

令和３年度 舟形町健康診断 日程表 
◆人間ドック 

検診月日 対 象 地 区  

9月  8日（水） 沖の原、鼠沢、木友 

9月16日（木） 西堀 

10月15日（金） 富田第１ 

10月19日（火） 富田第２、馬形 

10月28日（木） 福寿野 

11月12日（金） 小松、長者原 

12月 ４日（土） 瀬脇、洲崎、横山 

12月13日（月） 堀内 

1月13日（木） 実栗屋、真木野、新堀、西又、松橋 

1月25日（火） 未受診者整理日 

2月 ２日（水） 未受診者整理日 

 

検診月日 対 象 地 区  

4月21日（水） 野、幅、長尾 

4月26日（月） 内山、長沢第２、大平 

5月15日（土） 長沢第１、経壇原 

5月28日（金） 長沢第３、一の関 

6月 ８日（火） 太折、向山 

6月23日（水） 舟形第１、舟形第２ 

7月 １日（木） 舟形第３ 

7月20日（火） 舟形第４ 

8月  ７日（土） 未受診者整理日 

8月31日（火） 紫山 

 

▼受 付／①午前7時～8時  

②午前8時30分～9時30分 ※感染症対策のため受付時間を分けています。 

▼場 所／最上検診センター 

◆地域健診（特定健診、胃・大腸・肺がん検診） 

検診月日 場 所 受付時間 対 象 地 区  

4月30日（金） 福祉避難所 午前６時45分～７時45分  
大平、一の関、舟形第１・２、 

西堀、木友、太折 

5月17日（月） 福祉避難所 午前６時45分～７時45分 舟形第３・４、紫山、沖の原、鼠沢、向山 

6月25日（金） 生涯学習センター 
午前６時45分～７時45分 野、幅、長尾、内山 

午前８時～９時 長沢第１～３、経壇原 

7月19日（月） 農村環境改善センター 
午前６時45分～７時45分 

瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、真木野、

新堀、西又、松橋 

午前８時～９時 小松、長者原、福寿野、富田第１・２、馬形 

10月22日（金） 福祉避難所 午前６時45分～７時45分 未受診者整理日  

 

感染症対策のため、受付時間を分けています。受付時間前にお越しにならないよう、ご協力お願いします。 

※受付時間前にお越しになった場合、時間になるまでお待ちいただきます。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

 

のびのび子育てサポート給付金 
ほかの市町村の保育園・幼稚園に通っている３歳児以上のお子さんの副食費と、０～２歳児がいる方は、

18歳までの兄弟姉妹がいれば、そこから数えた第２子、第３子の保育料を助成します。 

該当する方は健康福祉課福祉係まで申し込みください。 

 

▼受付期間／４月１日（木）～30日（金） 

▼助 成 額／３歳児以上 副食費（月 4,500円上限）反映 

３歳児未満 第２子 → 保育料の半額 

             第３子 → 保育料の全額 

▼助成の流れ／（１）副食費・保育料を通常通り支払います。 

（２）翌月の 10日までに上記の料金を支払ったことを証明できる書類（領収書等）を 

町健康福祉課④番窓口に提出します。 

（３）書類を提出した月の末日に指定口座に助成金が振り込まれます。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係  ☎（32）0655 

https://2.bp.blogspot.com/-vRUpZkfW9Is/VznTLDEdyYI/AAAAAAAA6pw/M_l7pq3X734sFU8FjWTk1Uk1pJeugr04wCLcB/s800/medical_naika_adult.png


                               

                               

                               

                               

                               

公務員を退職・異動する方へ 
 
 
 

児童手当受給者が公務員から被用者・非被用者へと異動する場合は、異動日（退職日）の翌日

から起算して 15日以内に住所地の市区町村への申請が必要となります。 

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 
 
▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

公務員の方が退職・出向等により公務員でなくなる場合には、住所

地の市区町村に新たに児童手当の支給申請を行う必要があります！ 

▼内 容／①稲作講座        ▼場 所／①えくぼプラザ（南陽市） 

     ②果樹講座             ②天童市市民文化会館（天童市） 

     ③野菜講座             ③甑葉プラザ（村山市） 

▼対 象／他産業に従事しながら就農を目指す方、就農初期段階の農業後継者等 

▼定 員／①③20名 ②30名 

▼受講料／無料 

▼申込〆切／４月 12日（月） 

▼問い合わせ／山形県農林大学校研修部 ☎（22）8794  

マイナンバーカードの交付および交付申請のための延長窓口のお知らせ 
町では、平日の開庁時間内(午前８時 30分～午後５時 15分)にマイナンバーカードの交付申請や受け取り

ができない方のため、毎週木曜日に延長窓口を開設しています。 
 
▼開設日時／毎週木曜日の午後８時まで(祝日を除く) 

      ※マイナンバーカードの受け取りの方は、午後７時まで 

▼開設場所／舟形町住民税務課①番窓口 

▼必要なもの／・マイナンバーカードの交付申請の方  

二次元コード（QRコード）付き交付申請書または個人番号カード交付申請書 

・マイナンバーカードの受け取りの方 

交付案内ハガキに必要書類が明記されていますので、ご確認ください。 

 ▼注 意 点／本人確認に必要な書類が足りない場合は、申請受付できないことがありますので、事前に 

問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211 

舟形町克雪住宅の入居者を募集します。 

▼場  所／舟形町堀内 112-10 

▼住  宅／木造２階建（車庫２台分含む）   

▼融  雪／融雪設備（屋根・駐車場・玄関アプローチ）  

▼入居資格／次の要件をすべて満たす方  

①税金及び公共料金などを滞納していないこと 

②町内会組織等の地域活動へ積極的に参加する意思があること   

▼〆  切／４月９日(金)  

▼入居可能日／４月 15日以降(予定)  

▼使用料（家賃）／月額 40,000円(高熱水費などは入居者負担)  

▼申込み・問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104 

｢舟形町克雪住宅｣入居者募集  
 

https://1.bp.blogspot.com/-LktLouo8utY/XRtksKINQ2I/AAAAAAABTdc/_b_g78fr1Uk_UnNtSzpy3RWdFAXLY4e8wCLcBGAs/s800/nouka_man_hatake.png


手作りのお財布でお買い物をしたよ！ 
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こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和３年３月 発行 第 15５号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（舟形町福祉避難所「てとて」内） 

   ☎（29）8700 

♡すいみん情報Ｎｏ３ ～よりよい睡眠をとるために～                            

 人生の３分の１は睡眠と言われています。子どもにおいても心身の健全な発育・

発達の為に、睡眠はとても重要です。そこで、よりよい睡眠をとるために特に気

をつけたいことの一つとして、電子、情報通信機器の使い方があります。これら

から出る強い光は、睡眠と覚醒のリズムに影響するので、寝床につく前は機器か

ら出る明るい光を浴びないように注意しましょう。また、機能が未熟で、発達段

階の子どもたちに与える影響は大人より大きくなるため、大人がもう一度お子さ

んの睡眠環境を見直してみましょう。 

【４月の予定】   

第10回ふれあい育児の広場は、

終わりの会をしました。この日は、

お買い物ごっこをして遊びました。 

品物は、おうちで遊べるおもちゃ

です。子どもたちはおもちゃのお買

い物をして楽しみ、笑顔いっぱいの

一日となりました。 

 

 

 

 

 

表紙の答え 「東根市」 

 

閉 館 

4 月から子育て支援センタ－「みらい」が移転します 

  これまで、ほほえみ保育園に併設していた子育て支援センター「みらい」です

が、4月から、新設された舟形町福祉避難所「てとて」内に移転します。 

 移転に伴う変更点をお知らせします。 

 

舟形町福祉避難所

「てとて」内 １階 

月～金曜日（土、日、祝日を除く）

午前９時    ～ 11時 30分 

午後１時 30分 ～ ４時 30分 

 

毎月第３火曜日午前 10時から、身体測定・育児相談・

栄養相談を行う日を新たに設けます。 

この時間は保健師も常駐します。 

場 所 利用時間 

すくすく広場 

  各種健診時に、子育て支援センター「みらい」を閉館としていましたが、 

 4月からは各種健診時も開館します。ぜひご利用ください。 


