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令和３年  

１２月１０日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第６便 

参考サイト 

ネットオークションなどの利便性と危険性 

 利便性 珍しい、欲しい商品を手軽に探す 
ことができ、自分も商品を出品できる。 
危険性 
架空出品や代金をだまし取る 
などの詐欺やトラブルもある。 
対 策 
出品者の過去の取引実績や連絡先の確認。 
やりとりしたメール、振込みの控え、宅配便の
伝票などの証拠を保存する。 

▼日  時／令和４年１月 16日（日） 開会式：午前８時 30分～   
競 技：午前８時 50分～ 

▼会  場／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター
▼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４年１月７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（競技を行なっていない時はマスクを必ず着用） 
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．チームミーティングにおいても３密を避けること 
６．敷地内は全面禁煙です（電子タバコも含む） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター   ☎ （32）3501 

「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３年12 月31 日（金） 

「100％舟形町プレミアム商品券」 
有 効 期 限  令和４年 １ 月31 日（月） 

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 

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


                               

                               

                               

                               

                               

子育て世帯への臨時特別給付〈先行給付金〉 
に関するお知らせ 児童１人あたり５万円 （12/28（火）振込予定） 
児童一人あたり５万円の臨時特別給付金の該当となる保護者には、給付に関するお知らせをお送りします

ので、ご確認をお願いします。 

 なお、公務員で令和３年１月１日以降に住民となられた方、住所を別にしている高校生を扶養している方

については、申請が必要となります。町健康福祉課福祉係までご連絡ください。 

 
  対象となる児童 

   ・舟形町で令和３年９月分の児童手当支給対象となる児童 

   ・令和３年９月 30日時点で高校生（平成 15年４月２日～平成18年４月１日生まれ）の児童 
   ・令和４年３月 31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童（新生児） 

    ※児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方は、対象外となります。 

 
▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

障がいと障がい者に対する理解を深め、障がいを理由とした差別を無くそう 
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社

会づくり条例」によって、やむを得ない理由がなく、障がいがあるという理由だけで、障がいのない人より

も不利な扱いをすることは禁止されています。 

 障がいを理由とする差別を無くし、障がいの有無によって分け隔てられることなく、 

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会のために取り組んでいきましょう。 

▼問い合わせ／山形県健康福祉部障がい福祉課 ☎ 023（630）2293 

舟形町健康福祉課福祉係    ☎（32）0655 

▼募集／１戸（ハイムひだまりⅡ Ｗ-２） 
▼入居資格／次のすべての要件に該当する方 
①ご夫婦で小学生までの子どもがいる世帯。または出産予定の世帯。 
②税および上下水道料の滞納がない世帯。 
③入居後に町内会組織などの地域活動へ積極的に参加する意志がある世帯。 
④入居時に賃貸保証会社と賃貸保証の契約を自己負担で締結できる世帯。 
⑤申込者及び同居者が暴力団員でない方。  
※居期限付き入居／子ども(２名以上いる場合は下の子)が 12歳に達する年度末まで 

▼家賃／同居する小学生までの子どもの数により 
 子ども０人／40,000円 子ども１人／35,000円 子ども２人以上／30,000円 

▼敷金／家賃の２ヵ月分   
▼規模および構造／３ＬＤＫメゾネットタイプ（屋外に物置有） 
▼〆切／令和３年 12月 21日（火） 
▼選考方法／ 
申込書の内容を審査の上、入居者選定委員会の意見を聞いて選考する 
申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選により決定 
▼申込方法／入居申込書により申込むこと 
※指定用紙は地域整備課に準備しているほか、町ホームページからもダウンロード可能 
▼問い合わせ／舟形町地域整備課建設企画係 ☎（32）0915 
 



                               

                               

                               

                               

                               

令和４年度舟形町会計年度任用職員募集 
町では効率的な行政を目指すため、令和４年度会計年度任用職員を公募します。会計年度任用職員募 

集の詳細については次のとおりです。 
 
○応募〆切／12月 24日（金） 

○募集職種および登録資格要件並びに主な勤務内容／【別表】のとおり 

○応募資格／・別表の登録資格要件を満たす方 

○申請書類／・令和４年度舟形町会計年度任用職員登録申請書 

（総務課に準備しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。） 

・履歴書（Ａ３版、写真貼付） 

・資格を必要とする職種は資格免許の写し 

○登録有効期間／令和４年４月１日より１年間 

○選考内容／書類選考および面接により採用を決定します。 

○勤務条件／「舟形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇規則」によるものとします。 

○報酬等／「舟形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則」により、報酬と手当、 

費用弁償（通勤手当）を支給するものとします。 

○任用根拠等／地方公務員法第 22条の２第１項第１号の規定に基づき任用される非常勤職員です。 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

○その他／・提出書類は、原則として返却しません。 

・勤務場所を指定することはできません。 

詳しくは問い合わせください。 

【別 表】 

職   種 登録資格要件 主な勤務内容 
社会保険等 
加入の有無 

事務補助員 高校卒業以上 
・役場での事務補助など 
週５日、１日７時間勤務 
報酬は月額 119,490円以上 

有 

営農相談専門員 
高校卒業以上 

（※営農指導の 
経験がある方）  

・役場での新規就農者等に対する経営指導など 
週５日、１日７時間勤務 
報酬は月額 180,550円以上 

主任介護支援専門員 
または 

社会福祉士 
有資格者  

・地域包括支援センターでの介護サービス 
計画書作成など 
週５日、１日７時間勤務 
報酬は月額 180,550円以上 

保育士 
または 
看護師 

有資格者  

・子育て支援センターでの保育や看護業務 
週２日以上４日以内、１日７時間 45分勤務 
報酬は月額 131,760円以上 
（※週４日、１日７時間 45分勤務の場合） 

集落支援員 高校卒業以上 

・生涯学習センターまたは農村環境改善 
センターでの地域支援活動など 

 週５日、１日７時間勤務 
 報酬は月額 160,680円以上 

厚生員 高校卒業以上 
・学童保育所での保育業務 
 週６日、１日７時間以内（週 35 時間）勤務 
 報酬は月額 119,490円以上 

学校教育指導員 要教員免許 
・教育委員会での学校教育現場への指導など 
週４日、１日７時間勤務 
報酬は月額 220,560円 

特別支援教育支援員 
要教員免許 

（小・中学校） 

・学校での児童生徒への教育支援 
週５日、１日７時間勤務 
報酬は月額 180,550円以上 

 
▼問い合わせ／舟形町総務課総務係 ☎（32）2111（内線 233） 



◇健康相談◇ 相談日:１月６日（木）、17 日（月） 
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇人間ドック◇ 
▼期 日／１月 13日（木）、25日（火） 

※対象の方には別途通知します。 

▼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 

※新型コロナウィルス感染症予防のため受付時間を分けてい

ますので、通知をご確認ください。ご協力をお願いします。 

≪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。来庁できない方は、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。ご相談の方は福祉避難所「てとて」へお越

しください。保健師と助産師が対応します。 

空気が乾燥し、気温が低くなる冬は、新型コロナウイルス感染症のほか

に、インフルエンザや RSウイルスなどの呼吸器感染症と、ノロウイルス、

ロタウイルスなどによる感染症胃腸炎が流行しやすくなります。 

うがいと石けんでの手洗いやマスクの着用、こまめな換気を心がけま

しょう。 

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 

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 11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 

福祉避難所 
「てとて」 

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 21日（金） 

２歳児歯科健診 
令和１年12月、 

令和２年１・２月生 

午後  ０時50分～ 
１時 

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 

令和１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 令和２年12月生 
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 

平成29年４・５・12月生 

平成30年１・２・12月生 

平成31年１～４月生 

令和元年５・９・10・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 27日（木） 
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） 

令和３年６～９月生 
午前 ９時50分～ 

10時 
バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

 ※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。 


