中山町

ＴＯＷＮ

総務広報課庶務Ｇ

☎６６２‐２２２３

町の広報（広報なかやま、お知らせ

総務広報課地域情報Ｇ

型家電、古着・古布類回収は、新型コ

☎６６２‐２１１３

毎年３月に実施している使用済み小

住民税務課住民Ｇ

使用済み小型家電、
古着・
古布類回収を中止します

☎６６２‐２１１１

行政相談委員は、総務大臣が委嘱す

版、ホームページ等）に町民の皆さん

ロナウイルス感染症の状況を踏まえ、

広報委員会委員を
募集します

る民間有識者です。行政に関する困り

の意見を反映させるため、広報委員会

中止します。今後については、改めて

行政相談を
ご利用ください

ごとや意見・要望等がありましたら、

委員を公募します。

お知らせします。

※お問い合わせ先

行政相談委員にご相談ください。医療

●募集人数 若干名

※お申込み・お問い合わせ先

保険・年金から雇用、運輸、道路行政

※お問い合わせ先

など多岐にわたる内容を受け付けてい

●任期 ４月１日～令和４年３月 日

健康福祉課福祉子育て支援Ｇ

村山管内の特別支援学校等の通学に

※お申込み・お問い合わせ先

●会議 の 開 催 日 任 期 中 に ３ 回 程 度
（平日の日中の時間帯）

☎
  ６６２‐２６７３
令和３年度障がい児通学支援利用申

障がい児通学支援利用
申し込みを受け付けます

●応募資格 町内に住所がある満 歳
以上の方

ます。相談は無料・秘密厳守です。予
約不要ですので当日会場へお越しくだ
さい。
日（水）
午前 時～正午

●報酬 会 議 に １ 回 出 席 す る ご と に
３６００円

●応募方法 応募用紙に必要事項を記
入の上、郵送または持参により提出

支援を必要とする児童の保護者が、病

の方は、お問い合わせください。

通学支援の利用を希望される保護者

て い ま す（ 利 用 者 の 一 部 負 担 あ り ）
。

し込みを受け付けます。

してください。募集要項・応募用紙

気や就労などにより送迎ができない場

（中山町担当行政相談委員）

は総務広報課地域情報Ｇで配布する



※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、来場前の検温、マスクの着
さい。

●選考方法 原則として書類選考とし、
必要に応じて面接等を行います。

務広報課地域情報

〒９９０‐０４９２ 東村山郡中山
町大字長崎１２０ 中山町役場 総

●応募締切 ３月 日（月）午後５時
（郵送の場合は 日必着）

ンロードできます。

合、タクシー等による通学支援を行っ

●相談委員 黒沼裕一氏

20

31

ほか、町公式ホームページからダウ

中央公民館１階 第１研修室

●日時 ３月

10

用、来場時の手指消毒にご協力くだ


●場所

10

年
毎月１･ １５日発行
（「広報なかやま」（毎月15日発行）
「お知らせ版」
はホームページでもご覧になれます）

令和
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№１３７２
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※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。
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子育てと福祉の各種手当制度について
各種手当の支給要件や支給額などは、令和３年２月現在のものです。支給要件に該当すると思わ
れる方は、お気軽に健康福祉課福祉子育て支援Ｇにご相談ください。
また、各種手当を受給している方は、年に１度、現況届等の提出が必要です。児童手当は６月、
その他の手当は８月が提出月です。児童手当、児童扶養手当を受給している方は「現況届」を、特
別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方は「所得状況届」を提出して
ください。
▼児童手当
●支給要件 中学校３年生までの子どもを養育している方
●支給月額
区分
支給額
３歳未満
１５，０００円
３歳～小学生（第１子・２子）
１０，０００円
３歳～小学生（第３子以降）
１５，０００円
中学生
１０，０００円
※受給者およびその配偶者の所得が制限額を超える場合、この表にかかわらず１人につき５，０００円。
●支 給 月 ２月・６月・１０月（それぞれ前月までの４か月分を支給）
▼児童扶養手当
●支給要件 １８歳（政令に定める障がい児の場合は２０歳）未満の児童を対象児童とし、①対象児
童を持つ母子家庭の母や父子家庭の父、②配偶者が重度の障がいと認定された対象
児童を持つ父母、③対象児童を養育している父母以外の養育者等のいずれかに該当
する方。受給者および扶養義務者の所得により支給制限があります。
●支給月額
児童数
全額支給
一部支給
児童１人のとき
４３，１６０円
１０，１８０円〜４３，１５０円
児童２人目の加算額
１０，１９０円
５，１００円〜１０，１８０円
児童３人目以降の加算額（１人につき）
６，１１０円
３，０６０円〜 ６，１００円
※遺族年金等を受給している方は、年金額が手当より低い場合に、その差額分を受給できます。
●支 給 月 １月・３月・５月・７月・９月・１１月（それぞれ前月までの２か月分を支給）
▼特別児童扶養手当
●支給要件 ２０歳未満の重度から中度の障がいのある児童を自宅で養育している方。受給者、そ
の配偶者および扶養義務者の所得により支給制限があります。
●支給月額
障がいの程度
手当額（児童１人当たり）
１級
５２，５００円
２級
３４，９７０円
●支 給 月 ４月・８月・１１月（４月・８月は前月まで、１１月は当月までの４か月分を支給）
▼障害児福祉手当
●支給要件 日常生活で常時介護が必要な重度の障がいがある２０歳未満の方（障害年金等を受給
することができる児童および児童福祉施設等に入所している児童を除く）
。受給者、
その配偶者および扶養義務者の所得により支給制限があります。
●支給月額 １４，８８０円
●支 給 月 ２月・５月・８月・１１月（それぞれ前月までの３か月分を支給）
▼特別障害者手当
●支給要件 日常生活で常時介護が必要な極めて重度の障がいがあり、自宅で生活している２０歳
以上の方。受給者、その配偶者および扶養義務者の所得により支給制限があります。
●支給月額 ２７，３５０円
●支 給 月 ２月・５月・８月・１１月（それぞれ前月までの３か月分を支給）
※申請・お問い合わせ先

健康福祉課福祉子育て支援Ｇ

☎６６２ - ２７０５
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シニアるんるん貯筋体操教室についてのお知らせ

令和３年度からシニアるんるん貯筋体操教室は、
なかやま健幸くらぶ事業の運動教室と統合します。

●４月から、下表のとおり、なかやま健幸くらぶの運動教室として実施します。参加希望の方
は「なかやま健幸くらぶ 教室型」に加入いただく必要があります。
内容・時間帯は次のとおりです。

るんるんクラス
※現在のシニアるんるん貯筋体操教室と同様の内容

はつらつクラス
※令和３年度からの新しいクラス
※詳しくは、お知らせ版３月１５日号に掲載予定です。

※参加希望の方は申込書に必要事項を記入し、健康福祉課または役場総合窓口に提出してください。
申込書は健康福祉課、役場総合窓口、総合体育館にあります。運動教室の内容や申込み方法がど
のように変わったのか詳しく知りたい方は下記までご連絡ください。

山形市男女共同参画センター
ファーラをご利用ください
※お申込み・お問い合わせ先

山形市男女共同参画センター ファーラ

時～正午

■ココロを軽くする女性学講座～距離
感（ディスタンス）から考えるジェ

ンダー問題～

●日時 ３月７日
（日）午前

●場所 山形市男女共同参画センター・
ファーラ ５階視聴覚室

●講師 阿部裕美氏

（東北文教大学短期大学部教授）

山町・山辺町・河北町・西川町・朝

名

日町・大江町に在住、または山形市

に在勤・在学の方／先着

●参加費 無料

心配ごと相談所を
開設します

※お問い合わせ先

社会福祉協議会（保健福祉センター内）

☎６６２‐４３６１

あなたのお悩み、心配ごとなどを相

談員に気軽に相談してください。民生

日（水）

委員、人権擁護委員が相談に応じます。

●日時 ３月

午後１時 分～４時

※電話での相談も受け付けます。

保健福祉センター２階会議室
【ファーライベント事業】


●場所
※マスクの着用をお願いします。

用、来庁時の手指消毒にご協力くだ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、来庁前の検温、マスクの着

※法律相談のご利用は、１人につき年
度内に１回のみとなります。



☆相談費用 無料

●対象／定員 山形市・寒河江市・上
山市・村山市・天童市・東根市・中

☎６４５‐８０７７

【ファーラ相談室のご案内（３月分）
】

10

☆利用方法 事前予約が必要です。予
約は３月１日から受け付けます。
■一般相談

女性カウンセラーによる心の悩み相
談。
●曜日と時間
▼月・水曜日…午後２時～７時
▼火・金曜日…午前９時～正午

▼木・土曜日…午前９時～午後１時
▼日曜日…午後２時～５時
■法律相談

弁護士による法律に関わる悩み相談。
●日時 毎月第２・３・４金曜日

①午後４時 分～４時 分 ②午後
４時 分～５時 ③午後５時 分～
10

５時 分 ④午後５時 分～６時

30

40

※新型コロナウイルス感染症拡大の場
合、変更になる場合があります。

さい。

3.3.1
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10

10

25

30

30 40

☎６６２ - ２８３６
健康福祉課健康づくりＧ
※お問い合わせ先

日・水曜日
午前９時３０分～１０時３０分
火曜日
午前１０時～１１時、
午後１時３０分～２時３０分
火曜日
午後１時３０分～２時３０分
いきいきクラス
※現在のなかやま健幸くらぶ事業のいきいきタイムと同様の内容

＜運動教室＋ウォーキングでさらに健康へ！＞

なかやま健幸くらぶとは、ウォーキングを中心とした健康づくり事業です。ウォーキングは血管を
柔らかくする効果が期待できるため、運動教室と並行して取り組んでいただくと生活習慣病の予防
などに効果的です。日常生活でも、少し歩数を意識することで変わってきます。まずは普段の歩数
を知り、自分のペースで歩数や活動量を増やすことから始めていきます。

最上川中山緑地（ひまわり）グラウンド・ゴルフ場

年間使用券の購入について

●受付場所
●受付期間

●必要書類
●料

金

総合体育館

３月２日（火）～１１月３0日（火）

（使用および交付期間

４月１日（木）～11月30日（火）
）

※料金の受領、使用券の交付は４月１日（木）から行います。
①中山町有料公園施設年間使用券交付申請書
②証明写真２枚（縦３㎝×横2.5㎝）
高校生以上…７，
８６０円
中学生以下…３，
６７０円

★昨年からの変更点

料金の受領、使用券の交付は４月１日からとさせていただきます。
※３月中は申請書、証明写真の受付のみとさせていただきます。
３月２日～３月31日まで
・申請書、証明写真の受付のみ

※お問い合わせ先

小学校就学前のお友達へ

４月１日～11月30日まで
・申請書、証明写真の受付
・料金の受領、使用券の交付

総合体育館

☎６６２‐２３００

かもしかクラブへ入会しませんか？

かもしかクラブは、学校に入る前のお子さんが交通ルールを学ぶためのクラブです。
交通ルールを守ることは、自分の命を守るための第一歩。皆さんで楽しくお勉強しませんか？
興味のある方はお気軽にお問い合わせください♪
●対

象

●活動場所
●活動内容

３歳～６歳（小学校就学前）の幼児と
その保護者
中央公民館など
年に６回程度（日曜日の午前中など）
歌、ゲームなどを通して親子で交通
ルールを学びます。

※お問い合わせ先
総務広報課危機管理Ｇ
☎６６２‐４８９９
かもしかクラブ担当

夛田

ひまわり温泉ゆ・ら・らの一部休業について
新型コロナウイルス感染症の流行に歯止めがかからず、収束までには、なお多くの時間がかかる

ものと見込まれることを受け、下記のとおり、ひまわり温泉ゆ・ら・らの一部営業を休業します。長
期の休業となりますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

【３月１日から令和４年３月３１日（予定）まで休業する業務】 ・宿泊

・宴会

・法要

・仕出し

※新型コロナウイルス感染症の流行収束など、状況に応じ、営業再開を前倒しする場合があります。
なお、感染防止対策を徹底の上、日帰り入浴、レストラン、売店の営業および会議室などの貸し

出しは継続します。ぜひご利用ください。
※お問い合わせ先

ひまわり温泉ゆ・ら・ら

☎６６２ - ５７７７
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消費生活の窓口から

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意を！

～行政機関等をかたった“なりすまし”に注意しましょう～

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだまし
とろうとする電話に関する相談が全国で寄せられています。

〈事例〉・公的機関を名乗る者から「新型コロナウイルスのワクチンが接種できる。後日全額キャッシュバック（返
金）されるので10万円を振り込むように」と電話があり、不審だ。
（８0歳代

女性）

・「新型コロナウイルスのワクチンが無料で受けられる。家は借家か、持ち家か」などと個人情報を聞き出
す電話があり、不審だ。（８0歳代 女性）

・「新型コロナウイルス予防接種が優先的に打てる」といった内容のＳＭＳが届いた。大臣名が記載されて
いるほか、ＵＲＬも記載されており、不審だ。
（30歳代

男性）

【アドバイス】
◆新型コロナワクチンの接種は全額公費（無料）です！
◆役場などの行政機関が、電話・メールで個人情報を求めることはありません！
不審な電話やメールは、すぐ切るか無視しましょう。心当たりのないメールに、実在する事業者
名等が記載されていた場合でも、メール内にある電話番号やＵＲＬには、絶対にアクセスしない
ようにしましょう。
◆少しでも不安に思ったら、消費生活相談窓口や下記の窓口に相談しましょう。
・国民生活センター 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン：０１２０－７９７－１８８
・消費者ホットライン（局番なし）
：１８８（最寄りの消費生活相談窓口につながります）
・厚生労働省コロナワクチンコールセンター：０１２０－７６１７７０
・警察用相談専用電話：＃９１１０
※詳しくは、消費者庁ホームページ「便乗悪質商法の注意喚起！」
、国民生活センターホームペー
ジ「新型コロナウイルス感染症関連（テーマ別特集）
」をご覧ください。
な

い

や

く

な

い

や

や

や

※ご相談・お問い合わせ先
中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内） ☎６６２ - ２５９３

３月は「自殺対策強化月間」です
例年、月別自殺者数の最も多い３月は「自殺対策強化月間」と定められています。
山形県精神保健福祉センターでは、下記のような取り組みを行っています。

１．自殺対策強化月間における電話相談の拡充
●期間
●時間

３月１日（月）～７日（日）の７日間
午前９時～午後５時

●電話番号

お こ な お う

まもろうよ

こ

こ

ろ

①「こころの健康相談統一ダイヤル」☎０５７０－０６４－５５６

※ＩＰ電話、プリペイド式携帯電話、列車公衆電話、海外からは接続できません。

②「心の健康相談ダイヤル」☎６３１－７０６０からも相談できます。

通常は、午前９時～正午、
午後１時～５時まで（土日・祝日および年末年始を除く）対応しています。
２．「自死遺族個別相談」および「自死遺族のつどい」

身近な人や大切な人を自死で亡くされた方が安心して相談できる窓口として「個別相談」および

「自死遺族のつどい」を開催しています。

○「個別相談」…精神科医師や保健師による個別相談（予約制）

○「自死遺族のつどい」…遺族等が思いを語り、聴きあう「わかちあい」の場です。

毎月第３金曜日の午後１時30分～３時30分まで開催しています。３月の開催日は1９日です。

※詳しくは、お電話にてお問い合わせください。秘密は厳守します。
※お申込み・お問い合わせ先
5
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山形県精神保健福祉センター

☎６７４ - ０１３９

保健カレンダー

※保健事業に関するお問い合わせ先

健康福祉課

健康づくりＧ

☎６６２−２８３６

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。
事 業 名

日

時

場

所

対

定期健康相談

３/９（火）
３/２３（火）
１０：３０～１１：３０

育 児 相 談
【 予 約 制 】

３/２３（火）
１０：３０～１１：３０

者

等

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●持ち物 印 かん、妊娠届出書、個人番号が
確認できるもの（個人番号カード、
個人番号通知カード等）と本人確
認ができるもの（個人番号カード、
運転免許証等）
※この日時で妊婦さん本人の都合がつかない
場合はご連絡ください。

３/９（火）
３/２３（火）
９：００～１０：００

母子手帳交付

象

保健福祉
センター

生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行
います。
育児全般について、保健師・助産師・管理栄
養士が相談に応じます。前日まで電話でご連
絡ください。

３月の日曜当番医
３月１４日（日）午前９時～正午

中山診療所

☎６６２－５０１１

３月２８日（日）午前９時～正午

秋葉医院

☎６６３－１０００

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39 ☎635-9955）も利用できます。

日本脳炎の申込受付

令和３年４月に接種希望の方

●申込期間
●対
象

３月１日（月）～３月１０日（水）
日本脳炎１期（初回・追加）
…平成１３年４月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方
日本脳炎２期…平成１３年４月２日～平成１５年４月１日生まれで未接種の方
●次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。４月１日から希
望した医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので
届いたら医療機関に予約をいれてください）
。
①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1 健康づくりＧ宛）
②保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてく
ださい。
③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、
麻しん風しん１期・２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関
希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので届いたら医療機関
に予約をいれてください）
。

その他団体等のお知らせ●

●●

●

②とき

⑧その他

④内容 ⑤対象・定員

①お問い合わせ先

③ところ

⑥費用 ⑦申込方法

【中山ソフトテニススポーツ少年団

●
●

 （レッツ中山）体験会のお知らせ】

13

①中山ソフトテニススポーツ少年団
事務局 渡辺（☎０８０‐３１４６

⑤

③中山町民テニス

④ソフトテニス体験会

時～正午

10

‐５５９８） ②３月 日（土） 午

前

コート

⑥無料 ⑧持ち物…運動が

長崎小学校・豊田小学校の１年生～

６年生

できる服装、帽子、タオル、飲み物、

ラ ケ ッ ト（ 無 料 貸 出 あ り ） ⑧ ご 不

明な点はお問い合わせください。

【中山中学校同窓会臨時総会の結果】

月 日に開催した臨時総会の

17

①佐 東（ ☎ ６ ６ ２ ‐ ６ １ １ ５）
・武
田（ ☎ ６ ６ ２ ‐ ４ ３ ７ ７） ④ 令 和

２年

結果、次のとおり新たな役員が選出

され、令和３年４月１日から新体制

年ぶりに改正した同窓会会

が発足します。また、時代に合致す

るよう

則の一部変更も承認されました。

会長
 ：佐東秀治、副会長：佐竹英
規・井上淳二、幹事長：武田光由

会計
 幹事：橋本修一、監事：村山
拓・加納寛之

38
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令和３年 弥生／2021.March

3月

1月
2火
3水
4木
5金
6土
7日
8月
9火
10 水
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火

まちのカレンダー

■…町関係 □…教育委員会関係 ◆…保健関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 ○…その他

★…子育て支援センター関係

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

■中山町民交通安全行動の日
■固定資産税
（４期）、国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料（８期）、公共下水道受益
者負担金（３期）納期限
□ほんわ館・総合体育館休館日
■町議会３月定例会（１２日まで）
●体力測定

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

◆こころの健康相談
◆もぐもぐごっくん教室
粗大ごみ
（離乳食教室）

（申込制）

●いきいきタイム（総合体育館）
□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日
◆母子手帳交付
◆定期健康相談
○心配ごと相談所
●いきいきタイム（総合体育館）
■行政相談

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

●いきいきタイム（総合体育館）

中山診療所
662-5011
9時〜12時

■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館・総合体育館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日
□中山中学校卒業式

その他のごみ収集日
地

17 水
18 木
19 金
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月
30 火
31 水
4/1 木

●いきいきタイム（総合体育館）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

□長崎小学校・豊田小学校卒業式

粗大ごみ
（申込制）

春分の日
■中山町スポーツ文化表彰式
□ほんわ館おはなし会
●いきいきタイム（総合体育館）
□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日
◆母子手帳交付
◆定期健康相談
◆育児相談
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと法律相談
◆乳児健診

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

■なかやま保育園卒業式
★子育て支援センター休館日
（保育園卒業式のため）
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

●いきいきタイム（総合体育館）

秋葉医院
663-1000
9時〜12時

□ほんわ館・総合体育館休館日

●いきいきタイム（総合体育館）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

■中山町民交通安全行動の日

※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。

区

名

ペットボトル

もやせるごみ

ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

３月１２日（金）
月・木曜日
３月２６日（金）

火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

３月８日（月）
火・金曜日
３月２２日（月）

木曜日

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！
町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

