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「かたり調査」に
ご注意を！

「白熱の攻防（戸沢小中秋季大運動会）」
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村の将来像●自立・活力・協働による元気な村の創造

国勢 調査の回答はお済みですか？
回答は10月7日(水)までにお願いします

● 国勢調査は、2020年（令和２年）10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世
帯が対象です。
● ９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどし
てお配りしています。
● 回答は、10月７日までに、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です。）。
● 調査員による回収を希望する場合は、市区町村の国勢調査担当窓口へご連絡ください。
● 10月７日までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺います。
● 国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計画に利用される
など、わたしたちの生活の身近なところに役立てられています。
● 国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り、みなさまと
調査員が対面しない非接触の方法で行うようにしています。みなさまのご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。
● 万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５人以上の世帯な
ど）は、市区町村の国勢調査担当窓口へご連絡ください。

国勢調査は、統計法によって、回答する義務（報告義務）が定められています。
国勢調査については、「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/
問い合わせ先

戸沢村まちづくり課 企画調整係

ＴＥＬ

０２３３－７２－２１５２

村の人口と世帯 4,370人（−5人）
〈 男2,088人（ー4人）、女2,282人（ー1人）〉1,601世帯
（＋5世帯）※（
（8月末現在）

）内の数値は、7月末現在との比較
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総務省からのお知らせ

総務省統計局所管の統計調査を装った

「かたり調査」にご注意を！
最近、世帯を対象とした統計調査において、「かたり調査」が発生しているとの報告が多く寄せら

れるようになりました。

「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や

説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施
を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、ご注意ください。

「かたり調査」の判断のポイント

国や地方公共団体の職員、統計調査員等が、皆さまに対し、電話や電子メールで統計調査の依頼を

したり、個人や世帯の情報を調査することは絶対にありません。

ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員（総務省統計局、独立行政法人統計センター、都道

府県、市区町村）、統計調査員、または国等から業務を受託した民間の調査機関から、お電話をする
場合があります。

●調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合

●既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、期限までに調査票の提
出が確認できないため、提出を再度お願いする場合（この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞
き取ることはありません）

統計調査員は、常に調査員証を携帯しています。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統

計調査員になりすましている可能性があります。

「かたり調査」の主な例

＜特定の調査名を挙げる例＞
「国勢調査を行っている」との電話が一般の世帯に対してあり、取引先の銀行や1,000万円以上の
預金があるかどうかを聞かれた。
●国勢調査には預金、収入等に関する調査事項はありません。
＜統計調査の関係者を装う例＞
「総務省統計局の○○」と名乗る男性から一般の世帯に対して電話があり、「消費統計に関する調査
を行っている」と説明した上で、ひとり暮らしかどうか（家族構成）、年齢、介護保険に関する状況
などについて聞かれた。家族構成や介護保険について答えたところで、男性から一方的に電話を切ら
れた。
統計調査員になりすました者が調査対象世帯を訪問し、調査関係書類である家計簿の提出を要求。
いつも訪問する調査員と異なる旨を尋ねると、代理で回収していると答えたため、提出してしまった
（その後、正規の統計調査員が当該世帯を訪問し、「かたり調査」であることが発覚）。

不審に思われた場合には、お住まいの都道府県の統計主管課までお問い合わせください。

山形県企画振興部統計企画課
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介護保険の仕組み

とざわ介護保険通信⑥

前号では、介護保険料の算定のしくみについてご説明しましたが、今月号では『戸沢村の介護保険料』に

ついて解説します。今年度の介護保険料はこの表のようになっています。
所得段階

対

象

者

保険料

１

●生活保護を受けている人。
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前
年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円以下の人。

２

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 80 万円超 120 万円以下の人。

３

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 120 万円超の人。

４

基準額

×0.3
基準額

年額保険料

24,120円

×0.5

40,200円

×0.7

56,280円

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前
年の合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円以下の人。

×0.9

72,300円

５

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第
４段階以外の人。

基準額

80,400円

６

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の人。

７

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万
円未満の人。

８

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万
円未満の人。

９

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円以上の人。

基準額
基準額

基準額

×1.2

96,400円

×1.3

104,500円

×1.5

120,600円

×1.7

136,600円

基準額
基準額
基準額

介護保険料は、市町村ごとに決められた『基準額』をもとに、所得の段階に応じて第１段階～第９段階ま

で決められています。

保険料を納めないでいると・・・
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納の期間に応じて次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると・・・督促や催告が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
１年以上滞納すると・・・

１年６か月以上滞納すると・・・

2 年以上滞納すると・・・

サービス費の全額をいったん利
用者が負担します。申請により保
険給付分が払い戻されます。

サービス費の全額をいったん利
用者が負担し、保険給付の一部ま
たは全部が一時的に差し止めにな
り、滞納分にあてられる場合があ
ります。

サービスを利用したときの利用
者負担の割合が引き上げられ、高
額介護サービス費等が受けられな
くなります。

このような措置を受けても、保険料を納める義務はなくなりません。
やむを得ない理由で保険料を納められないときは、納付相談

を行っていますので、健康福祉課１番窓口にご相談ください。

問い合わせ先

健康福祉課医療介護係

0 2 3 3 -7 2 -2 3 6 4（内線142・144）
●
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戸沢村中央公民館図書室

じぶんリセット

平凡な毎日をちょっと面白くする方法。
「もしも〇〇だったら…」と空想しながら、
日常の当たり前をリセットすることから始
めよう。「くまモン」生みの親、常識にとら
われない発想の達人の小山薫堂が、あたら
しい自分を発見できる、「もしもの魔法」教
えます。

本のススメ
vol. 91

えほんの森

美容は自尊心の筋トレ／長田

～わくわくのおはなしかい②～
のイベントを行います。申し込みは
不要ですので、気軽にご参加くださ
い。

日時：令和２年１０月２７日（火）
10：00 ～（1時間程度）
場所：戸沢村中央公民館図書室
対象：未就学園児（５か月から
２歳児）とそのご家族

アリーテ姫の冒険／ダイアナ・コールス
王子様を頼らず、みずから人生を切り開
く賢いお姫様。父王と悪い魔法使いの策略
に、勇敢に立ち向かいます。女の子にほん
とうの自由と独立心を与えるために、新し
いモデルが活躍する、楽しい物語です。大
人にもおすすめの一冊です！

★おじいちゃん、おばあちゃんとの
参加も大歓迎です！

野村メモ／野村

克也

「メモをつけよ。メモすることが癖
になると、
『感じる』ことも癖になる」
という著者による、日々の「気づき」
を確実に「実行」することに昇華さ
せる、メモの技術。知将・野村克也が、
すべての人に贈る人生の指南書。

日本一の給食メシ／松丸

奨

食べることは楽しいこと、食事の時
間は楽しい時間。この楽しさを、子ど
もたちだけのものにするのはもったい
ない！作りやすさを重視した３ステッ
プの工程で徹底的に時短を追求。今日
からあなたの食生活を変えてくれる料
理レシピ本、ここに誕生！

共育課社会教育体育係
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杏奈

モテようとも若返ろうとも、綺麗になろ
うとも書いていない、化粧品もちょっぴり
しか載っていない美容本ができました。“反
骨の美容ライター ” が「みんな違ってみん
な美しい」時代に送るメッセージ！全年齢
の女性におすすめしたい一冊です。

絵本の読み聞かせや手遊び歌など

問い合わせ先

～つまらない大人にならないために～
／小山 薫堂

図書室夜間・休日開放日（10月）
日

月

火

水

木

金

土

1
夜間

2
夜間

3
休日

9

10

4
休館

5

6

7

8
夜間

11
休館

12

13

14

15
夜間

16

17

18
休館

19

20

21

22
夜間

23
夜間

24
休日

25
休館

26

27

28

29
夜間

30

31

×
×

×

×
×

×

時間帯：木・金17時～ 19時 土 9 時～正午
★ 9 日・10日・16日・17日・30日・31日
は、中央公民館イベントとその準備のため、夜

ＴＥＬ ０２３３－７２－２３０４

間・休日開放は行いません。ご了承ください。
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東京戸沢会チャリティ物産市 収益の一部を寄附

８月20日（木）、東京戸沢会が今年度の「東京戸沢会
チャリティ物産市」中止の報告と、昨年度の物産市の収
益を寄附するため、東京都北区役所を訪問しました。
新型コロナウイルス感染症の収束が見えないこと等か
ら、物産市の中止を決めたことや来年度実施できた際の
よ そ う た

協力を花川與惣太 北区長に依頼しました。区長からは、
例年の寄附へのお礼の言葉をいただきました。
東京戸沢会

松田利昭副会長

佐藤正明会長

花川與惣太 北区長

戸沢村消防団秋季消防演習
９月１日（火）、戸沢村野球場にて、戸沢村内の消防
団員が集まり、秋季消防演習が行われました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、春
季消防演習は中止となっておりましたが、コロナ禍での
有事に備え、団員は一人一人の間隔を空けながら日頃の
訓練の成果を披露していました。
これからも訓練を欠かさず、戸沢村の安心・安全を守
っていただくようよろしくお願いします。

両軍一歩も引かぬ戦いを

ー戸沢学園秋季大運動会ー

９月５日（土）、戸沢学園秋季大運動会が開催され、小学１年生から中学３年生までの児童・生徒が白熱した戦
いを繰り広げました。当日は、学年種目や応援合戦など、多くの競技が行われ、選手の一挙一動に多くの声援が送
られていました。
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ご寄贈ありがとうございます
９月７日（月）、本村が東北電力ネットワーク株式会社
新庄電力センターさん（遠藤裕之 所長）・株式会社ユアテ
ック新庄営業所さん（村上学 所長）より、ＬＥＤ街路灯
７基の贈呈を受けました。
今回寄贈された街路灯は、今年度中に村内へ設置される
予定となっております。この度のご寄贈ありがとうござい
ました。
左 ：株式会社ユアテック新庄営業所さん（村上学 所長）
中央：東北電力ネットワーク株式会社新庄電力センターさん（遠藤裕之 所長）

戦没者に深い祈りを
９月８日（火）、中央公民館にて、令和２年度戸沢村
戦没者追悼式が行われ、村内の遺族会の会員らが参加し、
戦没者へ深い祈りを捧げました。
当日は、遺族会による献花や戸沢中３年生阿部莉奈さ
ん、横山翔太さんによる意見発表が行われ、「私たちが
平和に暮らせるのは、昔の人々が戦争の中でも命をつな
いでくれたからである。これからも戦争の記憶を語り継
いでいきたい」と力強く発表していました。

戸沢道場出身者が指導
９月13日（日）、戸沢学園にてスポーツ（柔道）強化
練成会が行われ、戸沢道場出身の順天堂大学３年渡部桂
衣さんが、参加した児童たちに背負い投げや組み手など
の講習を行いました。参加した戸沢小６年の中鉢逢瑠さ
ん（下松坂）は「来年から中学生になるので、まずは県
で優勝できるようになりたい」と意気込みを語っていま
した。

村内の消火活動支援者に感謝状
９月15日（火）、戸沢村役場にて、令和２年度上半期に
おける消火活動協力者に対し、感謝状の伝達式が行われ、
秋保建設株式会社さん（秋保明 代表取締役）、阿部光一さ
ん（沢内）、門脇彰さん（古口）、芳賀文夫さん（古口）に
感謝状を贈呈させていただきました。上半期に村内で発生
した住宅火災の消火活動を支援していただき、ご尽力され
た方々に心より御礼申し上げます。
左：芳賀文夫さん（古口） 右：秋保建設株式会社さん（秋保明 代表取締役）
※直接お渡しした方のみ写真を掲載しています。
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健康福祉課からのお知らせ

令和３年度戸沢村立戸沢保育所入所募集要項
施 設 名
定

員

入所要件

戸沢村立戸沢保育所
０歳児（生後８ヶ月から） 定員10名
１歳児から５歳児まで 定員 各30名
１歳児 30名
２歳児 30名
３歳児

30名

４歳児

30名

５歳児

30名

戸沢村に住所を有し、平成27年４月２日から令和２年３月31日まで生まれた方。
令和２年度中に生まれた方（予定含む）。０歳児は、生後８ヶ月以降の入所となります。
申込期日
申込場所
対象児童

入所申込

令和２年10月30日（金）まで
戸沢村役場 健康福祉課 福祉係（３番窓口）もしくは戸沢保育所
０歳児（R02.4.2 〜 R03.4.1)
１歳児（H31.4.2 〜 R02.4.1)
２歳児（H30.4.2 〜 H31.4.1)
３歳児（H29.4.2 〜 H30.4.1)
•保育所に入所を希望される方は、申込期日まで申込書および添付書類を提出ください。
•通常保育時間外保育を希望する場合は、併せて申込書を提出ください。
•申込書類は郵送でも受け付け可能です。

※基本的に年度途中での入所申込は受け付けておりません。令和３年度の申込期限は上記期日までです。

面 談 日

面

談

令和２年11月17日（火）13：30 〜 15：30 １歳児				
令和２年11月18日（水）13：30 〜 15：30 ２歳児
令和２年11月19日（木）13：30 〜 15：30 ０，３歳児
場
所 戸沢村子育て支援センター（旧古口保育所）
•申込期日後に、申込された方に対し上記日程内で面談日時を通知いたします。
面談時間は15分から20分程度となります。
•面談の際はお子さまの同席をお願いします。

保 育 料

•戸沢村保育施設利用者負担規則に基づき、前年分の所得税の課税状況に基づき算定されま
す。利用者負担額は村HPをご覧ください。
•同一世帯から２人以上入所される場合、減額制度があります。
•保育料の納付については、原則口座振替をお願いしております。

保育内容

•通常保育時間：午前８時30分〜午後４時
•通常保育時間外：午前７時30分〜午前８時30分、午後４時〜午後６時30分
•バス送迎：無料。３歳未満児及び時間外保育は保護者による送迎となります。
•給食の実施
•保育指導は、年間保育指導計画書に基づき実施します。

◎入所申込書及び添付書類
◇入所申込書・・・戸沢保育所に入所していないお子様がいるご家庭に対し郵送いたしました。
届いていない場合は下記までお問合せください。HPからのダウンロードも可能です。
◇添付書類
①居宅内外で労働することを常態としているとき・・・就労証明書
②妊娠中であるか又は出産後間がない場合・・・・・・母子手帳の写し
③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有して
いるとき、また同居の親族を常時介護している場合・・・医師の診断書又は療育・身体障害者手帳の写し
④震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合・・・罹災証明書または本人の申立書
問い合わせ先

戸沢村健康福祉課 福祉係
〒999-6401 戸沢村大字古口270番地

電話 0233−72−2364（内線141）
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今、戸沢中学校２年生が最上伝

承野菜の角川カブを栽培してくれ

ています。地域に伝わる野菜を自

分たちで育てて味わうことができ

れば、よりおいしさが感じてもら

えるものと思います。現時点で未

定なので記載できませんが、本件

に関連してどんどんと面白い取り

組みをしていく予定です！是非ご

期待ください！！

あぁぁぁ、言いたい… 笑( )

集落支援員
奮闘記 Vol.58
集落支援員
鈴木英策さん

共 育 課 か ら の お 知 ら せ

小中学校から 義務教育学校開校 へ
教育委員会では、現在の小中一貫教育をさらに推し進めていくために、令和３年４月から義務教育学校に学
校制度を移行します。義務教育学校にする一番の大きなねらいは、学校組織の一体化を図り、子どもにかかわ
る体制を強化し複数の目で、かつ長いスパンでみていく体制を構築するためです。
現在、ＰＴＡ組織も学校運営協議会も戸沢学園として一つになっています。学校も小学校、中学校と別々で
はなく、戸沢学園として一つにして、一体感と学校への誇りとプライドを育てていきたいと考えています。

【義務教育学校の主な概要】
〇名称は、戸沢学園となります。
〇修業年限は９年。１年生で入学、９年生で卒業となります。
〇区分は、初等部６年・中等部３年（７〜９年生と呼びます。）
〇制服はこれまでのものと同様です。体育着は検討します。
〇小学校での一部教科担任制の推進と英語教育の充実を図ります。
小中一貫校と義務教育学校に大きな違いはないので、現在の状況と大きく変わることはありません。開校準
備委員会の中で検討課題を協議して、学校運営協議会で決定していくという流れで進めています。村の教育の
中核を担う義務教育学校「戸沢学園」開校への村民の皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
問い合わせ先

戸沢村共育課学校教育係

ＴＥＬ ０２３３－７２－３２４２

健康福祉課からのお知らせ

運転免許を自主返納した方へお知らせ
戸沢村では、運転免許証を自主返納した高齢者または更新せずに失効した高齢者に対して、タクシー券の交
付を行っています。この機会にぜひご活用ください。
◆対 象 者
戸沢村に住所があり、満６５歳以上で運転免許証を自主返納された方、または更新せずに失効した方。
◆手続方法
•自主返納された方…申請による運転免許証の取消通知書又は運転経歴証明書
•有効期間が失効した方…失効した免許証の写し
※印鑑と一緒に持参の上、戸沢村役場健康福祉課③窓口までお願いします。
※運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書を取得された高齢者の方に対し、取得費用の助成を行ってい
ます。下記までお問い合わせください。
問い合わせ先

●9●

戸沢村健康福祉課福祉係

ＴＥＬ ０２３３－７２－２３６４

村の将来像●自立・活力・協働による元気な村の創造
住民税務課からのお知らせ

令和２年度

地価調査について

９月30日に県から令和２年度地価調査結果が公表されましたが、戸沢村に関するものは次のと

おりです。

１．対前年度変動率

（単位：％）

住宅地

商業地

全用途

戸沢村平均

▲ 2. 7

▲ 3.1

▲ 2.8

山形県平均

▲ 0. 7

▲ 1.1

▲ 0.8

２．基準地の標準価格

（単位：円/㎡、％）

基準地の所在

本年価格

前年価格

変動率

備考

大字名高字鞭打野
1593 番 283

3, 800

3,900

▲ 2.6

住宅地

大字角川字下本郷
456 番 14

2, 950

3,030

▲ 2.6

住宅地

大字神田字新町
886 番 3

3, 140

3,230

▲ 2.8

住宅地

大字古口字古口
345 番 10

6, 200

6 , 40 0

▲ 3.1

商業地

■地価調査とは
地価調査とは、県内全市町村を対象として、各地域で基準となる土地（これを基準地といいま

す。）を選定し、その適正な土地価格を公表するもので、土地を売買する際の目安にしていただ
くものです。

また、地価調査価格は、国・地方公共団体等が公共用地等を買収する場合の規準とされる等、

適正な地価の形成に大きな役割を果たしています。

■地価調査については、県のホームページでもその内容を公開しています。
◆一定面積以上の土地について売買等の取引をする場合は届出が必要です
１０，０００㎡以上の土地の売買等を行う場合は、契約を締結した日を含めて２週間以内に

届出が必要ですので、買主が村に届出をしてください。
問い合わせ先
戸沢村住民税務課税務係

ＴＥＬ

０２３３－７２－２３２６
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健康福祉課からのお知らせ

がん検診を受けましょう！！
10月は「がん検診推進強化月間」です。がんの早期発見には、症状がなくても定期的にがん検診を受

けることが重要です。申し込みをしていない方・忙しくて受診できなかった方もまだ間に合います。がん
検診を希望する場合は、戸沢村役場健康福祉課へご連絡ください。

歯周疾患検診を受けましょう！！
戸沢村では対象年齢の方について、歯周疾患検診の費用を補助しています。対象の方には６月頃、受診

券を郵送していますが、まだ受けていない方はぜひ受診することをお勧めします。ご不明な点については、
戸沢村健康福祉課

歯周疾患検診担当にご連絡ください。

対象年齢：令和２年度（令和２年４月２日～令和３年４月１日）の間に
４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳に達する方
期

限：令和２年１２月３１日（木）まで

問い合わせ先
戸沢村健康福祉課健康推進係

ＴＥＬ ０２３３－７２－２３６４（内線１４６）

戸沢村社会福祉協議会からのお知らせ

大蔵村災害復旧ボランティア
７月28日に県内各地を襲った豪雨。２年前の災害を思い出し、眠れない不安な夜を避難所で過ごしま

した。幸いにも戸沢村の住家被害は数件でしたが、最上川流域の市町村では人の背丈ほど住家に浸水した

地域が多数ありました。被災された皆様に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興を
お祈りいたします。

社会福祉協議会では、大蔵村災害ボランティアセンターへ職員を派遣すると共に、村民有志に声がけし

災害ボランティア活動を行いました。炎天下でこまめに休憩をはさ

みながら被災した家財道具の運び出しや洗浄、側溝の泥上げ等で持
てる力を発揮し作業しました。

コロナ禍においてボランティア活動は様々な制限があり、被災し

た地域は人手が足りず、復旧活動が長引くと心身ともに疲弊してい

きます。こんな時は近隣住民が集結し被災者を支える力が必要で
す。戸沢村においても日頃から顔の見える支え合い活動が有事の際

は「共助」として大きな力を発揮します。今一度、お住いの地域で「防
災」について話す機会を設けてみてはいか

がでしょうか。日頃からの備えが「あなた」
と「大切な方」の命を守ります。

急な呼びかけにも関わらずご協力頂いた

ボランティアサークルとざわ、はじめ村民
有志のみなさんの活動に感謝します。

【ボランティア活動状況】
８月２日・９日・22日
● 11 ●
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広域連合では、被保険者の皆様に、治療等にかかっ
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18
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25
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日曜労働悩みごと相談会

県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

30

■日時及び会場
月 日（日）アクティー米沢・鶴岡市勤労
者会館
月 日（日）大手門パルズ・ゆめりあ
■対象 県内事業所の労働者
■その他 事前予約優先・相談無料・秘密厳守
■問合 山形県労働委員会
☎０２３─６３０─２７９３

16

12

14

13

令和２年度メス猫の不妊手術費補助事業

■試験日
月５日（土）
■場所 山形県自治会館
■受験申込
月 日（月）まで
詳細は、山形県市町村職員退職手当組合ＨＰ
（ http://www.yamagata-taite.jp
）をご確認
ください。
■問合 山形県市町村職員退職手当組合事務局
☎０２３─６３１─０６５０
11

10

17
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お知らせ版

14

18

各種イベントや募集案内等の
お知らせを紹介します

18

10

ゆめりあ自衛隊採用制度説明会

10

10

月 日（土） 時～ 時
ゆめりあ（新庄駅構内）
どなたでも参加できます。
自衛隊新庄地域事務所

11

■日時
■会場
■対象
■問合

☎０２３３─２２─５０５７
■申込期日
月 日（金）
■対象 山形県内で飼育されている原則として
とざわ農楽市「秋の大収穫祭」
６ヶ月齢以上のメス猫（１世帯につき１匹）
第２ 弾
■対象数
匹（メス猫に限る）※ただし申込
■日時
月 日
（日） 時～ 時 分
数が予定数を超えた場合は抽選とします。
■会場 道の駅とざわ内とざわ農楽市
■補助額 メス猫１匹あたり ５，０００円
■問合 とざわ農楽市
■実施方法 申し込みは１
☎０２３３─７２─２２４２
世帯につき１匹（１通）
とし、山形県獣医師会の
令和２年度クリーニング師募集
ＨＰまたはハガキにより
■試験日
月 日（水）
申し込むこと。
■会場 山形県庁
■ 受 験 申 込 ～ 月 日（ 水 ） 試 験 ■問合 公益財団法人山形県獣医師会
☎０２３─６４５─５２２３
の詳細については最寄りの総合支庁
（保健所）にお問い合わせください。
山形県市町村職員退職手当組合職員
■問合 最上保健所衛生室
採用試験
☎０２３３─２９─１２６１

18

第２弾「戸沢村プレミアム商品券」
発売

■発売日
月 日（日）９時～
■販売場所 もがみ北部商工会戸沢事
務所（戸沢村役場そば）
■問合 もがみ北部商工会戸沢事務所
☎０２３３─７２─２６６５
10

infomaition

GoToトラベル 地域共通クーポン取扱事業者募集
GoToトラベル事業を利用する旅行者に配布する「地

た医療費について確認していただき、健康保険事業の

域共通クーポン」の取扱事業者の募集が開始されました。

健全な運営を図るために「医療費のお知らせ」を発行

■対象事業者

しています。

観光施設・土産物店・タクシー等交通機

関・ガソリンスタンド・スーパー等小売事業者など幅

今年度は、令和元年11月から令和２年10月診療分
が発行されます。このお知らせは確定申告の際使用可
能ですが、医療機関の請求遅れにより掲載されていな
い分や令和２年11月・12月受診分(来年度発行分に掲
載予定)については、別途「医療費控除の明細書」の
記入が必要です。
医療機関から交付される領収書はなくさずに保管さ

広い業種において募集します。
■申請方法
GoToトラベル事業者向け申請サイト
（https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/）より電子
申請または郵送
■問合せ

GoToトラベル事務局コールセンター

☎０５７０-０１７-３４５（午前10時～午後7時・年中無休）

れますようお願いいたします。
◆対象者

山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者

◆発行時期 令和３年１月下旬
令和元年月から令和２年10月までに受診

◆掲載内容

した医療機関等の診療年月・医療費
◆問い合わせ
山形県後期高齢者医療広域連合事業課給付係
☎０２３７- ８４- ７１００
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