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令和元年７月１日号 ②

　「市町村応援デー」の割引チケットで、ホームゲー
ムを観戦しよう！

▶ホームゲーム開催日時
　７月 27 日（土）
　午後７時 キックオフ（午後５時開場予定）
▶会　場
　ＮＤソフトスタジアム山形（天童市）
▶対戦相手
　徳島ヴォルティス
▶席　種
　バックスタンド席
▶料　金
　１，５００円（当日券価格の半額）
　１証明書につきチケット１枚販売

※購入には免許証・健康保険証・社員証など、朝日
　町内に在住もしくは在勤の証明ができる証明書の
　提示が必要です。
※なお、前売券販売状況により、当日券販売を行わ
　ない場合もあります。
※小中高生は無料招待券をお渡しします。（生徒手帳
　等の提示が必要です）
※応援デーについての詳細情報はモンテディオ山形
　ホームページをご覧ください。
▶チケット事前販売
　・期間　７月１日（月）～ 26 日（金）まで
　・時間　午前９時～午後５時（平日のみ）
　・場所　創遊館（教育文化課）

▶問合せ先
　教育文化課 生涯学習係
　☎６７- ２１１８

○応援バス運行のお知らせ
　朝日町応援デーにあわせて応援バスを運行します。

「試合を見に行きたいけど初めてで心配」「みんなで
盛り上がって応援に行きたい」など、興味のある方
はぜひご利用ください。バスの車内ではグッズが当
たる抽選会も予定しています！
　今年は大変好調で、順位も上位につけＪ１昇格も
期待できます。みんなでモンテディオ山形を応援し
ましょう！

▶集合場所・時間
　朝日町役場前（16：30）～旧和合警備所前（16：
　35）～秋葉山交遊館前（16：45）～ＮＤスタジア
　ム着（17：30 頃）
※スタジアム到着後は様々なグルメや応援グッズの
　売店（朝日町の「ロイフェン」も毎試合出店）、試
　合前のセレモニーや選手の練習を見て楽しみます。
※帰りは、会場発 21：15 頃～朝日町着 22：00 頃の
　予定です。
▶バス会費
　大人 １，０００円　高校生以下 ６００円
　※当日乗車前に集金します。
　※試合チケットは、教育文化課窓口で事前に各自
　　ご購入ください。
▶定　員
　25 人（高校生以下は保護者同伴）
▶申込締切
　７月 19 日（金）
▶申込み先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

▶主催・問合せ先
　モンテディオあさひ応援隊 会長　遠藤政則
　 ☎０９０- １０６３- ７２７３

モンテディオ山形ホームゲーム「朝日町応援デー」割引チケットの販売と応援バスの運行



　目や見え方で生活や学習に不安・悩みがある方や、
その関係者の方々はどなたでも参加いただけます。
年齢は問いません。参加費は無料ですが事前の申込
みが必要になります。

▶相談日　９月５日（木）　
▶会　場　村山総合支庁西村山地域振興局（寒河江市）

▶申込み方法・期限
　７月１１日（木）まで、電話またはメールでお申込
　みください。
▶問合せ先
　視覚支援センター（県立山形盲学校内）
　☎０２３- ６７２- ４１１６
　メール yyamamo@pref-yamagata.ed.jp

目や見え方の相談会「アイ・サポート相談会」開催

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお
困りの方の相談窓口を開設しています。相談員が借
金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士等の
専門家に引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。

▶相談電話
　☎０２３- ６４１- ５２０１
▶場　所
　山形財務事務所（山形市緑町 2-15-3）
▶受　付
　月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前８時 30 分～午後 4 時 30 分

▶問合せ先
　山形財務事務所 理財課
　☎０２３- ６４１- ５１７８　

借金返済に関する相談窓口のご案内

　７月 22 日から７月 28 日までは「肝臓週間」です。
村山保健所では、相談を下記のとおり実施します。
▶日　時　７月 23 日（火）　午後１時～ 8 時
▶場　所　村山保健所３階　相談室
　　　　　（山形市十日町 1 丁目 6-6）
▶内　容
　（１）肝炎相談
　（２）血液検査（Ｂ型肝炎抗原検査・Ｃ型肝炎抗体検査）
▶その他
　（１）相談・検査は、匿名・無料で受けられます。
　（２）相談は保健師が対応します。
　（３）事前予約制、ただし当日の予約も可能です。

▶予約・問合せ先
　村山保健所 保健企画課感染症予防担当
　☎０２３- ６２７- １１１７

「肝炎夜間相談」を実施します

お知らせ板は原則として毎月１日・16 日の月２回発行です。
掲載を希望する場合の原稿締め切りは、発行日の９日前となります。

政策推進課からの
お知らせ

　行政の仕事やサービス、各種制度手続きについて
の困りごとや苦情、ご意見・ご要望をご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
▶日　時　７月 23 日（火）午後１時 30 分～４時
▶場　所
　寒河江市ハートフルセンター２階 多目的ホール
▶ 参加機関（予定）
　山形地方法務局、山形労働局、山形河川国道事務　
　所、日本年金機構寒河江年金事務所、県警察本部、
　県弁護士会、山形行政監視行政相談センター  など

▶弁護士による無料法律相談について
　事前予約制です。７月 10 日（水）から下記にて　
電話で受付します。
　（受付時間：午前 8 時 30 分～午後５時 15 分）

▶問合せ先
　山形行政監視行政相談センター
　☎０２３- ６２３- １１００

合同行政相談所を開設します



○県議会の活動を身近で傍聴してみませんか
　山形県議会では、それぞれの地域課題や施策等に
ついて、地元議員が審議を行う「地域議員協議会」
を各地で開催しています。県議会の活動を身近で傍
聴できる良い機会です。気軽にご参加ください。

▶日　時（西村山・北村山地域）
　7 月 25 日（木）　午前 10 時～（受付：9 時 30 分～）

▶会　場
　村山総合支庁西村山地域振興局　講堂
　（寒河江市大字西根字石川西 355）

▶問合せ先
　山形県議会事務局 議事調査課
　☎０２３- ６３０- ２８４１

　木川ダムからの放流周知に使用している警報装
置を、新たに建て直す工事を実施します。期間中は
工事車両の往来や、スピーカーの吹鳴試験等で大
変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を
お願いいたします。

▶工事期間
　７月上旬～ 11 月下旬
▶工事内容
　既設機器撤去、建柱・基礎工事、装柱・機器設置
▶工事箇所　14 箇所（詳細は以下のとおり）
　【更新（移設含む）】
　木川ダム・一ツ沢・玉石橋・与市沢・白倉・立木・
　曲淵・石須部・朝日川第一発電所・太郎・新崩・
　松程

　【新設】白倉橋
　【廃止】鹿ノ子沢

※既設機器の撤去から新制機器の設置までの間は
　警報吹鳴ができなくなります。工事期間中にダム
　からの放流がある場合は、車載用の警報装置を
　備えた警報車により、既設警報局付近での警報
　吹鳴を行います。また、河川巡視による注意喚起
　も併せて行います。

▶問合せ先
　山形県企業局 村山電気水道事務所
　☎７４－３２０７

木川ダム放流警報装置更新工事のお知らせ

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳未
満）」がありますので、役場の国民年金窓口で手続き
をしてください。

○令和元年度分
▶申請期間　令和元年７月分～令和２年６月分
▶受付開始日　７月１日以降

※また、申請時点の２年１カ月前の月分まで、さか
　のぼって申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困
　難になったものの、申請を忘れていた期間がある
　方は、役場国民年金窓口または寒河江年金事務所
　へご相談ください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内５）
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９　

国民年金保険料免除等の申請について

令和元年度第１回地域議員協議会を開催
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　消費税・地方消費税率 10％引上げに伴う消費への
影響緩和策として、低所得者・子育て世帯の方を対
象に、プレミアム付商品券の販売を行います。

▶購入対象者
　①令和元年度の住民税非課税者の方
　　（課税基準日：平成 31 年 1 月1日）
　　※住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、
　　　生活保護受給者を除く。
　②平成 28 年 4 月 2 日から令和元年 9 月 30 日まで
　　の間に生まれた子が属する世帯の世帯主の方
▶商品券の販売額及び購入限度額
　①販売額
　　1 冊 5,000 円分（1,000 円券× 5 枚綴）の商品券
　　を 4,000 円で販売。（プレミアム率 25％）
　②購入限度額
　・住民税非課税者の方は、1 人 25,000 円分（5 冊）
　　まで購入可能。
　・平成 28 年 4 月 2 日から令和元年 9 月 30 日まで
　　の間に生まれた子がいる世帯主の方は、該当期
　　間内に生まれた子の人数× 25,000 円分（5 冊）
　　まで購入可能。

※例えば、対象の子が 2 人いる場合は、25,000 円　
　× 2 人＝ 50,000 円分（販売額 40,000 円）まで　
　購入できます。
▶商品券の購入・利用方法等
　商品券の購入にあたっては、町から送付される「プ
　レミアム付商品券購入引換券」が必要となりますが、
　手続き等の詳細については対象者へ個別に通知い
　たします。（住民税非課税者で購入対象者と思われ
　る方へは 7 月中旬以降、子育て世帯主の方に対し
　ては 9 月上旬通知予定です）
※利用方法等も含めた詳細については、町ホームペー
　ジに掲載しておりますのでご覧ください。
▶その他
　・「プレミアム付商品券」を装う『振り込め詐欺』、
　　『個人情報の詐取』にご注意ください。
　・市町村や内閣府の職員などを語った不審な電話
　　や郵便があった場合は、最寄りの警察署（または
　　警察相談専用電話『#9110』）にご連絡ください。

▶問合せ先　総合産業課　
　　　　　　☎６７-２１１３

朝日町プレミアム付商品券事業のお知らせ

　東京 2020 オリンピック聖火ランナーは、聖火リレー
のコンセプトである「Hope Lights Our Way（英語）/
希望の道を、つなごう（日本語）」を広く発信する役
割を担っています。このコンセプトに沿って、県内で
走行する聖火ランナーを募集します。
▶開催日
　令和２年 6 月 7 日（日）～ 8 日（月）※県内ルート
▶応募人数　
　35 人
▶応募要件
　①平成 20 年 4 月 1 日以前に生まれた方
　②山形県にゆかりのある方
　　（現在または過去に居住していた、職場・学校が
　　ある、家族や親戚が居住しているなど）
　③国籍・性別は問わない
　④その他、山形県実行委員会の募集要項による

▶応募方法
　① WEB の場合：山形県聖火ランナー公募サイト
　　　　　　　　（https://www.yamagata2020.jp）
　②郵送の場合：応募用紙に記入し、山形県実行委
　　　　　　　　員会（県民文化スポーツ課内：山
　　　　　　　　形市松波 2-8-1）に提出
▶募集期間
　7 月 1 日（月）～ 8 月 31 日（土）
　※郵送の場合は、募集期間内の消印があるもので、
　　書留または簡易書留のみ有効

▶問合せ先
　山形県聖火ランナー募集コールセンター

　☎ 0570-200181
　午前 9 時～午後５時（平日のみ）
　※８月 31 日を除く土日祝日は休業

　

東京2020オリンピック聖火リレー　聖火ランナー募集


