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　新規入園者を下記のとおり募集します。
　なお、入園中の３歳児・４歳児の申請は不要です。
３歳未満児で入園中の方は、毎年申込みが必要です。
▶募集クラス
　①生後６カ月以上の０歳児クラス
　②１歳児・２歳児クラス
　③３歳児、４歳児、５歳児クラス
※入園する４月２日現在の満年齢となります。
▶入所基準
　次のいずれかに該当し、保育することが困難と認め
　られる世帯のお子さんが対象です。
　・保護者等が自宅外で働いている場合または保護者
　　等が自営業、農業、内職をしている
　・保護者が出産の前後、病気、負傷、心身障害がある
　・保護者の疾病・障害
　・同居等の親族を常時介護している
　・火災、風水害等の災害復旧に当たっている
　・就職活動、就学中である

　・虐待や DV の恐れがある
▶受付期間　10 月１日（火）～ 18 日（金）
▶申込方法
　入所申込書に必要事項を記入し、関係書類を添付し
　て、健康福祉課にお申込みください。
※申込書は、健康福祉課または町ホームページからダ
　ウンロードできます。
※希望者が定員を超えた場合は、家庭での保育に欠け
　る度合いにより、入園の可否を決定します。入園が
　できなかった場合でも、申込書は町で保管し、欠員
　等があり次第、選考のうえ決定します。
▶その他
　保育時間や特別保育の内容、通園バスなど詳細につ
　いては、申込時に入園の案内をお渡しします。

▶申込み・問合せ先
　健康福祉課 福祉子育て係　☎６７- ２１３２

令和 2 年度 あさひ保育園入園者募集

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき、教育委員会は毎年、教育行政事務の管理及び執
行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関
する報告書を議会に提出するとともに、公表すること
となっています。
　町教育委員会は、教育委員会の事務の点検及び評価
を実施し、その結果を報告書にまとめましたので、10
月１日から右記の閲覧場所と町ホームページで公表し
ますのでご覧ください。

▶閲覧場所及び時間
　・町立図書館（創遊館内）
　　午前 9 時～午後 7 時
　・西部公民館、北部公民館（土日祝日除く）
　　午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・町ホームページ http://www.town.asahi.yamagata.jp

▶問合せ先
　教育文化課 学校教育係　☎６７- ３３０２

町教育委員会事務事業点検・評価報告書を公表します



　第 36 回アップル町民駅伝競走大会が 10 月 13 日
（日）に開催されます。
　事故防止のため、下記についてご留意いただき、
声援や通行へのご協力をお願いします。
▶留意点
　①中継所付近への車両等の駐停車はご遠慮ください。
　②車両等で、選手と並走しながらの応援は危険で
　　すのでやめてください。
　③応援車両は、大会中コース内への侵入は禁止で
　　す。国道等を迂回するなど、先回りや時間にゆ
　　とりをもった行動をお願いします。

　④一般車両の通行もありますので、沿道での応援
　　の際は、接触事故等に十分注意してください。
　⑤川通、元能中、松程の中継所は特に道幅が狭く
　　なっています。応援や通行する際は十分注意し
　　てください。

▶問合せ先
　アップル町民駅伝競走大会実行委員会事務局
　（教育文化課内）
　☎６７- ２１１８

第 36 回アップル町民駅伝競走大会の開催にご協力ください

　大会開催に伴い、以下のとおり交通規制を実施します。町民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いいたします。
▶場所・時間（両区間ともに、最終参加者が通過後に随時規制解除します）

※①の区間は、片側交互通行が可能ですが、道幅等が狭くなっているところもあります。選手通過時には事故防
　止のため、徐行や停車などにご協力をお願いいたします。

▶問合せ先　朝日町マラソン＆ウォーキング実行委員会（政策推進課内）　☎６７- ２１１２

10 月19日 （土）アップルミートマラソン＆ウォーキングの開催にご協力ください

規制区間 時　間 内　容

①
友和館→旧明鏡橋付近（町道和合栗木沢線）→川通公民館→元能中十字
路（主要地方道長井大江線）→椹平棚田方面（町道一本松線）→八天橋
→国道 287 号歩道→小原ボデー前丁字路→友和館（町道和合栗木沢線）

午前 9時～

11 時 30 分
一時通行止め

② 友和館周辺（町道沼向線）
午前 8時 30 分～

午前 11 時 30 分
通行止め

　若者たちが集い、フットサルと名物の「豚汁」で
交流します。ぜひあなたもチームを作って参加して
みませんか。
▶日　時　10 月 27 日（日）午前９時開会
　　　　　（午後１時 30 分閉会予定）
▶場　所　町健康増進センター（西部公民館）
▶対　象　18 才以上の方。5 ～７人でチーム編成。
▶参加料　1 人につき 500 円（保険代、食事代ほか）
　　　　　

　申込み後に欠席となる場合はお返しできません。
▶申込方法
　創遊館、北部公民館または西部公民館にある参加
申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて 10 月
18 日（金）まで申込みください。

▶問合せ先
　西部公民館　☎６７- ２２０８

「第 13 回フットサル de 交流会」参加チーム募集
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　農地法 3 条（農地の貸し借りや所有権移転）、4 条・
5 条（農地を農地以外に用途変更）等を行うには許
可が必要です。申請期限は毎月 10 日です。
　なお、確認事項や必要書類がありますので、事前
にご相談ください。

　また、農地を「非農地」に地目変更したい場合も、
下記までご相談ください。

▶問合せ先
　農業委員会事務局　☎６７- ３３０７

農地を借りたり宅地等にするには許可が必要です

　新たに町内企業等に就業した町民に対し激励金を
交付します。
▶対象者
　町内の企業等（農業、自営業含む）に正規就業し
た新規学卒就業者（最終学校卒業後、概ね１年以内
に就業）と UIJ ターン就業者（転入後、1 年以内に就業）
※ただし、次に掲げる方は該当しません。
　①公務員または公務員に準ずる方（銀行、JA 等）
　②パートやアルバイトなど、正規以外の形態で就
　　業している方
　③就業後 6 ヶ月未満で離職した方
　④町税等の滞納がある方
　⑤その他、町長が適当と認めない方
▶交付額　３万円

▶申請方法
　激励金交付申請書、雇用年月日等証明書（※雇用
先からの証明）を下記へ提出してください。
※申請書等は総合産業課に準備してあります。（町
ホームページから取得可）
▶提出期限
　就業後 6 ヶ月経過した日から 30 日以内
　（最終は令和 2 年 3 月 31 日）

▶問合せ先
　総合産業課 商工観光係　☎６７- ２１１３

新規学卒・ＵＩＪターン就業者激励金を交付します

▶対前年度変動率　　　　　　　　　　　　 ▶町基準地の標準価格

 【地価調査とは】
　各地域で基準となる土地（基準地）を選び、その適正な土地価格を公表し、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なる等、
適正な地価の形成に大きな役割を果たしています。
※地価調査結果については、県のホームページで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。

▶問合せ先　政策推進課 総合政策係　☎６７- ２１１２

令和元年度 地価調査結果（朝日町関連）

住宅地 商業地 工業地 全用途

町平均 ▲ 1.9% － ▲ 1.9% ▲ 1.9%

県平均 ▲ 0.7% ▲ 1.1% ▲ 0.3%   ▲ 0.7%

基準地の所在 本年価格 前年価格 変動率
大字宮宿字元宿 1028 番 14 外 2 筆 9,910 円 /㎡ 10,100 円 /㎡ ▲ 1.9%
大字大谷字東 1447 番 1 外 1 筆 5,680 円 /㎡ 5,800 円 /㎡ ▲ 2.1%
大字宮宿字下タ宿 1222 番 2 7,600 円 /㎡ 7,730 円 /㎡ ▲ 1.7%
大字宮宿字清水 600 番 15 外 1 筆 4,240 円 /㎡ 4,320 円 /㎡ ▲ 1.9%



　町では、人口減少と少子高齢化の進展に歯止め
をかけ、地域に活力を取り戻すため、今後 5 カ年
の必要な取組みを定めた「朝日町まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を平成27年度に策定しました。
　来年度で 5 年を迎えることから、今年度、第２
期の策定を予定しています。その際に町民の皆さ
んからご意見をいただくため、標記会議を開催し
ます。会議はどなたでも傍聴できますが、発言等
はできません。
▶日　時　10 月 3 日（木）　午後７時～
▶場　所　町開発センター　2 階ホール
　　　　　（受付：午後 6 時 30 分～ 50 分）
▶問合せ先
　政策推進課 総合政策係　☎６７- ２１１２

まち・ひと・しごと創生町民会議を開催します

　町では、重症化のリスクが高い 65 歳以上の高
齢者と 18 歳以下の方に対し季節性インフルエン
ザの予防接種料金の一部助成を行います。
季節性のインフルエンザは、普通のかぜとは異な
り、かかった場合肺炎などの合併症を起こす確率
が高く、死亡にいたることもあります。インフル
エンザ予防接種はできるだけ 10 月から 12 月中旬
までに受けましょう。
▶接種回数
　13 歳未満は 2 回
　13 歳以上は１回（医師の判断で変わる場合あり）
▶実施期間
　10 月 1 日～令和 2 年 1 月 31 日
▶接種申込
　接種を希望する場合は、医療機関へ事前に電話
で確認してください。（医療機関によっては、イン
フルエンザ予防接種ができない場合があります。）
▶助成額
　1 回につき 2,000 円（超える部分は自己負担）
▶助成方法
　○ 65 歳以上（※１）
 　　・医療機関で自己負担額分のみお支払いくだ
　　　さい。
　　  ・保険証など年齢確認のできるものを医療機
　　　 関に提示してください。
　○ 18 歳以下
　　  ・指定医療機関（※２）にて自己負担分のみ
　　　 お支払いください。

（※ 1）60 歳以上 65 歳未満の者で一定の心臓、
じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫ウイ
ルスによる免疫機能の障害を有する方（身体障害
者１級相当の方）も含む

（※ 2）指定医療機関については、町ホームページ
に掲載していますのでご覧ください。指定医療機
関以外で接種する場合は事前にご連絡ください。

▶問合せ　
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

インフルエンザ予防接種費用を助成します

▶日　時　10 月 27 日（日）午前 10 時～午後 2 時
▶場　所　いもがわ温泉（町高齢者生産活動センター）
▶内　容
　・入浴料、全室使用料無料サービス
　・各生産部会による即売会（民芸品、薬草、ハ
　　ヤのからあげ、山菜の干物など）カラオケ大
　　会（午前 11 時～午後 0 時 30 分）、「井上千春」
　　歌謡ショー（午後 0 時 30 分～ 2 時）
▶送　迎
○福祉バス
　9:00 大谷往来館～ 9:05 和合公民館～ 9:10 送
　橋集荷所～ 9:15 四ノ沢公民館前～ 9:20 コメリ
　前～ 9:25 西町公民館～ 9:25 旧助ノ巻バス停～
　9:25 旧西船渡バス停～ 9:30 常盤公民館～ 9:35
　旧松程バス停～ 9:40 上郷公民館～ 9:45 旧太郎
　バス停～いもがわ温泉
○いもがわ温泉ワゴン車
　9:15 立木観音様前～ 9:20 曲淵バス停～いもが
　わ温泉
※帰りは、いもがわ温泉午後 2 時発で行きと逆順
▶主催　朝日町高齢者生産活動センター振興会
▶共催　朝日町、生産活動部会連絡協議会

▶問合せ先
　いもがわ温泉　☎６７－７２４９

いもがわ温泉紅葉まつり

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


