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○さゆりハイツ 2 戸（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　24,000 円～ 47,000 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○みなみハイツ 1 戸（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　21,300 円～ 41,900 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○清水ハイツ 1 戸（3DK）
　※改修が済み、とてもきれいな住戸です。内装等
　　の詳細は町ホームページをご覧ください。
▶家賃等（月額）
　家　賃　17,400 円～ 34,200 円（所得により決定）
　共益費　2,000 円
○共通事項
▶申込資格
　以下の条件を全て満たしている方
　①住宅に困窮していること
　②同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　　※ 60 歳以上の方やその他、単身でも申込み可
　　　能な場合がありますので、問合わせください。
　③政令による収入控除後の世帯の合計所得額が月
　　額 15 万８千円以下、ただし条件により所得月額
　　が 21 万４千円以下
　④納付すべき税や料金に滞納がないこと
　⑤申込者または同居予定者が反社会的勢力者でないこと
▶募集期間
　① 2 月 21 日（金）～ 3 月 6 日（金）
　② 3 月 9 日（月）～
　※期間内に複数の申込みがあった場合は、入居審
　　査や抽選等により入居の決定を行います。
　　なお、①の期間内に申込みがない場合に、②の
　　募集を行い、②の期間内は申込みがあれば終了

　　します。希望する方は事前に問合わせください。
▶受付時間
　午前９時～午後４時（土・日曜日、祝祭日を除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室（大町）
▶申込み方法
　入居申込書に必要事項を記入の上、下記へ直接ご
持参ください。
※募集要項及び申込み用紙は、中郷ハイツ管理室に準
　備しているほか、町ホームページからダウンロード可
　能です。
▶入居可能日
　入居決定後、10 日以内

※ご不明な点等がありましたら、気軽に問合わせく
　ださい。

▶申込み・問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室（大町）
　☎０２３７- ８５- １８３１

町営住宅（さゆりハイツ・みなみハイツ・清水ハイツ）への入居者を募集します



○こころの健康相談統一ダイヤル
　～３月は自殺対策強化月間です～
▶受付期間　３月１日（日）～７日（土）
　　　　　　午前 9 時～午後５時
▶相談ダイヤル　☎０５７０- ０６４- ５５６
※ PHS 電話、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。
※「心の健康相談ダイヤル（☎０２３- ６３１- ７０
　６０）」でも相談を受け付けています。
▶その他
　自殺予防週間以外は、月曜日から金曜日の午前９
時から正午及び午後１時から午後５時まで相談を受
け付けしています。（祝祭日・年末年始を除く）

○自死遺族相談
▶個別相談　精神科医師による個別相談（予約制）
▶集　い　亡くされた方同士のわかち合い（月１回）
※電話で下記へ申込みください。秘密は厳守します。

▶申込み・問合せ先
　県精神保健福祉センター
　☎０２３- ６７４- ０１３９

「こころの健康相談統一ダイヤル」 及び 「自死遺族相談」のお知らせ

【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　佐竹伸一 氏 選
　佳作  「梅雨明けに 窓にひざしが つきさす朝」　朝日中１年　東海林 妃那子
　佳作  「夢の中 海月になって ここちよい」　　　朝日中１年　峯田 結羽

　東北財務局山形財務事務所では、下記日程で弁護
士による「借金返済」、保健師による「心の問題」に
ついて相談会を開催いたします。当所相談員への事
前相談（電話可）が必要です。相談無料・秘密厳守
です。避難されている方もご利用ください。
▶日　時
　3 月 2 日（月）　午前 9 時～午後 4 時 30 分
▶会　場
　山形財務事務所（山形市緑町 2-15-3）
▶受付期間
　2 月 26 日（水）まで（平日のみ）※祝日除く

※遠方の方や当日お越しいただけない方につきまして
　は、常設相談窓口へご相談ください。
※常設窓口は、平日の午前 8 時 30 分～午後 4 時 30
　分までとなっております。（祝日・年末年始除く）

▶予約・問合せ先
　東北財務局 山形財務事務所 理財課
　☎０２３- ６４１- ５２０１

「借金と心の無料相談会（予約制）のご案内

　寒河江年金事務所では、年金相談や年金請求手続
きについて「事前予約」を行っています。また、待ち
時間の少ない「年金相談」をぜひご利用ください。
▶予約申込み方法
①年金相談の予約は、随時、電話または年金相談窓
　口で受け付けしています。また、希望日の１か月前
　から前日まで受け付けしています。
②申込みの際は、相談者及び配偶者氏名、基礎年金
　番号、 電話番号、相談内容等について確認しますの
　で（年金手帳や年金証書等）を用意してください。

▶予約相談時間帯
　月曜日　　　午前 8 時 30 分～午後 6 時
　火～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 4 時
　第２土曜日　午前 9 時 30 分～午後 3 時

▶予約申込み電話番号
　予約受付専用ダイヤル　☎０５７０-０５-４８９０
　寒河江年金事務所予約専用ダイヤル
　☎８５-８３１１
　※受付：月～金曜日  午前 8時 30 分～午後 5時15 分

年金相談・お手続きの際は、予約相談をご利用ください
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○確定申告書作成会場は次のとおりです
▶期　間　2 月17 日（月）～ 3 月16 日（月）
　　　　　（受付：午前９時～午後４時）　
　　　　　※土・日曜日・祝祭日を除く
▶場　所　寒河江税務署 1 階
▶申告期限及び納付期限
　・所得税及び復興特別所得税、贈与税
　　3 月16 日（月）
　・消費税及び地方消費税（個人事業者）
　　3 月 31日（火）
※不動産の譲渡（売却）に係る申告相談及び贈与税
　の申告相談は、開設期間中の火・木曜日に行います。
※申告書作成会場は大変混雑し、長時間お待ちいた
　だく場合があります。自宅でインターネットを利用
　して申告することをお勧めします。国税庁ホーム
　ページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書

　を作成できます。作成した申告書は、e-Tax による
　送信や印刷後に郵送で提出することができます。詳
　しくは国税庁ホームページをご覧ください。
▶申告書の送付先
　〒 990-8606　
　山形市大手町 1 番 23 号（山形税務署内）
　仙台国税局管内税務署事務センター（山形分室）
　＜寒河江署分＞ 宛て
▶その他
　確定申告書には、マイナンバーの記載と本人確認
書類の提示か、写しの添付が必要です。

▶問合せ先
　寒河江税務署
　☎８６-２２４４　自動音声案内後「2」へ

寒河江税務署から確定申告のお知らせ

　町が販売している住民税非課税者・子育て世帯
対象のプレミアム付商品券の利用期限は２月 29 日

（土）までとなっています。利用期限を過ぎると、
当該商品券は無効となります。また、払い戻しもで
きませんので、使い残しがないようご注意ください。
　なお、購入期限は、2 月21日（金）までとなってい
ます。町から送付している「プレミアム付商品券購
入引換券」をお持ちの方は、21 日（金）までにご
購入ください。
※複数回に分けて購入もできます。（最高 5 回）

▶利用期限　2 月 29 日（土）
▶購入期限　2 月 21 日（金）午後 5 時
▶販売場所　役場 2 階 総合産業課窓口
▶販売時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時（平日のみ）

▶問合せ先
　総合産業課　☎６７- ２１１３

（重要）朝日町プレミアム付商品券に関するお知らせ

　県内 52 の酒造と 15 のワイナリーが大集合！やま
がたの美食・美酒を心ゆくまでお楽しみください。
　詳しくは、「日本一美酒県  山形」で検索！
▶日　時
　3 月 21 日（土）午前 10 時～午後５時
　　　22 日（日）午前 10 時～午後４時
▶会　場
　山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング（山形市）

▶内　容
　日本酒やワインをはじめとした県産酒の試飲・販売、
お酒にあう山形ならではの食べ物や工芸品の販売等
※会場内での試飲にはチケットが必要です。
　（前売券 2,000 円）

▶問合せ先　「日本一美酒県 山形」フェア実行委員会
　                  ☎０２３- ６３０- ２５４２

「日本一美酒県  山形」フェア



【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰 氏 選
　佳作  「風りんが なったら風が くる合図」 　宮宿小 5 年　菅井 蓮花
　佳作  「スイカ玉 黒いイナズマ 走ってる」 　大谷小６年　長岡 珠璃

　天然の植物オイルと精油を使って、セルフでできる
ハンドトリートメントの方法を教えます。講座で使う
ブレンドオイルは、精油の期待できる効果と好きな香
りから選んで、参加者の皆さんに作ってもらいます。
お肌の保湿だけじゃないリラックスを目的とした癒し
の時間が体験できます。
※希望に合わせて、キッズスペースを用意します。
▶日　時（各回 1 時間程度）
　２月 27 日 ( 木 )
　①午前 10 時 30 分～　②午後１時 30 分～
▶場　所    atLOUNGE（宮宿 1085-10） 

▶参加費等   2,700 円（各回定員 6 名）
▶共　催　atLOUNGE
※ 24 日（月）まで下記に申込みください。また、開
　催場所への直接申込みも可能です。

▶主催・申込み・問合せ先
　アロマクラフト kamikobuchi
　Facebook ＠ kamikobuchi
　☎０５０-５３６１-２１６７

セルフハンドトリートメント講座のご案内

　町道長根線の舗装修繕工事のため、下記のとおり
通行制限を行います。ご不便をお掛けしますがご協
力をお願いいたします。
▶工事箇所　主要地方道長井大江線 西船渡十字路か
　　　　　　ら約 500m 八ツ沼側（約 200 ｍ区間）
※詳細については、町ホームページをご覧ください。

▶期　間　2 月 20 日（木）～ 3 月 25 日（水）
▶制限内容　終日片側交互通行
※昼間は交通誘導員の指示に従い、夜間は信号機に
　従ってください。

▶問合せ先　建設水道課 整備係　☎６７- ２１１５

町道長根線 舗装修繕工事に伴う通行制限のお知らせ

　早期成園化に向けたりんご主要品種における剪定
のポイントを学ぶ研修会を開催します。
▶日　時　2 月27日（木） 
　　　　  午後1時 30 分～午後 4 時
▶集合場所　ＪＡさがえ西村山朝日選果場

▶内　容　早期成園化のための剪定のポイント
　　　　   講師：菅井  勝英 氏（沼向）
※参加を希望する方は下記へご連絡ください。

▶申込み・問合せ先　農林振興課　☎６７-２１１４

りんご剪定講習会の開催について

　台風 19 号の災害支援として、10 月 26 日から計
10 回にわたって実施してきた宮城県丸森町への復興
支援活動は 1 月 26 日で終了しました。
　３ヶ月にわたり、延べ 140 名の町民の方々から参
加していただきました。また、活動するにあたって、
社会福祉協議会をはじめ、多くの方々からのご支援
に対して、心より感謝いたします。
　当会では、今後も地域支援を継続しながら、万一

の災害に備えて活動していきますので、一緒に活動
していただける町民の方々を募集しています。
▶年会費　1,000 円

▶申込み・問合せ先
　朝日町ボランティアの会  代表   鈴木 貞夫（四ノ沢）
　☎０９０- ５２３７- ０２７３

朝日町ボランティアの会からのお知らせ


