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無限の可能性にチャレンジ
冬季に屋内でできるさまざまなスポーツを通

リンやミニボウリング、ゴルフなど８種類のス

して体を動かすことの楽しさを体験してもらお

ポーツに挑戦。決められた数のお手玉をかごに

うと、アスポートさがえ「ちびっこスポーツチ

入れる時間を競うスポーツ玉入れ「アジャタ」

ャレンジ隊」が２月17日、市民体育館で開催さ

のコーナーでは、子どもたちが元気いっぱい玉

れました。参加した未就学児たちは、トランポ

を投げ入れ、心地よい汗を流していました。

ゆめはーと寒河江だより
｢お誕生会」に遊びに来てください
毎月お誕生会を開いています。どなたでも参

カードをプレゼントしています。
楽しい出し物でお祝いした後には、身体測定

加できます。申し込みいただいた誕生月のお子

も行っています。

さんには、写真とメッセージ付きのオリジナル

●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。
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さくらんぼと歴史が育む

未来を担う子どもたちが寒河江への思いをつづる

子どもたちからの市長への手紙
子どもたちから寄せられた内容

市長の回答

寒河江まつりのポスターを増やしたりテレ
ビに出たりして、アピールしてほしい。

県内外にポスターやチラシを配布したり、テレビ番組やＣＭを放送し
ていますが、これからも可能な限りアピールできるように取り組んで
いきます。

チェリンを他県とコラボさせ、寒河江市を
ＰＲしてはどうか。
チェリンの都会での活動を増やしたり、寒
河江市をＰＲする場所を設けてはどうか。
たばこを吸っていい場所と吸ってはいけな
い場所をしっかりと分けてほしい。
たばこを吸うときのマナーが悪いので対策
を立ててほしい。

災害が起きている地域に募金をしたい。

みんなが遊べるような公共施設を増やして
ほしい。
室内型の大きな遊び場を造ってほしい。
地域の職業体験の機会を増やしてほしい。

東京も含めて県外のいろいろなイベントにチェリンが出掛けたり、６
月のチェリンの誕生日に合わせて全国からお友達を寒河江市にご招待
するなど、積極的にたくさんの交流を行っています。これからも、チ
ェリンの活動を通じて寒河江市の知名度が上がるよう頑張っていきます。
市では市内公共施設の敷地内禁煙化に向けて取り組んでいます。喫煙
者のマナーは、受動喫煙によって健康に悪影響を及ぼすことを知り他
の人に受動喫煙をさせないようにすることが大切ですので、乳幼児健
診で保護者向けに喫煙による健康被害を伝えるとともに、小学生を対
象に防煙教室を開催しています。
市では、日本赤十字社寒河江市地区を通し、市役所、ハートフルセン
ター、各地区公民館などに地震・自然災害等により被災した地域を支
援するための義援金箱を設置し、広く市民の皆さんからの支援をいた
だいております。さらに、ハートフルセンターでは、各種団体、小中
学校からの義援金も受け付けております。
市では、最上川ふるさと総合公園に、さがえっこ冒険ファンタジーラ
ンドを整備しているほか、公園の遊具の更新などを行っています。屋
内型遊戯施設については、場所や規模などを現在検討しており、内容
が決まりましたらお知らせします。
本年度から、各学校で、企業家や社長をお迎えして講話をいただく事
業を行っています。ぜひ、その講話を聞いて、寒河江市で働く気持ち
がさらに高まることを期待しております。

子どもたちからの市長への手紙
市内の小学校６年生と中学校３年生の児童・生徒から、市政
に対して意見や提言を寄せていただきました。グループで話し
合ってもらい小学校から80通、中学校から76通の思いが込めら
れた手紙が届きました。今回寄せられた主な手紙の内容と、市
長の回答を紹介いたします。

手紙の内容と市長の回答
子どもたちから寄せられた内容
ツーリングしやすい環境をつくってほしい。
ふるさと納税の返礼品でサクランボをもっ
とＰＲしてほしい。
ふるさと納税の返礼品の種類を増やしてほ
しい。

市長の回答
市では、自転車が快適に通行できるような環境づくりに取り組んでお
り、今後、道路整備などを行ってまいります。
ふるさと納税は寒河江市をＰＲするとても有効な手段です。新しい特
産品の開発なども行いながら、全国に誇れるような返礼品をお返しす
ることで、大いに寒河江市の魅力を発信し、たくさんの人が訪れるよ
うにしていきたいと思います。

高齢の方が集まる各地区の会合を訪問し、交通事故防止のための教室
高齢者の事故が多いので呼び掛けてほしい。 などを行っています。皆さんからも、お家や近所のおじいさんおばあ
さんに、交通事故に注意するようお話をしていただきたいと思います。
線路沿いの道路などに木を植えてほしい。

教室に扇風機を増設するか、エアコンを設
置してほしい。

今年の夏に間に合うように、普通教室にエアコンの設置を進めています。

学校の男子トイレを個室にし、洋式トイレ
を増やしてほしい。

今後、学校の体育館のトイレを洋式化していく予定です。校舎内の洋
式トイレの数を増やすことは建物の構造上、難しいですが、快適に利
用できるような取り組みを進めてまいります。

全クラスの黒板を電子黒板に替えてほしい。

電子黒板については、現在設置してある機器の更新を優先して行って
います。今後、台数を増やしていくよう検討してまいります。

西根公園を整備してほしい。

現在、西根公園の遊具を更新しています。今後も継続して皆さんが遊
びやすい公園づくりに取り組んでまいります。

高校生と交流できる企画・場所を設けては
どうか。

寒河江工業高等学校がもの作り教室等を実施し、高校生と小学生との
交流が行われていますが、中学生との交流についても市内の高校に働
きかけてまいります。

若い人にも農業に取り組んでほしい。

東京で開催している「新農業人フェア」への参加や本市での就農体験
ツアーなどを積極的に行って、寒河江市の農業の魅力などを伝えなが
ら、１人でも多くの新規就農者を増やしていきたいと考えています。

商店街で、服や雑貨を売るイベントをして
はどうか。

駅前広場での「ちぇり～マルシェ」やフローラ・ＳＡＧＡＥでのフリ
ーマーケット、商店街のお店が参加しての年末年始セールを実施して
いますが、もっと盛り上がるイベントを商店街の方々と相談していき
たいと思います。

市民プールのプールの数を増やしたり、遊
ぶものを付けたりして、どの季節でも行け
るようにしてほしい。

市民プールは大人から子どもまで大変多くの人が利用しています。利
用する人の中には、楽しい遊び場として考えている子どもたちや、自
市民プールを流れるプールにしたり、ウオ 分の記録やタイムを上げるために練習している選手もいます。こうし
ータースライダーを設置したりしてほしい。 た人たちがそれぞれの目的に合わせて利用できるようバランスを取り
ながら、施設の整備を考えていきたいと思います。
市民プールなどの公共施設の不便なところ
を直して、使いやすいようにしてほしい。
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＝未来を担う子どもたちが寒河江への思いをつづる＝

種まき桜をお花見できるよう、公園を整備
してほしい。

種まき桜周辺に駐車場や案内板などを整備して、歴史ある種まき桜を
皆さんに見ていただけるようにしていきます。

ライブや映画、ミュージカル、舞台など、
市民文化会館をもっと使ってほしい。

これまで市民文化会館では、自主事業として幼児演劇教室や舞台、お
笑い、落語、若者向けの音楽イベントなど、さまざまなジャンルの催
し物を行ってきました。これからも皆さんのご意見を参考にしながら
いろいろな催し物を行っていきます。現在、民間主催の催し物が少な
いので、もっと多くするように検討していきます。

2019.3.20 市報さがえ

道路脇にサクラの木を植えてほしい。
道路や街中に植物をもっと増やしてほしい。

空き家や空いている土地を活用し、小さな
店を増やしてはどうか。
空き地などを利用して、中高生に人気のあ
る雑貨屋や服屋を造ってほしい。
お祭りを増やしてほしい。

市では現在、寒河江川沿いにサクラの木を植えたいと考えています。
道路や線路脇への植栽については、皆さんの要望が実現できるかどう
か、それぞれの管理者とも相談していきながら、緑豊かで魅力的な寒
河江市になるようなまちづくりに取り組んでまいります。

空き地に店舗を建てる場合には多額の費用が必要となるため、市では、
空いている店舗を活用してお店を始めることを勧めています。空き店
舗を使って新しいお店を始める人に補助金を出して応援し、市内にお
店を増やそうと考えています。

季節ごとの行事を増やしてほしい。

春は桜とツツジ、初夏はサクランボ、秋は寒河江まつり、冬は雪フェ
スティバルなど、寒河江市の特色を生かした四季折々の行事を開催し
ております。これからも皆さんが楽しめるイベントを考えてまいります。

観光客を増やして、寒河江市をもっといい
街にしてほしい。

慈恩寺やサクランボなど寒河江市ならではのいいものを活用して観光
客を呼び込み、活気ある街になるよう取り組んでまいります。

2019.3.20

市報さがえ
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登記相談／23日㈫13:00～16:00

行政相談／10日㈬13:00～16:00

30 31

ージ券を交付します。 最
(大

616

日時

■手数料／縦覧期間中は無料（課税台
帳のコピーを交付、借地・借家人等
を除く 。)縦覧期間外は有料。
●その他／委任状は、市ホームページ
に掲載しています。平成 年１月２
日以降に売買等で所有者となった方
は、②のみ可。
●問合せ／市税務課固定資産税係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

県営住宅入居者募集
●募集住宅／南寒河江アパート（中耐
４階建、３ＤＫ）２戸（うち１戸は
単身可）
●入居
 資格／原則同居（予定）する親
族がいる方。他にも所得制限等の条
件あり。
●申込／４月２日 ～７日 に県すま
い情報センター☎０２３ ６(４７ ０)
７８１へ。

SAGAE CITY INFORMATION
納制度」があります。現金での毎月払
いと比べて２年前納は１万４５２０円、
１年前納は３５００円、６カ月前納は
８００円の割引となります。
●申込／４月末日まで寒河江年金事務
所☎ ８(４ ２)５５１音声案内後２ー
２へ。

ふれあい農園利用者募集
●募集区画／①南部地区６区画（上高
屋アンダーパス付近 、
)② 西 根 地 区
区画（陵東中学校西側）
●対象／野菜作りに興味がある市民
●利用料／１区画年間３５００円
●申込／市農林課農業振興係☎ ８
(６ )
２１１１内線 へ。

4
市報さがえ

枚交付）

助新田）が利用できます。
■対象／ 歳以上（本年度 歳になる
方を含む）で、同一世帯の市民税所
得割額の合計が 万円未満の方
■持ち物／朱肉を使うはんこ
●申請場所／ハートフルセンター
●問合せ／①・②は市健康福祉課生活
福祉係☎ ８(６ ２)１１１内線 、③
～⑥は市高齢者支援課介護福祉係同
内線 へ。

市指定施術師として新たに新田鍼灸（清

12

70

国民年金には、一定期間の保険料を
まとめて納めることで割引となる「前

国民年金保険料は
前
｢納 が｣お得です

16

昭和メロディー愛好倶楽部
通
(称ＳＭＡＣ 参)加者募集！

家庭ごみを出す時間（午前７時まで→午前８時まで）
指定日当日の午前８時までに出し終えてください。
ごみ
スプレー缶の出し方（穴を開ける→穴を開けない）
出し
風通しのよい場所で中身を全て出し切り、穴を開けずに
｢もやせないごみ」と一緒に出してください。
廃家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）のリサイクル
日本通運株式会社山形国際輸送営業所（鶴田）での受け入れは、３
月29日㈮で終了します。電器店に依頼するか、日本通運株式会社山形
物流事業所（山形市、☎023-686-4385）に連絡し搬入してください。
●問合せ／市市民生活課環境保全推進室☎86-2111内線232へ。

70

●日時／５月・７月・９月・ 月～来
年３月の第２火曜日、全８回、午前
９時 分～
●会場／文化センター
●定員／寒河江・西根・三泉地区在住
の 歳以上の方、 人
●参加費／１回１００円（お菓子代）
●申込／４月８日 から東部地区公民
館☎ ８(６ ５)１１１へ。

●問合せ／市市民生活課市民係☎86-2111内線211へ。

325

人 口
世帯数
18,669
6,652
4,938
1,675
4,707
1,515
4,883
1,565
2,765
842
1,145
365
2,630
950
1,473
538
41,210
14,102
－14
＋21
男：11人、女：9人

＝通常の日曜日窓口で発行している証明書＝
①戸籍証明、②戸籍附票証明、③住民票証明､
④印鑑証明、⑤身分証明、⑥税証明
※一部発行ができない証明書あり

14

２月末の市人口、２月届出の出生数

年度分で可 、)運転免許証
③紙おむつ受給券
常時失禁状態の高齢者等に、紙おむ
つ受給券を交付します。
■対象／同一世帯の市民税所得割額の
合計が 万円未満で、１カ月以上継
続して紙おむつを使用している寝た
きり高齢者、認知症高齢者、重度心
身障がい者。なお、介護保険施設に
入所中の方は該当しません。
■持ち物／朱肉を使うはんこ
④訪問理美容サービス券
理美容所等に行くことが困難な方に、
訪問費用のみ無料となる訪問理美容サ

31

地区名
寒河江
南 部
西 根
柴 橋
高 松
醍 醐
白 岩
三 泉
総 計
前月比
出生数

固定資産税の縦覧・閲覧
①土地・家屋価格等の縦覧
固定資産評価額を、周辺の評価額と
比較して適正かどうか確認できます。
■期間／４月１日 ～５月 日 （閉
庁日を除く）の午前８時 分～午後
５時 分
■縦覧できる方／市内に土地や家屋を
所有する納税者（同一世帯の家族 、)
納税管理人、代理納税者
■縦覧
 に必要なもの／運転免許証等の
本人確認書類。代理人や別世帯の家
族は、他に同意書または委任状（法
人の場合は法人印があるもの 。)
■手数料／無料（コピー等不可、書き
写し可）
②固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者本人が所有する、固定資
産の課税台帳を閲覧できます。
■期間／通年 （閉庁日を除く の
) 午前
８時 分～午後５ 時 分。 平 成 年
度分は４月１日 から閲覧可。
■閲覧できる方／市内に土地や家屋、
償却資産を所有する納税義務者（同
一世帯の家族 、)納税管理人、代理納
税者、借地・借家人等
■閲覧に必要なもの／縦覧と同様。借
地・借家人等は、賃貸借契約書の提
示で該当する資産のみ閲覧可。
15

2019.3.20
2019.3.20 市報さがえ
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(月)

(月)

＝住民異動届（転入・転出・転居等)＝
①マイナンバーカード（個人番号カード)、住
民基本台帳カードの手続き
②国民健康保険証の手続き
③後期高齢者医療被保険者証の手続き
④介護保険被保険者証の手続き
⑤児童手当、子育て医療証の手続き
⑥印鑑登録の手続き

４月１日㈪から家庭ごみの出し方が変わります

(金)

(金)

24

65

(火)

12

16

311

15

30

取り扱い業務（住民異動届と証明書発行）

お知
らせ

法律相談／２日㈫13:30～16:30

31

11

４月１日㈪から平成 年度の
福祉サービス受け付けを開始

一般相談／毎週水曜日13:00～16:00

(水)

ふれあい相談所
［ハートフルセンター2階社会福祉協議会☎86-7867］

313

(日)

ービス券を交付します。 最(大４枚交付）
■対象／高齢や重度障がいのため、理
美容所等に行くことが困難な方
■持ち物／お持ちの方は身体障害者手帳
⑤移送サービス券
普通車両では移動が困難なため、指
定業者が運行する特殊車両（リフト・
寝台付き）を利用した際の基本料金を
助成する、移送サービス券を交付しま
す。 最(大 枚交付）
■対象／同一世帯の市民税所得割額の
合計が 万円未満で、次のいずれか
に該当する方。 歳以上で老衰、身
体障がい、傷病等の理由がある方。
下肢、体幹、移動機能障害１・２級
の方。
■持ち物／朱肉を使うはんこ、お持ち
の方は身体障害者手帳
⑥はり・灸（きゅう）・マッサージ券
市指定の施術師から受ける際に利用
できる、１枚千円のはり・灸・マッサ

人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258

手続きには申請者の身分証明書が必要で、他市
町村に確認が必要な場合や戸籍届を伴う異動届等、
取り扱いができない場合もあります。また、窓口
は混雑し待ち時間が長くなることが予想されます
ので、あらかじめご了承願います。

(火)

50

(月)

16

①福祉タクシー券
市指定のタクシー会社を利用する際、
１枚６００円の福祉タクシー券を交付
します。 最(大 枚交付）
■対象／身体障害者手帳所持者で視覚、
下肢、体幹、移動、内部障害１～４
級、または聴覚・上肢障害１・２級
の方。療育手帳所持者。精神障害者
保健福祉手帳所持者。
■持ち
 物／朱肉を使うはんこ、該当す
る手帳
②福祉給油券
市指定のガソリンスタンドで給油す
る際、１枚千円の福祉給油券を交付し
ます。 最(大 枚交付）
■対象／福祉タクシー券の対象要件に
該当する、自動車税・軽自動車税の
減免該当者
■持ち物／朱肉を使うはんこ、該当す
る手帳、自動車税・軽自動車税減免
決定通知書（車に変更がなければ前

教育相談ダイヤル／平日8:30～17:00、市学校教育課☎86-1700

３月31日㈰午前８時30分～正午
４月１日㈪～３日㈬の午後５時15分～７時

31

●申請／４月２日 ～５月 日 に市
税務課市民諸税係☎ ８(６ ２)１１１
内線 へ。

消費生活相談／平日9:00～16:00、市市民生活課☎86-2111内線234

15

12

法律相談／16日㈫13:15～16:35、市市民生活課☎86-2111内線234

622

45

20

身体等に障がいのある方の
軽自動車税減免申請

４月の相談日（法律相談・登記相談は要申込）

身体等に障がいのある方の軽自動車
税は、障がいの程度により減免を受け
ることができます。昨年度減免を受け
た方で車両の変更等がなければ、申請
不要です。
●申請に必要なもの／①身体障害者手
帳等、②運転免許証、③個人番号が
確認できるもの（個人番号カード、
通知カード 、)④車検証、⑤朱肉を使
うはんこ、⑥５月 日 以降申請の
場合は軽自動車税納税通知書。家族
運転の場合は通院（学）証明書等も
必要。

市長相談／24日㈬９:00～11:00、市市民生活課☎86-2111内線234

住民異動（転入・転出・転居等）に
伴う臨時窓口を開設
60

お知らせ
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お知らせ

日曜日や祝日に病気・けがをしたときは、まずかかりつけのお医者さんへ連絡しましょう。休診や留
守等でやむを得ないときのみ、休日当番医で受診してください。また、受診する際は、忘れずに健康保
険証を持参してください。
月 日 曜日

医療機関

電話番号
☎86-8282

21 木 土田内科医院
３ 24 日 山﨑医院

☎86-0005

４

医療機関

電話番号

月 日 曜日

医療機関

電話番号
☎87-1001

14 日 寒河江武田内科往診クリニック ☎86-2641

21 日 あきば医院

☎86-4395 ７

15 月 土田内科医院

28 日 あきば医院

☎86-4395

21 日 田村内科・消化器科クリニック ☎85-8700

29 月 大原医院

☎86-8600

28 日 豊岡整形外科

30 火 折居内科医院

☎86-0330

4 日 すまいるレディースクリニック ☎86-3215

１ 水 菊地胃腸科内科医院

☎86-2301

11 日 にとう小児科医院

２ 木 国井医院

☎86-4811

8 12 月 平野医院

☎84-5500

３ 金 鈴木眼科

☎86-6900

18 日 三浦医院

☎84-5600

４ 土 あびこ耳鼻咽喉科クリニック ☎86-3026

25 日 山﨑医院

☎86-0005

☎86-8282

☎86-4331

☎84-5311

☎84-4103

15 日 渡辺外科胃腸科医院

☎86-6408

19 日 熊坂整形外科医院

☎86-3101

26 日 鈴木眼科

☎86-6900

22 日 あびこ耳鼻咽喉科クリニック ☎86-3026

２

日 小松医院

☎86-2185

23 月 大原医院

☎86-8600

９ 日 南さがえ病院

☎85-6611

29 日 陵南さとう整形外科

☎85-5511

16 日 さとうクリニック

☎83-3300

23 日 陵南さとう整形外科

☎85-5511

30 日 小関内科胃腸科医院

☎86-5550

６

９ 16 月 あきば医院

☎86-4395

※変更する場合は市報でお知らせします。
※４月28日㈰～５月６日㈪は多くの医療機関が休
診します。定期的に医療機関で受診されている
方は薬の管理に留意してください。
※下期分は市報９月20日号に掲載予定

30

(土)

精神科医による、こころの健康相談（要申込）

保健師・栄養士による、心や体の健康相談（全年齢対象）

▶

眠れない、気分が憂鬱（ゆううつ）など不調を感じている
方が増えています。こころに悩みを抱えている方、家族の
ことが心配な方を対象とした個別相談です。
●日時／４月９日㈫午後２時～４時（１人50分程度）
●会場／ハートフルセンター

健診の結果数値から健康づくりに関するアドバイスや健康
に関して気になることの個別相談です。
●ハートフルセンターへの来所相談／毎週木曜日（閉庁日
を除く）の午前９時～11時30分
●電話相談／開庁日の午前８時30分～午後５時

7

2019.3.20 市報さがえ

(日)
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12 日 国井クリニック

(日)

(月)

●問合せ／実施フォーラム事務局長・
五十嵐さん☎０９０ ７(０６８ ３)９
９０へ。

☎83-3456

(日)

市老人福祉センター
絵手紙

８ 日 陵南眼科クリニック

14

時～午後３時）

☎87-1001

24

10

●日時／４月 日 午前 時～
●会場／市老人福祉センター
●施設利用料／半日１５０円、１日３
００円
●その他／マイクロバスでの送迎あり
●申込／市老人福祉センター☎ ８
(７ )
１３２８へ。

６ 月 中正堂髙橋医院

31

講演会 ひな文化～お雛 ひ(な
様の歴史と魅力～

☎86-6188

(日)

20

(土)(水)

●日時／３月 日 午後１時 分～
●会場／べに花温泉ひなの湯（河北町）
●講師／ひな祭り文化普及協會代表・
清川紗衣氏
●定員／ 人
●申込／河北町商工観光課やまがた雛
のみち講演会担当係☎ ７
(３ ５
) １６
２へ。

１ 日 横山耳鼻咽喉科医院

平成 年度寒河江華道親交会
会員いけばな展 季｢ 満ちる春 ｣

☎83-3456

14

18

(木)(火)

●助成対象／市立小・中学校の児童・生徒の保護者。
給食費の未納がある方は助成の対象になりません。
●申請方法／市立小学校の児童の保護者は、学校を
通じて配付される申請書に記入の上、学校に提出
してください。市立中学校の生徒の保護者は、申
請手続きはありません。
●問合せ／市学校教育課学事係☎86-2111内線440へ。

●日時／４月６日 ・７日 の午前
時 分～午後５時（最終日は午後４時）
●会場／市美術館
●問合せ／寒河江華道親交会長・布施
さん☎ ８(６ ５)２２４へ。

５ ５ 日 陵南眼科クリニック

10

用した手作り花器に生けた作品も展
示します。
■パン粘土体験教室／４月 日 ・
日 の午前 時～午後３時（随時受
け付け 。)参加費・千円～

☎86-6408

24

(木)

臨川亭茶会（受付・午前

14 日 渡辺外科胃腸科医院

22

21

(日)

■立礼席呈茶（裏千家国井社中 ／)４月

日
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

７ 日 中正堂髙橋医院

20

さんで～すて～じ・さがえ
～ 回公演

☎83-3456

30

涙の大ベストセラー「手紙」上映
東野圭吾原作。希望を失った全ての
人々に贈る人間賛歌。兄が弟を大学に
行かせるための学費欲しさに盗みに入
り、誤って人をあやめてしまう。兄の
せいで夢を失った弟を絶望の底から救
ってくれた彼女とのささやかな幸せが
再び脅かされるとき、ある決意をする。
平成の泣ける感動作。山田孝之、玉山
鉄二、沢尻エリカ、吹石一恵出演。
■日時／３月 日 午後２時～４時
■提供／ボランティア赤帽志
謡曲、キッズダンスのステージ
■日時／３月 日 午後２時～３時
■出演／喜多流羽謡会、キッズダンス
サークルＷＩＳＨ
歌謡、ハーモニカのステージ
■日時／４月７日 午後２時～４時
■出演／あじさい会、やまのべハーモ
ニカアンサンブル
●会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ地下

７ 日 陵南眼科クリニック

①小学校給食費の半額を助成
保護者が負担する給食費の半額（280円の
うち140円）を助成し、経済的負担を軽減し
ます。
②第３子以降の小学校給食費の全額を助成
対象範囲を高校３年生までとし、小学校
に在籍する児童が第３子以降に該当する場
合は、その対象児童の給食費の全額（280円）
を助成します。
③中学校給食費の半額を助成
保護者が負担する給食費の半額（310円の
うち155円）を助成し、経済的負担を軽減し
ます。

14

費が必要です）
●会場／最上川ふるさと総合公園
●問合せ／最上川ふるさと総合公園
☎ ８(３ ５)１９５へ。

月 日 曜日

休日当番医［上期分]＝

18

初
(日は正午から、最終日は正午まで 。) インフローラ 第
さ
｢がえさくらんぼ俳句会」とさまざ
まな施設で生け花ボランティア活動
をしている「すまいるクラブ」のコ
ラボ展です。空き缶などの廃材を利

＝平成31年度

平成31年度の給食費の助成内容

18

さくらんぼ会館・臨川亭
イベント情報

☎86-6188

30

さくらんぼ会館
■俳句と生け花のコラボ展／４月２日
～ 日 （生け花展示は４月４日
～６日 ）の午前９時～午後６時

31 日 横山耳鼻咽喉科医院

16

平成31年度から
中学校給食費を半額助成します

休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）

最上川ふるさと総合公園
イベント情報

保健だより

君子蘭展
■期間／３月 日 ～４月 日
まったりマルシェ
■ 日時／４月 日 午前 時～午後４時
■内容／手作りショップ、ワークショ
ップ、マッサージ
トールペイント教室
■日時／ 木[曜コース］４月 日・５月
日・７月 日・８月 日の午後７
時～９時、 土[曜コース］４月 日・
５月 日・７月 日・８月 日の午
後１時 分～３時 分
■内容／木工品への花柄ペイント
■参加費／２千円（４回分、別途材料

問い合わせ・申し込み・相談は、市健康福祉課市民健康係☎86-2111内線625へ。
問い合わせ・申し込みは、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。

申し込み・日程変更・問い合わせは、４月１日㈪以降に総合健診センター☎84-0851へ。
問い合わせ・申し込みは、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。 保健だより
①市ドック（特定健康診査、肺・胃・大腸・乳・子宮頸がん検診、骨粗鬆症検診）
月

9

日

対

象

地

区

月

日

対

４／15㈪

南新町、皿沼１～３

11／12㈫

住吉町、十二小路

４／16㈫

高屋３・４、西浦１・２

11／14㈭

４／17㈬

島１・２、泉町

４／18㈭

象

地

区

②レディース検診（子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診） 総合健診センター（旧成人病検査センター）
月 日
対 象 地 区
各種検診料金表（平成31年度自己負担額）
４／19㈮

島１・２・５、泉町、南新町、曙町、寿町

北、石川

４／22㈪

高屋１～４、西浦１・２

11／15㈮

高貝、城之内、高田

４／24㈬

美原町１・２、皿沼１～３

島５、曙町、寿町

11／26㈫

上河原、道生、雲河原、入倉

４／24㈬

陵南町１～３、高田新町

11／28㈭

下河原、中河原

４／25㈭

舟橋２、舟橋東、舟橋西、花楯町

12／７㈯

米沢

４／26㈮

舟橋中、舟橋南、元町１・２

12／13㈮

下八鍬、上八鍬、臥竜橋

５／７㈫

高屋１・２の１・２の２

12／17㈫

５／13㈪

元町３～８

５／22㈬

４／25㈭

陵南町１～３、若葉町１～３

５／７㈫

舟橋２、舟橋東、舟橋西、舟橋中、舟橋南、
花楯町、高田新町

５／８㈬

洲崎、元町１～10

下谷沢、中谷沢、上谷沢

５／20㈪

緑町１～４、本楯１～５

12／23㈪

高松、鹿島

５／24㈮

元町９・10、美原町１・２

12／25㈬

中新田、新田

５／24㈮

若葉町１～３

12／26㈭

中郷１～５

５／27㈪

本楯１～５

12／27㈮

中郷６～８、平塩１～４

５／29㈬

さくら町、中央１～５、中央工業団地

１／11㈯

平塩５～８

５／31㈮

高田団地、日の出町、みずき

１／14㈫

落衣１、落衣南町、内の袋

６／11㈫

栄町１・２

１／15㈬

柴橋１・２

６／５㈬

東内楯、中内楯、南内楯、越井坂１～３

６／18㈫

末広町１～４

１／16㈭

柴橋３～５

６／10㈪

桜小路、東新山、新山、高田団地、さくら町

６／24㈪

越井坂１～３、新山

１／17㈮

木の沢、松川東、松川西

６／20㈭

末広町１～４、中央１～５

６／29㈯

東新山

１／21㈫

金谷１～３

６／24㈪

栄町１・２、日の出町、みずき

７／９㈫

東内楯、中内楯、南内楯、新宿、桜小路

１／22㈬

金谷４・５

７／23㈫

丸内、矢の目、34、35、七日町、ほなみ

６／28㈮

東町、君田町、住吉町、十二小路、仲

７／26㈮

長岡町、山岸南、山岸、石持、石持２

７／１㈪

北、石川、下河原上、下河原下、宝西、宝東

７／27㈯

幸町、十日市場、27、道場小路、南町

７／３㈬

高貝、城之内、高田、馬寄、田中、
ひがし団地、米沢、高松

７／30㈫

横町、新町１、新町、20、21、西の町、
駅前１・２、25の甲

７／12㈮

醍醐地区

８／24㈯

仲田、丑町１・２

８／26㈪

緑町１～４

８／28㈬

西寒河江、４、５、６、８、上町、八幡町

８／31㈯

洲崎、六供町１～３、３

９／３㈫

新町１～３、中町

９／７㈯

留場下、留場中、留場上、上野下、上野上

９／10㈫

陣ケ峯、上町、麓下、麓中、麓上、
地福田、楯

９／27㈮

宮内、笈合、幸生中、幸生上、前田代下、
前田代上、宮沢、行沢、葉の木

９／28㈯

上宿、東上宿、中宿

10／８㈫

鬼越、南坂、桜橋、田沢、橋本、下道、
新御堂

10／19㈯

下宿、箕輪

10／23㈬

東町、君田町、下河原上、下河原下

10／29㈫

仲、宝西、宝東

11／２㈯

馬寄、田中、ひがし団地

2019.3.20 市報さがえ

５／27㈪

５／31㈮

30歳～39歳対象の市ドック
月

日

対

象

地

区

６／25㈫

陵南町、舟橋、元町、美原町、若葉町、
本楯、花楯町、高田新町、南部地区、
白岩地区、三泉地区

９／30㈪

洲崎、六供町、緑町、仲田、西寒河江、３、
４、５、６、８、上町、長岡町、八幡町、
山岸、山岸南、石持、石持２、丑町、横町、
新町１、新町、20、21、西の町、駅前、
25の甲、幸町、十日市場、27、道場小路、
南町、丸内、矢の目、34、35、七日町、
ほなみ、東内楯、中内楯、南内楯、新宿、
桜小路、越井坂、東新山、新山、高田団地、
末広町、栄町、さくら町、日の出町、
みずき、中央

10／９㈬

西根地区、柴橋地区、高松地区、醍醐地区

●受付時間／４月・１月…午前８時～９時、５月～12月…
午前７時～８時
●会場／総合健診センター
●対象／30歳以上（生年月日が平成２年３月31日以前）
●市国民健康保険加入者以外の方／社会保険被扶養者や国
保組合加入者の方は、受診時に「特定健診受診券」が必
要となりますので、職場等にご確認ください。受診券が
ない場合は、全額自己負担となります。
●その他／１月に申し込みをされていない方は、新規での
申し込みができます。また、町内会の日程で都合が付か
ない方は、日程の変更が可能です。

保健だより

問い合わせ・申し込み・相談は、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。

７／26㈮
７／29㈪
８／21㈬

六供町１～３、３、仲田、西寒河江、４、
５、６、８
上町、八幡町、長岡町、山岸南、山岸、
石持、石持２、丑町１・２、横町、新町１、
新町
20、21、西の町、駅前１・２、25の甲、
幸町、十日市場、27、道場小路、南町、
丸内、矢の目、34、35、七日町、ほなみ、
新宿

鹿島、下八鍬、上八鍬、臥竜橋、下谷沢、
中谷沢、上谷沢
中新田、新田、陣ケ峯、新町１～３、中町、
上町
麓下、麓中、麓上、地福田、楯、留場下、
留場中、留場上、上野下、上野上、宮内、
幸生地区、田代地区

８／23㈮

木の沢、松川東、松川西、中郷１～８

８／26㈪

内の袋、金谷１～５

９／11㈬

柴橋１～５

９／27㈮

落衣１、落衣南町、平塩１～８

10／23㈬

下河原、中河原、上河原

10／30㈬

道生、雲河原、入倉

検

診

対

象

料

30歳代の方

3,000円

40歳～74歳の方

（国民健康保険加入者）

特定健診
(基本健診)

金

2,000円

75歳以上の方

無料

上記以外の方

社会保険で
定める額

胃がん検診

30歳以上の方

1,800円

大腸がん検診

30歳以上の方

500円

30歳～64歳の方

500円

肺がん検診
(胸部レントゲン)
肺がん検診
(喀痰検査)

65歳以上の方

無料

30歳以上の方

900円

30歳～49歳の女性

乳がん検診

子宮頸がん検診

1,700円

50歳以上の女性

900円

20歳以上の女性

1,800円

肝炎ウイルス検査

40歳以上の未受診者

1,000円、
40歳～75歳の
５歳刻み年齢
の方は無料

骨粗鬆症検診

30歳～70歳の５歳
刻み年齢の女性

1,200円

胃がんリスク検査

特定健診・胃がん
検診受診の希望者

700円

※30歳～70歳の５歳刻み年齢の女性で、骨粗鬆症検診のみ
を受診希望の方は、市ドックまたはレディース検診で受
けることができますので申し込みください。

③乳がん個別検診
月

日

７月～

対

象

地

区

全地区

●会場／市内の指定医療機関
●対象／前年度未受診の30歳以上の女性（生年月日が平成
２年３月31日以前）

●受付時間／午後１時～１時30分
●会場／総合健診センター
④子宮頸がん個別検診
●対象／子宮頸がん…20歳以上（生年月日が平成12年３月
月 日
対 象 地 区
31日以前)、乳がん…30歳以上の前年度未受診者（生年月
７月～
全地区
日が平成２年３月31日以前、２年ごとに検診を実施)、骨
粗鬆症…30歳～70歳の５歳刻み年齢の女性（生年月日が ●会場／市内の指定医療機関
昭和24年４月１日～平成２年３月31日）
●対象／20歳以上の女性（生年月日が平成12年３月31日以前）

2019.3.20
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問い合わせ・申し込み・相談は、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。
問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。

保健だより

2019．3．20 No.1722

乳幼児健診

①・②の健診票は、予防接種手帳発送時に同封します。
③～⑤の健診票は、事前に郵送します。下記日程で都合
が付かない場合は、お問い合わせください。
●受付時間／午後１時～１時30分

●会場／ハートフルセンター
●持ち物／健診票、母子健康
手帳、バスタオル。④のみ
歯ブラシとコップ

①３～４カ月児健診 ②９～10カ月児健診 ③１歳６カ月児健診 ④２歳児ピカピカ歯科検診 ⑤３歳児健診（３歳６カ月児）
月

日 対象生年月 月

日 対象生年月 月

日 対象生年月 月

日

対象生年月
月
２歳児 ２歳６カ月児

日 対象生年月

４／24㈬ H30年12月 ４／25㈭ H30年６月 ４／17㈬ H29年９月 ４／18㈭ H29年３月 H28年９月 ４／11㈭ H27年９月
５／29㈬ H31年１月 ５／16㈭ H30年７月 ５／23㈭ H29年10月 ５／14㈫ H29年４月 H28年10月 ５／８㈬ H27年10月
６／26㈬ H31年２月 ６／14㈮ H30年８月 ６／19㈬ H29年11月 ６／28㈮ H29年５月 H28年11月 ６／12㈬ H27年11月
７／11㈭ H31年３月 ７／24㈬ H30年９月 ７／17㈬ H29年12月 ７／26㈮ H29年６月 H28年12月 ７／３㈬ H27年12月
８／28㈬ H31年４月 ８／７㈬ H30年10月 ８／21㈬ H30年１月 ８／27㈫ H29年７月 H29年１月 ８／１㈭ H28年１月
９／26㈭ H31年５月 ９／11㈬ H30年11月 ９／18㈬ H30年２月 ９／13㈮ H29年８月 H29年２月 ９／５㈭ H28年２月
10／23㈬ H31年６月 10／11㈮ H30年12月 10／16㈬ H30年３月 10／29㈫ H29年９月 H29年３月 10／２㈬ H28年３月

■発行／寒河江市企画創成課さがえブランド戦略室
２１１１
〒
- 寒河江市中央１丁目９番 号 ☎（８６）
991
8601

45

11／27㈬ H31年７月 11／13㈬ H31年１月 11／21㈭ H30年４月 11／29㈮ H29年10月 H29年４月 11／６㈬ H28年４月
12／19㈭ H31年８月 12／25㈬ H31年２月 12／11㈬ H30年５月 12／13㈮ H29年11月 H29年５月 12／４㈬ H28年５月
１／29㈬ H31年９月 １／10㈮ H31年３月 １／22㈬ H30年６月 １／24㈮ H29年12月 H29年６月 １／15㈬ H28年６月
２／27㈭ H31年10月 ２／14㈮ H31年４月 ２／19㈬ H30年７月 ２／21㈮ H30年１月 H29年７月 ２／５㈬ H28年７月
３／18㈬ H31年11月 ３／12㈭ H31年５月 ３／11㈬ H30年８月 ３／17㈫ H30年２月 H29年８月 ３／４㈬ H28年８月

狂犬病予防注射と飼い犬登録
生後91日以上の犬には、飼い犬登録（生涯１回）と
狂犬病の予防注射（毎年度）が義務付けられています。
下表日程で都合が付かない、またはその後に生後91日
に達した場合は、速やかに獣医師等で個別に接種して
ください。
●持ち物／案内はがき、ふん処理用のビニール袋
●料金／注射のみ3,200円、登録と注射6,200円
月

日

会

場

■印刷／寒河江印刷株式会社
この広報誌は自然保護のため再生紙を利用しています

日和田公民館
４／４㈭ ＪＲ羽前高松駅前

時

間

９:30～９:45
10:00～10:50

白岩出張所跡地

11:10～11:40

三泉小学校跡地

９:30～10:00

妊娠届け出・母子健康手帳交付（妊婦健康相談）

▶

妊娠の届け出は母子保健法で定められており、届け出をさ
れた際に母子健康手帳等を交付します。都合が付かない場
合は、電話等で相談してください。
●日時／開庁日の午前９時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／医療機関交付の妊娠届出書、個人番号（通知カ
ード等）および本人確認（免許証等）ができるもの

＝市立病院＝
入院病棟が変わります
県の地域医療構想では、近い将来には手術や緊急治
療を行う急性期病床が過剰になる一方で、リハビリ等

４／11㈭ 日田公民館

10:20～10:40

栄町公民館

11:00～11:30

南部地区公民館

９:00～９:40

４／18㈭ 山形森林管理署北側駐車場

10:00～10:40

柴橋地区公民館

11:10～11:50

著しい旧館の第１病棟を新館の第２・３病棟に集約す

13:00～14:30

ることとしました。全体の病床数は、現在の125床（急

ハートフルセンター
４／21㈰
西側車庫前

●その他／市外からの転入等による犬の変更手続きや
生後91日以上の飼い犬の登録が済んでいない場合は、
速やかに手続きをしてください。予防注射を県外や
ペットショップ等で受けた場合は、交付された接種
済証を接種済票と交換（手数料550円）します。いず
れも市健康福祉課で手続きをしてください。
●問合せ／市健康福祉課市民健康係
☎86-2111内線625へ。

の継続治療を行う回復期病床が不足すると予測してい
ます。また、人口減少や医療従事者確保が困難な現状
から、病床規模の適正化を求めています。
これらを受けて、市立病院では４月から、老朽化が

性期78床・回復期16床・療養31床）から、98床（急性
期56床・回復期26床・療養16床）に変更になります。
今後ともより良い医療を提供し、市民の皆さんが安心
して医療を受けられるように努めてまいります。
●問合せ／市立病院☎86-2101へ。
■次号の市報４月５日号は、４月20日号との合併号として、
４月５日㈮に発行します。
2019.3.20
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