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幸生小学校143年の歴史に感謝
本年度末で閉校となる幸生小学校の閉校記念

式典では、児童が「幸生の宝」を発表したほ

式典が11月15日、同校体育館で行われました。

か、合唱と幸生伝統の「葉山太鼓」を披露。閉

式典には、在校生９人をはじめ、卒業生や地域

校記念碑の除幕式も行われました。

住民ら約250人が出席。143年の歴史に思いをは
せながら、学びやに感謝を告げました。

出席者たちは、楽しかった母校での思い出や
閉校への思いをいつまでも語り合っていました。

ゆめはーと寒河江だより
集会図書室をリニューアルオープン
ゆめはーと寒河江では、集会図書室を学習室

ルス感染防止対策を行い、安心して勉強ができ
るようにしました。小学生限定で１日１回30分

として利用できるようにリニューアルしました。

間利用できますので、窓口で申し込みください。

アクリル板設置や人数制限など新型コロナウイ

●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。

SAGAE CITY PUBLIC RELATIONS

さくらんぼと歴史が育む

2020.12.20 市報さがえ

10月 ・さがえっこスマイル応援事業実施（１日）
・ＳＡＧＡＥサイクルスタンプラリー2020（１
日～11月15日）
・さがえちぇり～マルシェ朝市①（10日）
・慈恩寺ガイダンス施設新築工事上棟祭（16日）
・慈恩寺修験の道ウォーキング（17日・24日・
29日）
・さがえスケートボードスクールvol.２（17日・

一年を
振り返る

12月 ・市長選挙（20日）

９月 ・市議会第３回定例会（１日～24日）
・市埋蔵文化財フェア「慈恩寺上の寺｣（３日～
16日）
・秋の市民一斉クリーン作戦（６日）
・郷土館特別展「さがえの宝｣（18日～10月11日）
・さがえスケートボードスクールvol.1（19日・
26日・10月３日）
・2020市福祉と健康フェア（28日～10月２日）
・市交通安全市民大会（30日）

新型コロナウイルスや豪雨災害など、これまで

11月 ・市表彰式（２日）
・さがえ図書館まつり2020秋まつり（３日・５
日・８日・15日・23日）
・全国健康保険協会山形支部と「寒河江市民の
健康づくりの推進に向けた包括的事業連携に
関する協定」を締結（６日）
・さがえちぇり～マルシェ朝市②（７日）
・市議会第４回定例会（11日～27日）
・幸生小学校閉校記念式典（15日）
・さがえ元気づくりAWARD2019表彰式（26日）
・副議長に木村寿太郎議員が就任（27日）

８月 ・寒河江まつり2020特別記念展（28日～９月28日）

に経験したことのない多くの困難に見舞われた今

雛まつり

年は、第６次市振興計画・前期アクションプラン

さがえスケートボードスクールvol.1

の５年間の最後の年として「未来を拓くこどもた

市総合文化祭

ちへ切れ目ない支援を～さがえっこ育みプログラ

幸生小学校閉校記念式典

｣

さがえスポーツフェスティバル2020

ム～」 持｢続可能で安全・安心な暮らしをまもる

ミスさくらんぼコンテスト2020

寒
｢ 河江の元気を育み、未来を創造する」という３
つの大きな柱を立て、さまざまな施策を展開して

慈恩寺ガイダンス施設新築工事上棟祭

きました。

さがえ図書館まつり2020秋まつり

・｢７月27日からの大雨」で市災害対策本部を設
置し避難所を開設（28日・29日）

やまがた雪フェスティバル

今号では、市報で紹介した記事を中心に本市の

１年を振り返ります。

さがえちぇり～マルシェ朝市

24日・31日）
・市スポーツ・レクリエーション祭（18日・25日）
・寒河江温泉協同組合と「災害時における宿泊
施設等の提供に関する協定」を締結▽株式会
社丸の内運送と「災害時における物資輸送及
び救援物資集積配分拠点施設等の運営に関す
る協定」を締結（19日）
・市総合文化祭（27日～11月３日）
・市技能者表彰式（29日）

3

柴橋地区コミュニティセンター
｢この木交流センター」オープン

市表彰式

令和２年

市消防団出初式

・第２期市子ども・子育て支援事業計画／市母
子保健計画「さがえっこ・すくすくプラン」
策定（19日）
４月 ・小・中学校給食費の助成拡大▽第２子入所児
童の保育施設利用料等の負担軽減事業スター
ト▽柴橋地区コミュニティセンター「この木
交流センター」オープン▽小・中学校５校で
コミュニティ・スクールを導入（１日）
・ミスさくらんぼコンテスト2020（12日）
・市議会第１回臨時会（27日）
５月 ・慈恩寺ガイダンス施設新築工事安全祈願祭（12日）
・市議会第２回臨時会（14日）
・山形三菱自動車販売株式会社、寒河江自動車
株式会社と「災害時等における電動車両及び
給電装置に関する協力協定」を締結（20日）
６月 ・市議会第２回定例会「さくらんぼ議会｣（９日
～22日）
７月 ・慈恩寺特別展「悠遠なる平安の美仏｣（23日～
10月25日）

市民新春祝賀会

１月 ・市民新春祝賀会（６日）
・知事と若者の地域創生ミーティングin寒河江
市（８日）
・山形市と「山形連携中枢都市圏連携協約」を
締結（９日）
・新春！爆笑ライブin寒河江（11日）
・市消防団出初式（12日）
・東京外国語大学冬の山形スタディツアー（29
日～２月４日）
・やまがた雪フェスティバル（31日～２月２日）
２月 ・さがえスポーツフェスティバル2020▽ＳＡＧ
ＡＥ ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ ＢＥＧＩＮＳ vol.
２（１日・２日）
・チェリーランド再整備計画策定（10日）
・市公民館大会（11日）
・市体育協会表彰式（15日）
・新型コロナウイルス感染症対策本部設置（28日）
３月 ・雛まつり（１日～４月17日）
・市議会第１回定例会（２日～23日）
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため小・
中学校を臨時休業（２日～５月25日）

2020.12.20

市報さがえ
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ついては、市ホームページをご覧くだ
さい。
●登録の有効期間／令和３年４月１日
～令和５年３月 日
●受付日時／令和３年１月６日 ～３
月５日 必着
●提出方法／申請書に記入の上、市財
政課へ郵送（〒
-寒河江市中央１
丁目９番 号）
●問合せ／市財政課財産管理係
☎ ８(５ １)９８１へ。

さがえ健康づくり教室
からだにプラス 運動体験教室
健康な体づくりのために、普段の生
活の中で身体活動を今より 分増やす
ことを始めてみませんか。

●参加費／１５０円（飲み物付き）
●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。

●日時／令和３年１月 日 午後１時
分～２時 分
●会場／ハートフルセンター
●定員／おおむね 歳までの市民、
人程度
●申込／市健康福祉課市民健康係
☎ ８(５ ０)６１７へ。
29

(金)

償却資産申告、課税特例申請
期限は令和３年２月１日

創業に必要な心構えやビジネスプラ
ンの作成方法などを学びます。
●日時／令和３年１月 日～２月６日
の毎週土曜日、全３回、午後１時
分～６時 分
●会場／市技術交流プラザ
●定員／創業に興味がある方や創業し
て間もない方、 人程度
●申込／市商工推進課商工振興係
☎ ８(５ １)４９２へ。

あなたのチャレンジを応援！
創業セミナー

65

固定資産税は土地や家屋の他、事業
用の償却資産も課税対象となります。
市内の事業者や貸付資産のある方は、
毎年１月１日に所有する償却資産を申
告していただく必要があります。また、
インターネットで行う「地方税ポータ
ルシステムｅＬＴＡＸ」を利用して申
告することもできます。
新型コロナウイルスの影響で収入が
大きく減少した中小事業者は、令和３

対象として、精神科医師による相談を
実施しています。ご家族だけの相談も
お受けします。
●期日／毎月 ・２回
●会場／村山総合支庁西村山地域振興
局、村山保健所（山形市）
●申込／村山保健所保健企画課☎０２
３ ６(２７ １)１８４へ。

やまがた縁結びたい
結婚相談会
結婚に関する不安やお悩みをお持ち
の方に、ボランティアで仲人活動を行
う「やまがた縁結びたい」が個別の相
談会を開催します。
●日時
 ／令和３年１月 日 午後１時
～４時 分
●会場／あこや会館（山形市）
●定員／結婚を希望する方またはその
ご家族、 組
●内容／婚活の仕方、お見合い相手の
紹介等の個別相談（１組 分程度）
●申込／１月 日 まで、やまがた出
会いサポートセンター事務所
☎０２３ ６(１５ ８)７５５へ。

月

日

（４期）
（６期）
（６期）
（６期）

4
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年度に限り、事業用家屋と償却資産の
課税特例の申請を償却資産申告と併せ
て行うことができます。詳細について
は、市ホームページをご覧ください。
●問合せ／ｅＬＴＡＸについてはナビ
ダイヤル☎ ０(５７０ ０)８１４５９、
償却資産申告・課税特例申請につい
ては市税務課固定資産税係☎ ８(５ )
１７０８へ。

さくらんぼ会館・臨川亭
イベント情報
さくらんぼ会館
■紙バンドクラフト展／ 月 日 ～
令和３年１月 日 の午前 時～午
後４時（最終日は午後３時 分 。
)体
験教室は１月６日 ・ 日 の午前
時 分～正午・午後１時 分～３
時、参加費・５００円
臨川亭
日本の伝統美を味わいながら茶会や
研修会に利用できます。空き状況や使
用料についてはお問い合わせください。
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

今月の納税等
納期限は

市県民税［普通徴収］
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

祉施設、飲食店等での調理業務従事者

●届け出方法／各保健所等設置の用紙
に 月 日現在の状況を記入し、令
和３年１月 日 まで保健所生活衛
生課に提出（電子申請期間は１月１
日 ～ 日
。)
●問合せ／県食品安全衛生課☎０２３
６(３０ ２)６２１へ。

降ひょう・ゲリラ豪雨・台風・豪雪・
開花期の低温など、近年多発する異常
気象により多様化する自然災害に備え
て、果樹共済への加入をお勧めしてい
ます。また、園芸施設共済は、小さな
損害でも補償対象とする特約や、より
幅広い補償の選択が可能となりました。
この機会にぜひご加入ください。
●問合せ／県農業共済組合本所園芸部
☎０２３ ６(５６ ８)９７８へ。

果樹共済・
園芸施設共済制度

(金)

30

調理師業務従事者届の提出

13

15

(金)

大みそかは市民浴場で！
●日時／ 月 日 午前６時 分～令
和３年１月１日 午前０時（受付・
午後 時 分まで）
●会場／市民浴場
●内容／ゆず風呂、運だめしすごろく
そ
(れぞれ午後９時～、すごろくは景
品がなくなり次第終了）
●問合せ ／市民浴場☎ ８(６ １)１２６へ。

借金返済に関する
無料相談窓口
返しきれない借金でお困りの方、ま
ずはお電話を。
●受付／月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）の午前８時 分～午後４時
分
●問合せ／山形財務事務所
☎０２３ ６(４１ ５)２０１へ。

ひきこもり相談

31

30

15

30

飲食店等で調理業務に従事する調理
師は、２年ごとに就業地の都道府県知
事に「調理師業務従事者届」を提出す
ることになっています。
●対象／学校、病院、事業所、社会福

30

15

(水)

(火)

長期間、仕事や学校に行けないなど
のひきこもりに悩む、ご本人や家族を

(金)

（金）

30 (水) 30 10 25

25

(水)

(水)

12

13

12

10

12

(金)

20

30

人 口
世帯数
18,770
6,818
4,853
1,697
4,703
1,562
4,723
1,545
2,649
836
1,109
354
2,545
941
1,403
522
40,755
14,275
－33
0
男：9人、女：8人
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

(金)

お知
らせ

行政相談／13日㈬13:00～16:00

11月末の市人口、11月届出の出生数

国民年金保険料

登記相談／26日㈫13:00～16:00

(月)

(日)

45

991

健康診査受診申込書 兼
産前産後期間が免除に
( 調)査書を
期限まで提出してください
出産予定日または出産日が属する月
の前月から４カ月間の国民年金保険料
来年度に市が実施する健康診査の受
が、申請により免除になります。申請
診申込書（兼）調査書を、対象となる
は出産予定日の６カ月前から可能です
方がいる世帯に令和３年１月５日 に
ので、お早めの手続きをお願いします。 郵送しますので、記載例を参考に記入
申請用紙は市市民生活課で配布してい
し、市健康福祉課へ提出してください
ます。年金番号または個人番号が確認
電
(子申請でも申し込み可 。
)この申込
できるものと母子健康手帳をご持参く
書に基づき、後日問診票等を送付しま
ださい。
すので、必ず期限までに提出してくだ
●申請
 ／市市民生活課市民係☎ ８(５ ) さい。健診日程は市報３月 日号に掲
載します。詳細については、市ホーム
１８５４へ。
ページをご覧ください。
●問合せ／市健康福祉課市民健康係
☎ ８(５ ０)６１７へ。

法律相談／5日㈫13:30～16:30

10

令和３・４年度
競争入札参加の申し込み

(水)

一般相談／毎週水曜日13:00～16:00

23

24

31

8601

30

13

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］

10

(金)(木)

市の建設工事や測量・コンサルタン
ト、物品販売等の競争入札に参加を希
望される方は、競争入札参加資格審査
申請書を提出してください。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、原則、
郵送での提出をお願いします。詳細に

教育相談ダイヤル／平日8:30～17:00、市学校教育課☎86-1700

31

寒河江民踊舞踊連盟
第十回新春初踊り会

人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258

10

(金)

新型コロナウイルスの影響により、
掲載の催しなどが中止・変更になる
場合があります。

10

●日時／ 令和３年１月 日 午前 時～
●会場／ハートフルセンター
●問合せ／寒河江民踊舞踊連盟・杉沼
さん☎ ８(４ ２)９９３へ。

消費生活相談／平日９:00～16:00、市市民生活課☎85-1876

1

22

(金)

45

30

(月)

ふれあいカフェ＆
高齢者の交通安全講習会

法律相談／14日㈭13:15～16:35、市市民生活課☎85-1876

12

11

11

輪投げやゲーム、クイズで交流しま
しょう。
●日時／令和３年１月 日 午前９時
分～正午
●会場／市老人福祉センター

市長相談／26日㈫９:00～11:00、市市民生活課☎85-1876

15

45

10

(木)

30

30

1月の相談日（市長・法律・登記相談は要申込）

2020.12.20
2020.12.20 市報さがえ

5

お知らせ
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市報さがえ

市ドックの問い合わせは、総合健診センター☎84-0851へ。その他の問い合わせ・申し込み・相談
問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
は、左段は市健康福祉課☎85-0617、右段は市子育て推進課☎85-0916へ。

市ドック（特定健診、がん・骨粗鬆症検診）※新規申込可

2020．12．20 No.1761

▶

受診の際はマスクを着用してください。

受診の際、付き添いの方はマスクを着用してください。

月 日
令和３年
１／５㈫

対

象

地

種

区

落衣１、落衣南町

１／９㈯

内の袋

１／13㈬

金谷１～３

１／14㈭

金谷４・５

●受付／午前７時～８時
●会場／総合健診センター
●対象／30歳以上の方
●料金／健診票送付時に料金表を同封

精神科医による、こころの健康相談（要申込）

■発行／寒河江市企画創成課さがえブランド戦略室
１４３１
〒
- 寒河江市中央１丁目９番 号 ☎（８５）
8601

45

乳幼児健診

▶

▶

991

保健だより

眠れない、気分が憂鬱（ゆううつ）など不調を感じている
方、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／１月12日㈫午後２時～４時（１人50分程度）
●会場／ハートフルセンター

保健師・栄養士による、心や体の健康相談（要申込）

▶

●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

休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）

月

日

医

療

機

関

電話番号

月

日

対

象

３～４カ月児健診

１／27㈬ 令和２年９月生

９～10カ月児健診

１／21㈭ 令和２年３月生

１歳６カ月児健診

１／20㈬ 令和元年６月生
平成30年12月生
平成30年６月生

２歳児ピカピカ歯科検診
（２歳児、２歳６カ月児）

１／15㈮

３歳児健診（３歳６カ月児）

１／13㈬ 平成29年６月生

●受付／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
●その他／感染症の疑いがあったり体調が悪い場合は、電
話連絡の上、翌月の健診日程をご利用ください。また、
転入等でお済みでない方もお早めに受診してください。

離乳食前期教室（前日まで要申込、20組程度）

▶

●日時／１月22日㈮午前９時30分～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士の話「離乳食の進め方｣、離乳食実習・試食
●持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン、おんぶ用
の帯等

▶

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。受診する
際は、健康保険証を忘れずに持参してください。

別

助産師による母乳ミルク相談室

▶

●日時／１月22日㈮午前10時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●対象／妊娠中または育児中の方
●内容／母乳ミルクに関する相談
●持ち物／母子健康手帳

■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

12／20㈰

陵南眼科クリニック

☎83-3456

12／27㈰

渡辺外科胃腸科医院

☎86-6408

12／29㈫

平野医院

☎84-5500

12／30㈬

三浦医院

☎84-5600

●日時／１月22日㈮午前10時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●内容／育児・子どもの発達・ママの心身の疲れ等の相談
●持ち物／母子健康手帳

12／31㈭

山﨑医院

☎86-0005

▶

１／１㈮

横山耳鼻咽喉科医院

☎86-6188

１／２㈯

渡辺外科胃腸科医院

☎86-6408

１／３㈰

あびこ耳鼻咽喉科クリニック

☎86-3026

１／10㈰

あんどうクリニック

☎84-6101

１／11㈪

鬼海小児科

☎84-7705

１／17㈰

あきば医院

☎86-4395

１／24㈰

あびこ耳鼻咽喉科クリニック

☎86-3026

１／31㈰

大原医院

☎86-8600

保健師育児相談

▶

保健師・栄養士による電話相談

育児や健康に関することなど、お気軽にご相談ください。
●日時／開庁日の午前８時30分～午後５時

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
■次号の市報１月５日号は、１月20日号との合併号として、
１月15日㈮に発行します。
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