
石井ファミリークリニック

小児科・内科

「みんなのかかりつけ医」になれるよう
地域に根ざした診療を心がけています。

〒992-0332  
山形県東置賜郡高畠町大字相森57-13
TEL.0238-51-1225 FAX.51-1227
休診日：水曜・日曜・祝日、土曜午後

受付時間
一般診察
 8：45～12：00
土曜は8：15～12：30

予防接種・乳幼児健診
 13：45～14：00

一般診察
 14：45～18：15

月 火 水 木 金 土

● ● × ● ● ●

● ● × ● ● ×

● ● × ● ● ×
山形県南陽市赤湯 3127-1 ☎0238-49-7842

http://terrace-ruban.com

こんなとき こんなサービスを 内容
子どもが生まれたとき、または中
学校修了前の子どものいる方が転
入されたとき

児童手当・特例給付
お子さんが中学校を修了するまで、児童手当等が支給されます。

【手当額】0～3才未満15,000円、3才～小学校修了前10,000円（第3子以
降は15,000円）、中学生10,000円（一律）。支給は、毎年6、10、2月の3回。
出生届や転入届の際、福祉こども課窓口で手続きしてください。

18 歳に達する年度までの児童（障
がいがある場合は 20 歳未満まで）
をもつひとり親であるとき

児童扶養手当
父または母が当該児童を監護し、生計を同じくしている場合、手当が支給
されます。なお、受給者または受給者と生計を同じくする方の所得により
手当の支給が一部制限されます。支給は5、7、9、11、1、3月の年6回です。

20 歳未満の児童で心身に障がいが
あるとき 特別児童扶養手当 心身に障がいのある20歳未満の児童を在宅で介護し、 養育している父母また

は養育者に支給されます。所得制限があります。支給は毎年4、8、11月の3回。

ひとり親世帯の方で就職に必要な
知識・技能修得を希望されるとき 母子父子寡婦福祉資金

ひとり親家庭の父または母、及び寡婦に対し子どもの進学、父または母
の自立のための資金（修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、
就職支度資金など）を無利子または低利（1.0%）でお貸しします。

こんなとき ここへ 内容

保育園に入所するとき 福祉こども課
☎︎ 52-3031

家庭の事情で保育を必要とする場合入園できます。
○つくし保育園（定員 90 名）    ☎︎ 57-3213
○二井宿保育園（定員 20 名）    ☎︎ 52-2322
○やしろ保育園（定員 100 名）  ☎︎ 52-0093

認定こども園に入園するとき 直接園にご相談
ください

家庭の状況によって長時間保育（保育園）か短時間保育（幼稚園）を選択して入
園できます。
○たかはたこども園（定員 長時間保育 280 名、短時間保育 45 名） ☎︎ 52-0035
　0 歳児（2 か月）から入園できます。
○まつかわ幼稚園     （定員 長時間保育 120 名、短時間保育 60 名）☎︎ 57-3216
　満 3 歳から入園できます。
○なかよしこども園 （定員 長時間保育 100 名、短時間保育 10 名）  ☎︎ 52-0589
○なごみこども園    （定員 長時間保育 87 名、短時間保育 6 名）      ☎︎ 56-2110

届出保育施設に入園するとき あいいく幼児園 直接園に相談ください ☎︎ 56-2544　○乳児（6 か月から）保育可能です。

こんなとき ここへ 内容

学童保育所へ
入所希望する場合

各学童保育所へ
相談ください

お子さんが小学校へ通っていて、放課後留守家庭となる場合、次の地区で学童保育所が開
設されております。入所希望がありましたら、次の学童保育所へお尋ねください。
○高畠地区 ちびっこクラブ　☎︎ 52-0773　○和田地区　 げんきクラブ　　　☎︎ 56-3030
○高畠地区 あおたけ　　　　☎︎ 52-1979　○糠野目地区 みんなのクラブ　　☎︎ 57-3390
○屋代地区 クレヨンクラブ　☎︎ 52-4085　○糠野目地区 遊学舎子どもの村　☎︎ 57-4811
○亀岡地区 あおぞらクラブ　☎︎ 51-1118
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各種手当・貸付制度

保育と幼児教育

学童保育所

問い合わせ：福祉こども課 　☎ 52-2864

問い合わせ：福祉こども課　☎ 52-3031

高畠町 暮らしの便利帳



営 業 時 間　　Ｏpen  9：00～Closed  19：00
定  休  日  毎週月曜日・第1火曜日・第3日曜日

高畠町泉岡433-5
TEL（0238）52-2920

桜井歯科医院

高畠町福沢81-2 TEL：0238-57-3211

糠 野 目 診 療 所

http://www.dental-sakurai.com

診療時間 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

※ ※
AM9：00～PM1：00
PM2：30～PM6：00

いつまでも自分の歯で
食事をする幸せを...

休診日
診療時間診療時間 月 　 火月 　 火月 　 火月 　 火月 　 火 水 　水 　 木木 金金 　 土　 土　 土　 土　 土

休診日
診療時間 月 　 火月 　 火 水 　 木 金 　 土　 土

日曜、祝日、火・木曜午後 ※第1・3・5土曜午後

こんなとき ここへ 内容

子どもを
遊ばせたいとき

高畠町屋内遊戯場「もっくる」
☎︎ 49-7588

全天候型の屋内遊戯施設。高畠町産木材を使用した木育施設でもあり、
0歳～12歳までとその保護者が利用できる。（同伴に限る）
※大人のみまたは子どものみの利用はできません。

（もっくる内）子育て支援センター 
☎︎ 49-7588 育児相談、遊びの広場、育児講座

子どもを
預けたいとき

（もっくる内）
ファミリーサポートセンターすぷうん
☎︎ 40-1898

保育園や幼稚園の送迎、急用などで子どもを預けたいとき、各種イベン
トの託児

こんなとき ここへ 内容

小・中学校へ入学するとき

教育総務課
☎︎ 52-4474

町内に住所がある家庭の児童・生徒は、教育委員会が指定する小学校・中学校に
就学することになります。
○入学の前年に就学時健康診断（小学校入学予定者のみ）のご案内を行い、入学
　前の 1 月 31 日までに入学通知書をお送りします。

町内の学校へ転校するとき 町内での転居の場合、児童・生徒は新住所の学区の学校へ転校することになります。
○町民課で異動手続きをした後、教育委員会へ届け出をしてください。

町外の学校へ転校するとき
①町民課で住所の異動手続きをします。
②在学していた学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受け取ります。
③転出先の市役所等で住所の異動手続きをした後、転出先の教育委員会に届け出　　
　をしてください。

教育関係の相談をしたいとき 教育総務課
☎︎ 52-3054 子育て、学校生活上の心配ごとなど教育に関する相談をお受けします。
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子育て支援

学校教育

文　化

高畠町立図書館

問い合わせ：教育総務課 　☎ 52-4474

問い合わせ : 社会教育課 　☎ 52-4472

問い合わせ : ☎ 52-4493

高畠町 暮らしの便利帳

■ 芸術文化サークルに参加したいとき
民謡・舞踊・絵画や写真等の芸術文化活動を行なっているサークルを紹介いたします。

　高畠町立図書館では毎月おすすめする図書の企画展を開催
するほか、夏休み・冬休みを中心に小学生を対象としたイベ
ントやブックモービルによる移動図書館を行っています。ま
た、 4 か月健診時に赤ちゃんのための絵本ブックスタートを実
施しています。

開館時間 : 火～日曜日 10 時～ 19 時
休 館 日 : 月曜日

（月曜日が祝日のときは翌日が休館）

子
育
て
支
援
・
教
育

子育て支援・教育



URL.http://www.midori-env.co.jp

■一般土木工事業　■解体工事　■産業廃棄物処分業
■産業廃棄物収集運搬業　■再生砕石製造・販売

事務所／高畠町大字相森147-2
　　　　tel :0238-51-1102  fax :0238-51-1103
高畠リサイクルセンター／高畠町大字夏茂元夏刈字南新屋敷722-1
　　　　tel :0238-57-3900

有限会社高畠清掃

不要なもの
処分します

ご相談下さい
おひとつでも
お伺いします。

自転車・廃タイヤ・家電製品
（テレビ・洗濯機・エアコン・冷蔵庫）
家具などその他、廃棄（ごみ）処分にお困りのもの

自転車・廃タイヤ・家電製品
（テレビ・洗濯機・エアコン・冷蔵庫）
家具などその他、廃棄（ごみ）処分にお困りのもの

産業・一般廃棄物処理業者 許可番号 第0618049390号

高畠町大字高畠2607-1☎52-0235

お見積りは無料

こんなとき 内容

ごみの出し方

①燃やせるごみ…週２回　②燃やせないごみ…月１回（第４週）
③プラスチック製容器包装…第４週以外の週 1 回ずつ指定袋を購入し、 集落名・氏名（フルネーム）を記入の
　うえ、指定の収集所に出してください。分別の詳細は、 ごみ資源の分別の仕方と家庭ごみの分別区分の冊子
　をご覧ください。収集曜日はごみ資源分別収集カレンダーで確認してください。
　＊指定袋 可燃・不燃：（大） 550 円※、（小） 370 円※、資源：（大） 400 円、（小） 250 円（すべて 10 枚単位）
　　置賜全域の取扱店で販売しています。
④粗大ごみ…年１回（収集日等は広報でお知らせします。事前申し込みが必要です。）
　また直接、千代田クリーンセンターに搬入することもできます。
　（処理料／ 10kg：180 円　受付時間／９時～ 12 時、13 時～ 16 時）
　＊千代田クリーンセンター　☎︎ 57-4004
業者に依頼する場合は、下記の許可業者へ依頼してください。
○（有）高畠清掃　　 ☎︎ 52-0235　○（有）高万商店　　　　　 ☎︎ 52-4354　
○（有）高畠厚生社 　☎︎ 52-4703　○（有）県南エコサービス　 ☎︎ 43-4247　
○   尾形興業（有）　  ☎︎ 47-2537

資源ごみの出し方
①古紙類・古繊維…月２回 　②缶・金属類…月２回 　③使い捨てびん…月１回 　④ペットボトル…月２回
　収集日は、ごみ・資源分別収集カレンダーで確認してください。
　＊収集所はごみの収集所と異なっている場合がありますので、区長さんなどにご確認ください。

し尿くみ取り し尿くみ取り専用ダイヤル　☎︎ 40-2612 に連絡し、オペレーターの指示に従ってください。
（受け付けは専用ダイヤルだけです）し尿収集手数料 10ℓ：125 円※

犬を飼いたい

犬を飼うには届出が必要です。
①まだ登録していない → すぐ登録をしましょう。
②他市町村で登録していた、町内で住所が変わったなど → 登録の変更をしましょう。
③犬が死亡した → 届出が必要です。
　○届出に必要なもの：印鑑（新規登録の場合は、登録手数料 3,000 円が必要です。また、②③の場合は、
　　犬の鑑札と狂犬病予防注射済票が必要です。）
　＊犬の登録と狂犬病予防注射は、法律で定められています。忘れずにお願いします。
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環境衛生 問い合わせ：生活環境課　☎ 52-1596

生活環境

生
活
環
境

※令和２年４月１日からの価格で表記しています。

高畠町 暮らしの便利帳



伊藤燃料株式会社
LPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォーム

品質・技術・サービスの店

営業時間

定休日
6：00～21：00

年中無休

高畠町大字糠野目2421-1
TEL：0238-57-3220
FAX：0238-57-4528

LPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォームLPガス　石油小売業　住宅設備機器販売　リフォーム

住宅設備工事承っております。
お気軽にお電話ください。
住宅設備工事承っております。
お気軽にお電話ください。

ハマダ設備ハマダ設備
山形県東置賜郡高畠町大字中島858-1
TEL 0238-57-2692（代）／FAX 0238-57-2946
0238-57-5165（事務所）
E-mail:hamada_s@amber.plala.or.jp

山形県東置賜郡高畠町大字中島858-山形県東置賜郡高畠町大字中島858-山形県東置賜郡高畠町大字中島858-山形県東置賜郡高畠町大字中島858-1
TEL 0238-57-2692（代（代））／FAX 0238-57-2946
0238-57-5165（事務所）
E-mail:hamada_s@amber@amber.plala.or.jpplala.or.jp

山形県東置賜郡高畠町大字中島858-1
TEL 0238-57-2692（代）／FAX 0238-57-2946
0238-57-5165（事務所）
E-mail:hamada_s@amber.plala.or.jp

山形県東置賜郡高畠町大字中島858-1
TEL 0238-57-2692（代）／FAX 0238-57-2946
0238-57-5165（事務所）
E-mail:hamada_s@amber.plala.or.jp

緑をまもる。
　水をまもる。
　　くらしをまもる。

住宅設備工事承っております。住宅設備工事承っております。住宅設備工事承っております。
お気軽にお電話ください。お気軽にお電話ください。お気軽にお電話ください。

ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備ハマダ設備

緑をまもる。
　水をまもる。
　　くらしをまもる。　　くらしをまもる。

緑をまもる。
　水をまもる。
　　くらしをまもる。

こんなとき 内容

給水施設を新設・
移設したいとき

高畠町の指定給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者については上下水道課にお問
い合わせください。
○町への申請・手続きは工事事業者が代理で申請します。
○給水装置の所有者が変わる場合、給水装置を休止・撤去する場合は届出が必要です。（印鑑持参のうえ、直接
　来庁ください）

水道料金の支払い
毎月上旬にメーター検針を行い、１か月の使用水量と料金をお知らせします。水道料金と下水道使用料金をあ
わせて毎月ご請求いたします。料金のお支払いは「納入通知書払」「口座振替」のいずれかになります。（料金
のお支払いには便利な口座振替をご利用ください）
○冬期間（１月～３月）は、積雪のため検針出来ません。推定料金でご請求させていただき４月分で精算いたします。

引っ越し時の届出
○転出・転居のとき…町民課への届出とは別に、住所、氏名、 引っ越し日、 引っ越し先の住所を４～５日前ま
　でにお知らせください。使用者名義の変更と使用料金の精算を行います。
○転入のとき…町民課への届出とは別に、住所、氏名、 入居日を４～５日前までにお知らせください。

こんなとき 内容

下水道に接続
したいとき

下水道整備区域ならびに農業集落排水整備区域において下水道に接続することができます。詳しくは、上下水
道課にお問い合わせください。
○接続のための工事は、高畠町指定下水道工事店に依頼してください。指定下水道工事店については上下水道
　課にお問い合わせください。

下水道料金の
支払い

○下水道使用料金は、毎月お支払いいただきます。納付書は水道料金と一緒になった１枚のものです。
○料金のお支払いには便利な口座振替をご利用ください。

引っ越し時の届出 上水道の届出と同じになります。

こんなとき 内容

浄化槽を設置した
いとき

町が浄化槽を設置し、管理する「特定地域生活排水処理事業」にご加入ください。加入者は分担金（一般住宅
５人槽で 93,900 円）を負担し、毎月使用料を納めていただくことになります。（宅内の排水設備等の費用は自
己負担です）
対象地域は、下水道認可区域および農業集落排水整備区域以外の地域です。
なお、下水道認可区域において下水道が供用開始になっていない場合は、個人の設置に補助する従来の浄化槽
設置整備事業（町生活排水対策事業）によります。申し込み手続きや対象地域等につきましては、上下水道課
にお問い合わせください。
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上水道

下水道

浄化槽

問い合わせ：上下水道課　☎ 52-4483

問い合わせ：上下水道課　☎ 52-4484
　　　　　　　　　　　　☎ 52-2629

問い合わせ：上下水道課　☎ 52-4484
　　　　　　　　　　　　☎ 52-2629

生活環境

生
活
環
境



齋藤土木株式会社

高畠町大字竹森 1058-2
TEL.0238-52-4335
FAX.0238-52-4539
定休日／日曜日
URL:http://www8.dewa.or.jp/SD/
E-mail:SD@m3.dewa.or.jp

地域に貢献する

勇

お客様のご希望にそった
設計、施工を目指しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処分業許可・有価物（金属類）買取 産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物処分業許可・有価物（金属類）買取 産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物

高畠町大字福沢 1797-19　TEL. 57-3799高畠町大字福沢 1797-19　TEL. 57-3799

産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物（金属類）買取 産業廃棄物収集運搬業許可（金属類）買取 産業廃棄物収集運搬業許可（金属類）買取 産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物産業廃棄物処分業許可・有価物

高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢高畠町大字福沢 1797-191797-191797-19 TEL. TEL. TEL. 57-379957-379957-3799

産業廃棄物の

　　リサイク
ル廃プラスチッ

ク類  ガラスく
ず

こんなとき 内容

デマンド交通を
利用したいとき

デマンド交通は、町内どこからでも、どこへでも乗り降り可能な地域交通システムです。ご利用の場合は乗
りたい便の１時間前までに電話予約か 1 時間 30 分前までにネット予約が必要です。
 【初回予約時に会員登録（無料）させていただきます】
○予約センター　☎︎ 51-1255 （受付時間 7 時～ 16 時）
○運行時間 ８時～17時（８、９、10、11、12、13、14、15、16時便） ※年末年始（12/28～１/３）は休み
○料金１回 500 円（小学生、 障害者手帳保有者、運転免許証返納者、 75 歳以上の登録証保有者は割引あり）
○デマンド車両は、10 人乗りワゴン車３台が町内を運行しています。

こんなとき 内容

住宅の建築や土木工事等
を計画されているとき

町内において建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に敷地が周知の埋蔵
文化財包蔵地（遺跡）の範囲内なのかどうかを町教育委員会（文化財担当）で確認してください。予定
している敷地の全部または一部が埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入る場合には、文化財保護法に基づく届
出を、事業着手の 60 日前までに提出することが義務づけられています。

こんなとき 内容
町道沿いに石垣やブロッ
クを積みたいとき

町道敷地と民地 （私有地）の境界を双方で確認する必要がありますので、町道管理者（町長）に対して
境界確認申請の手続きが必要です。手数料がかかります。詳細については、建設課に相談ください。

事故等によりガードレー
ルをこわしたとき

破損させた当事者負担により補修（道路法第 22 条）していただくことになりますので、建設課に連絡
をお願いします。なお、ガードレール以外にも、道路標識、反射鏡、照明灯、橋等の道路施設を破損し
た場合も同様となります。

宅地の造成や進入路の変
更により直接町道と接続
したいとき

道路法第 24 条の定めにより原因者工事許可が必要ですので、建設課に相談してください。なお、工事
費用については、原因者負担となります。

道路敷きに看板を立てた
り、排水管を埋めたいとき

道路法第 32 条の定めにより許可が必要です。毎年道路占用料を、お支払いいただくことになりますので、
建設課に相談してください。

町道除雪の問い合わせ
冬期間の除排雪の要望、問題は集落ごとにまとめて、区長さんが代表して除雪ステーションに連絡する
ことになっています。除雪ステーションは 12 月から翌年の３月まで設置されますが、設置場所や電話
番号は 12 月の町広報および町ホームページでお知らせいたします。
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デマンド交通

住宅建築・土木工事

道路と除雪

問い合わせ：健康長寿課　☎ 52-4478

問い合わせ：社会教育課　☎ 52-4472

問い合わせ：建設課　☎ 52-4491

高畠町 暮らしの便利帳

生
活
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 まずは
お電話ください。

見積
無料

☎0238-52-0204 FAX：0238-52-0538
Mail：info@o-ura.co.jp

〒992-0332 山形県東置賜郡高畠町大字相森145-1

空き家などの解体工事
おまかせください !!

こんなとき 内容

建物を新築・増築する
都市計画区域内で建築物の新築および 10㎡を超えて増築する場合は、建築確認申請の手続きが必要
になります。また、それ以外の区域で 10㎡を超えて建築する場合は工事届が必要となります。詳細
については、建設課に相談ください。

町営住宅へ入居したい

住宅名 住所（高畠町大字） 戸数 家賃
御入水団地 A 安久津 24 ８

申込人の収入月額に応じて、家賃がそ
れぞれ異なりますので、詳しくはお問
い合わせください。

御入水団地 B 安久津 24 ８
大町団地 高畠 695-2 16
福沢団地 福沢南 21-1 14
弥生団地 A（特公賃） 高畠 513-6 ４
弥生団地 B 高畠 511-1 ４
弥生団地 C（特公賃） 高畠 510-1 ２
弥生団地 D 高畠 509-5 ６
弥生団地 E 高畠 509-5 ６

こんなとき 内容
法定外公共物の位置および
境界を確認したいとき

法定外公共物と隣接する土地の境界確認が必要です。法定外公共物管理者（町長）に対して境界確認
申請を行ってください。手数料が必要です。

法定外公共物の使用、払下、
付替、工事等をしたいとき

法定外公共物の境界確認、測量、用途廃止、契約、登記等の申請や手続きが必要です。各費用等につ
いては申請者の負担となります。
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住　宅

法定外公共物

問い合わせ：建設課 　☎ 52-4481

問い合わせ：建設課　☎ 52-1115

高畠町 暮らしの便利帳

＊町営住宅入居者の募集は町広報で募集します。

生
活
環
境

生活環境



高畠町大字福沢 905-2営業時間
8：30～17：00
定休日

土・日・祝日
0238-57-2525

FAX 0238-57-2500

「米のマルヤ」は検査した
お米を食卓にお届けします。

マルヤ有限
会社

米の販売を通して、豊かな未来を拓く。

安全で
美味しい
安全で
美味しい

旅の思い出ショッピング

よねおりかんこうセンター

　　  〒999-2174 高畠町大字福沢7-1072
　　  0238-57-2140  　　  0238-57-4034
　　  4 月 1日～11月 30日 9：00～17：30
　　  12月 1日～3月31日 9：30～17：00
　　  http://yoneorikankou.com   　　　 yoneori@e-k.co.jp

こんなとき 内容

創業・起業したい
高畠町では、創業・起業を希望する方に各種の相談を受けています。
○創業のためのセミナー　○創業者のための補助金　○資金の融資制度

新たな施設や設備を導入
したい等、事業資金が必
要なときは

（融資制度）

中小企業振興資金融資制度
○町の認定を受けた中小企業の方は、低利で融資が受けられます。
○保証料補給が受けられます。
○当該制度のほかに、低利融資制度の山形県商工業振興資金もありますので、お気軽にご相談ください。
産業立地促進資金
町内の工業団地等に進出する企業に対する融資制度です。
①貸付限度額：５億円
②貸 付 利 率： 0.7％（変動金利）
③償 還 期 間：設備資金 20 年以内、運転資金 15 年以内（据置３年）

こんなとき ここへ 電話番号
経営や創業に関することで相談したい 高畠町商工会

☎︎ 52-0576ワン券（1,000 円）・ニャン券（500 円）・ハッピーシー
ルについて知りたい 高畠商業協同組合（商工会内）

ワン券（1,000 円）・ニャン券（500 円）を購入したい 山形第一信用組合 本店 ☎︎ 52-1410
シルバー人材センターで働きたい、仕事を依頼したい （公社）東置賜シルバー人材センター ☎︎ 40-1070
産業振興センター（旧高畠四中）について知りたい 商工観光課 商工振興係 ☎︎ 52-2019

こんなとき 内容

農業体験をしたい
（農家へのファームステイ）

高畠町で農業体験を希望する方はこちらにお申し込みください。
○上和田有機米生産組合　　　　　　　　　　　　　　  ☎︎ 56-2069
○屋代村塾（連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　    ☎︎ 52-1483、090-7325-5908
○こもれびの杜　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎︎・FAX. 52-1266（川崎宅）

農業を始めるための
助成制度について

高畠町では、新規に就農を希望する方に各種の相談を受けています。
○農業次世代人材投資事業　　○新規就農者等農地賃貸借契約支援事業
○新規就農者等住宅支援事業　○新規就農資金の貸付制度

高畠町の農産物
購入について

（産地直売所等）

○まほろば大地の会（道の駅たかはた）　　　　　　　　☎︎ 52-5434
○たかはた地産館（よねおりかんこうセンター）　　　　☎︎ 57-2140
○ JA 山形おきたま「亀岡愛菜館」　　　　　　　　　　 ☎︎ 57-5290
○筋里山会農産物直売所（二井宿：筋地内）　　　　　　☎︎ 52-2366（島津宅）
○「高畠つや姫」ブランド確立対策協議会　　　　　　 ☎︎ 52-4480
○四季菜館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎︎ 52-2483　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
○太陽館売店（JR 高畠駅構内）　　　　　　　　　　　  ☎︎ 57-4177
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商工業

農　業

問い合わせ：商工観光課　☎ 52-2019

問い合わせ：農林振興課　☎ 52-1827

商工業・農業・観光

＊町の補助金制度等についてはお問い合わせください。

商
工
業
・
農
業
・
観
光

高畠町 暮らしの便利帳



　　  高畠町大字糠野目 2700-1
　　 0238-40-1840      57-3888
　　　http://www.takahata-winery.jp

1990年
「観光も楽しめるワイナリー」

を目指し創業。
ぶどうの名産地高畠町のぶどうを使用し、

世界に胸を張れる
ワイン造りに取り組んでいます。

定  休  日
冬季（1月～3月）のみ
水曜日

9:00～17:00 
冬季（10:00～16:30）

営業時間

‒ 各種ご宴会・御法要
　　宿泊にご利用ください‒

割烹旅館 四季の里割烹旅館 四季の里
まほろばの里の風雅な宿 東置賜郡高畠町大字高畠 3701

T E L .（ 0 2 3 8 ）5 2 - 0 0 0 7
http://www.kosinkan.com/
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観　光 問い合わせ：商工観光課　☎ 52-4482

高畠町 暮らしの便利帳

商
工
業
・
農
業
・
観
光

商工業・農業・観光

こんなとき 内容

町のお祭り、イベントを
見てみたい

○たかはた咲食楽フェスティバル（４月下旬）
○安久津八幡神社春まつり（５月３日）
○全国ペット供養祭（７月下旬）
○まほろば河童まつり（８月上旬）
○青竹ちょうちんまつり（８月 15 日・16 日）
○安久津八幡神社秋まつり（９月中旬）
○みちのくおとぎ街道 グル麺ライド（９月下旬）
○クラシックカーレビュー in たかはた
　（偶数年 10 月第３日曜日開催）
○わらじみこしまつり（１月中旬）
○亀岡文殊星まつり（１月 25 日）
○冬咲きぼたんまつり（２月上旬・４日間）

町の観光地・観光施設を
巡ってみたい

亀岡文殊、観音岩、小湯山、五百羅漢、犬の宮・猫の宮、高畑城堀跡、日向洞窟、羽山古墳、瓜割石庭公園、
山形交通高畠線旧高畠駅、大日如来、昭和ミニ資料館、浜田広介記念館、まほろばの緑道、太陽館（JR
高畠駅）、道の駅たかはた、蛭沢湖、ゆうきの里さんさん、安久津八幡神社、まほろば古の里歴史公園

町のお祭り・イベント・
観光について、詳細を知
りたい

商工観光課や（一社）高畠町観光協会（☎︎ 57-3844）へお問い合わせください。

町の名産品を知りたい
○農産物について　　　　　　　　　　　　農林振興課（☎︎ 52-1827）へお問い合わせください。
○食品加工品、たかはたブランドについて　
　商工観光課（☎︎ 52-4482）、（一社）高畠町観光協会（☎︎ 57-3844）へお問い合わせください。



資金づくりから
アフターサービスまで
住まいの相談、
誠心誠意のお手伝い TEL：56-2114  FAX：56-3114

高畠町大字元和田1096-1

設計・施工／二級建築士事務所

TEL：56-2114  FAX：56-3114TEL：56-2114  FAX：56-3114
ごろねにいいよ！

TEL：56-2114  FAX：56-3114TEL：56-2114  FAX：56-3114
ごろねさいいよ！

まで
高畠町大字元和田1096-1

設計・施工／二級建築士事務所設計・施工／二級建築士事務所設計・施工／二級建築士事務所

有限会社  平  建 設
設計・施工／二級建築士事務所

伝
統
の
技

雪
国
の
住
ま
い
づ
く
り

山村自動車株式会社
TEL：0238-52-0362
http://www.yamamura-jidousha.com

山村自動車株式会社
http://www.yamamura-jidousha.comhttp://www.yamamura-jidousha.com

FAX：0238-52-1137
高畠町大字相森140

山村自動車株式会社
自動車整備 板金塗装 ECO車検
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議　会 問い合わせ : 議会事務局 　☎ 52-4485

議会・町政と町民のまちづくり

　町議会本会議傍聴については、傍聴受付（傍聴席
入口：役場３階）で住所、氏名などを記入し、傍聴
席へ入場ください。
○定員は40名です。40名を超えた場合でも、テレビ
　モニターによる傍聴ができます。
○定例会は 3 月、 6 月、9 月、12 月に開催されます。
※傍聴に来れない方は、NCV の生中継または町ホームページの
　動画配信（録画）をご覧ください。

　自治会・町内会は、「住民により自主的に組織
された住民のための自治組織」です。
　一定地域内に住んでいる人たちが、温かい心と
心のふれあいでお互いを理解し、協カしながら快
適で住みよい地域社会を実現するため、環境の整
備や住民福祉の向上など、さまざまな地域課題に
取り組む活動をしています。
　現在、高畠町内には 122 の自治会・町内会が
組織されており、それぞれの地域の特性を活かし
たまちづくり活動を展開しています。

●親睦活動（レクリエーション・スポーツ大会、　
　新年会、芋煮会など）
●安全対策活動（防犯、防火、防災、交通安全活　
　動など）
●地域福祉活動（青少年健全育成、敬老会など）
●環境美化活動（清掃、 ごみ集積所の管理、花いっ
　ぱい運動など）
●伝統文化継承活動（お祭り、盆踊り、伝統行事　
　の保存継承など）
●広報活動（会報の発行、地域情報の提供など）
●行政への協力（行政からのお知らせ、広報紙の
　配布など）
●集会施設の維持管理

　請願・陳情は、町民の意思、要望を直接議会に伝え
る方法です。
○請願の提出については、紹介議員が必要です。
○どちらも町議会議長あてに、文書で提出してくだ
　さい。

■ 町議会を傍聴したいとき

＝自治会・町内会に加入しましょう＝

自治会

問い合わせ：企画財政課 　☎ 52-4476 ※加入についてのお問い合わせは、お住まいになっている地区の
　最寄りの自治会・町内会（区長さん）まで

主な活動事例

■ 議会に対し、請願・陳情があるとき

高畠町 暮らしの便利帳



夢 家ある
小さいころ憧れた そんな住まいがここに

SHOWA
https://www.showa-inc.jp
info@showa-inc.jp

章和ホーム株式会社
一級建築士事務所／山形県知事登録（1609）第1539号

TEL0238(40)2446／FAX0238(40)3085

章和開発
TEL0238(40)2577／FAX0238(40)2597

〒999-2232 山形県南陽市三間通 38－1

0120-400-133
URL
E-mail

宅地建物取引業免許
山形県知事（9）第1416号



配電盤・制御盤・分電盤等の

電気設備製造・設計・販売

及び同改修工事

和の心を育み　人と人をつなぎ　電気をつなげ
みんなの暮らしを　むすぶ会社です。

ホームページアドレス  URL http://jowa-d.jp
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　皆さんに知っていただきたい町政の現状や将来の計
画、各種の催しなど、日常に直結した記事を掲載し、毎
月 1 回 1 日に発行します。広報紙は、自治会・町内会ご
との地区委員（区長さん）を通じて各家庭に配布します。

　町では、新たな財源を確保し、広報紙の充実をはじめ
町民活動への還元を目的に「広報たかはた」の紙面上に
有料広告を掲載しています。

　「広報たかはた」は毎月 7,700 部発行され、町内全世帯
に配布されます。またホームページおよび電子書籍「山
形イーブックス」でも見ることができ、大きな宣伝効果
が期待できます。

　申込書は町ホームページからダウンロードするか、町
企画財政課にてお受け取りください。
　詳細は町企画財政課広聴広報係へお問い合わせください。

広報たかはた

問い合わせ：
企画財政課　☎ 52-4476

議
会
・
町
政
と
町
民
の
ま
ち
づ
く
り

議会・町政と町民のまちづくり

有料広告
広報たかはた

に

広告を掲載し
ませんか



〒999-2173  山形県東置賜郡高畠町大字山崎7-4
TEL 0238-57-4011／FAX 0238-57-4083

精密鈑金から塗装まで
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　町政の各種情報やイベントのお知らせをはじ
め、皆さんからの声をお寄せいただけるよう問い
合わせ機能も充実しています。

ホームページアドレス
　https://www.town.takahata.yamagata.jp
電子メールアドレス
　takahata@town.takahata.yamagata.jp

　町では、新たな財源を確保し、公式ホームページの充
実をはじめ町民活動への還元を目的に、町公式ホームペー
ジにバナー広告を掲載しています。

　平成 31 年にリニューアルした「ホームページ」のトッ
プに掲載され、大きな宣伝効果が期待できます。
　
　申込書は町ホームページからダウンロードするか、町
企画財政課にてお受け取りください。
　詳細は町企画財政課広聴広報係へお問い合わせください。

ホームページ

問い合わせ：
企画財政課　☎ 52-4476

高畠町 暮らしの便利帳

バナー広告
町公式ホーム

ページに

広告を掲載し
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