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　学童保育所では平成29年度の
入所児童を募集します。
【対　　象】放課後等に家庭での
　　　　　 保育が困難な朝日地域の児童
【保育時間】平　日：下校時～午後7時
　　　　　 休校日：午前7時30分～午後7時
　　　　　 ※日曜、祝日は休所となります。
【保 育 料】8,000円／月
　　　　　 （※7～8月、3月は2,000円加算になります。）
（同一世帯から2人以上利用する場合、2人目
以降の保育料は半額になります。）
【受付期間】平成29年１月10日～23日
【提出書類】学童保育利用申込書、保育できない
　　　　　 ことを証明する書類
■問合せ■
朝日学童保育所　　　58－1507
　　　　　　　　　　（不在時080－3910－2966）
朝日庁舎市民福祉課　53－2111（内線334）

　かたくり温泉ぼんぼは、余暇ニーズの多様化
や類似施設との競合等により入館者が減少して
おり、施設・設備の老朽化による維持管理経費
の増加もあるため、日帰り温泉入浴施設として
の営業を平成29年3月31日で休止します。
　なお、かたくり温泉ぼんぼ発行の入浴回数券
については、営業の休止による払い戻しはあり
ませんのでお早めにご利用いただくとともに、
平成29年4月以降には、市が設置する他の日帰
り温泉施設におけるご利用も出来なくなります
のでご注意ください。

　朝日地域の各種団体の
活動紹介や作品展示があ
ります。みなさんお誘い
あわせのうえ、ぜひおい
でください。
●日　時　２月５日（日）
　　　　　午前９時45分～午後２時40分
●場　所　健康の里ふっくら

●テーマ　「和と話と輪で生き活き！」　
　・講演会　午後１時～２時40分
　　　「脳卒中予防最前線」

　　 　自分らしく生き活きと過ごすための生活の工夫
　　講師　慶應義塾大学医学部教授　武林　亨 氏
※昼食（おにぎり・お茶360円）の購入を希望する方は、
　下記までご連絡ください。（締切り１月25日（水））
■問合せ　市民福祉課　健康福祉担当　内線332

かたくり温泉ぼんぼ
営業休止のお知らせ
かたくり温泉ぼんぼ

営業休止のお知らせ

朝日学童保育所入所児童募集

健康のつどい健康のつどいあさひ

　ストレッチ、筋力アップ筋トレ、有酸素運動
など簡単な、それでいてしっかり“効く”エク
ササイズをおこないます。
【日　時】1月11日（水）・2月24日（金）
　　　　　午前10時～
【会　場】健康の里ふっくら　ふれあいルーム
【持　物】タオル、セラバンド（持っている方）、飲み物
【参加費】無料です。運動できる服装でお気軽に  
　　　　 ご参加ください。
【問合せ】事前申込は不要です。
　　　　 市民福祉課　内線332　保健師まで

のご案内のご案内スッキリ教室スッキリ教室スッキリ教室

問合せ　朝日庁舎市民福祉課  53-2111（内線334）
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申告が必要と思われる方には１月下旬に市民税・県民税申告書を送付いたします。
　　必要事項を記入し、返信用封筒に申告書と控除証明書（写し可）及び個人番号確認書類と身元確認書類
　　（運転免許証など）の写しを同封の上、郵送してください。
　　所得税の確定申告をする方は、Sモール会場をご利用ください。

所得税の確定申告をした方は市民税・県民税の申告は必要ありません。　

 ◆◇◆市民税・県民税申告のおしらせ◆◇◆ 

・朝日庁舎　２月 9日（木）～ ３月15日（水） 〈平日〉午前９時～午後４時（事前予約）

・本　　所　２月16日（木）～ ３月15日（水）  　 　          　〃　   　    （予約不要）

地域庁舎の申告会場は 事前予約制 です

市民税・県民税の 申告書は郵送で 提出できます

＊朝日申告会場：朝日庁舎 ４階　大会議室（本所課税課及び他の地域庁舎でも申告できます）

＊予 約 受 付：２月１日（水）～３月14日（火）〈平日〉午前９時～午後４時
　　　　　　　　予約受付電話　０２３５－５３－３６７７
　◆予約時は、予約日、住所氏名、電話番号、申告内容（農業・控除追加等）をお伝えください。
　◆農林業や不動産、営業などの収支計算、医療費控除の申告は、集計完了後においでください。
　◆申告には個人番号（マイナンバー）が必要です。
　　・申告する方の個人番号（マイナンバー）を確認できるもの（個人番号カードや個人番号通知　　
　　　カードなど）を持参してください。
　　・来場する方の身元確認も同時に行います。運転免許証や医療保険証などを持参してください。

◆◆予約以外の問合せ先：課税課市民税第１～３係　電話 0235-25-2111（内線243）◆◆

　12月3日（土）、湯
殿山スキー場にて安
全祈願祭が行われ、
関係者が今シーズン
の安全や無事故を祈
りました。
　今年は圧雪車1台が新たに更新され、当日お披
露目となりました。

電源立地地域対策交付金事業で整備しました

申告
期間

高度情報通信基盤通信機器整備事業
　光ブロードバンド機器の更新
朝日中央コミュニティセンター改修事業
　音響設備の更新
産直あさひグー冷暖房設備改修事業
　冷暖房設備の改修
森林公園等施設管理事業
　古の里森林公園の防護柵を更新
月山あさひ博物村高圧受電設備改修事業
　高圧受電設備を更新
月山あさひ博物村文化創造館周辺環境整備事業
　館周辺に遊歩道を整備
あさひ家族キャンプ村管理棟デッキ修繕事業
　管理棟デッキの修繕
あさひ小学校給水管等改修事業
　給水管等の改修
上田沢診療所医療機器整備事業
　極超短波治療器の購入

平
成
28
年
度
に
実
施
し
た
事
業
の
内
容

湯殿山スキー場  安全祈願祭湯殿山スキー場  安全祈願祭湯殿山スキー場  安全祈願祭

湯殿山スキー場でウィンタースポーツを楽しみましょう！

1,860円

湯殿山スキー場リフトサービス企画
●小学生就学前なら
　いつでもリフト無料
●毎月第３日曜は「スキー子供の日」
　小学生以下は無料!!

●小学生就学前なら
　いつでもリフト無料
●毎月第３日曜は「スキー子供の日」
　小学生以下は無料!!

●毎月第１土曜日と
　毎週火・水・木曜日は
　「レディースデー」女性１日券

●毎月第１土曜日と
　毎週火・水・木曜日は
　「レディースデー」女性１日券

（
税
込
）40%OFF
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朝日地域公共交通再編のお知らせ
　朝日地域を運行している庄内交通の路線バスは、利用者の減少に伴う収支の悪化と運転手不足等により、
平成29年3月をもって減便・短縮・統合となるため、同年4月から市営バスの運行による交通再編を行い
ます。これまで路線バスの乗降調査や住民アンケート調査、住民説明会等、地域の生活の足を確保するた
めの検討を行ってきました。その結果、12月19日開催の本市地域公共交通会議において朝日地域公共交通
再編計画がまとまりましたので、その概要をお知らせします。

※新しい運行ダイヤについては、決まり次第改めてお知らせいたします。また、3月には「市営バスお試し
　乗車」を実施する予定です。（市営バスの運行については、今後の市議会において議決を要するものです。）
　市と事業者と利用者である住民の皆さんが一緒になって、地域の公共交通の維持に取り組みましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問合せ：朝日庁舎総務企画課　53－2111（内線339）

　11月27日（日）に大鳥地内にて、一般県道鶴岡村上線荒
沢・大鳥地区道路改良完成式と完成祝賀会が開催されま
した。これまで荒沢・大鳥地区には築後60年以上経過し
た古い隧道があり、幅員が狭いなど通行に支障をきたし
ていました。また、荒沢ダム上流域での砂防堰堤建設の
ための工事用車両の往来の障害箇所でもありました。
　このため、平成9年から山形県と国土交通省はトンネ
ル3本、橋梁4橋を含む、2,973ｍの区間で、合併事業と
して道路改良事業を実施し、11月27日に開通した笹根ト
ンネル（延長665ｍ）の完成をもって事業完了となりまし
た。砂防事業の促進や地域の発展に繋がることが期待さ
れています。

【平成29年3月まで】 【平成29年4月以降】【平成29年3月まで】 【平成29年4月以降】【平成29年3月まで】 【平成29年4月以降】
〇庄内交通の路線バス
上田沢・大鳥線（エスモール⇔上田沢・大鳥）
平日：往復10便 休日：往復 6 便
田麦俣・湯殿山線（エスモール⇔田麦俣・湯殿山）
平日：往復 5 便 休日：往復 4 便
朝日庁舎線（上松根⇔朝日庁舎）
平日：往復１.５便

〇庄内交通の路線バス
（仮称）落合線（エスモール⇔落合）
平日：往復 5 便 休日：往復 4 便

上田沢・大鳥線（エスモール⇔上田沢・大鳥）
田麦俣線（エスモール⇔田麦俣）

　※朝日庁舎線統合（朝日スポーツセンター経由）
　平日：朝（上り）1便（エスモール行き）
　　　　夕（下り）2便（田麦俣、大鳥行き）

　休日：なし

〇市営バス
大鳥線（落合⇔大鳥）、田麦俣線（落合⇔田麦俣）
　平日：往復 2 便（朝と昼ごろ）　休日：なし

高校生の通学用バス
（乗継なしで利用可能）

落合で路線バスに乗継して
市街地まで移動可

笹根トンネルが開通しました笹根トンネルが開通しました笹根トンネルが開通しました11/27
一般県道鶴岡村上線荒沢・大鳥地区
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1～2月 行事予定1～2月 行事予定1～2月 行事予定

2月

1月
元日

新年祝賀会（すまいる）　13：30～

あさひ小始業式

朝日中始業式

鶴岡市消防団消防出初式10：00～

成人の日　

ぼんぼ休館日

スッキリ教室（ふっくら）　10：00～

ぼんぼふろの日

新春キジ汁祭り(月山あさひ博物村)　11：00～

ぼんぼ休館日

行政相談日（すまいる）　13：30～
越中山花まる＆冬季健康教室（越中山公民館）

朝日大泉・大鳥地域伝統食をつなぐ会（南部コミセン）　9：40～

ぼんぼ休館日

熊出地区花まる＆冬季健康教室（ふっくら）

谷口花まる＆冬季健康教室（谷口公民館）

ぼんぼふろの日

朝日学童スキー大会（湯殿山スキー場）

ぼんぼ休館日

あさひ小雪上カルタ大会

あさひ健康のつどい（ふっくら）　9：45～

ぼんぼ休館日

市・県民税の申告（～3/15）朝日庁舎

建国記念の日

南部地区若返り隊操教室（南部コミセン）　9：40～

ぼんぼ休館日

落合花まる＆冬季健康教室（すまいる）

ぼんぼ休館日

行政相談日（すまいる）　13：30～

スッキリ教室（ふっくら）　10：00～

月山あさひ雪まつり2017（月山あさひ博物村）
大網地区冬季運動会
ぼんぼふろの日

ぼんぼ休館日

水4

月20

水15

土11

金6

金13

日8

日15

月16

火10

水11

水25

木26

日29

月30

火24

火21

金24

日26

日1

木5

月9

土21

火17

月23

金3

月6

木9

日5

月13

日12

月27
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平成28年11月30日現在の住民基本台帳

世帯数：
人　口：

※（　）内は前月比

（－3）
（－7）
（－1）
（－8）

1,357 戸
男 2,063 人
女 2,264 人
計 4,327 人

環
境
に
配
慮
し
、古
紙
再
生
紙
と
植
物
油

イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す

　鶴岡市では高等学校・高等専門学校に在籍する朝日地
域の生徒・学生の通学に要する経費の負担軽減を図るた
め、一定の要件を満たす保護者に対して補助金を交付す
る制度を設けています。

○対　　象：平成28年度の市民税が非課税である保護者
　　　　　　の方（所得割と均等割共に非課税の方）
○補助金額：電車やバスを利用して通学したものとした場合
　　　　　　の１年定期券購入代金の40％（一人当たり
　　　　　　限度額10万円）
○必要書類：①申請書（在学証明付）
　　　　　　②市民税課税状況確認同意書
＊申請用紙等は朝日庁舎総務企画課・教育委員会学校教
　育課にあります。
○申請期限：2月15日（水）
○提 出 先：教育委員会学校教育課（櫛引庁舎3階）
　　　　　　朝日庁舎総務企画課
○問 合 せ：教育委員会学校教育課 学事保健係 57－4865

◇対 象 者　朝日地域に住所がある方のお子さんで、高
　　　　　　校及び高専、大学（短大含む）に進学予定
　　　　　　または在学中の方。一定の要件（学業成績
　　　　　　等）を満たし、経済的理由で就学困難な方
◇貸 付 額　大学（短大）月額40,000円以内
　　　　　　高校（高専）月額15,000円以内
◇募集人員　若干名
◇申込期間　平成29年3月1日（水）～3月22日（水）
◇申込書配布・提出先
　　　　　　教育委員会管理課（櫛引庁舎3階）
　　　　　　朝日庁舎総務企画課
◇問 合 せ　教育委員会管理課　57－4862

　これまで鶴岡市の成人式は地域ごとに
1月または8月に開催しておりましたが、平成30年
からは全市統一の成人式が1月に開催されます。
　平成30年の成人式の対象となる方については、着
物のレンタル予約の申し込みが集中し、非常に込み
合うことが予想されますので、期間に十分余裕を持っ
てお早目にご準備ください。

成人式（朝日地域開催）平成29年8月14日（月）
対象：平成8年4月2日～平成9年4月1日に生まれた方

成人式（全市統一）　　平成30年1月7日（日）
場所：鶴岡市文化会館
対象：平成9年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方

問合せ：朝日庁舎総務企画課 53－2111（内線336）

朝日育英奨学基金 奨学生募集朝日育英奨学基金 奨学生募集

高等学校等遠距離通学生徒補助のお知らせ高等学校等遠距離通学生徒補助のお知らせ

平成29年度に開催される

成人式のお知らせ
平成29年度に開催される

成人式のお知らせ
平成29年度に開催される

成人式のお知らせ


