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対象区分 所得制限額（金額は下表参照）
本人 配偶者・扶養義務者等

　乳幼児（就学前） なし

障
害
者

身障手帳１・２級 特別障害者手当準拠

特別障害者手当準拠
身障手帳 3 級 所得税非課税者
療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ1

特別障害者手当準拠65 歳以上国民年金法施行令別表該当
精神保健福祉手帳 1級（通院のみ） 市町村民税非課税世帯者精神保健福祉手帳２・３級（自立支援医療のみ）

母
子
家
庭
等

配偶者のない女子で現に18 歳未満（高等学校等卒まで）
の児童を扶養している者

児童扶養手当（一部支給）
準拠

児童扶養手当準拠同上に扶養されている18 歳未満（高等学校等卒まで）
の児童 児童扶養手当準拠

父母のない18 歳未満（高等学校等卒まで）の児童
父
子
家
庭

配偶者のない男子で現に18 歳未満（高等学校等卒まで）
の児童を扶養している者

児童扶養手当（一部支給）
準拠 児童扶養手当準拠同上に扶養されている18 歳未満（高等学校等卒まで）

の児童 児童扶養手当準拠

　老人（68 ～ 70 歳未満） 市町村民税非課税世帯者
　65 ～ 70 歳未満独り暮らし（経過措置該当者のみ） 所得税非課税者

　クラフトの部
　（18作品。作品名 ･作者 ･展示場の順。敬称略）
生活用品：菓子器 山岸 輝雄 梅月菓子店
生活用品：スクリーン 山岸 輝雄 野田重商店
和紙のふるさと行燈 近藤 純子 清水呉服店
SQUARE 米山 妙子 川口鶏肉店
ビーナス 稲葉 弥生 コバヤシ百貨
アミノメ 松原佳代 タケヤ
風花 北山 かつみ ミスズ堂
何
なにせってん

雪天　～雪
せつりゅう

流～ 北山 かつみ ミスズ堂
オーガニックライト 吉村 勇治 大原時計店
Metamo 福島 章夫 河内屋
華音～ kaon ～ 宮薗 なつみ 田中屋酒造店
内なる鼓動 足立 うらら ファンシーショップ アン
光欄（コウラン） 北東 真 関スタジオ
動揺 柳 慧振 アンナプルナ
breeze（ 心 地よい ）
微風 韓 禹廷 サガイヤ

たんぽぽ 伊藤 知恵 辻ソフト整体院
花蕾 ～カライ～ 佐藤　淳里 イケガワ
和（のどか） 福島　和恵 パティスリーヒラノ

　造形の部
　（18作品。作品名 ･作者 ･展示場の順。敬称略）
古色（ふるびいろ） 田島　栄悦 市民会館  ギャラリー
水の渦　
Water Whirlpool 加茂　孝子 公民館

It repeats,
and it continues. 寺沢　美智子 市民会館  ギャラリー

白の軌跡 山口　善久 市民会館  ギャラリー
土に還る 吉見　香菜 市民会館  ギャラリー
反復超少女 上岡　ひとみ 飯山駅
連なり 鈴木 貴子 市民会館  ギャラリー
雨後 島田 治子 市民会館  サロン
腐敗 國崎　佳織 市民会館  ギャラリー
My Babies 中山　さとみ 市民会館  ギャラリー
調和 角田 真帆 喜楽堂
A-A' 熊谷　美奈子 公民館
empty body 益子　直子 市民会館  サロン
扉 [とびら] 森田　千晶 公民館
squama cortex
[ 鱗皮質 ] 高木　　優 市民会館  サロン

第 2 回  和紙のしごと大賞
入選作品が決定しました
　市では内山紙を使った工芸品、美術・造形作品
を募集し 94 作品が集まりましたが、6 月 27 日に第
1 次審査を行い、以下の作品を書類選考しました。
　これらの作品は 7 月 31 日から9 月 8 日まで下記
の各展示場でご覧いただけます。
　8 月上旬には第２次審査が行われ、大賞などが
決まり、受賞作品は 8 月 12 日に開催される『いい
やま灯篭まつり』において表彰が行われます。

■飯山市福祉医療特別給付金対象者一覧（改正後）

飯山市
福祉医療特別給付金
対象者見直しのお知らせ

　飯山市では市自立計画に基づき福祉医療特別
給付金の対象者を別表一覧のとおり一部見直すこ
とになりました。
　見直しの内容は、今まで市単独事業としてきた
部分を見直し、基本的に県の対象基準に合わせる
ことになり、その結果、対象者及び所得制限が１０
月１日より下記のとおりとなります。市の厳しい財政
状況等をご理解いただき、ご協力をお願いします。

扶養親族等数
児童扶養手当 特別障害者手当

母 ･父、または養育者 左記の扶養義務者 本人 配偶者・扶養義務者

０人 1,920,000 2,360,000 3,604,000 6,287,000
１人 2,300,000 2,740,000 3,984,000 6,536,000
２人 2,680,000 3,120,000 4,364,000 6,749,000
３人 3,060,000 3,500,000 4,744,000 6,962,000
４人 3,440,000 3,880,000 5,124,000 7,175,000
５人 3,820,000 4,260,000 5,504,000 7,388,000

●所得制限額 （単位：円）

ハローワーク
　北信地域求人情報 6月分
　掲載する情報を「求人情報」のみにしぼり、北信
地域一帯の情報を掲載しています。
　■有効求人倍率（　）内は前月
　　常用　　　　　　5 月　0.82 倍（0.86）
　　全数（パート含）　5 月　0.83 倍（0.84）
　■お問い合わせは
　　　飯山公共職業安定所　TEL 62-8609

職　　種 求人数 年　齢 賃金（万円） 事業内容 就業場所

土木作業者 1 不　　問 20.0 ～ 25.0 管工事業 飯山市

販売（店長クラス） 3 不　　問 15.0 ～ 25.0 その他の一般飲食店 飯山市ほか

美容業務手伝い 5 20 ～ 40 13.2 ～16.8 美容業 飯山市

調理 1 20 ～ 30 17.0 ～ 25.0 酒場、ビヤホール 飯山市

ルーム 2 18 ～ 50 13.8 ～16.1 旅館、ホテル 飯山市

花栽培 2 不　　問 時給 750 ～ 850 円 耕種農業 飯山市

事務職およびインストラクターの補助 1 不　　問 時給 750 ～ 800 円 その他の運輸に附帯するサービス業 飯山市

給油所給油係 2 18 ～ 30 時給 750 ～ 815 円 農林水産業協同組合 飯山市

配達・販売 1 不　　問 時給 850 ～1000 円 農畜産物・水産物卸売業 飯山市

本しめじ製造　出荷 5 18 ～ 60 時給 650 ～1000 円 その他の食料品製造業 飯山市

フロント兼レストランスタッフ兼厨房係 3 40 以下 14.0 ～17.0 旅館、ホテル 山ノ内町

生花販売・配達 1 18 ～ 28 13.0 ～15.0 他に分類されない小売業 中野市

精密板金（機械オペレーター・溶接工他） 1 18 ～ 30 14.0 ～17.0 その他の金属製品製造業 中野市

サービス 1 18 ～ 55 13.0 ～17.0 旅館、ホテル 山ノ内町

組立、検査 1 不　　問 11.7 ～12.0 電子部品・デバイス製造業 中野市

接客・サービス 2 50 以下 時給 730 ～ 850 円 食堂、レストラン 中野市

プラスチック部品の検査 1 20 ～ 45 時給 700 円 工業用プラスチック製品製造業 中野市

索道運行、索道整備、電気関係全般 1 18 ～ 30 17.0 ～ 22.0 鉄道業 野沢温泉村

食品製造工 4 20 ～ 50 時給 730 ～ 850 円 野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食料品製造業 中野市

電子部品の製造（請負） 5 不　　問 時給 760 円 電子部品・デバイス製造業 中野市

（契）受付事務 1 20 ～ 35 16.3 ～18.3 クレジットカード業、割賦金融業 長野市

お客様アドバイザー（営業） 2 40 ～ 53 15.0 ～18.0 その他の各種商品小売業 長野市

営業 2 20 ～ 38 20.0 ～ 30.0 一般機械器具卸売業 長野市

ルートセールス 3 20 ～ 40 20.7 ～ 26.7 食料・飲料卸売業 長野市

自動販売機設置業務 3 20 ～ 35 16.0 ～ 20.0 各種物品賃貸業 長野市

販売員 2 30 以下 時給 750 ～1000 円 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 長野市

運搬業務 1 50 以下 時給 700 ～ 760 円 電子部品・デバイス製造業 長野市

介護員 1 不　　問 時給 820 円 老人福祉・介護事業 長野市

接客及び調理補助 5 18 ～ 55 時給 820 円 その他の娯楽業 長野市

データ入力 1 40 以下 時給 800 ～1000 円 情報処理・提供サービス業 長野市

■全国版インターネットサービスのご利用を！
インターネットで日本全国のハローワークの求人情
報を下記のアドレスから検索できます。

http://www.hellowork.go.jp

お問い合わせ先

市役所保健福祉課社会福祉係
　　  　☎� 3111 内線 189

飯山市福祉医療費特別給付金とは
　乳幼児 ･ 母子家庭 ･ 父子家庭・障害のある方などが、医療機
関で診療を受けたり薬局で調剤を受けた場合などに、窓口で支
払った自己負担金を償還払いすることにより、医療費の負担軽
減をして、健康増進や健全育成を図るものです。


