
8月
15日

号
 N

o.411
【

発
行

】
庄

内
町

企
画

情
報

課
　

〒
999-7781 山

形
県

東
田

川
郡

庄
内

町
余

目
字

町
132-1 TEL ◎

0234-42-0157 FAX
◎

0234-42-0893　
E-M

ail ◎
info@

tow
n.shonai.yam

agata.jp

8月15日
2022

No.411

　県和装教育国民推進会議の方々を講師に、同校３
年生40人が日本の誇れる文化のひとつである浴衣の
着付けを教わりました。粋な着こなしはできたかな？

立川中学校
浴衣の着付け体験7/5

　庄内町手をつなぐ育成会が主催。町内から約70人
が参加し、年齢、性別、障がいの有無など関係なく楽
しめるように工夫された競技で順位を競いました。

7/17 誰もが楽しめる運動会！
パラパラリンピック

　響ホールで行われ50人が参列。黙とうや献花が行
われたほか、地域おこし協力隊の飯田陽子さんによ
る献唱では、涙を流す参列者もいました。

7/15 戦没者追悼式

　清川地区の方々など約30人が、庄内総合高校音楽
部とあまるめ少年少女合唱団による、季節に合わせ
た歌の合唱やアンサンブルに聴き入りました。

OSOTO de Concert
in清川関所7/9

新型コロナウイルスワクチン　接種情報

　新型コロナウイルスワクチンの接種に関する国からの情報は、随時、更新されています。
町HPなどで最新の情報をご覧いただき、接種を希望する方は町公式LINEまたはコールセン
ターから予約をしてください。
■問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0147

感染症対策 へのご協力をお願いします

換気こまめな
手洗いマスク着用 ゼロ密

10月１日から　後期高齢者医療制度の改正

▲LINE▲Twitter ▲Facebook▲町HP

町からの旬な情報を
掲載しています

町公式SNSをご利用ください
★�このほかにも、町ホームページの「しょうない写真館」に町の話題を掲載しています。ぜひご覧ください！➡

＜医療費窓口負担の所得判定＞

被保険証の交付　９月中に再度後期高齢者医療被保険者証が届きます
　10月からのご自身の窓口負担割合については、９月中に届く被保険者証（水色）をご確認ください。

改正による外来の医療費負担を抑える配慮措置が適用されます
　２割負担となる方について、施行後３年間（令和７年９月30日まで）は、１カ月の外来医療の窓口負担割合の引
き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。（入院の医療費は対象外） 

後期高齢者医療保険に、所得に応じて新たに「２割負担」が導入されます

■制度改正に伴う問合せ：厚生労働省コールセンター☎0120-002-719（月～土曜　9:00～18:00）
■後期高齢者医療制度について問合せ：県後期高齢者医療広域連合☎0237-84-7100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　税務町民課国保係☎0234-42-0153

同一世帯に住民税課税所得（※1）が145万円以上の被保険者がいる

被保険者の収入額が383万円以上
（被保険者が２人以上の場合は合計520万円以上）

同一世帯に住民税課税所得（※1）が28万円以上の
被保険者がいる

被保険者の「年金収入（※2）＋その他の合
計所得金額（※3）」が200万円以上（被保
険者が２人以上の世帯の場合320万円以上）

１割 １割 ２割 ３割

いない いる

いる

以上未満

未満

いない

以上
※1  収入金額から必要経費を差し引い

た総所得金額などから各種所得控除
（社会保険料控除、医療費控除など）
を差し引いたもの

※2 遺族年金、障害者年金を除く
※3  事業収入や給与所得などから必要経

費や給与所得控除などを差し引いた
後の金額



　県と県内の全市町村、経済団体で組織する「やまがたハッピーサポートセンター」は、結婚
を希望する独身者を応援するため、マッチングシステムを活用し、希望に合う相手と１対１の
お見合いができる会員制の「出逢いやまがた」を運用しています。
　20歳以上でスマホやパソコンのネット環境がある方なら、どなたでも登録できます。
（登録料：３年間で１万円 ⇒ 町の補助制度があります。）
　県内ではこれまで4,120人が登録し、332組が成婚しています。
　少しでも興味を持った方、まずはHP（右QRコード）をご覧ください。

■問合せ：やまがたハッピーサポートセンター庄内支所☎0235-64-8895

＜やまがたハッピーサポートセンター＞

庄内町結婚支援員（仲人さん）募集！！
令和４年度庄内町出会い応援事業
マッチングシステム「出逢いやまがた」へ
登録または更新した費用を助成します！！
♥�対象：20歳～39歳（R4.4.1現在）の独

身の方
♥助成額：女性/全額、男性/半額
※詳細は問・申込み先へ問合せください。

■問・申込み：企画情報課まちづくり係☎0234-42-0162

●調査基準日：令和４年10月１日現在
●調査対象者：統計理論に基づき無作為に選ばれた世帯で、ふだん住んでいる15歳以上の世帯員の方
● 調査方法：９月下旬から調査員が調査票などの書類を配布します。後日調査員が回収に伺うほか、パソコンやス

マートフォンから回答することも可能です。（郵送提出も可）

調査の結果はこのように利用されています

高齢者の就業促進

職業能力の開発、人材の育成

非正規雇用者の安定就業、
処遇改善に向けた対策

副業の促進など柔軟な働き方が
しやすい環境整備

育児、介護・看護と
就業の両立支援

長時間労働の是正

■問合せ：企画情報課企画調整係☎0234-42-0155

　就業構造基本調査は、みなさんの就業に関する状況を正しく把握するた
めに、統計法に基づき５年ごとに実施する国の重要な統計調査です。

　調査対象に選ばれた世帯の方は、回答についてご理解とご協力をお願いします。

※ 調査員は「調査員証」を
　必ず携帯しています。

がんばるあなたを町がサポート！

新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。くらしの情報

庄内町
からのお知らせ

あなたの婚活を応援します！

安心して働ける明日へ　令和４年就業構造基本調査にご協力ください

　現在、町では1人の仲人さんが、結婚を希望する
方の後押しをしています。一緒に独身男女の応援
をしてみませんか？
　結婚支援員として活動し結婚が成立した場合、町より報
奨金をお支払いします。※詳細は問合せください。

有
料
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◆フラワーアレンジメント体験 10：00～11：00 ※参加料500円
　先着15名様限定（要予約）
◆葬祭セミナー 11：00～11：30 ご葬儀の費用について詳しくご説明いたします。
◆オリジナルスイーツとお飲み物をご用意してお待ちしております。
◆イベントご来場のうえ、アークベル会員にご入会いただいた方に
　焼菓子のプレゼントがございます。

フラワーアレンジメント体験
＆葬祭セミナー
フラワーアレンジメント体験
＆葬祭セミナー

8月28日㈰
10：00～12：00

セレモニーホール庄内 庄内町余目字土堤下37番地1
お問合せ☎0120-247633

スマホの基本操作と
LINE体験の無料教室

●日時：8/30㈫ 13:30～15:30
● 内容：スマホとLINEの基本的

な操作方法を体験※体験用の
スマホを使います。

●定員：先着20人
●場所：
　余目第一まちづくりセンター
● 申込期限：8/23㈫
● 講師：ソフトバンク認定講師
●申込方法：電話のみ

マイナンバーカード＆マイナ
ポイントの無料スマホ教室
● 日時・内容：8/31㈬ ①マイ
ナンバーカードの申請10:00
～11:00　②マイナポイント
の申込み�11:00～12:00

●定員：①②各16人※先着順
●場所：立谷沢まちづくりセンター
● 持ち物：①通知カードと一緒

に送られた交付申請書（QRコ
ード付き）、スマホ

　② スマホ、マイナンバーカード、
マイナンバーカード交付時に
設定した数字４桁のパスワー
ド、ポイントを申込む決済サー
ビスのID、セキュリティコード

●申込期限：8/24㈬
●�講師：ドコモ認定講師
● 申込方法：電話、

または右QRコー
ド（LINE）から
申込みください。

【共通事項】
　教室は、どのキャリアのスマホ
をお持ちでも参加できます。
■ 問・申込み：企画情報課デジタ

ル推進係☎0234-43-0297

11月30日まで
クマ出没警報発令中

　人身被害防止のため、次のこと
に注意してください。
① 目撃情報があったところでは、

音の出る物で自分の存在を知ら
せてください。

② 目撃情報があったところでの不
要不急の外出は控えてください。

③ 侵入を防ぐため、自宅や倉庫に
は鍵をかけてください。

④ 万一遭遇したら、落ち着いてゆ
っくりと離れてください。

⑤ 家の周囲の取り残しの果実やハ
チの巣は撤去し、生ごみなどは
放置しないでください。

■ 問・通報先：環境防災課環境衛
生係☎0234-43-0254

　庄内警察署☎0234-45-0110

若者定住促進住宅入居者募集

●住宅名等：若者定住促進住宅
　　　　　（余目字土堤下）
● 住宅概要：木造２階建２階１戸

（85.6㎡）※駐車場２台分有
●家賃：48,000円
●敷金：144,000円
　　　（家賃の3か月分）
●募集期間：8/15㈪～8/31㈬
●入居可能日：９月下旬以降
●内覧会：8/28㈰※要事前申込
※ 応募者多数の場合は抽選（町外

からの応募者を優先します）
※ 申込資格など、詳細は町ＨＰを

ご確認ください。
■問・申込み：建設課都市計画係

☎0234-42-0860
ソラーナ元気アップ教室

健康講話

　教室の参加者以外の方も参加で
きます。
●日時：9/13㈫ 13:30～15:30
●場所：ソラーナ
● 対象：町内にお住まいの65歳

以上の方
● 内容：理学療法士による腰痛予

防の講話と軽体操ほか
●参加費：200円（お茶代）
●定員：先着20人
●持ち物：内履き、動きやすい服装
●申込締切：9/2㈮
■ 問・申込み：保健福祉課高齢者

支援係☎0234-43-0490

初心者歓迎　カート無料体験
＆タイムトライアル

●日時：8/28㈰ 10:00～15:00
● 内容：レンタルカートを活用し

①無料走行体験②希望参加制で
ラップタイムを競います（②参
加料 600円）

● 対象：身長145cm以上の方
　　　　先着30人
■ 問・申込み：カートソレイユ最

上川☎0234-42-2282、商工観光
課観光物産係☎0234-42-2922
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宝くじ助成金で地域コミュニティ活動のための備品を整備

　和合の里を創る会では、宝くじの社会貢献広報事業「コミュニティ助成
事業」で、会議用テーブルの備品を整
備しました。地域での講演会や学習会
の充実にご活用ください。
■ 問合せ：和合の里を創る会事務局

（余目第四まちづくりセンター内）
☎0234-44-2162

キャリアサポートセミナー
（新入社員向け）

●日時：9/28㈬ 13:30～15:20
● 場所：酒田産業会館　酒田まち

なかホール
● 内容：講演（講師：山形大学

学術研究院 准教授 山本美奈子
氏）、社会人の先輩によるゲス
トトーク、グループワーク

● 対象：庄内地域の企業に勤務す
る新入社員（入社３年目まで）
30人程度

■ 問・申込み：庄内総合支庁地域
産業経済課産業振興担当

　☎0235-66-5485

庄内町
からのお知らせ

事業所名（住所・電話） 職種・求人数・求人番号 就業場所 勤務時間 賃金 面接

㈱庄内食肉公社
庄内町家根合字中荒田21-2

☎0234-45-1250

(請)食肉加工・
包装・計量
正社員４人

06030-5417421

事業所と
同じ敷地

内
JA全農

山形畜産
販売課

8：30～
17：00

( ２月～９月)
8：30～
17：30

(10月～１月)

156,630円
～

191,440円

後
日
連
絡

食肉製造
正社員２人

06030-5418321
事業所と

同じ

8：35～
17：15

（月～金）
8：20～
12：00
（土）

156,470円
～

191,440円

（福）立川厚生会
特別養護老人ホーム

山水園
庄内町狩川字笠山433-3

☎0234-56-3527

介護支援専門員
正社員１人

06030-5406821

事業所と
同じ

8：30
～

17：30

174,700円
～

243,432円
機能訓練指導員

正社員２人
06030-5408521

173,070円
～

241,678円
看護職員（看護師
または准看護師）

正社員２人
06030-5407221

7：30～
18：00
の間で

シフト制

173,070円
～

241,678円

介護職員
正社員２人

06030-5409421 24時間
体制の

シフト制
（夜勤あり）

173,670円
～

229,160円

介護職員
正社員２人

06030-5410921

山水園
多機能型
居宅介護
事業所

173,670円
～

229,164円

★詳細な問合せは、各事業所へ直接お願いします。
★企業等からの求人情報への掲載依頼は、
　商工観光課商工労働係まで（☎0234-42-0138）

まちづくりセンター
からのお知らせ

有
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新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。くらしの情報

令和５年産「つや姫」生産者、
「雪若丸」生産組織募集

●募集期限：9/9㈮
※ 農協または米穀集荷業者、生産

組織などを通じて申請する方は、
各団体の締切日を確認ください。

●申請書の提出先：
　「つや姫」：庄内町農林課
　「雪若丸」：農業技術普及課
● 認定要件：水田経営面積や栽培

方法、販売方法などの要件を満
たす必要があります。

■ 問合せ：庄内総合支庁農業技術
普及課☎0235-64-2103

　農林課農産係☎0234-42-0169

ご寄贈
ありがとうございます

（公財）日本公衆電話会山形支部様
こども手帳�550部、同電子版７枚、
ネット安全ガイドブック�550部

各小中学校に配布しました

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

第13回活き粋き歌声喫茶の会

●日時：8/26㈮ 19:00～
●場所：
　余目第二まちづくりセンター
●参加費：１人500円
■ 問合せ：活き粋き歌声喫茶の会

事務局☎090-5835-2773

温水プールアクア庄内
営業終了のお知らせ

　諸般の事情により、10月２日
を持ちまして営業を終了すること
となりました。長年のご愛顧大変
感謝します。
　会費などの詳細は問合せ先に連
絡、または㈱イグゼあまるめHP
をご覧ください。
■ 問合せ：㈱イグゼあまるめ　

温水プールアクア庄内☎0234-
42-1212

営業終了に伴い、役場の事業
である健康ライフ応援事業
（スタンプを貯める、無料券
の使用）の対象から外れます。
ご了承ください。

清河八郎記念館
酒井家庄内入部400年記念展

「清河八郎の生家　清川村　齋藤
治兵衛家と庄内藩」
● 会期：11/30㈬まで※月曜休館

（祝日の場合は翌日）
●時間：10:00～17:00
● 料金：大人400円、中学生200円、

小学生無料※団体割あり
■�問・場所：（公財）清河八郎記念館

☎0234-57-2104

ベビーマッサージ教室
 in 町湯

●日時：8/26㈮ 10:00～12:30
●対象：0歳児＆ママ（先着10組）
● 参加費：2,500円※参加費、託児、

入浴、バスタオル(大人用)、シャン
プーバー、保険料などが含まれます。

●申込期限：8/22㈪
■ 問・申込み：ギャラリー温泉町

湯☎0234-43-2222

山形県下水道協会
排水設備工事責任技術者試験

●日時：11/13㈰ 13:00～15:30
●場所：協同の杜JA研修所
　　　（山形市）
●申込期間：9/1㈭～9/30㈮
※ 希望者へはテキスト、問題集な

ど資料を送付します。
■問・申込み：企業課下水道係

☎0234-42-0181

節電への協力のお願い
　全国規模の節電協力要請が
行われています。無理のない範
囲で節電に取り組みましょう。
■ 問合せ：環境防災課温暖化

対策係☎0234-43-0256

余目保育園園開放

　詳しくはHPをご覧ください。
※事前申込みが必要です。
●日時：9/5㈪～9/9㈮
　　　　9:50～10:50
● 対象：０歳から満４歳までの未

就園児と保護者
■ 問・申込み：（福）和心 余目保育

園☎0234-43-2308

「野生きのこ」の放射性物質
に注意してください

① 生育環境の違いにより放射性物
質の濃度にばらつきがあるため、
出荷前の検査を徹底し、安全性
を確認して出荷してください。

② 特にチチタケ、サクラシメジ、
コウタケは、自主検査を徹底し、
安全性を確認してください。

■ 問合せ：庄内総合支庁森林整備
課普及担当☎0235-66-5537
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