
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

下堀野自治会長

自治会費賦課資料整備

11/30
赤渕新田自治会長 1/12
廿六木自治会長 1/14
跡自治会長 1/19
南口自治会長 2/7
小出新田自治会長 2/7
提興屋自治会長 2/15
堤新田自治会長 3/4
榎木自治会長 3/14
千河原自治会長 3/17

閲覧者氏名
（法人の場
合はその名
称および代
表者または
管理者）

閲覧事由
（利用目的）の概要

閲覧
年月
日

閲覧に係る
住民の範囲

清川報恩会
会長

「清川報恩会」
構成員の確認 4/12 清川に住所を

有する方
㈱日本リサ
ーチセンタ

ー
代表取締役
社長
杉原領治

「子ども・青少年のス
ポーツライフに関する
調査」の対象者抽出

5/26
指定の10集落(平成
11年4月2日から平
成29年４月1日生ま

れ)

（一社）輿論
科学協会
理事長
井田潤治

総務省が毎年実施する
通信利用動向調査の標

本抽出
7/14

指定の13集落(令和
3年4月1日現在20
歳以上の男女筆頭世

帯構成員)

（一社）中央
調査社会長
堺克彦

「健康・医療に関する
国際比較調査」実施の
ための対象者抽出

8/27
狩川　18歳以上

（平成15年12月末日
まで生まれの）男女

12人

「宝くじに関する世論
調査」実施のための対

象者抽出
2/3

余目　18歳以上
（平成16年3月末日
まで生まれの）日本
人の男女18人

「2022年全国放送サー
ビス接触動向調査」実
施のための対象者抽出

3/14
余目　7歳以上（平
成27年12月末日ま
で生まれの）男女

12人

閲覧事由
（利用目的）の概要

閲覧
年月
日

閲覧に係る
住民の範囲

社会福祉協議会費
等納入資料整備

6/15
8/12 第一学区、第二学区（ラ・ルーナ除く）

6/16
8/13 第三学区、第四学区（ソラーナ除く）

6/17
8/16

狩川地区・清川地区・立谷沢地区
（山水園除く）

●各集落自治会

●庄内町社会福祉協議会

●その他団体

閲覧者氏名およ
び閲覧に係る住
民の範囲

閲覧事由
（利用目的）の概要

閲覧
年月
日

廻館自治会長
自治会費賦課資料整備 4/2
自治会世帯数確認 7/8

南野自治会長
自治会費賦課資料整備

4/2
古関自治会長 4/2
表町自治会長 4/6

梵天町自治会長
自治会費賦課資料整備 4/6
敬老会対象者等確認 10/8

茶屋町自治会長 自治会費賦課資料整備 4/13
沢新田自治会長 4/14
貢地目自治会長 自治会員確認 4/16
連枝自治会長 自治会費賦課資料整備 4/20
囲町自治会長 自治会員確認 4/22

長畑自治会長 地域づくり活動交付金
申請 4/27

鉢子自治会長 自治会員把握 4/30

東一番町自治会長
敬老会対象者名簿作成 4/30
自治会事務処理参照資料 12/23

上幅自治会長 自治会員確認 5/10
馬場自治会長 5/18
中堀野自治会長 敬老会対象者確認 5/20
払田自治会長 自治会員把握 5/25
島田自治会長 敬老会対象者名簿作成 5/26
茗荷瀬自治会長 自治会費賦課資料整備 6/15
落合自治会長 敬老会歳祝対象者確認 6/24
西興野自治会長 敬老会対象者確認 6/29
旭町自治会長 7/9
中村自治会長 自治会員把握 7/12
上堀野自治会長 自治会費賦課資料整備 8/5
東興野自治会長 自治会員確認 8/5
家根合自治会長 自治会員把握 8/31

下朝丸自治会長
敬老会対象者確認 8/31

自治会費賦課資料整備 3/15
余目新田自治会長 自治会費賦課資料整備 9/15
御殿町自治会長 自治会員把握 9/28
福島自治会長 敬老会対象者確認 10/13

吉方自治会長 自治会費賦課資料整備 10/28
3/22

館自治会長 災害時安否確認資料 11/12

三ケ沢自治会長
歳祝者確認 11/12
自治会員把握 1/28

上朝丸自治会長
自治会費賦課資料整備
敬老会対象者確認 11/12

自治会費賦課資料整備 2/9
■問合せ：税務町民課町民係☎0234-42-0133

立川総合支所総合支所係☎0234-56-3389

下水道はルールを守って正しく使いましょう！

親子ふれあいきらきらコンサート

●日時：9/23（金・祝）受付10:00～　開演10:30～　
●場所：余目第一まちづくりセンター
●対象：０～３歳のお子さんと家族　●定員：50人程度　
●参加費：無料　●講師：ヤマハ音楽教室講師
●�申込方法：電話で申込みください。※参加者の名前と連絡先を
お知らせください。定員になり次第締切ります。
●�その他：事業の変更などは個別連絡します。
■�問・申込み：子育て支援センターこっころ☎0234-42-2268

★未接続世帯へのお願い
　隣近所が下水道へ接続していないため、悪臭や
水質汚濁などの苦情が寄せられています。早期の
接続をお願いします。

■問合せ：企業課下水道係☎0234-42-0181

9月10日は下水道の日
≪ 令和４年度下水道推進標語 ≫

げすいどう めぐりめぐって またあおう！

○大雨でも公共マスを開けて雨水は流さないでください！
　雨水は処理できない方式の下水道なので、下水道管が大量の雨水であふれ、
トイレなどが使えなくなります。また、人が転落すると大変危険です。
○トイレットペーパー以外の紙、布、食べ物のくず、プラスチック類などは絶対に流さないでください！
　マンホールポンプの故障を招き、マンホールから汚水があふれたり、排水口から汚水が逆流する恐れがあります。
○油分はできるだけ流さないようにしてください！
　下水道管内で固まってしまい詰まりの原因となります。もやすごみの日に「一般家庭から出される使用済みてん
ぷら油」を回収していますので、キャップ付（ねじ式）ペットボトルに入れ、お住まいの地区のごみステーション
に出してください。また、固形化したもの、布・紙に浸み込ませたものはもやすごみとして処分してください。
　また、油分の多い排水を流す飲食店・事業所などは、グリーストラップの適正な管理をお願いします。
○灯油の流出に注意してください！
　例年、冬から春先にかけて灯油など石油類有害物質の流入が確認され、下水処理に悪影響が出ています。ポリタ
ンク・屋外設置のタンクの管理を徹底しましょう！

▲下水道マスコットキャラクター
スイスイ

映画「アイ・アムまきもと」山形凱旋特別上映鑑賞者募集
　庄内で撮影した映画の鑑賞会と、出演した阿部サダヲさん、満島ひかりさん、水田伸生監督の舞台あいさつを行います。
●日時：9/28㈬�15:00～　●場所：希望ホール（酒田市）　●対象：庄内町民（就学前児童は除く）
●定員：100人　●費用：無料　●申込方法：9/12㈪まで、往復はがきに必要事項を記載し郵送してください。
　�〒999-7781　庄内町余目字沢田108-1
　庄内町観光協会「映画『アイ・アムま
きもと』特別上映担当」宛
※登壇者は予告なく変更する場合があります。
※はがき１枚の最大申込人数は２人です。
※�応募多数の場合は抽選となります。当選
者へは９月中旬に返信はがきの郵送をも
って通知します。席は選べません。
■問合せ：町観光協会☎0234-42-2922

令和３年４月1日から
令和４年３月31日まで

（往信用の裏面）

 申込代表者の
　①氏名
　②郵便番号
　③住所
　④電話番号
　⑤希望座席枚数
　( １席または２席)

申込代表者の
　①郵便番号
　②住所
　③氏名

返信

＼往復はがきの書き方／

庄内町余目字沢田
108-1 ※ こちらには何も

記入しないでく
ださい。

（返信用の裏面）

庄内町観光協会
「映画『アイ・アム
まきもと』
特別上映担当」宛

往信

999 7781
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