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５～11歳の小児新型コロナワクチン接種（初回接種）情報

　５～11歳の方を対象にした新型コロナワクチン接種が、予防接種法上の努力義務に変更されました。まだ
初回接種をしていない方に向けて、次の日程で集団接種を行いますので、希望する方はご予約ください。
【小児集団接種】
●期日：【１回目】10月２日㈰　【２回目】10月23日㈰
●会場：平田農村環境改善センター（酒田市飛鳥）
●ワクチン：小児用ファイザー
●予約方法：コールセンター（☎0120-414-170）または町公式LINE
　初回接種では１回目接種後から、21日経過した日以降に２回目接種を行います。１回目の日時で予約をす
ると、２回目の予約もセットになるので、日程を確認して予約してください。

全国大会出場おめでとうございます

地域おこし協力隊の國本美鈴さんが８月末で退任しました

▲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！➡

齋藤眞紀子さん（西袋）
立川中学校　柔道部
井上奈南さん（２年・烏町）
小鷹芽生さん（１年・烏町）

第53回全国中学校柔道大会
第64回全国教職員剣道大会
第61回全日本女子剣道選手権大会

余目中学校　剣道部
【団体】
佐藤美空さん（１年・茗荷瀬）
三浦未陽さん（３年・福島）
齋藤優里さん（３年・御殿町）
池田　藍さん（２年・御殿町）
佐藤美悠さん（２年・茗荷瀬）
野田和花さん（１年・松陽）
渡邉愛心さん（１年・跡）
【個人】
佐藤美悠さん

第52回全国中学校剣道大会

　令和元年の７月に東京から移住し、観光PR担当の地域おこし協力隊として着任してからあっ
という間に３年が経ちました。生まれも育ちも関東のため、山形には知り合いもほとんどい
なかった私ですが、周りのみなさんの支えのおかげで無事８月末に任期満了となりました。

　着任して半年が過ぎた頃コロナ禍に突入し、思うようにいか
ないことも多々ありましたが、その分、全国でもいち早くオン
ラインツアーを実施したり、登山YouTuberのかほさんとコラ
ボした庄内町のPR企画を行ったり、庄内町の花とジャズライ
ブをコラボさせた「フラワーコンサートin the ビニールハウ

ス」を開催したりと、新たな取り組みに挑戦する機会をいただくことができました。
また、８月11日（木・祝）には、着任当初から企画に携わっていた「しょうな
い氣龍祭」も３年越しに無事初開催することができ、まずははじめの一歩が
踏み出せたことにホッとしています。

　何かを新しく始める時は不安がつきものですが、そんな中でも背
中を押してくださったり、一緒に取り組んでくださったりした地元
の方々や町役場、観光協会のみなさん、本当に本当にありがとうご

ざいました。

　退任後はこれまでの経験を活かして、主に企業向けのマーケティングやPR支援の仕事をしていきます。引き続き庄
内町におりますので、何かの際はお気軽にお声掛けいただけたら嬉しいです。今後とも末長くよろしくお願いします。

▲ 自身の子育ての経験を活かし「ベビ
ーマッサージ教室 in 町湯」を開催

▲ コロナ禍での新しい取組み　全国の
人とつながるオンラインツアー

▲ 大盛況の「フラワーコンサート
　in the ビニールハウス」

ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。



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

庄内町榎木～酒田市丸沼間道
路の全面通行止めのお知らせ

おくやみ手続の窓口支援
システムを導入します在宅酸素療法者助成

医療機関通院交通費助成

　４月分から９月分までの受付を
行います。

【在宅酸素療法者助成】
●�対象：呼吸器機能障がいによる
身体障害者手帳（１級および２
級を除く）を所持し、医師の処
方により在宅酸素療法を行って
いる方
●�提出書類：支給申請書
※以下は新規の場合のみ必要
　�登録申請書、使用指示書（医療機
関の証明が必要）または使用証明
書（機器業者の証明が必要）

●提出期限：10/3㈪

【共通事項】
●持ち物：身体障害者手帳
■�問・提出先：保健福祉課福祉係
　　　　　　　☎0234-42-0146

【医療機関通院交通費助成】
●対象：次のいずれにも該当する方
　�①�人工透析療法を受けるため、
医療機関に交通機関（自家用
車を含む。医療機関の送迎車
は除く）を利用して通院して
いる方

　�②�本人および同居生計中心者の
令和３年分の所得税が非課税
の方

　�③�生活保護法など他の法令によ
り通院交通費の給付を受けて
いない方

●�提出書類：申請書（自家用車の
場合は、片道の距離が必要）、
医療機関通院報告書（通院先医
療機関での証明必要）
●提出期限：10/17㈪

子宮頸がん検診・乳がん検診
はお済みですか？

～２年に１回は受けましょう～
　希望される方や受診券、問診票
を紛失された方は連絡ください。
●�受診方法：
　①�庄内検診センター（酒田市）

での集団検診（日程：9/28㈬、
10/21㈮、12/9㈮）

　②町指定医療機関での個別検診
【子宮頸がん検診】
●�対象：20歳以上の女性（令和
５年３月31日現在の年齢）
●�自己負担額：奇数年齢→2,000円
　　　　　　　偶数年齢→無料
【乳がん検診】
●�対象：40歳以上の偶数年齢の女性
（令和５年３月31日現在の年齢）

※�奇数年齢で昨年度乳がん検診未
受診の方は事前申請が必要です。
●自己負担額：無料
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0147

庄内南部・北部がん検診受診
向上対策キャンペーン

（庄内南部・北部定住自立圏形成協定事業）
●日時：10/8㈯�10:00～16:00
●場所：イオンモール三川
●�内容：①受診啓発グッズの配布
②がん検診などに関する簡単ク
イズ※参加者にはプレゼントあ
り③がん情報に関するポスター、
パネル展示④がん検診や健康に
関する相談⑤健康体験コーナー
（体組成測定・骨密度測定）
●参加費：無料
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-42-0147

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

鈴木ゴム㈱山形余目工場
庄内町余目字大塚11-1
☎0234-43-3070

工業用ゴム製品製造
パートタイム１人
06030-�5491321

事業所
と同じ

9：00～15：00または
8：00～17：00の間の

5時間程度
860円

後
日
連
絡

★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）

第11回戸沢村・庄内町
地域連携フォーラム

～高規格道路
「新庄酒田道路」整備促進～
　戸沢村と庄内町が連携して、高
規格道路「新庄酒田道路」の全区
間整備を促進させ、地域の独自色
を出した観光振興や商工業振興を
図ることにより、更なる交流人口
の増加を目指し、フォーラムを開
催します。
●日時：9/29㈭�13:30～15:40
　　　　受付13:00～
●場所：響ホール
●�内容：国土交通省からの講演、
地域の方々からの意見発表
●申込締切：9/22㈭
■�問・申込み：第11回戸沢村・
庄内町地域連携フォーラム事務
局（建設課管理係内）
　☎0234-43-0299

余目保育園園開放

　期間中に絵本や紙芝居、歌など
のイベントもあります。詳しくは
HPをご覧ください。
※事前申込みが必要です。
●日時：10/3㈪～10/7㈮
　　　　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

　「氏名や住所を何度も手書きするのは面倒」「ど
こで何の手続きが必要かわからない」を解消する
ため、10月3日㈪から窓口でのおくやみ関係手続に、
窓口支援システムを導入します。
【導入によってできること】
・�システムに入力した氏名や住所の情報が申請書に
転記され、記入の手間を削減できます。

・�手続き案内の設問に回答することで、必要な手続
きが判定され、手続き漏れを防ぐことができます。

※今後、対象手続を増やしていく予定です。
■問合せ：企画情報課デジタル推進係
　　　　　☎0234-42-0156

飼い犬に関する手続きが、LINEでできます
�犬の登録・変更
�鑑札、注射済票の交付・再交付
�犬の死亡届

役場に来庁しなくても簡単に手続きができるようになりました。

右図のQRコードを読み取ると、手続き画面に移動します。→

■問合せ：環境防災課環境衛生係☎0234-43-0254

　道路改良・橋梁架替工事に伴い、下図記載の区間
が終日全面通行止となります。ご不便をおかけし申
し訳ございませんが、迂回のご協力をお願いします。
●�工事名：防災・安全社会資本整備交付金事業
　　　　　町道榎木丸沼線改良舗装工事
●工事期間：10/3㈪～令和５年３月28日㈫【予定】
●請負業者：㈱安藤建設☎0234-43-1181
■問合せ：建設課建設係☎0234-43-0229
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全面通行止

◎現図書館閉館および新図書館仮オープンの日程⇒再検討しています
　図書館等整備工事１期工事が遅れていることから、予定されていた令和４年10月からの現図書館閉館と
令和５年２月の新図書館仮オープンの日程について、現在再検討をしています。
　今後、具体的な時期が決まり次第、広報しょうないなどでお知らせします。

◎図書館ボランティアの募集⇒活動時期が決まり次第、改めてお知らせします
　現在募集中の新図書館の開館に向けたサポートスタッフについては、今後活動時期が決まり次第、改めて
お知らせします。なお、既に応募されている方につきましては、個別にご連絡をします。

図書館等整備工事１期工事の遅れに伴うお知らせ

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。
■問合せ：町立図書館☎0234-43-3039
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庄内町
からのお知らせ

有
料
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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

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

献血バスが来ます！
献血日程のお知らせ

●期日：10/5㈬
●時間・場所：
　9:30～11:30
　JA庄内たがわ新余目支所
　13:30～15:30　庄内警察署
※400㎖献血にご協力ください。
（成分献血は実施しません）
※�血液センターの都合により、日
程が変更になる場合があります。
■問合せ：保健福祉課福祉係
　　　　　☎0234-42-0149

食生活改善推進員養成講習会
受講生募集！

　食や健康に関することを学び、
ご自身やご家族の健康づくりに役
立ててみませんか？
●�日程：10/12㈬、10/27㈭、
11/9㈬、11/22㈫、11/30㈬
●�時間：9:30～15:30
　※11/22㈫のみ14:00～15:30
●�場所：町保健センターまたは役
場B棟
●�内容：健康づくりに関する講話、
運動、調理実習
●�受講料：テキスト代1,210円
（送料別途）、調理実習代１回
200円（４回都度徴収）
●�対象：町在住で、原則５回受講
が可能な方※講習会修了後は、
食生活改善推進員となり健康づ
くりの担い手として活動いただ
きます。
●定員：10人（最少催行人員３人）
●申込期限：9/28㈬
※�申込みした方に後日詳細をお知
らせします。
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0148

最上川でカワウの追い払いを
行います

　アユの産卵場保護のため、最上
川でロケット花火によるカワウの
追い払いを行います。
　期間中は大きな音がしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
●�場所：最上川と立谷沢川の合流
点から下流、庄内大橋まで
●期間：9/20㈫～10/31㈪
■�問合せ：山形県内水面漁業協同
組合連合会☎023-641-2407
　最上川第八漁業協同組合
　☎0234-57-2480

行政書士会無料相談会

●日時：10/1㈯�13:30～15:00
●場所：酒田市総合文化センター
●内容：相続に関すること
●相談員：行政書士会会員
■�問・申込み：行政書士会酒田支
部�支所長�薄衣光

　☎090-2601-3216

日本語スピーチコンテスト
in 庄内　出場者募集

●日時：11/6㈰�10:00～12:30
●場所：出羽庄内国際村
●�募集人数：庄内地方在住の外国
出身者10人（暗唱の部は、最
大５人）

●発表時間：
　＜スピーチの部＞５分～７分
　1,500字程度（テーマ自由）
　＜暗唱の部＞３分～４分
　課題作品あり
●各賞：
　�＜スピーチの部＞大賞１人、優
秀賞１人（参加賞あり）

　�＜暗唱の部＞ベスト暗唱賞１人、
奨励賞１人（参加賞あり）

●募集締切：9/30㈮
■問・応募先：出羽庄内国際村

☎0235-25-3600

高齢者生きがいづくり
マッチングセミナー

令和４年度高齢者生きがいづくり・
生活支援活動人材育成等事業
⑴ 【事前説明会】参加を希望する

活動団体へセミナーの趣旨や内
容の説明を行います。

●日時：10/8㈯ 13:30～15:00
● 場所：遊学館（山形市）または

オンライン
⑵ 【人と人がつながる地域支え合
い活動マッチングセミナー】

　 活動団体と活動に関心のある方々
が、情報交換を通して交流します。

●日時：12/4㈰ 14:00～16:30
●場所：テオトル（三川町）
●定員：100人
【共通事項】
● 対象：①55歳以上の方、②高

齢者の生きがいづくりや地域の
支え合いに関心のある方

● 講師：（一財）とちぎ市民協働研
究会 代表理事 廣瀬隆人氏

●申込締切：⑴10/1㈯
　　　　　　⑵11/27㈰
■ 問・申込み：（公財）県生涯学

習文化財団 学習振興部内 セミ
ナー担当☎023-625-6411

スポ・レク in しょうない
2022

　子どもから大人まで楽しくでき
るスポーツです！
●日時：10/23㈰�受付９:30～
　　　　【開会式】９:45～
●場所：ほたるドーム
●�内容：ニュースポーツ競技（ボッ
チャ、モルック）☆参加賞あり！

●参加費：無料
●申込締切：10/4㈫
※�申込書は問・申込み先のほか、
町内体育施設、各まちづくりセ
ンターにあります。

■問・申込み：総合体育館
☎0234-43-3347

９月20日㈫から鶴岡税務署
庁舎は移転します

●�新所在地：鶴岡市馬場町２番
12号　鶴岡第２地方合同庁舎
２階（下図参照）
■問合せ：鶴岡税務署
　　　　　☎0235-22-1401
　　　　（移転前と変更なし）

鶴岡税務署

荘内病院

旧庁舎

◎鶴岡市役所
鶴岡
公園

県
道
３
４
９
号
線

参加無料　第１回
精神障がい者家族教室

●日時：10/13㈭�13:30～15:40
●場所：
　余目第一まちづくりセンター
●�内容：
　�①講演「こころの病を持つ方の
就労・日中活動について」講師
/相談支援事業所あおぞら�相談
支援専門員
　�②講演「ご家族のストレス対処
法とリラクセーションについ
て」講師/こころの医療センタ
ー�精神科認定看護師
●�対象・定員：精神障がい者を支
えるご家族20人
●申込締切：9/30㈮
■�問・申込み：庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担当
　☎0235-66-4931

９月、10月は自動車点検
整備推進運動強化月間です

　安全確保と環境整備には、クル
マの点検、整備が必
要です。詳しい情報
は右図QRコードから
ご覧ください。
■�問合せ：国土交通省�東北運輸局
山形運輸支局�検査整備保安部門
☎023-686-4711
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