
★�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。
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母子健康手帳交付日
＜日時＞ 毎週月曜日／13：00～16：00
　　　　毎週火曜日／ 9：00～12：00
＜場所＞ 余目保健センター
★�上記以外でも事前連絡で随時交付します。（土日祝日、年末年始
を除く）※平成31年４月から、余目保健センターのみでの交付と
なりました。
■問合せ：余目保健センター☎0234-42-0147

２月の納税
固定資産税４期　国保税８期
納期限・口座振替日 ： 3/2㈪

※前日までに残高の確認と入金をお願いします。

■問合せ：税務町民課納税係
　　　　�☎0234−42−0136
　　　　　　　　�42−0137

２月のナイトサービス
2/27㈭　17:15～19:00

　毎月27日（休日の場合は別に定めた日）に夜間窓口で
税金やガス・水道料金等を納付いただけるように、会計室
でナイトサービスを実施しています。
※３月は27日㈮に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

国保税９期

納期限・口座振替日：3/31㈫
３
月

庄内町交通事故発生状況

酒田市休日診療所　診療日

●発生件数	 ４件	（　４件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ７人	（　７人）
●物損事故	1９件	（　１９件）
●飲酒運転	 １人	（　１人）

【令和２年累計】

ワンポイント交通安全

3/１㈰、3/８㈰、3/１5㈰、
3/20㈷、3/22㈰、3/29㈰

●診察受付時間：8:30～11:30
　　　　　　　�13:00～16:30
●場所：酒田市船場町二丁目1-31
　　　　市民健康センター別館
■問合せ：☎0234−21−5225（診療日のみ）
※�平日は酒田市健康課健康係
　☎0234−24−5733（8:30～17:15）へ

　冬道は早めの行動をし、スリップによる追
突事故防止のため車間距離を十分にとり、ス
ピードを落として慎重な運転を心がけましょう。
　これからは道路環境が変化する時期です。
雪が解け、車がスピードを出しやすくなる一
方で、夜間から朝にかけての凍結路面にも注
意しましょう。

3月

・急病や軽いけがのときにお越しください。
・保険証を忘れずにお持ちください。

  １ 月

庄内町のごみ量（単位：ｔ）

■問合せ：環境防災課環境係☎0234-56-2909
※ごみの量は、家庭系と事業系の一般廃棄物合計量です。

町営風車稼働状況  １月

◎町営風力売電量	　　２68,７60kWh
◎町営風力売電金額	　5,695,024円
■問合せ：環境防災課新エネルギー係
　　　　　☎0234-56-3396

＜1500kW×1基＞

立谷沢公民館…期間内は毎日開館します
　　　　　　　※開館日も17:15以降は事前予約が必要
清川公民館…3/15㈰
狩川公民館…期間内は毎日開館します
余目第一公民館…3/16㈪
余目第二公民館…3/17㈫
余目第三公民館…期間内は毎日開館します
余目第四公民館…3/19㈭※館内床、窓清掃日
総合体育館・屋内多目的運動場・第二屋内多目的運動場
　　　　　　　　　　　　　　　　　…3/2㈪、3/16㈪
図書館本館…3/20㈷、毎週月曜日休館
内藤秀因水彩画記念館…3/20㈷、毎週月曜日休館
図書館分館…期間内は毎日開館します
響ホール…2/25㈫
町湯…3/11㈬
クラッセ…期間内は毎日営業します
なんでもバザールあっでば…期間内は毎日営業します
レストランやくけっちゃーの…3/16㈪、毎週火曜日定休
カフェ余目製パン…3/18㈬、毎週火曜日定休
清川歴史公園…3/1㈰から開館（食堂は3/7㈯から）。毎週月
曜日（祝日の場合は翌平日）休館。
※�今年度より、北月山荘と風車村は12月～３月まで休館。

２/21～３/20休館日等のお知らせ
　町グリーン・ツーリズム推進協議会が山形大学農
学部の学生たちに地域課題を提起し、グループワーク
を行いました。29日には成果発表会を開催しました。

山大生と白熱した議論
グリーン・ツーリズムの課題検討1/15

　災害のない１年にしたい。令和最初の消防出初式
が立川中学校周辺で行われ、消防団員350人が参加
し、誓いも新たに堂々の分列行進等を行いました。

威風堂々の分列行進
庄内町消防出初式１/12

　地域の活性化に協力したいという首都圏在住者の
グループと意見交換を行いました。今後の「関係人
口」「移住定住」の拡大に期待したいものです。

1/17 庄内町を応援したい
関係人口の拡大に向けて

年度及び
増減

ごみ種類　　

平成
30年度
（Ａ）

令和
元年度
（Ｂ）

増減
（Ｂ－Ａ)

もやすごみ 465.45 512.61 47.16
粗大ごみ 22.11 23.39 1.28

不
燃
ご
み

資源ごみ 18.96 17.79 ▲1.17
埋立ごみ 8.33 9.76 1.43
ペットボトル 3.68 4.09 0.41
合計 518.53 567.64 49.11

前年度比較
４月以降

合計
21.91
30.54

▲11.26
3.32
0.47

44.98

　「ファッション造形基礎」を選択している３年生19
人が、講師の佐藤恵美さん(常万)から縫い方のコツや
アドバイスをもらいながら刺し子に挑戦しました。

1/17 庄内総合高校
庄内刺し子を学ぶ

12月
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庄内町からの
お知らせ

第111回収蔵品展「道」
＆新収蔵品展

　「道」をテーマに内藤秀因の描
いた水彩画約40点を展示します。
また、平成29年から平成31年に
かけて、当館で新たに寄贈を受け
た小林功氏、樋渡浩氏による作品
計7点を併せて展示します。
⃝期間：3/8㈰まで
　　　（月曜日休館）
⃝開館時間：9:00～18:00
　　　　　（土日は17:00閉館）
●場所：内藤秀因水彩画記念館
⃝入館料：無料
■ 問合せ：町立図書館・内藤秀因
水彩画記念館☎0234-43-3039�

北月山自然景観交流施設の
清掃業務員を募集します

⃝期間：4/1㈬～11/30㈪
⃝�作業場所：庄内町北月山自然景観
交流施設（月の沢温泉北月山荘）

⃝募集人数：若干名
⃝業務内容及び業務形態
(1)��業務内容：屋内清掃業務およ
びその他北月山自然景観交流
施設管理人補助業務

(2)作業時間　シフト制による
　①～③いずれかの時間帯
　①��8:30～11:30
　②16:30～18:30
　③��8:30～11:30
　　16:30～18:30
※�作業量に応じた手数料をお支払
いします。
⃝応募条件：町在住の健康な方
⃝�提出書類：履歴書（写真添付。
市販の履歴書で可）
⃝応募締切：2/28㈮
■ 問・応募先：立川総合支所立川
地域振興係☎0234-56-2213

立谷沢出張所内の
テナントを募集します

　立谷沢出張所内の空き部屋（旧
理容室）を利用しませんか。
●場所：立谷沢出張所　１階
●面積：20.7㎡（ポーチ含む）
● 費用：共益費、建物使用料、土
地使用料、電気料等のほか、必
要な備品等は利用者が準備する。
（令和元年度費用実績：共益費
8,250円/月、建物使用料260円
/月、土地使用料298円/年、電
気料約4,000円/月）

■問合せ：立谷沢出張所
　　　　　☎0234-59-2211

農林漁業体験実習館
令和２年度早期申込受付

　令和２年度に農林漁業体験実習
館の利用を希望する町内PTAやス
ポーツ少年団等、各種団体の早期
利用申込を受付します。
●受付期間：2/25㈫～3/6㈮
●�申込方法：「農林漁業体験実
習館利用許可申請書」を提出
（FAX可）してください。
※�同じ日程で団体が重複した場合
は調整会議を行います。
　☆日時：3/13㈮�19:00～
　☆場所：ウインドーム立川
※４月１日㈬からは、町内外を問
わず随時受付します。ご利用の１
週間前まで申込書の提出をお願い
します。
■�問・申込み：立川総合支所立川
地域振興係(ウインドーム立川）
　☎0234-56-3361�
　 0234-56-3350
※４月１日㈬より使用料・宿泊料
を改定します。
　町民宿泊料：高校生以下900円
　（一泊）　　一般　　1,500円

令和２年度健康診査意向調査書
の提出はお済みですか？

　各世帯へ令和２年度健康診査
意向調査書を配布し、２月３日㈪
に回収は終了していますが、調査
書の提出がまだの世帯は、保健福
祉課健康推進係（余目保健センタ
ー・立川総合支所）に直接提出し
てください。電話での申込みも可
能です。
※�庄内町国民健康保険に加入の
40歳～74歳の方は、町の特定
健康診査にお申込みください。
※�町のがん検診は無料です。
※�65歳以上の方は、肺がん(結核)
検診を年１回受けましょう。
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0148(余目)
　　　☎0234-56-2904(立川)

　山形県グラウンドゴルフ協会よ
り、狩川公民館に低学年用グラウ
ンド・ゴルフクラブ40本、室内
用ボール19個など約20万円相当
を寄附していただきました。

ヨガで心とからだを
整えましょう

　妊婦さんと子育て中の方、一緒
に楽しみましょう。
●日時：3/6㈮�10:00～11:40　
　　　（9:45～受付）
●場所：余目保健センター
●内容：ヨガ（中村朱先生）
　妊婦さんと先輩ママとの情報交換�
●�対象：プレママ（予定日がR２
年４月～９月までの妊婦さん）、
興味のある子育て中の方

●�持ち物：タオル・水分補給用飲
み物※ヨガマットは準備します

●参加費：100円（茶菓子代含む）
●託児：無料　若干名（先着順）
●�申込期限：2/28㈮
※�プレママカフェ(産前産後サポ
ート事業)・きらきらファミリ
ーセミナー共催事業です。

■ 問・申込み：▶プレママは保
健福祉課健康推進係☎0234-
42-0147▶子育て中の方は子
育て支援センター☎0234-42-
2268

山形県若者定着奨学金返還
支援事業<市町村連携枠>募集

　県と町が連携して、日本学生支
援機構第一種・第二種奨学金の返
還を支援します。
●募集人数：４人
●�返還支援額：令和２年４月以降
に奨学金の貸与を受けた月数×
26,000円が上限
例�）4年間奨学金の支援を受けた
場合、支援上限額は48カ月×
26,000円＝1,248,000円
●�申込期間：2/25㈫～4/27㈪
17:00(必着)
※�支援の条件や申込方法等詳細は、
町のHPをご覧ください。
■�問・申込み：企画情報課企画調
整係☎0234-42-0155

庄内町グリーン・ツーリズム推進協議会主催
身近な観光資源発掘セミナー

　あなたのお家に使っていないお部屋や趣味でやっている畑などはありま
せんか？もしかすると、それらが未来の“観光資源”になるかもしれません！
　このセミナーでは、庄内町内外で実際にご自分の家などで民泊・観光農
園などに関わる方々に実体験をお話いただくほか、「じゃらん」を運営す
るリクルートライフスタイルより遠山祐基氏をお招きして体験・アクティ
ビティのトレンドや体験ツアーの作り方を伺い、身近な観光資源発掘の秘
訣に迫ります。
●日時：2/29㈯�13:30~　●場所：コアアルザ　●金額：無料
● 対象：�グリーン・ツーリズムに興味のある方、農家の方、空き部屋など

を活用したい方、副業がしたい方など
●内容：①�パネルディスカッション：「わたしたちはこうして始めた！民

泊・観光農園」▶�パネリスト：志藤一枝氏（朝日町「だいちゃ
ん農園」）、高橋紀子氏（�庄内町「はらぺこファーム」�）、佐
藤裕太氏（庄内町「mokkehouse」）、押切のり子氏（庄内町
グリーン・ツーリズム推進協議会会員）

　　　　②�講演会＆ワークショップ：「身近なものが観光拠点に？！自分
で作れる体験・アクティビティ」

　　　　　登壇者：�㈱リクルートライフスタイルじゃらん
　　　　　　　　　リサーチセンターエリアプロデューサー　遠山祐基氏
■問合せ：町観光協会☎0234-42-2922　 �0234-49-6422

2020.2.15 ◎ 2◎3 2020.2.15 ※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。

家族介護慰労金支給事業

�ご自宅で次の①～③のすべてに
該当する方を介護している同一世
帯の方に、90日間につき６万円
（年間最大24万円）を支給します。
①�重度（要介護４、または要介護
５）の介護認定を受けている方、
またはそれに相当する（ほぼ寝
たきりの状態で食事、着替など
生活全般に介助が必要な状態）
高齢者の方

②�町民税非課税世帯で介護保険料
を滞納していない世帯の方（生
活保護受給者を除く）

③�90日間（入院した期間を除
く）で介護保険サービスの利用
が15日以内の方

■問合せ：保健福祉課高齢者支援係
　　　　　�☎0234-42-0176

　旧東田川郡区親睦チャリティゴ
ルフコンペ実行委員会（実行委員
長　大滝正博氏）より、運営費残
金やペナルティなど総額98,988
円を寄附していただきました。

　余目女子ミニバスケットボール
スポーツ少年団より、町で同少年
団が毎年開催している大会（梅木
杯）で、町の物産販売を行った売
上金14,001円を寄附していただ
きました。

▶
内
藤
秀
因
「
伊
豆
山
」

ご寄附ありがとうございます



国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

亀ノ尾の里資料館企画展
「亀治のひな人形1,000体展」

　庄内地方で古くから愛されて
いる色鮮やかな土人形（鵜渡川原
人形・鶴岡土人形など）がみなさ
んをお迎えします。展示室では旧
十六合村の旧家、石川文右衛門家、
石川藤次郎家、旧大和村の旧家、
奥山重右衞門家のお雛様など、江
戸時代の「古今雛」や「次郎左衛門
雛」、庄内地方ではめずらしい「裃
雛」などを展示します。
●期間：2/28㈮～4/3㈮
●時間：9:00～21:00
※3/19㈭は17:00～21:00
●入館料：無料
■�問合せ：和合の里を創る会事務
局（余目第四公民館内）

　☎0234-44-2162
山形ワークフェス㏌東京

(合同企業説明会)

●日時：3/7㈯�11:00～16:00
　　　　3/8㈰�11:30～16:00
●場所：新宿エルタワー（東京都）
●�参加企業：各日70社予定
●�対象：2021年３月卒業予定の学
生、既卒者、ＵＩＪターン希望者
　※事前参加申込み不要
■�問合せ：山形県商工労働部雇用
対策課☎023-630-2375

所得税の確定申告等を
する方へ

　国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」では、画面の
案内に従って金額等を入力するこ
とで確定申告書等を作成できます。
　また、マイナンバーカードとマ
イナンバーカード対応スマホをお
持ちの方は、スマートフォンを利
用して確定申告書を作成・送信す
ることができます。
※マイナンバーの記載が必要です。
●申告・納税期限：
▶�所得税及び復興特別所得税・贈
与税は３月16日㈪まで
▶�個人事業者の消費税は３月31
日㈫まで
※�納税（贈与税を除きます）は、
口座振替が便利です。

▪申告書作成会場を開設します。
●�期間：2/17㈪～3/16㈪（土
日・祝日を除く）
　10:00～16:00
●�会場：エスモール２階
※�税務署には申告書作成会場を設
置していませんのでご注意くだ
さい。
■問合せ：鶴岡税務署
　　　　　☎0235-22-1401

求職者の生活
就労相談ダイヤル

●�期日：2/27㈭～2/29㈯
　　　　10:00～17:00
●�相談内容：求職者の生活や住ま
い、就職活動に関するに関する
悩みなど
●�相談方法：事前申込み不要、当
日お電話下さい。☎0800-800-
7867(フリーダイヤル)
■ 問合せ：山形県求職者総合支援
センター☎0800-800-7867

令和２年度酒田地区広域行政
組合会計年度任用職員の登録

●職種：事務員
●�雇用期間：１年度以内（ただし
選考により再度の任用あり）

●勤務時間：月曜~金曜
　　　　　　9:00～16:00
●�勤務地：
　消防本部（平田総合支所）
　事務局管理課（ごみ処理施設）
●�申込方法：履歴書(写真添付)を
希望する勤務地へ本人が持参。
（郵送不可)

●�受付：随時。４月当初からの雇
用を希望する方は、３月６日㈮
をめどに登録をしてください。

●�その他：詳しくは当組合HPを
参照するかお問合せください。

■�問合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部予防課

　☎0234-61-7119

助け合いの地域づくり勉強会

　住み慣れた地域で安心して暮ら
していくためには、今後どんな地
域づくりが必要か、一緒に考えて
みませんか？地域づくりの進め方、
高齢者や子どもへの支援等が学べ
ます。お気軽にお申込みください。
●日時：3/10㈫�13:30～
●場所：余目第四公民館　
●�内容：講演「行政に頼らない地
域づくり(仮)」

　�講師：特定非営利活動法人きら
りよしじまネットワーク

　事務局長　髙橋由和氏
■�問・申込み：町社会福祉協議会
総務福祉課福祉係

　☎0234-56-3373

無料法律相談

●日時：3/6㈮�13:00～16:00　●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人　●相談員：藤井正寿弁護士
●受付期間：2/25㈫�8:30～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり推進課市民相談室☎0234-26-5726

聴こえのサポーター学習会
聴覚障がい者への筆記通訳

●�日時：2/28㈮、3/6㈮、
�　　　��3/13㈮�18:30~20:00
●場所：酒田市役所フリースペース
●�持ち物：筆記用具
●申込期限：2/25㈫
■ 問・申込み：ばんけの会
　☎090-3120-3663(菅原）

東北公益文科大学
図書館の開館日

●開館時間：
　〈平日〉10:00～18:00
　〈土日〉��9:00～16:30
●�休館：2/17㈪~2/27㈭、3/1
㈰、3/8㈰、3/15㈰

■ 問合せ：東北公益文科大学図書
館☎0234-41-1177

くらしの無料相談所

●�日時：2/29㈯�9:30~12:00
●場所：酒田市交流広場
●�内容：借金、相続、悪徳商法ト
ラブル、成年後見人制度の活用

●費用：無料
■ 問合せ：NPO法人ライフサポ
ート庄内☎0234-33-4378

生活なんでも相談ダイヤル

●�日時：2/27㈭～2/29㈯　
　　　　10:00~17:00
●�内容：生活全般に関する悩みや
困りごと

●費用：無料
■ 問・相談先：生活あんしんネッ
トやまがた☎0120-39-6029
　　　　　（フリーダイヤル）

Facebookで
情報発信しています！

ページへの「いい
ね！」や記事のシェア
をぜひお願いします。
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庄内町社会福祉協議会
心配ごと相談所開設日

余目心配ごと相談所

3/11
（毎月第２水曜日）

田澤　富雄
池田　博史

●時間：13:30～16:00
●場所：立川老人福祉センター
■問合せ：☎0234−56−3373

立川心配ごと相談所

3/3
（毎月第１火曜日）

佐藤　昭一
水尾　理恵

●時間：13:30～16:00
●場所：余目老人福祉センター
■問合せ：☎0234−43−3066

※�都合により相談員が変わる場合が
あります。
　�どんな相談にも応じていますので
気軽にご相談ください。また、電話
による相談も受け付けています。

総合体育館
トレーニング室利用者講習会

●場所：総合体育館研修室
■問合せ：総合体育館
　　　　�☎0234−43−3347

※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。

3/17㈫ 19:00～
3/31㈫ 15:00～

お詫びと訂正
　広報しょうない２月１日号８ページの新酒まつ
り2020前売券販売場所に誤りがありました。

正：後藤初太郎商店アピア店
誤：伊藤初太郎商店アピア店

　20ページ「まちの人口と世帯数」中、男性の
前月比　正：(－12人)　誤：(＋12人)　でした。

訂正してお詫びします。

★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）

事業所名（住所・電話） 職種・求人数 勤務時間 賃金 面接

庄内町社会福祉協議会
介護センターほほえみ
庄内町余目字大塚1-2
☎0234-45-0585
契約社員の採用は
４月１日から

訪問介護
契約社員１名
応募締切：２月28日㈮必着

8：30～17：15
または

6：00～22：00
の間の８時間程

137,900円
～

143,810円

連
絡
し
ま
す

訪問介護員
パート２名

8：30～15：30
または

6：00～22：00
の間の６時間程

時給
920円～
1,020円

随
時

庄内町余目ふれあいホー
ム実施組織　愛康会
庄内町家根合字菖蒲島11
ふれあいホーム家根合内
☎0234-42-1805

【就業場所】ふれあいホーム払田

学童保育支援員
契約社員１名
小・中・高・幼稚園教諭、
保育士、放課後児童支援
員の資格のいずれかを有
する

11：00～19：00
(月～金の平日)

11：00～19：00
�7：00～15：00
(学校休校日は
シフト制)

月給
174,000円
令和２年３
月31日まで
以降１年毎
の契約更新

随
時

㈱庄内ゴルフ倶楽部
庄内町狩川字小堤8-21
☎0234-56-3322

接客業
パート２名

10：00～15：00
9：30～14：30
の間の４時間以上

時給
850円

随
時


