
★�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

１月の納税
町県民税４期　国保税７期

納期限・口座振替日 ： 1/31㈮
※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

１月のナイトサービス
1/27㈪　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。
※２月は27日㈭に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

固定資産税４期　国保税８期

納期限・口座振替日：3/2㈪
２
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	 １件	（４８件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ２人	（５７人）
●物損事故	2７件	（３５１件）
●飲酒運転	 １人	（　２人）

【令和元年累計】

ワンポイント交通安全

2/2㈰、2/9㈰、2/11㈷、
2/16㈰、2/23㈷、2/24振

●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

　これからの季節は、路面の圧雪や凍結での
スリップ事故が起こりやすくなります。スピ
ードの出し過ぎや不十分な車間距離、急ブレ
ーキ等によるものが原因です。車間距離を路
面乾燥時の２倍以上保ち、急激な操作は避け、
スピードを抑えて安全運転で走行しましょう。

2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。

12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 12月

◎町営風力売電量	　　303,260kWh
◎町営風力売電金額	　6,426,079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…期間内は毎日開館します
狩川公民館…期間内は毎日開館します
余目第一公民館…1/23㈭
余目第二公民館…1/27㈪
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…期間内は毎日開館予定です
総合体育館・屋内多目的運動場・第二屋内多目的運動場

…2/3㈪、2/17㈪
図書館本館…毎週月曜日休館
内藤秀因水彩画記念館…毎週月曜日休館、1/27㈪～2/3㈪
図書館分館…期間内は毎日開館します
響ホール…1/27㈪
町湯…2/12㈬
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…毎週火曜日定休、2/17㈪
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休
※�今年度より、北月山荘と風車村は12月～３月、清川歴史公
園は12月～２月まで休館します。

1/21～2/20休館日等のお知らせ
　JA庄内たがわ新余目支所・立川支所、JAあまるめ
から寄贈いただいた地元食材を使用した給食が、町
の幼稚園、小学校、中学校で提供されました。

地場産物を利用した
お楽しみ給食会12/5

　災害時に役立ててもらおうと、同RCの地域奉仕事
業の一環として寄贈されました。コアアルザに常備
され、イベントなどでも使用されます。

余目ロータリークラブ（RC）が
町商工会に発電機を寄贈12/3

　劇団響のメンバーや町民有志が出演し、「インパ
ール作戦」で多くの日本兵の命を救ったといわれる
本町出身の佐藤幸徳中将の物語が公演されました。

12/6-7 響ホール開館20周年記念事業「インパールの空のもと」
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 566.99 519.89 ▲47.10
粗大ごみ 26.24 25.48 ▲0.76

不
燃
ご
み

資源ごみ 20.76 19.72 ▲1.04
埋立ごみ 9.76 8.87 ▲0.89
ペットボトル 2.37 2.24 ▲0.13
合計 626.12 576.20 ▲49.92

前年度比較
４月以降

合計
▲25.25

29.26
▲10.09

1.89
0.06

▲4.13

　暖房機器の使用が多くなる時期に、一人暮らし高
齢者世帯を対象に防火訪問を実施し、火災予防の啓
発と住宅防火対策の普及活動を行いました。

12/8 消防署員と女性消防団員が
防火訪問
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庄内町
からのお知らせ

お金のトラブル
なんでも無料相談会

　借金問題、相続・財産問題から
悪徳商法・契約トラブルなどのご
相談について、行政書士や消費生
活アドバイザーが解決策を見つけ
るお手伝いをさせていただきます。
　個人情報や秘密は厳守します。
●日時：2/1㈯�9:30～12:00
●場所：響ホール
※予約不要、受付順
■問合せ：環境防災課危機管理係
　　　　　☎0234-56-2227

保育園園開放　　　　　　

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。お家の方の
都合に合わせてお越しください。
　この機会にぜひ保育園に遊びに
来てみませんか？

<狩川保育園>
●日時：2/6㈭�9:30～11:00
★�天気が良ければ園庭で雪遊びも
楽しめます。お家の方も一緒に
遊べるよう準備をお願いします。
■問合せ：狩川保育園
　　　　　☎0234-56-2436

◀
余
目
保
育
園
HP

<余目保育園>
　期間中に絵本や
紙芝居、歌などの
イベントもありま
す。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
●日時：2/10㈪～2/14㈮
　　　　※2/11（火・祝）除く
　　　　9:30～11:00
■問合せ：(福)和心　余目保育園
　　　　　☎0234-43-2308

申込み不要！参加費無料！

山形県若者定着奨学金返還
支援事業＜地方創生枠＞募集中

　県と町が連携して日本学生支援
機構の第一種奨学金の返還を支援
します。
●募集人数：県全体で100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年間奨学金の貸与を受け
た場合、支援上限額は48カ
月×26,000円＝1,248,000円

● 申込期限：2/20㈭17:00(必着)
※�支援の条件や申込方法等詳細は、
町や県のホームページをご覧く
ださい。
■ 問・申込み：企画情報課企画調
整係☎0234-42-0155

んまんま教室（離乳食教室）

●日時：1/28㈫�13:30～15:00
●場所：余目保健センター
●�内容：離乳食開始から３回食の
完了までの進め方と試食
●�持ち物：母子健康手帳、３～４
カ月児健診で配布した離乳食テ
キスト
●申込期限：1/27㈪
★�個別での対応も可能です。日程を
調整しますのでご連絡ください。
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-43-0817

第３回家庭教育親子講座
ペンギンの森

　親子で一緒に体を動かして思い
っきりあそびましょう！
●日時：2/16㈰�10:00～11:30
　　　�（9:30～受付）
●場所：響ホール
●対象：３歳以上就学前の親子
　　　　10～15組
●内容：親子で体を使った遊び
　�「パパ・ママあそぼ！あそんで
学んでリフレッシュ！」（講師
／コメっち＊わくわくクラブ　
早坂隼氏）
※参加無料
●申込期限：2/12㈬
■�問・申込み：町中央公民館（社
会教育課社会教育係内）
　☎0234-56-3320

介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査は提出しましたか？

　１月上旬より、対象となる方に
調査票を郵送でお送りしています。
　提出期限が１月17日㈮となっ
ていましたが、まだ、提出いただ
いていない方には、「アンケート
ご協力のお願い」のハガキをお送
りしていますので、調査票同封の
返信用封筒でご返送ください。高
齢者の実態を把握するための大事
な調査です。不明な点は問合せく
ださい。
■�問合せ：保健福祉課高齢者支援
係☎0234-42-0176

第２期庄内北部定住自立圏共生ビジョン（案）のパブリックコメント

●募集期間：1/17㈮～2/6㈭
●�公表資料を閲覧できる場所等：役場総合案内、立川総合支所総合支所係、各学区・地区公民館、響ホール、図書
館、総合体育館、町ホームページ

●意見の提出方法：持参、郵送、FAX、Eメール等
※�詳しくは公表資料をご覧ください。
※�寄せられた意見は、後日公表します。意見の内容以外は公表しません。
※個々の意見に対する直接回答は行いません。
■問・申込み：〒999-7781　庄内町余目字町132-1　企画情報課企画調整係
　　　　　　　☎0234-43-0802　 0234-42-0893　 kikakuchosei@town.shonai.yamagata.jp

おもてなし英会話研修会　受講生募集

　北庄内を訪問する外国人観光客に、気軽に英語でおもてなしをするための研修会を開催します。
●日時：2/9㈰、2/23㈰、3/8㈰　10:00～15:00（全3回）　●場所：酒田市総合文化センター
●対象：①�次年度以降地域通訳案内士養成講座を受講するために英語力のアップを図りたい方
　　　　②北庄内の魅力を外国人観光客に伝えたい方
　　　　③�おもてなしの英会話に興味をお持ちの方、おもてなしの英語力を身につけたい方
●定員：40人程度（応募多数の場合は、書類選考）
●受講料：1,500円　●申込期限：1/31㈮
●�申込方法：申込書に必要事項を記載の上、問い合わせ先に郵送またはFAXで申し込みください
※詳細はホームページをご覧ください。
●主催：酒田市地域創生部交流観光課交流事業係　●共催：商工観光課観光物産係
■�問・申込み：おもてなし英会話研修会事務局（近畿日本ツーリスト東北酒田営業所内）�
　〒998-0828　酒田市あきほ町120-1　イオン酒田南店１階　☎0234-22-7705　 0234-23-1679

まずは必要なものをチェック！ STEP
2

自撮りもお手のもの！

スマートフォンで申請

郵送に比べて
カードの仕上がりが早い！

交付申請書 顔写真データ

必要なもの

パソコン
　　　で申請

交付申請書に
記載の申請書ID
（半角数字23桁）

パソコン

顔写真
データ

必要なもの

あなたは何派？ マイナンバーカード申請方法診断チャート！

交付申請書

証明写真

郵 便
　　　で申請
必要なもの

（6ヶ月以内に撮影したもの）

封筒スマートフォン

スマホを
使いこなしている！

パソコン
作業が得意！

自撮りが
苦手

スマホを
使いこなしている！

パソコン
作業が得意！

自撮りが
苦手

文字を書く
方が得意！
文字を書く
方が得意！

証明用
写真機

操作は
お手のもの

この想
い、

届け～
！

マイナンバーカードをつくりませんか？

＜カードの受取り＞
申請から約１カ月後、「交付通知
書」がご自宅に届きますので、交付
通知書に記載の受取場所に予約のう
え、必要書類を持ってお越しくださ
い。

＜申請をサポートします＞
問合せ先のほかに、２月14日㈮から
実施される申告相談会場でも、マイ
ナンバーカードの申請サポートを行
いますのでご相談ください。

■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

＜マイナンバーカードの申請方法＞

最初の１枚は無料！

１月26日㈰は
文化財防火デー

　昭和24年1月26日に起こった
法隆寺の金堂の火災をきっかけに
「文化財防火デー」が定められ、
全国的に普及啓発事業を展開して
います。文化財は貴重な財産です。
みんなで守っていきましょう。
■�問合せ：社会教育課文化スポー
ツ推進係☎0234-56-3312

雪で遊ぼうin風車村

　雪中宝探し（先着50人）や餅つ
き体験（2/8㈯）、滑り台など冬の
風車村を大満喫しましょう。
●日時：2/8㈯、2/9㈰10:00～12:00
●場所：風車村周辺
※申込不要、参加無料
※�駐車場に限りがありますので乗
り合わせのうえお越しください。
■�問合せ：立川総合支所立川地域
振興係☎0234-56-3361
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※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。
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国・県・市町村
からのお知らせ

無料法律相談

●日時：2/7㈮�13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：薬丸有希子弁護士
●受付期間：1/21㈫～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室

　☎0234-26-5726

庄内町
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

★�求人情報への掲載依頼は、
商工観光課商工労働係（☎0234-42-0138）まで

今号での求人情報はありません。
　令和２年１月６日から、ハローワークのシステムと
ハローワークインターネットサービスが新しくなりま
した。ハローワークインターネットサービス上でも
「求人票」がご覧いただけるようになり、さらに「求
職者マイページ」を開設すれば、お仕事探しがより便
利になります。

レッツクッキング！
絵本に出て来る豆まき

　節分にまつわる絵本とクッキン
グを楽しんでみませんか？�
●日時：2/1㈯�9:30～12:30
●場所：余目第二公民館
●�対象：おおむね小学１年生以上
の児童とその保護者
●定員：先着15組
●�講師：庄内町食生活改善推進員
協議会　工藤むつ子氏
●�内容：節分にまつわる絵本の紹
介、節分向けの簡単に作れるご
ちそうのクッキング、会食
●参加費：１組500円
　※�お子さんが２人以上の場合は、
１人につき200円追加

●�持ち物：エプロン、三角巾、お
てふき、持帰用のタッパー
●申込期間：1/17㈮～1/28㈫
※�準備の都合上、1/29㈬以降に
キャンセルされた場合は参加料
をいただきます。
■問・申込み：町立図書館
　☎0234-43-3039

今年度最後のチャンス
集団健診の追加日程

●日時：2/6㈭�8:00～10:00受付
●場所：余目第二公民館
●�健診項目：特定健診、がん検診
（肺・胃・大腸・前立腺）、肝
炎ウイルス検査
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0148

庄内町淡水魚養殖施設
指定管理者の募集

●施設名：庄内町淡水魚養殖施設
●�業務内容：養殖施設の維持管理、
稚魚・成魚の育成等に関する業
務、利用料金の収受ほか

●�募集要項：農林課および立川総
合支所総合支所係にあります。
また町HPからもダウンロード
できます。詳細については募集
要項でご確認ください。

●申込期限：1/31㈮
■問合せ：農林課農林水産係
　　　　　☎0234-42-0166

１月10日㈮～２月９日㈰は
雪害事故防止強化月間です

【雪下ろし作業８つのポイント】
①�気温が高いときは屋根の雪のゆ
るみに注意
②�ヘルメットを着用し安全な服装
で作業しましょう
③�転落防止のため命綱を使いましょう
④�はしごはしっかり固定しましょう
⑤�使いやすい除雪道具を使いましょう
⑥２人以上で作業しましょう
⑦無理な作業はやめましょう
⑧足場はいつも注意
■�問合せ：県防災くらし安心部防
災危機管理課☎023-630-2231

第15回第６師団音楽まつり

●日時：2/8㈯　①11:00開演
　　　　　　　　②15:00開演
●場所：天童市市民文化会館
●�応募方法：メールまたは往復は
がき（応募多数の場合抽選）

※�詳細は第６師団HP、ポスター、
チラシをご覧ください。

●応募締切：1/22㈬必着
■�問合せ：陸上自衛隊第６師団司
令部広報室☎0237-48-1151
（内線5374）

税務署に提出する
申告書や申請書等について

　税務署に提出する税務関係書類
には、マイナンバーの記載が必要
です。また、提出時には本人確認
書類の提示または写しの添付が必
要です。
　なお、過去の手続等において、
マイナンバーを記載した申告書等
を提出している場合でも、マイナ
ンバーの記載等が必要です。
　詳しくは国税庁ホームページを
ご確認ください。
■問合せ：鶴岡税務署総務課
　　　　　☎0235-22-1401

やまがた緑環境税を
活用してみませんか

　令和２年度山形県みどり豊かな
森林環境づくり推進事業による県
民参加の森づくり活動の募集を行
います。
●支援する活動内容：
　令和２年度中に実施する取組み
　①豊かな森づくり活動
　②自然環境保全活動
　③森や自然とのふれあい活動
　④木に親しむ環境づくり
●募集期間：1/6㈪～2/6㈭
※�令和２年度の予算成立が前提と
なりますのでご了承願います。

■ 問合せ：庄内総合支庁森づくり
推進室☎0235-66-5524

小学生～高校生のための
春休み海外研修交流事業

●�内容：ホームステイ、英語研修、
文化交流、地域見学など

●�研修先：イギリス、オーストラ
リア、カナダ、サイパンなど

●�日程：3/25㈬～4/5㈰のうち
　　　　6～11日間
●対象：小学３年生～高校３年生
※各項目ともコースにより異なる
●申込期限：1/31㈮
■ 問合せ・資料請求：（公財）国際
青少年研修協会

　☎03-6417-9721

第４回
おいしい鶴岡食の映画祭

●日時：1/24㈮～1/30㈭
●場所：鶴岡まちなかキネマ
●�内容：食に関する映画上映（４
作品）、食と映画を楽しむイベ
ント（1/25㈯、1/26㈰）

●�料金：前売券各作品1,000円
（当日200円増し）

■ 問合せ：つるおか食文化映画祭
実行委員会事務局（鶴岡まちな
かキネマ内）☎0235-35-1228

歩行型除雪機による
事故を防ごう！

　除雪機を使う際には、正しく、
安全に作業を行ってください。
①人がいるときは使わない
②エンジンを掛けたまま離れない
③�雪詰まりを取り除くときはエン
ジンを止めて雪かき棒を使う

④後進するときは後方注意
■問合せ：除雪機安全協議会
（（一社）日本農業機械工業会内）
　☎03-3433-0415

あそぼの日
豆まき会

●日時：2/3㈪�10:45～11:15
●場所：子育て支援センター
● 対象：お子さんとお家の方
● 内容：節分のおはなし、豆まき
ごっこ
※申込不要
※�豆まき会の前後は自由に遊べま
す。
■問合せ：子育て支援センター
　☎0234-42-2268
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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

2/12
（毎月第２水曜日）

今田　幸雄
吉田　健一

●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

2/4
（毎月第１火曜日）

秋庭　道雄
佐々木真澄

●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。

2/13㈭ 19:00～
2/28㈮ 15:00～

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。

ヘルスメイトによる
“生活習慣病予防講座”

●日時：1/24㈮�10:00～14:00
●場所：余目保健センター
●�内容：「毎日健康に過ごすため
のコツとは？」の話、「おいし
く減塩」クッキング
●�持ち物：エプロン、三角巾、米
1/2合、みそ汁50cc程度（測
定用）
●参加費：350円
●定員：先着20人
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-43-0817


