
※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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弁護士による無料法律相談

●日時：7/24㈬ 13:30～15:30
●場所：立川老人福祉センター
● 内容：法律相談（相続・金銭・

土地・賃借など）
● 申込期間：7/16㈫～7/22㈪ 

9:00～17:00※土日を除く
●申込方法：電話または来所
●定員：先着４人（１人30分以内）
■ 問・申込み：町社会福祉協議会

総務福祉課福祉係（立川老人福祉
センター内）☎0234-56-3373

各種団体
からのお知らせ

目指せ海の事故ゼロへ！

　海水浴の際は、定められた海水
浴場や期間を守り遊泳しましょう。
海上保安庁への緊急通報は118番
　山形県の海に関する事故事例に
ついては、問合せください。
■問合せ：酒田海上保安部交通課
　　　　　☎0234-24-0055

未来の海上保安官募集中！

第3回庄内町歌声喫茶

●日時：7/23㈫ 19:00 ～
●場所：やくけっちゃーの
● 内容：ピアノにあわせてみん

なで歌う集いの場
● 参加費：500円（お茶菓子代

など）
■ 問合せ：庄内町歌声喫茶活

い
き

粋
い

きクラッセの会
　☎090-5835-2773

第４回
トラフグ放流体験in庄内浜

●日時：7月下旬 10:00～11:00
●場所：吹浦漁港（遊佐町）
●募集：親子50人程度
●参加費：無料
● 申込期限：7/12㈮※日程は申

込まれた方にお伝えします。
■�問合せ：庄内総合支庁水産振興

課☎0234-24-6045

ハローワーク学生就職面接会

●日時：7/10㈬ 13:00～16:30
●会場：山形ビッグウイング
●�参加企業：県内に本社または就

業場所を有する企業140社程度
● 対象：令和2年3月に大学、短

大、専修学校、高専を卒業予定
の学生（卒業後3年以内の既卒
者含む）

■ 問合せ：山形労働局職業安定部
職業安定課☎023-626-6109
県 商 工 労 働 部 雇 用 対 策 課 ☎
023-630-2711または県内各
ハローワーク

自衛官採用試験案内

①航空学生
●1次試験日：9/16㈪
●試験会場：鶴岡合同庁舎
②一般曹候補生
● 1次試験日：9/21㈯（都合が

つかない者のみ9/20、9/22）
●試験会場：鶴岡合同庁舎
●2次試験日：10/11㈮～
　　　　　　　　　　10/16㈬
●試験会場：神町駐屯地
③自衛官候補生(男子･女子)
● 筆記試験日：9/21㈯（都合が

つかない者のみ9/20、9/22）
●試験会場：鶴岡合同庁舎
● 口述・身体検査：9/27㈮～
　　　　　　　　　　10/2㈬
●試験会場：神町駐屯地
【共通事項】
●申込期日：9/6㈮まで
※試験会場は予定となります。
■ 問合せ：防衛省自衛隊山形地

方協力本部鶴岡出張所
　☎0235-22-0466

じろで庄内2019
参加者募集中

●開催日：9/8㈰
●主会場：道の駅庄内みかわ
● 内容：庄内一円を自転車で走行

するサイクリングイベント
● 申込期限：7/31㈬（インター

ネット申込みのみ）
● コース・参加費：

国・県・市町村
からのお知らせ

無料法律相談

●日時：7/23㈫ 17:00～20:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：新井野裕司
●受付期間：7/5㈮～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

日弁連交通事故無料相談

●日時：7/26㈮ 13:30～16:00
● 場所：酒田市役所２階まちづく

り推進課
●弁護士：加藤栄
※申込不要
■�問合せ：山形県弁護士会
　　　　　☎023-635-3648

大人の体力テスト参加者募集

●日時：7/22㈪ 19:00～
　　　【受付】18:30～
●場所：町総合体育館
●参加料：無料
● 服装：運動に適した服装、内履き
● 対象：平成31年４月１日現在

の満年齢で20歳～64歳の方
● 種目：握力、上体起こし、長座

体前屈、反復横とび、20ｍシ
ャトルラン、立ち幅とび

●申込期限：7/16㈫
■ 問・申込み：町総合体育館
　　　　　　  ☎0234-43-3347

情報公開・開示状況の公表

　情報公開・個人情報保護条例
に基づき、酒田地区広域行政組合
における平成30年度の情報公開
制度および個人情報保護制度の
運用状況を公表します。
【 平成30年度情報公開条例に基
づく情報公開】

●実施機関：管理者
●請求件数：3件
● 公開請求の内容：職員の懲戒

処分など
●公開：1件
●一部公開：2件
●不服申し立て状況：0件
※ 管理者には、事務局、消防本部、

消防署の組織が属します。
※ 管理者以外の実施機関には、議

会、監査委員がありますが、公
開請求はありませんでした。

【 平成30年度個人情報保護条例
に基づく情報開示】

　各実施機関とも、開示請求はあ
りませんでした。
■ 問合せ：酒田地区広域行政組

合管理課管理係
　☎0234-31-2882

ひとりで悩んでいませんか？

　相談窓口にお気軽にご相談くだ
さい。
【一般相談】日常生活の中で抱え
る様々な悩みや不安、近隣社会で
起こる色々な問題を、女性相談員
があなたと一緒に考え、解決への
糸口を見つけるお手伝いをします。
●相談方法：電話・面談
● 相談日・時間：
　火～金曜日 9:00～17：00 
　土日祝日 13:00～17:00
【男性ほっとライン】（男性専用）
一人で仕事や人間関係の悩みを抱
えていませんか。男性相談員があ
なたの悩みをお聞きします。
●相談方法：電話
●相談日・時間：
　毎月第１・第２・第３水曜日
　19:00～21:00
● 相談窓口：山形県男女共同参画

センターチェリア一般相談専用
☎023-629-8007男性ほっと
ライン専用☎023-646-1181

庄内町
からのお知らせ

夏休み親子下水道教室

●日時：8/2㈮ 9:00～12:00
●会場：庄内浄化センター
● 内容：ビデオ鑑賞、施設見学、

顕微鏡による微生物の観察、工
作（風力発電工作）

● 対象：庄内町・酒田市・鶴岡
市・三川町に在住の小学4～6
年生の児童と保護者20組（先
着順）

●参加費：無料
●申込期限：7/23㈫
■ 問・申込み：企業課下水道係
　　　　　　  ☎0234-42-0181

★下水道係からのお願い
下水道は、わたしたちが安全
で快適な暮らしをおくるため
の施設です。未接続世帯の方
は早期の接続をお願いします。

荘内地方町村会　庄内3町
交流事業支援助成金制度

　庄内町、三川町および遊佐町の
町民や町内の事業所職員等の交流
を進め、庄内地域の活性化に資す
るため、3町の町民等が組織する
団体で3町の町民等を対象として
実施する交流事業に助成します。
● 対象団体：3人以上の町民等で

組織され、主に庄内3町を活動
場所とする団体

● 対象事業：自主的かつ主体的に
企画・実施する、3町の町民等
を対象とした、交流を促す事業
で計画および予算が適正と認め
られる事業

●助成上限：1団体20,000円
※詳細等ご相談の上、申請ください。
●申請締切：7/26㈮
■ 問・申請先：総務課総務係
　　　　　☎0234-42-0128

すてっぷひろば

　発達が気になるお子さんを対象
に、親子で体育館や遊戯スペース
で自由に遊べる場です。
●日時：7/28㈰ 10:00～11:30
●場所：県立鳥海学園(遊佐町)
●費用：無料　●予約：不要
■問合せ：鳥海学園
　　　　　☎0234-75-3334

210km
（ロングライドコース） 10,000円

130km
（ミドルコース） 8,000円

70km
（ショートコース） 7,000円

■ 問・申込み：じろで庄内実行委
員会（㈱庄交コーポレーション
庄交トラベル事業部）

　☎0235-24-2550

　海上保安大学校、海上保安学校、
有資格者採用試験日程などをＱＲ
コードに掲載していま
す。ご不明な点はお気
軽に問合せください。 
■ 問合せ：酒田海上保安部管理課

☎0234-22-1831


