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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。

無料法律相談

●日時：9/24㈫ 17:00～20:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：東海林正樹弁護士
●受付期間：9/6㈮～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

自衛官等採用試験案内（令和2年3・4月採用予定）

募集種目 受付期間 試験日 試験場所
（予定）

防衛大学校学生（推薦）
9/5㈭～
9/9㈪

9/28㈯、9/29㈰
防衛大学校

（横須賀市）防衛大学校学生
（総合選抜）

1次：9/28㈯
2次：11/2㈯、11/3㈰

防衛大学校学生（一般）

9/5㈭～
9/30㈪

1次：11/9㈯、11/10㈰ 鶴岡市
勤労者会館

2次：12/10㈫～
12/14㈯の指定された日

仙台駐屯地
（仙台市）

防衛医科大学校
医学教育部医学科学生

1次：10/26㈯、10/27㈰ 山形地方
合同庁舎

2次：12/11㈬～
12/13㈮の指定された日

防衛医科大学
校（所沢市）

防衛医科大学校医学教
育部看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

1次：10/19㈯ 鶴岡合同庁舎
2次：11/30㈯、12/1㈰
の指定された日

仙台駐屯地
（仙台市）

自衛官候補生 9/7㈯～
11/8㈮ 11/16㈯ 神町駐屯地

（東根市）

■ 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

つるようの子どもたちと
一緒に活動しませんか？

　鶴岡養護学校に通う子どもたち
が居住地区ごとに活動する「居住
地交流活動」に参加するボランテ
ィアを募集しています。本校ＨＰ
に掲載中の各地区の日程をご覧の
上、参加を希望される方は随時問
合せください。
●対象：関心のある方どなたでも
■問合せ：鶴岡養護学校
　　　　　☎0235-24-5995

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：9/29㈰ 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

消防フェスティバル開催

　消防、救急、救助について見て・
聞いて・楽しみながら体験できます。
●日時：9/8㈰ 10:00～15：00
●場所：酒田市体育館
● 内容：はしご車搭乗体験、放水

体験、救急体験など
●対象：どなたでも
●費用：無料
■ 問合せ：酒田地区広域行政組合消

防本部予防課☎0234-61-7113
新規里親相談会の開催

●日時：①村山地区
　　　　9/8㈰ 10:00~16:00
　　　　②最上地区
　　　　9/22㈰ 10:00~16:00
　　　　③置賜地区
　　　　9/29㈰ 10:00~16:00
　　　　④庄内地区
　　　　10/27㈰ 10:00~16:00
※他地区の会場へ参加もできます。
● 会場：①山形市総合福祉センタ

ー②新庄市市民プラザ③米沢市
すこやかセンター④酒田市交流
ひろば

● 内容：里親となって子どもの養
育を希望する方に、里親の役割
となるまでの流れについて、担
当者が説明し相談を受けます。

● 申込期限：各会場相談日の前日
まで子ども家庭支援センターチ
ェリーへ。当日参加も可能です。

■ 問・申込み：子ども家庭支援
センターチェリー☎0237-84-
7111、県子育て推進部子ども
家庭課☎023-630-2260

やまがた健康づくり大賞
候補者募集！

　健康づくりに積極的に取組む企
業や地域団体等を顕彰します。
● 対象：健康経営部門
　　　　地域団体部門
※ 企業や地域団体等が自ら発案し

た取組みを対象としているため、
国や自治体などから受託した事
業は対象となりません。

● 応募方法：自薦または他薦。他
薦の場合は市町村、保健所、全
国健康保険協会山形支部、健康
保険組合連合会山形連合会など
からの推薦となります。

●申込期限：9/30㈪
※詳細は問合せください
■ 問合せ：県健康福祉部健康づく

り推進課☎023-630-2313

国・県・市町村
からのお知らせ

庄内町
からのお知らせ

令和２年産「つや姫」生産者
「雪若丸」生産組織募集

●申請期限：9/13㈮
　 ※農協または米穀集荷業者、生

産組織等を通じて申請する場合
は、各団体の締切日を確認くだ
さい。

●申請書の提出先：
　【つや姫】町農林課
　【雪若丸】 庄内総合支庁
　　　　　  農業技術普及課
● 認定要件：水田経営面積や栽培

方法、販売方法などの要件を満
たす必要があります。

■�問合せ：庄内総合支庁農業技術
普及課☎0235-64-2103

　農林課農産係☎0234-42-0169

特別展「山の色、里の色
―うつろいゆく風景―」

　山形にゆかりのある若手作家の
吉田祐子氏と土井友希子氏による
作品を紹介します。
●期間：9/29㈰まで(月曜休館)
●開館時間：9:00～19:00
　　　　　（土日は17:00閉館）
●会場：内藤秀因水彩画記念館
● 内容：個人制作による作品およ

び共同制作された新作をあわせ
て約40点展示

●入館料：無料
※同時開催：第110回収蔵品展
■ 問合せ：町立図書館・内藤秀因

水彩画記念館☎0234-43-3039

大人の映画館Ⅱ
上映作品「カンゾー先生」（129分）

　‘98カンヌ国際映画祭特別招待
作品。監督は今村昌平。出演は柄
本明、麻生久美子、松坂慶子ほか。
●日時：9/25㈬
　　　　①9:30～　②13:30～
●場所：余目第一公民館
●入場：無料　※申込不要
■問合せ：余目第一公民館
　　　　　☎0234-42-2019

建物を取り壊したら
届け出をお願いします

　建物に対する固定資産税は、毎
年１月１日に現存する建物の所有
者に課税されますが、年の途中で
取り壊した建物は翌年度から課税
されません。また、一部を取り壊
した場合も、減少した面積分が減
額されます。
　建物を取り壊す時は、届け出を
お願いします。届け出があった建
物は、職員が現地確認を行います。
【登記済の建物を取り壊した場合】
　法務局で滅失登記の申請をして
ください。
【未登記の建物を取り壊した場合】
　取り壊し後（予定を含む）、
「家屋の取壊し申告書」を提出し
てください。
※ 申告書は、税務町民課資産税係

と立川総合支所総合支所係にあ
ります。また、町ＨＰからダウ
ンロードもできます。

【次に該当の場合も連絡ください】
① 建物を新築・増築をしたとき

（風除室やサンルームを含む）
② 登記されていない建物を売買・

贈与したとき
■問合せ：税務町民課資産税係
　　　　　☎0234-42-0139
　　　　　☎0234-42-0141

　男女共同参画への理解を深める
ため、チェリア登録団体の活動発
表や交流などを行います。
●日時：9/29㈰ 9:00～16:00
●場所：文翔館（山形市）
● テーマ：～あなたと私　違いを

力に変えていく～
● 内容：【講演会】「自立して生き

るということ」ノンフィクショ
ン作家　吉永みち子氏

　 【にぎわいコーナー】だがしや
楽校、ちがいがわかる男のコー
ヒーコーナー、山形シネマクラ
ブ公開映写会ほか

　 【ワークショップ、展示発表】
様々なワークショップ・展示が
あります。

　※ 詳細はＨＰをご覧ください。
●参加費：無料
● その他：講演会、ワークショ

ッ プ の 一 部（ 先 着 順 ）、 託 児
（9/19㈭まで）は、事前申込み
が必要です。

■ 問・申込み：
　 県男女共同参画セン

ターチェリア
　☎023-629-7751

チェリアフェスティバル山形
2019

体験！見えない、
見えにくい世界

　第３回「来て、見て、さわって、
やってみて」～体験！見えない、
見えにくい世界～を開催します。
●日時：9/23（月・祝）
　　　　13:00～15:00
●場所：霞城セントラル（山形市）
● 内容：点字を書いてみよう、触

れて感じる「点字と点図の世
界」、マッサージでリラックス、
理科実験教室、３Ｄプリンター
で作ってみよう、見えない世界
を歩いてみようなど

●参加費：無料　※申込み不要
■問合せ：県立山形盲学校
　　　　　☎023-672-4116

吉田祐子「過ぎてゆく時をみつめる」

公式ＨＰ▲


