
※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。

庄内町
からのお知らせ

国・県・市町村
からのお知らせ

みんなで防ごう子ども虐待
11月は児童虐待防止月間

令和元年度 最優秀標語
「189（いちはやく）
　ちいさな命に 待ったなし」
　保護者や同居人による「子ども
への虐待」が深刻な問題となって
います。地域のみなさんが子育て
家庭を見守り、異常にいち早く
「気づく」ことが、虐待の防止に
つながります。
　虐待かな？と思ったらすぐに
「相談・通告」をお願いします。
通告は地域のみなさんの義務です。
（匿名で構いません。通告者が責
任を問われることはありません）
　あなたの「気づき」が子どもた
ちの命を守ります。

※ 出産や子育てに悩んだときも、
ご相談ください。

■ 問合せ：子育て応援課子育て支
援係☎0234-56-3393

英会話喫茶を開催します！

　英会話が好きな方、興味がある
方、一緒に英語に触れてみません
か？初めての方でも大丈夫です。
お気軽にお申込みください。
●日程：第１回 11/19㈫
　　　　第２回 11/26㈫
　　　　第３回 12/3㈫
　　　　第４回 12/10㈫
　　　　第５回 12/17㈫
●時間：19:30～21:00
●場所：余目第二公民館
●講師：ヌール・スルタン氏
●教材費：500円（全５回分）
　※初日にいただきます。
●募集人数：先着15人
●申込締切：11/15㈮
■ 問・申込み：町国際交流協会（企

画情報課まちづくり推進係内）
　☎0234-42-0228

町民節電所結果報告会

●日時：11/16㈯ 10：00～
●場所：余目第四公民館
●内容：☆節電優秀世帯表彰
　　　　☆川柳大賞表彰
※ 庄内町地球温暖化対策地域協議

会事業
■ 問合せ：環境防災課新エネルギ

ー係☎0234-56-3396

自衛官等採用試験案内

募集種目 受付期間（期日） 試験日 試験場所
自衛官候補生
（陸・海・空） 11/9㈯～12/6㈮ 12/15㈰ 神町駐屯地

（東根市）

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒

推
薦 11/29㈮

令和２年１月５日㈰
または１月６日㈪の
内１日

高等工科学校
（神奈川県）

一
般 令和２年１月６日㈪

1次：
令和２年１月18日㈯

鶴岡合同庁舎
（鶴岡市）

2次：
令和２年２月１日㈯

神町駐屯地
（東根市）

自衛隊貸費学生 令和２年１月６日㈪ 令和２年1月25日㈯ 仙台駐屯地
（仙台市）

※高等工科学校生徒受験資格：男子で中卒（見込み含む）17歳未満

秋の火災予防運動実施
（11月９日～ 15日）

【令和元年度全国統一防火標語】
「ひとつずつ　いいね！で確認
　　　　　　　　　　火の用心」
　火災が発生しやすい時季を迎え
ます。次の点に注意して、火災の
ないまちづくりをしましょう。
●命を守る７つのポイント：
【３つの習慣】
・寝たばこは、絶対やめる。
・ ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。
・ ガスこんろなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。
【４つの対策】
・ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火

災警報器を設置し、維持管理する。
・ 寝具、衣類およびカーテンから

の火災を防ぐために、防炎品を
使用する。

・ 火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する。

・ お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制
をつくる。

■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部予防課

　☎0234-61-7113

普通救命講習会

　心肺蘇生など応急手当に関する
講習会を行います。
●日時：12/1㈰ 9:30～12:30
　　　　9:15～受付
●場所：ひらたタウンセンター
●対象：どなたでも
●定員：先着30人程度
● 内容：心肺蘇生法と大出血時の

止血法、窒息時の対応、自動体
外式除細動器（ＡＥＤ）の使い
方（講習終了後、普通救命講習
修了証を交付します。）

●講師：応急手当指導員
●費用：無料
● 持ち物：筆記用具、動きやすい

服装
●申込期限：11/18㈪
● 申込方法：問合せ先または最寄

りの消防署（分署）にある申込
書に記入し提出してください。
消防本部HPからもダウンロー
ドできます。

■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防署☎0234-23-3131

ふるさと納税の対象団体
として指定を受けました

　庄内町は、2020年９月まで、ふ
るさと納税の対象団体として総務
大臣の指定を受けました。今後も
全国から寄附を募り、町の施策に
活用していきます。
■問合せ：企画情報課企画調整係
　　　　　☎0234-42-3571

■ 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

悩みに寄り添う講座
家族関係（夫婦・親子）の問題と解決

●日時：12/10㈫ 10:00～12:00
● 場所：山形市男女共同参画セン

ターファーラ
●講師：東北大学准教授
　　　　若島孔文氏
● 定員：先着30人
●費用：無料
※要申込み
※ 無料託児あり（１歳以上未就学児、

１週間前まで要予約、先着順）
■ 問・申込み：県男女共同参画セ

ンターチェリア☎023-629-7751

借金返済に関する相談窓口

　東北財務局山形財務事務所では、
借金返済でお困りの方の相談窓口
を開設しています。相談員が借金
の状況などを伺い、必要に応じて
専門家に引き継ぎます。相談は秘
密厳守、無料です。お気軽にご相
談ください。
●相談専用電話：
　☎023-641-5201
●受付時間：8:30～16:30
 （土日祝日、年末年始を除く）
■問合せ：山形財務事務所理財課
　　　　　☎023-641-5178

陶芸講座第Ⅱ弾　電動ろくろ
に挑戦！My茶碗を作ろう！

●日時：【全3回】
　①11/30㈯作品成形9:00～12:00
　②1/11㈯釉薬かけ9:00～12:00
　③2/1㈯作品仕上げ9:00～12:00
（ 作品の仕上がり次第で早く終わ

る場合もあります）
●場所：余目第二公民館
● 内容：ご飯茶碗と湯呑み茶碗の

セットを作ります。
● 参加費：1,000円（材料代・焼

成代）お茶菓子代は別途
● 持ち物：エプロン、汚れてもよ

い手ぬぐいかタオル
●定員：12人
●講師：佐藤志保氏（廿六木）
●申込期限：11/20㈬
■問・申込み：余目第二公民館

☎0234-42-2306

庄内空港のダイヤが
改正されました

　変更後のダイヤは10月27日か
ら来年3月28日搭乗分までのダイ
ヤとなります。お仕事やご旅行で
の利用だけでなく、送迎の際にも
発着時間を今一度ご確認ください。
　最新のダイヤ情報は全日空、ジ
ェットスタージャパン、庄内空港
ビルのホームぺージからご確認い
ただけます。
■問合せ：企画情報課企画調整係
　　　　　☎0234-42-3571

マイクロバスの適切な利用

・ 運転手付きのマイクロバスの手
配は、国土交通大臣の許可を受
けたバス会社を利用しましょう。

・ レンタカーのマイクロバスには
運転手は付いていません

・ 違法な白バス（運転手付きの
「白ナンバー」のマイクロバス、
レンタカーと運転手が一緒に提
供されるサービス）を利用して
事故にあった場合、保険の適用
を受けられないことがあります。

■ 問合せ：東北運輸局山形運輸支
局☎023-686-4712

令和元年度介護対応代替職員
確保支援費補助金

● 対象者：県内事業所で、介護休業
制度について、労働規約または就
業規則などに規定している事業主

● 補助対象経費：令和元年9月１
日以降、介護休業取得者の代替
職員として新たに雇用した際の
人件費、または労働派遣事業所
から派遣労働者を受け入れた際
の派遣料

● 補助額：1/2以内（月額上限10
万円　最長3カ月）※予算の範
囲内で先着順

● 受付期限：令和２年１月31日㈮
※詳しくは問合せください。
■ 問合せ：県健康福祉部長寿社会

政策課☎023-630-3120
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