
※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。

日本海総合病院
停電に伴う救急診療制限

　高圧電気設備更新工事のため、
停電が複数回発生します。
　これに伴い、救急診療を一時制
限しますので、緊急の場合は休日
診療所、他の医療機関での受診を
お願いします。
　また、エレベーター・照明・医
療機器等の電源が断続的に停止し
ますので、ご入院、ご面会の方に
もご不便をお掛けいたしますが、
ご了承お願いします。
●停電日時（予定）：
　①3/14㈯ 23:00～3/15㈰ 2:07
　※停電回数 ４回（１分間）
　②3/22㈰ 9:15～13:37
　※ 停電時間 ４回（１分間）、
　　　　　　 ２回（約30分間）
●救急診療の制限：3/22㈰
　　　　　　　　　8:30～14:30
■ 問合せ：日本海総合病院救命救急

センター☎0234-26-2001（代表）

無料法律相談

●日時：3/24㈫ 17:00～20:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：加藤栄弁護士
●受付期間：3/6㈮ 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

各種団体
からのお知らせ

日弁連交通事故無料相談

●日時：3/27㈮ 13:30～16:00
　　　　受付は15:30まで
● 場所：酒田市役所２階まちづく

り推進課
●相談員：尾形稔弁護士
※事前申込不要、当日会場へ。
■�問合せ：山形県弁護士会
　　　　　☎023-635-3648

「自生山菜」の採取・販売等
に関する注意喚起

　これから「自生山菜」の発生時
期を迎えるにあたり、次の事項に
留意してください。
① 「自生山菜」を採取・出荷され

る方は、安全性を確認してから
出荷してください。

② 特に「コシアブラ」は、基準値
を超える事案が発生しているこ
とから、必ず出荷前に放射性物
質検査を実施してください。

③ 直売所等で販売する際は、採取
地や出荷者の検査結果等を確認
してください。

■ 問合せ：庄内総合支庁森林整備
課普及担当☎0235-66-5537

受動喫煙防止対策

　令和２年４月１日から「改正健
康増進法」および「山形県受動喫
煙防止条例」が施行されます。望
まない受動喫煙が生じないよう対
策をして、自身や周りの人たちの
健康を守りましょう。
● 施行内容：企業のオフィス・事

業所、店舗、集落公民館など多
くの人が利用する施設の原則屋
内禁煙。喫煙専用室（国の技術
的基準有）等を設置する場合は
喫煙標識を掲示するなど、受動
喫煙防止のための対応をとるこ
とが義務付けられます。

※ 詳しい情報は各HPをご覧くだ
さい。

【厚生労働省HP】

「 なくそう！望ま
ない受動喫煙」

【県HP】

「山形県
　たばこ対策」

国・県・市町村
からのお知らせ

不動産競売
（鶴岡支部）

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：4/16㈭まで
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所鶴岡支部
●入札期間：4/9㈭～4/16㈭17:00
■ 問合せ：山形地方裁判所鶴岡支

部書記官室執行係
　☎0235-23-6676

弁護士による住まいに関する
無料法律相談

●日時：3/19㈭ 13:30~16:00
●場所：庄内総合支庁
●申込方法：前日まで問合せ先へ
●定員：先着４人
■ 問合せ：県営住宅指定管理者
　㈱西王不動産☎0235-66-3210

学生・ＵＩＪターン
庄内就職説明会

●日時：3/20（金・祝）、3/21㈯
　　　　13:00~16:30
●場所：なの花ホール（三川町）
● 対象：令和３年３月に大学・短

大・高専・専門学校等卒業予定
者、既卒者で未就職の方、ＵＩ
Ｊターン希望者

● 参加企業：庄内地域に就業場所
を有する企業117社（20日60
社、21日57社　完全入替制）

●内容：企業内容全般の説明
■ 問合せ：庄内総合支庁地域産業

経済課☎0235-66-5485

不動産競売
（酒田支部）

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：4/16㈭まで
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所酒田支部
●入札期間：4/9㈭～4/16㈭17:00
■ 問合せ：山形地方裁判所酒田支

部書記官室執行係
　☎0234-23-1246

自動車の検査・登録手続きは
お早めに！

　年度末は自動車の継続検査（車
検）や移転登録（名義変更）、抹
消登録などの手続きが集中し、窓
口が大変混み合います。必要な手
続きはお早めにお済ませください。
● 手続きに必要な書類等：山形

運輸局HPをご利用ください。
（書式も取り出せます）

　  http://wwwtb.mlit.go.jp/
tohoku/yg-index.htm

●ヘルプディスク（手続き案内）：
　山形運輸局☎050-5540-2013
　庄内自動車検査登録事務所
　☎050-5540-2014
（ 開庁日の８時30分～ 17時まで、

自動音声は24時間利用可能）

令和元年の火災・救急状況

●火災・救急の概要：
◇ 令和元年（平成31年１月１日から４月30日まで含む）の庄内町で発生

した火災件数は11件で、前年に比べ６件増加し、救急件数は909件で、
前年に比べ37件の増加でした。

◇ 酒田地区広域行政組合管内で発生した火災の原因は、たき火が一番多く、
次いで溶接機・溶断機、放火・放火の疑いからの出火でした。たき火や
ごみの焼却は原則禁止されています。ルールを守り、みなさんの財産や
大切な自然を火災から守りましょう。また、放火を起こさせないために
家の周りに不用意に可燃物を置かないことや、ごみを指定した時間に出
すなど、地域ぐるみで環境づくりを行ってください。

◇ 重症の傷病者を確実に医療機関へ搬送するため、症状が軽い場合には自
分で早めに医療機関で受診するなど、救急車の適正利用をお願いします。

区　分 R１年 H30年 増　減
建　物 ９ ２ ７
林　野 ０ ０ ０
車　両 ０ １ △１
船　舶 ０ ０ ０
航空機 ０ ０ ０
その他 ２ ２ ０
庄内町 11 ５ ６
酒田市 44 27 17
遊佐町 ５ ３ ２
管内合計 60 35 25

区　分 R１年 H30年 増　減
火　災 11 ４ ７
交　通 43 38 ５

一般負傷 111 118 △７
自損行為
・加害 ８ ３ ５

急病 662 638 24
転院搬送 52 47 ５
その他 22 24 △２
庄内町 909 872 37
酒田市 4,362 4,476 △114
遊佐町 596 624 △28
管外 １ ２ △１
合計 5,868 5,974 △106

令和元年火災件数（前年比較）
〔単位：件〕

令和元年救急件数（前年比較）
〔単位：件〕

■問合せ：酒田地区広域行政組合
　火災：予防課予防指導係
　☎0234-61-7113
　救急：消防署救急係
　☎0234-26-9411

（一財）狩川自彊会
育英資金

● 対象：狩川地区に住所を有し、大
学、短大、専修学校に在学する方

●募集人数：１人（理事会で選考）
●貸付額：40,000円（年４回）
● 返済期間：卒業後４年以内
● 必要書類：育英資金貸与願書、

戸籍謄本、出身学校長の推薦書、
学業成績証、在学証明書または
合格通知書（写し）

●申込期限：3/23㈪
■問・申込み：狩川自彊会
　☎0234-56-2301

庄内町郷土史研究会公開講座
＆会員募集

●日時：3/25㈬ 13:00～15:00
●場所：余目第二公民館
●入場料：無料（申込不要）
●演題：「庄内藩降伏後の庄内」
● 講師：阿部博行氏（山形県地域

史研究協議会常任理事・鶴岡市
史編纂委員）

■ 問合せ：庄内町郷土史研究会事
務局　志田☎0234-42-3205

※ 会員募集中！年会費2,000円。
申込みや問合せは町立図書館へ
（☎0234-43-3039）

第20回復興支援公演
鶴岡太鼓フェスティバル

●日時：3/15㈰ 開演 13:30
●場所：荘銀タクト鶴岡
● 入場券：小学生以下無料、
　中学生以上　前売券1,000円、
　当日券1,200円
■問合せ：あまるめ飛龍太鼓
　☎090-3649-1618（柿崎）

第９回庄内町歌声喫茶

●日時：3/24㈫ 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：庄内町歌声粋き活きク

ラッセの会☎090-5835-2773
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