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特集

水害に
備えて
自分のいのちを守るのは
自分自身です
近 年︑全 国 各 地 で こ れ ま で に
な い 規 模 の 豪 雨 な ど が 発 生 し︑
内水氾濫︑河川洪水︑土砂災害な
ど 甚 大 な 被 害 が 生 じ て い ま す︒
本市は鳥海山麓をはじめとし
た 山 間 部︑市 街 地 や 農 地 な ど の
平 野 部︑河 口 か ら 日 本 海 に 面 し
た 沿 岸 部 に 加 え て︑県 内 唯 一 の
離島となる飛島という自然豊か
な地形と特性で構成されていま
す︒し か し︑豊 か な 地 形 で あ る
た め に︑さ ま ざ ま な 自 然 災 害 が
発生するリスクがあります︒
自 分 を 守 り︑家 族 や 地 域 で 助
け 合 え る よ う︑ど の よ う な リ ス
ク が あ る の か を 知 り﹁今﹂か ら
備えてみませんか︒
市危機管理課危機管理係
☎26 5
‑701

市街地の河川の周辺
「河川洪水」のリスク
市街地の
周囲より低い場所など
「内水氾濫」のリスク

急傾斜地や渓流の付近「土砂災害」のリスク
山間部などの中小河川「河川洪水」のリスク

大河川の周囲「河川洪水」のリスク
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水害に備えて
特集

●中小河川の洪水の特徴
山間部を流れる中小河川︵荒

本市は県内を流れる赤川︑最
上川の河口部に位 置しま す︒両

●河川洪水は雨がやんだあとも
注意が必要です

臼ヶ沢

▲平成30年8月6日 最上川増水時の様子

水 害リスクを 知り 備える

瀬川水系︑日光川水系や相沢川
水系︶は︑流域面積が狭いため︑

河川とも源 流から河口まで距 離
が長 く︑特に最 上川は河口部ま
で約２２９キロ㍍もの距離を流れ

▲過去の荒瀬川増水時の様子

河川洪水に備える
●大河川の洪水の特徴
大 河 川︵赤 川︑最 上 川 な ど︶
は流域面積が広く河川を流れる
上 流 地 域に降った 雨が河 川に集
まるまでの時 間が短 く 勾 配が比
較 的 急です︒河 川の幅が狭い場

2.20m 14.00m

水の量が多いため︑ひとたび川が
あふれたり堤 防が決 壊したりす
所では流れが速 く なりやすいた

水防団待機水位

氾濫注意
水位

氾濫注意水位

水 位 の 上 昇

2021.8.2

私の街さかた

酒田市広報
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水防団待機 1.40m 13.00m
水位

●水防団が待機する目安となる水位

2.80m 16.20m

●河川の氾濫の発生を注意する水位
●水防団が出動して水防活動を始める目安となる水位

避難判断
水位

避難判断水位

ると︑大 量の氾 濫 水で堤 防 周 辺
の家 屋が押し流される恐れがあ
ります︒また氾濫が発生すると

8月5日から6日明け方にかけて本市
（大沢）や最上地方で総雨量300㎜
を超える雨が降った結果、本市で雨
がやんだあとも水位が上昇しました。

3.00m 16.50m

●市町村からの避難情報が発表される目安となる水位

成

午前9時 3.45ｍ（氾濫危険水位超過）

氾濫危険
水位

氾濫危険水位

ているので︑県内各地での降雨に
よる水位上昇の危険があります︒
皆 さん︑覚 えていま す か︒平
年８月５日 午 後から６日 明

め︑大 雨が降ると短 時 間のう ち
に急 激な水 位 上 昇が起こりやす
いという特徴があります︒

午前6時 2.90ｍ

下瀬

観測所名

け方にかけて庄 内や最 上を中 心
に発 生 した 記 録 的 大 雨の際 も︑

3.17ｍ（氾濫危険水位超過）
正午

●河川が氾濫する恐れのある水位
●安全に避難するために避難を始めるべき水位

最 上川 中 流 地 域の雨 水が流れて
きた明け方以降︑最上川の水位

6日
午前3時 2.14ｍ

が上 昇し氾 濫 危 険 水 位 を 超 え︑
本 市で避 難 指 示が発 令されまし
た︒雨がやんだあ とも 河川 水 位
はすぐには下がらないということ
を 忘れずに︑避 難 情 報の発 令が
解除になってから行動することが
大切です︒

5日
午後9時 0.89ｍ

（最上川の一例）

避難の目安となる水位と、避難情報の種類
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平成30年8月5日〜6日
したせ
最上川河口付近水位（下瀬観測所）

浸水地域も広範囲にわたり︑場
所によっては浸水した状態が長期
間継続する恐れもあります︒

▲平成30年8月6日 最上川増水時の様子

内水氾濫に備える

◎内水氾濫とは？
大雨で排水が追いつかない場合
や︑川の増 水で雨 水が排 水しき

れない場 合に内 水 氾 濫が発 生し
ま す︒流れは速 くはあ りません

が︑周 囲より 土 地が低い場 所ほ
ど水が集まりやすく︑道路冠水︑

床上・床下浸水が発生する恐れ
があります︒
●集 中 豪 雨など短 時 間のうちに

局所的に降ると発生しやすい

●河 川 洪 水と比べ降 雨から浸 水
被 害が発 生 するまでの時 間がと
ても短い
●河 川から離れた場 所でも浸 水

被害が発生する

▲令和2年9月 浜田一丁目付近の様子

１時間の雨量と水害発生状況の目安
やや強い雨

（10ミリ㍍〜 20ミリ㍍）
地面一面に水たまり
ができ、
雨の音で話し声
がよく聞き取れなくなり
ます。
長雨になりそうなと
きは注意が必要です。

▲平成30年8月 北俣土砂被害の様子
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土砂災害に備える

土 砂 災 害 とは︑地 表の土 砂や
岩 が 崩 れ 落 ち る な どの︑大 雨︑

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響
と重力によってゆっくりと斜面下方に移動
する現象のこと。
一般的に地面が大きなか
たまりのまま滑ることで広い範囲で甚大な被
害が発生する恐れがあります。
前兆／●沢や井戸水が濁る ●山の斜面
に地割れができる ●山の斜面から水が湧
き出している

猛烈な雨により、
息苦し
くなるような圧迫感があり
ます。
雨による大規模な災
害の発生する恐れが強く
厳重な注意が必要です。

豪 雨 時に起 きやすい災 害で︑山
間 部やがけ 地 付 近︑渓 流 沿いな

山腹、
川底の石や土砂が長雨や集中豪雨
などによって一気に下流へと押し流されるも
の。
規模によっては一瞬のうちに人家などを
押し流してしまいます。
前兆／●急に川の水が濁り、
流木が混ざり
始める ●雨が続いても川の水位が下がっ
てくる ●山鳴りが聞こえる

滝のような雨です。水しぶきで辺
り一面が白っぽくなり、視界が悪くな
ります。
マンホールから水が噴出する
など多くの災害が発生する可能性
があります。

どで発 生 する危 険 性が高 くなり
ま す︒特に生 命 または身 体に危
害 が 生 じる 恐 れが あ る 区 域や︑

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱
め、
雨や地震などの影響によって急激に山の
斜面が崩れ落ちること。
がけ崩れは、
突発的
に起きるため、
人家の近くで起きると逃げ遅
れる人も多いので早めの避難が必要です。
前兆／●がけに複数の割れ目が見える
●がけから水が湧き出しているのが見える
●がけから小石が落ちてくる

猛烈な雨

（80ミリ㍍以上）

建 物が損 壊 する恐れがある区 域

地すべり

バケツをひっくり返し
たような雨です。土 砂
崩れ・がけ崩れが起き
やすくなります。

非常に激しい雨

（50ミリ㍍〜 80ミリ㍍）

などは︑土砂災害警戒区域︑土
砂災害特別警戒区域に指定され
ており︑より 一 層の注 意が必 要

土石流

土砂降りの雨です。傘
をさしていても濡れてしまう
ほどです。側溝や下水、小
さな川があふれ、小規模
のがけ崩れが始まります。

激しい雨

（30ミリ㍍〜 50ミリ㍍）

です︒

がけ崩れ

強い雨

（20ミリ㍍〜 30ミリ㍍）

特集

水害に備えて

色が塗られていなくても、周りと比べて低い
土地や崖のそばなどに住んでいる方は、本
市からの避難情報を参考に必要に応じて
避難。

いいえ

はい

災害の危険があるので、原則として自宅の
外に避難が必要です。
※ハザードマップについては６ページを参照してください︒

浸水の危険があっても、
● 洪水により家屋が倒壊または崩落してし
まう恐れの高い区域の外側である。
● 浸水する深さよりも高いところにいる。
● 浸水しても水が引くまで、水や食料など
の備えが十分にある。
この全てにあてはまる場合は自宅に留まり
安全を確保することも可能です。

例外

自分または一緒に避難する方は避難に時
間がかかりますか？
いいえ

はい

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親
戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親
戚や知人はいますか？
はい

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル４で避難
安全な親戚や知人宅
に避難。
（日頃から相談してお
きましょう）

警戒レベル３で避難
指定緊急避難場所
に避難。

警戒レベル３で避難
安 全な親 戚や知 人
宅に避難。
（日頃から相談してお
きましょう）

住んでいる 地 域のリスクを 知り 備える

洪水ハザードマップを確認して、家がある場
所は浸水想定区域になっていますか？

あなたがとるべき行動は？

避難行動判定フロー

警戒レベル４で避難
指定緊急避難場所
に避難。

警戒レベルとは？ −レベル４で危険な場所から全員避難−
警戒レベル

皆さんがとるべき行動

市が発令する情報
き ん きゅうあ ん ぜ ん かくほ
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命を守る
最善の行動

4

危険な
場所から
全員避難

3

危険な場所から
高齢者などは避難

2

ハザードマップなどで
避難経路等を再確認

1

最新情報に注意

緊急安全確保
ひ

な

ん し じ

避難指示
こ う れ い し ゃ とう ひ な ん

高齢者等避難

気象庁や山形県などの情報（警戒レベル相当情報）

大雨特別警報

氾濫発生情報

土砂災害警戒
情報

氾濫危険情報

大雨警報

氾濫警戒情報
洪水警報
氾濫注意情報
洪水注意報

◆市の警戒レベル
（避難情報）
の発令は警戒レベル相当情報（河川や雨の情報）
のほか、地域の土地や災害実績なども踏まえ総合的に
判断をして発令するため、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。
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拡大

普 段 はＡＭ・ＦＭラジオ として
放 送を聞 くことができ︑避 難 情

●日向川・荒瀬川
（下流・左） ● 相沢川

防災行政無線

緊急速報

防災無線テレフォン
サービスもあります

メール
テレビ・ラジオ

▲山形地方気象台

▲キキクル
（気象庁）

酒田市

山形県

▲市防災情報

▲山形県河川・砂防情報

◆現 在︑市 内の一部で受 信でき

ない地 域があ りま すが全 地 域で
受 信できるよう 令 和３年 度 内に
整備を行います︒

◆入荷状況によって機種が異なります。

◆受 信 状 況 を 確 認 したい方へ試
験機の貸し出しを行っていますの

三共工事㈱（北新橋二丁目）··································· 22‑8844
㈲庄内電工（東大町三丁目）··································· 26‑2380
㈱チャンピオン（四ツ興野）······································· 23‑1333
ホームセンタームサシ酒田店（泉町）················· 33‑0634
酒田エフエム放送㈱（中町二丁目）····················· 21‑3788
庄内みどり農業協同組合生活特産課（藤塚）······ 33‑1071
㈱セフティ両羽（船場町一丁目）····························· 23‑8290
㈱ハムシステム庄内（両羽町）······························ 24‑3422
酒田市職員福祉対策協議会売店（市役所地下１階）···· 26‑5006

で︑問い合わせてください︒
市危機管理課危機管理係 ☎
２６ ５‑７０１

取り扱い店

大 雨・洪 水・土 砂 災 害 情 報
防 災 気 象 情 報の 主 な 入 手 先

▲国土交通省防災
情報提供センター

▲市ハザードマップは
こちらから

自 分で 備 え る ︱ 情 報 収 集 ︱

気 象 情 報や水 位 情 報などの情
報 収 集 を 日 頃 から 行 うことで︑

報などの緊 急 的な放 送は自 動で
受信して大音量で流れます︒

● 田沢川

●日向川・荒瀬川
（上流・右） ● 小牧川

自動で防災情報が鳴る防災
ラジオを販売しています

洪 水ハザードマップ︵災 害 予 測 地 図や被 害 想 定 図︶はもしも堤 防か

風で飛ばされそ うな物 を 家の中
へしま うなど被 害 を 未 然に防 ぐ

● 最上川・新井田川・赤川

情 報 収 集は日 頃から

ら水があふれたり︑堤 防が決 壊したりした場 合︑浸 水 する高さや︑
浸水被害が３日以上続き孤立する可能性のある区域や避難場所など

市役所４階危機管理課、
各総合支所で以下の河川の洪水ハザードマップ
を配布しています。また、
市ホームページでも確認することができます。

洪水ハザードマップを活用しましょう

の情報を地図上に明示しています︒

全部で
7種類

▲さかたまっぷ

☎24-6551

対象／市内に住所または事業所
を有する方
費用／２千２００円

浸水する恐れのある
地区の避難方向

● 京田川

▲ヤフー防災速報

ことができ ま す︒また避 難 情 報
が出るより も 前に︑あらかじめ
避難の準備ができます︒

避難場所や洪水ハザードマップ︑内水氾濫マップなどが
確認できる﹁さかたまっぷ﹂を利用してください

さかたまっぷとはパソコンやスマートフォンで本 市の地 図
にさまざまな行政サービスなどを位置情報として重ねて
表示できるシステムです︒

洪水時指定
緊急避難場所
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水害に備えて
特集

非 常 持 出 品・備 蓄 品
―
―

❶
W
TE
IN

自 分で 備 え る
災害が発生したとき︑物流やライフライン︵電気︑水道︑ガスなど︶
が停止し利用できなくなる可能性に備える必要があります︒避難場
所には十分な食料や備蓄品があるわけではありません︒自分や家族
を守るためにも日頃から用意しておくことが大切です︒

実際にライフラインが止まった
ら どのよ う なことに 困 るのか︑

非常備蓄品

避 難 す ると きに持 ち 出 す 最
小限の必需だと思うものをあら

非常持ち出し品

かじめ備えて準備しましょう︒

普段の生活の中でも意識してカ
セットコンロやカセットボンベなど
を各自で備えることが大切です︒

何かあったときに困らないよう
日常で使いながら
無理なく備えています

防災や避難所運営について女性も積
極的に参画することの大切さについ
て学ぶ︑女性防災リーダー養成講座
に参加した渡会さんに﹁家庭での備
え﹂についてお話を聞きました︒

渡会 恵子 さん

ア 用 の コ ン ロ や ラ ン タ ン も 災 害時
に役立ちそうですよね︒レジャーで
使いながらも︑非常時にもすぐ使う
ことができるように備えています︒

家庭でその他に準備しておいた方が
いいことはありますか
家族全員が一緒に行動していると
きに災害が発生した場合はみんなで
避難ができますが︑災害はいつ発生
するかわからないですよね︒万が一
の時は︑集合場所を決めていて︑ま
た実際に避難先までの移動の練習も
しています︒皆さんも家庭で避難方
法やどこを集合場所にするかを事前
に決めてみてはいかがでしょうか︒

▲自宅で備えている物の一例

水や食料など２日分は最低限
持ち出せるよう準備が必要です︒

備える

避難するときに両手が使える
よ う リュックに入 れてお き︑玄

防災向けの保存食などを備
蓄しておくことも大切なこと
ですが、
普段から少し多めに
食材、加工品、
レトルト食品
などを買っておき、使ったら
使った分だけ新しく買い足し
ていくことで、
一定数の食料
などを備蓄する方法（ローリ
ングストック法）
があります。

RV
IE

家庭で備えているものを
教えてください
東日本大震災で停電により電気が
使えなかった時︑これまで災害に
遭ったことがなかったので︑当時は
避難所にいくという発想はありませ
んでした︒ガスと水道は使えたので
自宅で過ごしましたが︑子どもがま
だ小さかったので食料の確保が大変
だったことを覚えています︒この体
験から食料については︑ローリング
ストック法を実践しています︒いつ
も食べている食品や使用している消
耗品を一定数ストックし︑日常で使
い減ったら買い足す︒この方法だと
非常時でもいつもの暮らしに近い食
品などが食べられるので︑ストレス
を減らすことができるのではないか
と思っています︒また最近はキャン
プなどアウトドアの流行により︑さ
まざまな商品がありますがアウトド

2021.8.2
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日常的に
使う
使った分を
買い足す

非常用

関や車のトランクなどに分 散し
て保管するなどしましょう︒

備蓄って
忘れがちだけど
いい方法ないの？

避 難 が 必 要 と 感 じ たら 迷 わ
ず 避 難 を し ま しょう︒浸 水 す

安全に避難するには早めの
避難行動をしましょう

せん︒安全が確認できれば親戚
や知人の家や自宅の２階︑また

避 難 先は市 が 指 定 する小 中
学 校やコミセンだけではあ り ま

あらかじめ避難する先を
考えておきましょう

―

る前に避 難が完 了していること
が望ましいです︒
はホテルや旅 館などの宿 泊 施 設
などで安全を確保することも避
難行動の１つです︒親戚や知人

災害時に地域で支え合うには
日頃からの近所でのつながり
が大切です

自治会単位で防災訓練に取り組んで
いる東平田地区関自治会会長の後藤
さんにお話を聞きました︒
12

避難
―

周 囲 が 浸 水 してから 避 難 す
ることはとても危険です︒浸水
がひざ上になると徒歩による避

の方と普段から事前に相談して

関自治会は約 年前から消防団
と協力して安否確認訓練や避難訓
練などを実施しています︒また︑
女性消防団の方から指導を受け︑
避難所でも役立つ応急手当や新聞
紙で簡易スリッパの作成や応急担
架の作成などを行い災害に備えて
います︒東平田地区では各自治会
で 防 災 訓 練 を 実施しています︒コ
ミュニティ振興会単位での防災訓練
を行うと︑各自治会からの参加者が
少なくなってしまったり︑参加者同
士遠慮して自発的な動きが取れなか
ったりすることがあります︒その点
各自治体で訓練内容を考えて実施す
ることで︑各地域が自分ごととして
訓練を計画し実施することができて
いるのではないでしょうか︒
一昨年に発生した地震では一人
暮らしの高齢者の安否確認を速や
かに行うことができたのは︑普段
から繰り返し訓練をしていたこと︑
地 域 内 で 人 と 人 と の つ な が り がで

関自治会長 後藤

金弥 さん

きていたからだと思っています︒
関自治会は高齢者も多く︑市の
指定避難所まで行くのが難しい人
も多いです︒そのため︑災害発生
時には近所で助け合い自治会館に
避難するようにしています︒自治
会では非常食や水などを備えて災
害初期を乗り切る準備をしていま
す︒また非常食の更新を行うとき
には皆で実際に食べて非常時の体
験もしています︒各家庭で備えて
いると思っていますが︑自治会で
も備えていることが安心感につな
がると考えています︒

▲自治会館での訓練

8
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自 分で 備 え る

難 は 困 難 で す︒自 宅 や 近 く の

地域で
助け合い
ましょう

高齢者の方や障がいのあ
る 方︑妊 婦や 乳 幼 児 な ど
が周囲にいる場合︑早めの
声 掛 けや一 緒に避 難 する
など︑逃げ遅れる人がいな
いように助け合い地域内で
連携することも大切です︒

で避難することが困難な人
たちの支援をお願いします︒

さんの周囲で︑災害時に自力

自分の備えができたら︑皆

おきましょう︒

垂直避難

頑丈な建物の２階以上へ移動す
る垂直避難などしましょう︒

山の斜面から離れた部屋へ

特集

水害に備えて

要配慮者の方を対象とした早期避難支援制度
大雨や台風などの災害発生が予想される場合に高齢者などの早期避難を支援するために宿泊費と往路
交通費の一部を支援します。
対

次の要件に該当する方①
象 市内に居住する方のうち、
高齢者
（65歳以上）②障がい
（児）
者 ③妊婦 ④乳
幼児 ⑤①〜④の介助者および保護者
（１人のみ）
（上限１万
補助内容 宿泊費と往路交通費の合計の３分の２
円）
を補助金として支給
市専用窓口
（災害発
利用方法 市が受け入れを決定した後に、
生時の専用電話）
へ ☎２６-５７００

◆ホテル・旅館への自主避難・早期避難受け入れ開
始は市で決定し、
テレビ・ラジオの報道や市ホーム
ページ、
市公式フェイスブックなどでお知らせします。
◆利用申込時点における、
ホテル・旅館の空室数が
利用の上限となるので、
利用できない場合もあります。
◆利用手順については、市ホームページまたは市危
機管理課危機管理係へ問い合わせてください。
【⑴で受入可の場合】
⑵ホテル・旅館の空室を利用し避難

市内ホテル・旅館

早期避難対応ホテル・旅館
●ホテルリッチ＆ガーデン酒田
（若竹町一丁目）

要配慮者

大雨や台風などの
災害発生が
予測される場合に
受入開始

●ホテルイン酒田
（あきほ町）

●さかたセントラルホテル
（中央東町）
●月のホテル
（幸町一丁目）

⑴利用申込

酒田市役所
（専用窓口）
☎26-5700

●若葉旅館
（本町二丁目）

⑶補助金申請

出前講座を利用して
防災について学んでみませんか
本市の災害の特性と災害が発生したときの対処
法、自主防災の取り組みなどについて説明します。
災害一般編、風水害編（土砂災害を含む）
、地震・津波
災害編、マイ・タイムライン（防災行動計画）作成編

▲出前講座の様子

備えは今日からできます

各 地で甚 大な被 害 を 起こ
している水 害ですが︑残 念な

がら大雨が降らないようにす
ることはできません︒

また︑
近年における山形県
内の大雨被害として︑
平成
年 8 月や令 和 2 年 7 月の最

上川 中 流 域で発 生した河川

氾 濫について記 憶されている
方が多いと思われます ︒その
際︑
本市は軽微な被害で済み

ましたが︑
実際は大規模な災
害 が 発 生 す る 一 歩 手 前 だっ

たかもしれません︒
つまり︑
こ
れからは災 害が必 ず 起 きる
という前提の下に備えること

が重要で︑
事前に危機に備え
ることで自分に降りかかるリ

2021.8.2

スクを軽減することができま
す︒また︑﹁これまで被害がな
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かったから大丈夫﹂と考えず︑
ためらわずに避 難して︑その
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避難が空振りだったとしても
﹁ 被 害にあ わ ず 幸 運 だった ﹂
と思う心構えが大切です︒

災害に備え︑
自分や家族の
命を守るためにも︑今一度︑各

家庭で話し合ってみませんか︒
9
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新型コロナウイルスワクチン
の説明書について
問 市新型コロナウイルスワクチン
予約・相談窓口 ０１２０ ３６２ ３-５０

新型コロナウイルスワクチンの
説明書は、市内の接種会場で配布
しています。事前に確認する場合
は左記で確認できます。
場所／市役所１階コロナワクチン
接種相談窓口
（ファイザー社

◆現在、本市の集団接種、個別接
種で使用しているワクチンはファ
イザー社製です。

新型コロナワクチン接種証
明書（ワクチンパスポート）
の発行を開始しました
問 市民課住民係 ☎２６ ５-７２３

対象／本市の接種券で同ワクチン
を接種し、海外に渡航予定のある
方▼費用／無料
申し込み／パスポート、接種券ま
たはマイナンバーが確認できる書
類、接種済証を持参し市役所１階

生理用品サポート事業を実施します

の影響が長引く中、経済的な困窮
のほか、家庭の事情など何らかの
理由で生理用品を用意することが

新型コロナウイルス感染症拡大

職員の対応など十分に配慮して配
布します。また名前や住所などは
聞きません。

などの提示による受け取りや女性

問 市子育て支援課子育て支援係 ☎２６ ５-７３４

難しい方へ、生理用品の配布支援

◆小中学校では、学校により配布
数や配布方法が異なります。

◆小中学校、高等学校では生理用
ショーツも配布します。

を行います。
対象者／本市市民、市内学校に通

う児童生徒および学生で希望する方
配布する生理用品／生理用ナプキ
ン１パック

配布場所／市役所（子育て支援課、
福祉課、まちづくり推進課）
、各

総合支所、市民健康センター、交
流ひろば、小中学校、高等学校、
大学など、専門学校、学童保育所、
社会福祉協議会、子ども食堂
受け取り方法／
・公共施設で申し出るか配布場所
に置いているチラシやカードを窓
口の職員に渡してください（チラ
シやカードの画像の提示でも可）
。
・学校では、養護教諭や事務室職
員に受け取りの希望を伝えてくだ
さい。
配布期間／７月中旬～（在庫がな
くなり次第終了）

◆公共施設では、意思表示カード

▲公共施設の窓口に設置するカード

▲厚生労働省
ホームページ
・明らかに発熱している人（通常37.5℃以上）
予防接種を
・重い急性疾患にかかっている人
受けること
・本ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある人
ができない方
・その他、医師が不適当な状態と判断した人

製のみ）
、下記
厚生労働省ホー

副反応

・主な副反応は、注射した部分の痛み、発熱、頭痛、関
節や筋肉の痛み、疲労、寒気など
・まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィ
ラキシー
・ごくまれに軽症の心筋炎や心膜炎
・新しい種類のワクチンのため、明らかになっていない
症状が出る可能性がある。

市民課住民係へ
・抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固
障害のある人
・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免
疫不全症の方がいる人
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾
患のある人
・過去に予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱や全
予防接種を 身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
受けるに当 ・過去にけいれんを起こしたことがある人
たり注意が ・本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそ
必要な方
れがある人
・妊娠中、または妊娠している可能性がある方、授乳さ
れている方は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてく
ださい
・本ワクチンには、これまでのワクチンでは使用された
ことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で
過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種
前の診察時に必ず医師へ伝えてください

7

効果

・新型コロナウイルス感染症の発症予防（発症予防効果
約95％）
・現時点では感染予防効果は十分には明らかになってい
ない
・十分な免疫ができるのは、２回目の接種を受けてから
７日程度経って以降

ムページ
新型コロナワクチン
（ファイザー社製）
予防接種についての説明書
（抜粋）
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未就学のきょうだいの内、
第2子を1/2に軽減

きょうだいの年齢制限なく、
第2子を1/3に軽減

第3子以降の保育料軽減

未就学のきょうだいの内、
第3子以降が無料

きょうだいの年齢制限なく、
第3子以降が無料

令和３年９月１日から保育料負担軽減策を拡充します

料を軽減しています（保護者と生
計を一にする場合に限る）
。
②国の基準では、①の基準内の第
２子は半額、第３子以降は無料に

第2子の保育料軽減

なります。本市では、第２子は１
／３の保育料に軽減、第３子以降
は無料にしています。

きょうだいの年齢制限なし

問 市子育て支援課保育支援係 ☎２６ ５-７３５

3歳～5歳児

本 市が行っている保 育 料の独 自
の負担軽減策

未就学のきょうだいのみ

現在、本市では、認可保育所、

認定こども園、地域型保育事業の
保育料について、次の３つの施策
で負担を軽減しています。

●施策１ 国基準保育料からの軽減
国が設定している保育料から減

額し、市独自の保育料を設定して
います。

●施策２ 保育料の階層を細分化し

保育料計算する場合の
きょうだい範囲

る方は、手続きが必要です。詳し

80,000円
104,000円

軽減

国が設定している保育料の階層
（８区分）を市独自に細分化（

区分）
し、
負担軽減を図っています。

●施策３ 多子世帯に対する保育料
の負担軽減、保育料を計算する上
でのきょうだいの年齢制限の撤廃
保育料を計算する上でのきょう

だいの人数（以下、
多子カウント）
によって、
保育料を軽減しています。
①国の基準では、就学前の子ども
のみを多子カウントの対象として
います（１号認定の場合は、小学
３年生以下が対象 ）
。本市では、
多子カウントの年齢制限を撤廃し
て、第１子の年齢に関係なく保育

きょうだいの人数による保育料の軽減について

令和元年 月から幼児教育・保

◆ひとり親世帯等以外で標準時間利用した場合の利用者負担(月額)を掲載しています。
第2子、ひとり親世帯等や短時間利用の場合の利用者負担額は市ホームページをご覧ください。
◆保育料の算出は、8月までは令和2年度市区町村民税所得割課税額で、9月以降は令和3年度同課税額で行います。

育の無償化が始まり、主に３歳児〜
くは利用している施設を通して案
５歳児の子どもの幼稚園、保育所、 内します。
認定こども園などの利用者負担金

61,000円

（以下、保育料）が無償化されて
います。本市では、令和３年９月

44,500円

から山形県が実施する「保育料の
無償化に向けた段階的負担軽減事

30,000円

酒田市の軽減基準

国の軽減基準

既に無償化
0円
0円
0円
0円
38,000円
44,500円
49,000円
51,000円
71,000円
15,000円
19,500円
26,000円
30,000円
38,000円
44,500円
49,000円
51,000円
71,000円
19,500円

業」と連携して加算を行い、０歳
児〜２歳児の子どもの保育料の負
担軽減を実施します。
既に無償化

A 生活保護世帯等
B 市区町村民税非課税世帯
C1 均等割のみ課税又は所得割課税額24,300円未満
C2 所得割課税額24,300円以上48,600円未満
D1 所得割課税額48,600円以上72,800円未満
D2 所得割課税額72,800円以上97,000円未満
D3 所得割課税額97,000円以上169,000円未満
D4 所得割課税額169,000円以上235,000円未満
D5 所得割課税額235,000円以上301,000円未満
D6 所得割課税額301,000円以上397,000円未満
D7 所得割課税額397,000円以上

対象者／認可保育所、認定こども
園（子育て支援としての２歳児受
け入れ事業を含む ）
、届出保育施
設等を利用している次のいずれに
も該当する方
・本市在住で０歳児〜２歳児の保
育の必要性が認められる子ども
・市区町村民税所得割課税額（税
額控除前）９万７千円未満の世帯
の子ども
◆現在、認可保育所、認定こども
園を利用している方は、手続きは
不要です。利用している施設を通
して保育料の通知を配布します。
◆届出保育施設等または、認定こ
ども園が行う子育て支援としての

保育利用者負担額表
（月額）

0歳～2歳児
酒田市保育料
（R3.9月から）
0歳～2歳児
酒田市保育料
（R3.8月まで）

国基準保育料
所得階層区分

11

10

２歳児受け入れ事業を利用してい

2021.8.2

私の街さかた

酒田市広報
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本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、催しの延期・中止など情報が
変更になる場合があります。各問い合わせ先へ確認してください。
市政ピックアップ

設けずサイトへ掲載し続けます。
また年３回、空き家等無料相談
会を開催しており、相談のほか、
サイトの物件登録を促しています。

11月27日㈯

空き家等無料相談会の日程は令
和３年度は左記のとおりです。
ぜひ、相談してください。

第３回

空き家になるその前に できることを考えよう

所有者が適正に管理しましょう。

8月8日㈷

問 市まちづくり推進課地域づくり係 ☎２６ ５-７２５

ほか、放置された空き地は草木が

酒田市空き家等ネットワーク
協議会の活動

酒田市空き家等ネットワーク協
議会は、売買、解体、相談などを
扱う会員が集まり空き家のさまざ
まな問題を解決するためのお手伝
いをする組織です。
当協議会では「酒田市空き家等
情報サイト」を運営しています。
このサイトは、空き家バンクとし
て空き家を紹介する重要なツール
のひとつです。
◦登録された空き家は、サイトに
掲載されます（無料）
。
◦登録された空き家は、私たち不
動産業が売却に向け作業を行います。

◦仮に売れない場合でも、期限を

空き家等無料相談会日程

があり、取り返しがつきません。
近年、本市では適正に管理され
市が空き家の撤去など、直接対
ない空き家などが増加しています。
応をすることはありません。空き
老朽化した空き家は、倒壊、瓦
家が危険な状態にならないよう、
や建築材などの飛散の危険がある
著しく繁茂し、虫が異常発生する
などの問題を引き起こす可能性が
あります。

今井和彦さん
会長

本市では空き家対策を総合的か
つ計画的に進めるため、市民の安
心安全で良好な生活環境を確保す
ることを目的として、３月に「酒
田市空き家等対策計画」を策定し
ました。

空き家・空き地などの管理は所
有者が行わなければなりません
個人の財産は、その所有者が適
正に管理しなければなりません。
所有する土地・建物が原因で第三
者に被害を与えた場合は、その所
有者や管理者、占有者が責任を負
うことが法律で定められています。
暴風などにより空き家の一部が
飛散した場合、隣家の自動車に損
害を与えてしまうなどの物的被害
のほか、通行人にけがをさせてし
まうなどの人的被害が生じる恐れ

司法書士会酒田支部（小松支部長事務所） ☎24-5250
行政書士会酒田支部（薄衣支部長事務所） ☎22-3353

相続、権利などの
手続きの相談

【解体】酒田建設業協会 ☎33-0702
【融資】銀行などの金融機関へ直接相談してください。

解体したい

宅地建物取引業協会酒田
☎26-4420
全日本不動産協会酒田事務所 ☎24-1355
★売る・貸すの相談の際は、事前に登記簿謄本（全部事項証明）
、
固定資産税の課税明細書を用意してください。

買いたい
借りたい

酒田市空き家等ネットワーク協議会

売りたい
貸したい

場所／酒田市勤労者福祉センター
時間／午後1時〜3時

▲酒田市空き家等
情報サイト

第２回

酒田市空き家等情報サイト

酒田市空き家等
ネットワーク協議会

空き家等ネットワーク協議会の問い合わせ先一覧
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本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、催しの延期・中止など情報が
変更になる場合があります。各問い合わせ先へ確認してください。

市政ピックアップ

地下水上流

不検出

不検出

地下水下流

不検出

不検出

放流水

不検出

不検出

13

酒田市広報

私の街さかた

2021.8.2

合計

不検出

基準値※1

（セシウム134濃度÷60）
不検出
＋
（セシウム137濃度÷90）
≦1

不検出

市ホームペー ジに広 告 を 掲
載しませんか

7／7

セシウム134 セシウム137

単位：ベクレル／リットル

単位：マイクロシーベルト／時間
6／21

0.04
敷地境界
（4地点） 〜0.05
バックグラウンド※2

最終処分場における測定結果
1．
⑴地下水、放流水の放射性物質濃度

問市環境衛生課管理係 ☎31-0933

⑵空間放射線量率
測定地点（高さ1㍍）

各種手当の支給と現況届

市では、
平成24年12月28日をもって災害廃棄物の受け入れを終了しま
したが、
酒田地区広域行政組合最終処分場
（埋立地）
および周辺地域に
おける放射線量などの測定を継続し、
安全性を確認しています。測定結
果は下表の通りです。
この結果は、
市ホームページでも公表しています。

問 市長公室広報広聴係 ☎２６ ５７０６

災害廃棄物の処理に関する測定結果について

本市では市ホームページのトッ

60

問 ①市
 福祉課発達支援室 ☎２６ ６２５８、②～③市福祉課障が
い福祉係 ☎２６ ５-７３３、④
市子育て支援課子育て支援係
☎２６ ５-７３４

一括納付）▼申し込み／申込書に
掲載希望バナー広告のデザインを
添付して市長公室広報広聴係へ▼

受付期間／随時

◆バナーの画像は各自作成してく
ださい（完全データ入稿）
。
◆自治体のサイトであるため、掲
載できない場合などがあります。
詳しくは問い合わせてください。

広告掲載場所

プページに掲載するバナー広告を
募集しています。

8/2㈪～
8/31㈫

該当する方の預金口座に各種手

9/10㈮

今年度は原則郵送
提出。やむを得な
い場合は市子育て
支援課、各総合支
所健康福祉係

ご存じですか「国民年金基金」

※

④児童扶養手当

市福祉課障がい福
8/12㈭～ 祉係、発達支援室、
9/10㈮
各総合支所健康福
祉係

バナーの規格／
［サイズ］横１８
０ピクセル×縦 ピクセル
［形式］
ＧＩＦまたはＪＰＥＧ形式▼掲載

③障害児福祉手当・ 8/10㈫
福祉手当(経過措置）

現況届提出場所

当を振り込みます。該当者には提
出書類を送付しますので提出して
ください。現況届の提出がない場

8/11㈬

現況届
提出期間

合次回以降の手当の受給ができな

①特別児童扶養手当
②特別障害者手当

試料名

7

期間／１か月単位▼掲載料／１枠
につき月額１万円（広告掲載前の

支給日

くなりますので、必ず提出してく
ださい。

手当の種類

月日

問 市国
 保年金課国民年金係 ☎２
６ ５７２８、全国国民年金基
金山形支部
０１２０ ６-５ ４１９２

国民年金基金は、自営業者やフ
リーランスの方などの国民年金第
１号被保険者の方がゆとりのある

老後を過ごせるよう、
国民年金
（老
齢基礎年金）に上乗せする公的な

60

年金制度です。
●加入条件

65

歳以上 歳未満の国民年金第
１号被保険者（免除・猶予されて
いる方以外 ）
、または国民年金に

任意加入している 歳以上 歳未

満の方や海外に居住している方。
●加入のメリット
・掛金は加入時から変動なく、全
額社会保険料控除となり税金が軽
減されます。
・受け取る年金も公的年金等控除
の対象となります。
・ライフプランに合わせ、年金額

や受取期間を設計でき、加入後も
プラン変更が可能です。

※フリーランス／特定の組織に属さず仕事をする方

60

20

0.05

6／28

7／5

7／12

0.04
〜0.05

0.04

0.03
〜0.05

0.05

0.04

0.04

基準値※1

0.19以下

※1基 準 値 ／「 災害廃棄物
2．
最終処分場周辺地域における測定結果
等の山形県内への受け入れ
単位：マイクロシーベルト／時間 に関する基本的な考え方」に
空間放射線量率
測定地点（高さ1㍍）

6／25

7／12

基準値※1

大平公会堂

0.03

0.04

0.19以下

示されている値
※2バックグラウンド／自然放
射線量を示し、敷地内で災害
廃棄物の影響を受けない十
分に離れた地点

分

募集職種

採用予定人数

市職員採用試験
（令和４年４月１日採用）
区

市ホームページを参照してください。

問 同係 ☎６１ ７-１１９

マイナンバーカード休日申請
窓口を利用してください

平日に来ることが出来ない方の

ために休日窓口を開設します。
日時／８月 日㈰午前９時～正午
（状況により、早めに受け付けを
終了する場合あり）▼場所／市役

所１階市民課▼受付業務／マイナ

ンバーカードの申請・受け取り、
電子証明の更新▼費用／初回申請
時のみ無料▼持ち物／本人確認書

問 市民課住民係 ☎２６ ５-７２３

◆カードは約１か月半で郵送しま
す。

２点で本人確認いたします。
◆顔写真は無料で撮影します。

、マイナン
市ホームページを参照してください。 類（運転免許証など）
バー通知カード、持っている方は
問 市人事課人材育成係 ☎２６
住民基本台帳カード
５７０３
◆乳幼児、児童・生徒など顔写真
付きの公的な証明書類がない場合
は、健康保険証に加え子育て医療
証、学生証、医療受給者証などの
職

若干名

各若干名

採用予定人数

酒田地区広域行政組合
消防職員採用試験
（令和４年４月１日採用）

区

消防Ａ

種
大学卒業
程度

消防Ｂ

分

高校卒業
程度
職務経験者

14

試験日／９月 日㈰▼申し込み／

８月 日㈮まで消防本部総務警防
課総務係へ郵送または持参

◆詳しくは本紙７月 日号または

20

やすらぎ霊園行き臨時バスの運行

運行日／８月 日㈮▼運行経路／
庄交バスターミナル～総合文化セ
ンター～やすらぎ霊園～中町～庄
交バスターミナル（曙町の明日葉
前からは霊園に直行。これ以外の
停車場所は問い合わせてくださ
い）▼定員／ 人▼往復運賃（全

行 政
高校卒業
程度
土 木
行 政
ＵＩＪターン
福
祉
（社会人
各若干名
土 木
経験者）
建 築
航海士
（経験者）
機関士
定期航路
船員

試験日／９月 日㈰▼申し込み／
８月２日㈪～ 日㈮午後５時に市

ホームページ内「職員採用試験」
にある「令和３年度酒田市職員採
用試験ガイド」から電子申請

◆詳しくは本紙７月 日号または

16

お知らせ
七夕・お盆供物の臨時収集
（酒田地域）

収集日時／８月７日㈯、 日㈪の
午前６時 分～８時▼臨時収集場
所／若竹町一丁目港南公園（港南
桜橋付近 ）
、鶴岡信用金庫若竹町
線均一料金）／大人８００円、小

時

時 間
午前

分

午前 時

午前
時
やすらぎ
霊園発

午前
時 分

やすらぎ
霊園着

庄交
ターミナル発

発着場所

学生以下４００円▼墓参時間／
分間

往路

復路

庄交
ターミナル着

９３３

◆マスクを着用してください。
問 市環境衛生課管理係 ☎３１ ０-

30

19

22

支店南側、本町一丁目山居橋前、
旧酒田商業高校昇降口脇、酒田郵
便局脇、浜田二丁目ＪＲ酒田運輸
区脇、千日町公園前、光ケ丘二丁
目旧国立倉庫敷地前、光ケ丘四丁
目光ケ丘公園トイレ向かい側、高
砂墓地角、船場町資源ステーショ
ン前、西野町酒田健康生活協同組
合角（旧在宅介護支援施設にじの
輪角 ）
、宮野浦コミセン駐車場、
四ツ興野皇太神社裏、松原コミセ
ン駐車場、富士見コミセン駐車場、
東泉町二丁目北部公園入口ステー
ション脇
◆七夕の竹は、１㍍程度の長さに
切り、縛って燃やすごみの収集日
にごみステーションへ出すことも
できます。

27 26

13

24

16

◆高砂墓地は、８月７日㈯は収集
しません。
問 市環境衛生課管理係 ☎３１ ０９３３

29

16

10
30
11

10
11

30

本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。新型コロナウイルス
感染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

施設の臨時休館

期間／８月１日㈰～ 月 日㈮▼
場所／山形県歯科医師会所属の歯

歯周疾患検診を受けましょう

熱中症に注意してください

み／８月 日㈫午前 時～費用を
添えて総合文化センター事務室へ
◆電話申し込み不可。
問 市社会教育文化課社会教育係

☎２４ ２-９９３

はじめてのジオ講座参加者募集

日時／９月 ①５日㈰午後２時～
３時 分、② 日㈰午前 時～午

後４時、
③ 日㈰午前 時～ 午 後
４時（全３回）▼集合場所／総合

を外す こ
• まめな水分補給
頃からの健康管理

勤務先のある 歳以上の方▼定員
／ 人▼内容／ジオパーク初学者

文化センター▼対象／本市、三川
町、庄内町、遊佐町に在住または

熱中症予防のポイント／ 暑
• さを
避ける 屋
• 外で十分な距離（２㍍
以上）を確保できる場合はマスク

を両立させましょう。

で、熱中症予防と新しい生活様式

●総合文化センター
（中央図書館・
児童図書室・教育相談室を含む）

受診券、受診票、保険証▼費用／
無料▼申し込み／事前に受診する

10

問 市健康課健康係 ☎２４ ５-７３３

募集

日
•

10

10

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のために、マスク着用の生活
が続いています。気温が高くなる
と熱中症のリスクが高まりますの

休館日／８月 日㈮
科医院▼対象／昭和 年４月１日～
問 市社会教育文化課社会教育係
昭和 年３月 日に生まれた方で
後期高齢者医療被保険者証を持っ
☎２４ ２９９２、同図書館 ☎２
ている方（対象者には受診券・受
４ ２
-９９６【教育相談室につい
て】市学校教育課指導係 ☎２６ - 診票などを送付済み）▼持ち物／
５７７５
●市立図書館松山分館

歯科医院へ
◆山形県後期高齢者医療広域連合
の歯周疾患検診であることを伝え
てください。

休館日／８月 日㈮～ 日㈰
問 同館 ☎６１ ４-３６５
パラリンピック開催に伴い
本市で採火式を行います

常夜灯に火を灯し、湊町酒田か

◆新型コロナウイルスワクチンを
接種した方は、体調が落ち着いて
から受診してください。
問 山形県後期高齢者医療広域連

小学校「総合学習」
学び直し講座受講者募集

向けの講座／①座学で鳥海山・飛

島ジオパークについて学ぶ ②③
市内・遊佐町のジオサイトを現地

探訪（ 時間程度徒歩で探訪）▼
講師／ジオパーク認定ガイド▼費

☎２４ ２-９８１

27

合事業課企画財政係 ☎０２３７ -

12

18

10

８４ ７-１００

10

19

2

12

20

市議会議員選挙立候補予定者
説明会、出納責任者事務説明会

30

10

日時／９月９日、 日、 月 日、 用／７００円（受講料ほか）▼申
し込み／８月 日㈫午後２時～
日、 月 日、 月２日の木曜
日㈮午後５時に費用を添えて文化
日午後６時 分～８時（全６回）
センター事務室へ
▼場所／総合文化センター▼対象
◆電話申し込み不可。
／本市、三川町、庄内町、遊佐町
問 市社会教育文化課社会教育係

21

31

30

らパラリンピックの未来を灯すふ
さわしい火となるよう採火式を行
います。
日時／８月 日㈮午後５時～▼場
所／日和山公園常夜灯前
◆無観客で行います。
◆採火した火は、ランタンで保管

24

15

し、８月 日㈪県総合運動公園で
開催される聖火フェスティバル会
場まで運ばれます。
問 市スポーツ振興課スポーツ振興
係 ☎４３ ６-６５１

10

18

31

日時／８月 日㈫午後１時 分～
３時 分▼場所／総合文化センター
▼対象／市議会議員選挙立候補予
定者、出納責任者
◆密集を避けるため、各陣営２人
以内でお願いします。
問 市選挙管理委員会事務局 ☎２

30 11

に在住または勤務先がある 歳以
上の方▼定員／先着 人▼内容／
酒田の歴史カレンダーを作ろうを
テーマに小学校総合学習を学び直
す▼講師／大井康嗣氏（紙芝居の
よねさん）▼費用／２千５００円
（受講料、テキスト料）▼申し込

11

21

30

６ ５-７６５

12 30

30
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28

13

13

13
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介護の悩みや思いを語り合う
「認知症カフェ」参加者募集

日時／８月 日㈭午前 時～ 時
▼場所／中町にぎわい健康プラザ

▼内容／健康に関するクイズ、情
報交換など▼対象／認知症の方本
人、介護者（介護者のみの参加、

車椅子での参加も可）▼費用／無

料▼申し込み／市介護保険課予防
支援係へ ☎２６ ５-７５５
◆駐車場無料。
繭玉クラゲを作ろう

ロク▼対象／市内在住の 歳代～
日時／８月 日㈯午前 時～ 時
歳代の女性▼定員／各回 人▼
分ごろ▼場所／ミライニ▼対象
内容／自分のライフスタイルに合
／小学１年～４年生▼定員／５人
った働き方を目指すために必要な
▼内容／繭玉を使いクラゲ風のス
ことを考えるセミナー、キャリア
トラップを作る▼講師／近井肇氏
カウンセリング、ＩＴ基礎（ｅ
▼費用／無料▼申し込み／８月６
日㈮〜 日㈪の午前９時～午後６
時 分にミライニへ ☎２４ ２-４

ル２枚、
マスク着用▼費用／５２０
円▼申し込み／講習会開催日の前
日までひらたタウンセンターへ
☎５２ ３-９１１

イベント

庄内空港就航 周年記念
イベント おいしい翼のマルシェ

日時／８月 日㈯、 日㈰、 日
㈯、 日㈰午前 時～午後６時▼
場所／庄内空港ビル▼対象／どな

たでも▼内容／全国のアイスクリー
ムなどの販売、お楽しみ抽選会▼

申し込み／当日会場へ
◆自家用車で来場する方は緑地公
園の駐車場を利用してください。

ー

問 市企画調整課企画調整係 ☎２

６ ５-７０４

デ

フィリピンＤＡＹ

日時／８月 日㈰午前 時～正午
▼場所／交流ひろば▼定員／先着
人▼内容／フィリピンの文化・
歴史・生活の紹介、講師との懇談

16

参または☎２６ ５-６１５
kokusai@city.sakata.lg.jp
◆申込書は同サロンにあるほか、
市ホームページからダウンロード
できます。
問 市地域共生課男女共同参画係

担い手養成講座コミュニティ
デザイン―人がつながる仕組み
を学ぼう―参加者募集

日時／９月 日、 月 日、 月
日の火曜日午後１時 分～３時
☎２６ ５-６１５

４回）①午前 時～正午、②午後
６時 分～８時 分▼場所／サン

期間／８月 日㈭、９月 日㈭、
月 日㈭、
９月中の任意の日
（全

よろずＩＴ女子育成
ベーシックセミナー第２期

分（全３回）▼場所／市役所ま
たは総合文化センター▼対象／サ
ロン、居場所づくりに興味がある
方、すでに取り組んでいる方で全
ての日程に参加できる方▼定員／
人▼内容／人がつながる仕組み

づくりを学び、サロンや居場所作
りについて考え、企画する▼講師
／東北芸術工科大学 コミュニティ
学科非常勤講師 丸山傑氏▼費用
／無料▼申し込み／８月２日㈪午
前９時～市介護保険課予防支援係
へ ☎２６ ５-７５５
第 回日本語スピーチ
コンテストｉｎ
庄内出場者募集
日時／ 月７日㈰午前 時～午後

５４
◆マスク着用必須。

10

ラーニング）▼費用／無料▼持ち物
／筆記用具、ノートパソコン▼申し
込み／８月 日㈰までサンロクホ
ームページから必要事項を入力

ひらたタウンセンター
筋力トレーニング器具利用講習会

21

など▼講師／田賀ロエナ氏（フィ
日時／９月７日㈫午後７時～９時、 リピン出身）
▼費用／３００円
（小
８日㈬午前９時～ 時▼場所／ひ
学生以下無料）▼申し込み／８月
らたタウンセンター▼対象／高校
日㈭午後５時まで市国際交流サ
生以上▼定員／各日先着 人▼持
ロンへ ☎２６ ５-６１５
ち物／筆記用具、内ズック、タオ
kokusai@city.sakata.lg.jp
11

０時 分▼場所／いろり火の里な
の花ホール（三川町）▼対象／庄
内地域在住の外国出身者（年齢不
問）▼定員／ 人▼内容／５分～

30

10

19

21

11

７分間の日本語スピーチ
（１千５００

16

22

11

11



問 サンロク ☎２６ ６-０６６

30

30

15

10

2

20

14

15

30

10

10

19

10

15

10

字程度。テーマは自由）▼表彰／
大賞１人、優秀賞２人（参加賞あ
り）▼申し込み／９月 日㈮まで
に申込書を市国際交流サロンへ持

15

12



16

30

30 26

10

10

9

14

10

10

▲サンロク
ホームページ

11

30

50

30 16

20
10

本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。新型コロナウイルス
感染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

展示
酒田市美術館
ス

コ

☎３１ ０-０９５
会期中無休
タ

◆つくる展 ―ＴＡＳＫＯファク
トリーのひらめきをかたちに―

☎３１ ０-０２８
月 日㈮、 月 日㈰
午前休館

◆ヒロシマ［ 月 日㈭まで］
◆古寺巡礼 大和／日本工房時代
［ 月３日㈰まで］
酒田市立資料館

☎２４ ６-５４４
会期中無休

◆第２２１回企画展 祈りと医療
―昔の人は病とどう向き合ってき

中町庁舎５階
☎２２ ０-５５１
土曜・日曜日、祝日
休館

たか―［９月６日㈪まで］
光丘文庫
◆所蔵資料展
「仏教・神道古書展」
［９月 日㈮まで］
松山文化伝承館

時～・浮世絵師について▼費用／
◆最上川Ⅱ［８月 日㈰まで］
無料（入館料別途）
◆ヨーロッパスケッチ展［８月
●清遠閣会場
日㈮～ 月 日㈰］
◆松尾芭蕉筆「玉志亭唱和懐紙」
☎２２ ３-５６２
本間家旧本邸
の公開［８月９日㉁まで］
◆和の器展 和のおもてなし道具。 ◆松尾芭蕉と江戸の俳諧資料［８
月 日㈬まで］
陶器、漆器、竹工芸品［９月初旬
まで］

本間美術館

日㈭

☎０８０ ５-５７４ ０
６１６ 菅原

☎２２ ０-１４６

☎２４ ４-３１１

【常設】人形作家 辻村寿三郎作「さ
かたの雛あそび」
「舞妓」

◆第 回湊町酒田の傘福［ 月
日㈰まで］

◆「山王くらぶ こけし大行進！」
展［８月２日㈪～ 日㈫］

山王くらぶ

◆北墨会 水墨画展［９月
まで］

ひらたタウン
センター

14

●美術展覧会場
◆江戸の画家たち【第一部】円山
派と文人画家［８月３日㈫まで］
◆江戸の画家たち【第二部】狩野

◆偉人たちの書［８月 日㈭～
月 日㈪］
舞娘茶屋相馬樓

☎２１ ２-３１０
水曜日休館

☎２２ １-２２３

◆酒田伝統工芸 匠の技展〔８月
日㈪まで〕

「華の館」

酒田夢の倶楽

【常設】竹久夢二美術館、
新田嘉一
コレクション、現代雛

竹久夢二美術館

26

［８月 日㈰まで］
土門拳記念館
5

☎６２ ２-６３２
月曜日 祝(日の場合は翌
日 休)館

11

派と浮世絵師［８月６日㈮～９月
７日㈫］
【学芸員のミニギャラリートーク】
日時・内容／８月 日㈰午前 時～
・狩野派について、 日㈰午前

◆白旗孝夫 切り絵展［８月 日
㈯～９月 日㈷］
【常設】栄華を誇った本間家の「亀

金曜～日曜日、
祝日開館
☎０９０ ２-８４６ ６-８
４６

笠鉾」
、人形作家 大滝博子の世界
「おしん」人形ギャラリー（入場
無料）
あいおい
工藤美術館
あい

◆北前船が運んだ美術工芸品 紅

と藍染の着物・陶磁器・船用具［８
月 日㈰まで］
◆休館日に来館希望の場合は要相談。

●お問い合わせ／市長公室広報広聴係 ☎26-5706

ヤマガタイーブックス

山形県内の印刷物を集めた
電子書籍ポータルサイト

25

13

12

28

3

◆北海道と庄内展［８月 日㈰ま
で］
◆小野平吉自撰展［８月 日㈮～
月 日㈰］
【ギャラリートーク】日時／８月
日㈯午前 時～、午後２時～▼
申し込み／同館へ（要予約）
【真下慶治記念室】

2021.8.2
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広報紙

ハザードマップ

※スマートフォンをご利用の際は、専用アプリ
（無料）をダウンロードしてください。
※アプリの利用は無料ですが 、パケット通信料はお客さまのご負担となります。

観光パンフ
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9

2
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15

29
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14

16

10

11

28

市民の皆さん

酒田市発行の印刷物が

スマホ パソコン で読めます
！

相談
無料法律相談

日時／８月 日㈫午後５時～８時
▼場所／市役所２階まちづくり推
進課▼対象／本市、三川町、庄内
町、遊佐町在住か、本市に勤務先

山形県ひとり親家庭応援
センター出張相談会
日時／８月 日㈬午前９時～午後
５時 分▼場所／市役所１階子育
て支援課▼対象／ひとり親家庭の
父、母▼定員／先着７人▼内容／

氏名を知らせてください。秘密は
厳守します）▼相談員／山形県ひ
とり親家庭応援センター相談員▼

要な方▼内容／専門の就職支援担
当者による個別再就職支援
問 日 本 海 総 合 病 院 医 療・ 福 祉 セ

分に市子育て支援課子育て支援

５６７０
◆詳しくは、市ホームページを参
照してください。

18

さかた情報ひろば

―国・県・市民などからのお知らせ―

長期療養者就職支援事業

日時／８月 日㈬午後１時 分～
４時▼場所／日本海総合病院（あ

所、氏名を知らせてください。秘

分～電話で市まち

ンター ☎２６ ２-００１またはハ
ローワーク酒田 ☎２７ ３-１１１

日㈮午前８時

10

日時／８月 日㈫午前８時 分～
午後０時 分▼集合場所／酒田勤
日時／８月 日㈰午前 時～午後
労者福祉センター▼対象／市内企
４時▼場所／交流ひろば▼対象／
業への就職、転職を希望する方▼
歳代～ 歳代の独身男女▼定員
定員／５人▼内容／会社見学、説
／先着５人▼内容／結婚相談・結
明など▼訪問先／㈱プレステー
婚サポーター制度の紹介▼費用／
ジ・インターナショナル、
（社福）
無料▼申し込み／８月４日㈬～市
光風会▼費用／無料▼申し込み／
結婚サポートセンターへ ☎２６
８月 日㈮午後５時までに酒田市
雇用創造協議会ホームページまた

休日結婚相談会

づくり推進課市民相談室へ ☎２６ - 係へ ☎２６ ５
-７３４

５７２６
こころの健康相談

日時／８月 日㈬午後１時 分～
３時▼場所／市民健康センター▼
対象／本市在住で「眠れない」
「気
分がふさぐ」など不安や悩みがあ
る、心療内科など専門医の治療を
受けていない方▼定員／２人▼内
容／個別相談▼相談員／精神保健
福祉士▼費用／無料▼申し込み／
８月 日㈪まで市健康課健康係へ

求職者向け職場見学ツアー
参加者募集

費用／無料▼申し込み／８月２日
㈪午前８時 分～ 日㈫午後５時

子育てや養育費、面会交流などの
きほ町）▼対象／がん、脳血管疾
相談（申込時に相談の概要と住所、 患、難病などにより長期療養が必

15

密は厳守します ）▼相談員／藤
井正寿弁護士▼申し込み／８月６

がある方▼定員／先着６人▼内容
／法律に関する相談（本人のこと
に限る。申込時に相談の概要と住

30

30

10

おじいちゃんの畑の土
の中からとびだしてきた、
どぐうちゃん。ぼくは、
どぐうちゃんに連れられ
て、縄文の世界を体験す
ることになり…。大昔の
土の人形・どぐうちゃん
との不思議な冒険を描く。
©ＴＲＣ

直大にとって中学のス
タートは大きな壁。そん
な彼に「Fができるよう
になったら、教えてやる
よ」と7歳年上の兄がギ
ターをくれた。ギターコ
ードを覚え始めると、ク
ラスのカイトが「バンド
できんじゃない」と言い
だして…。

ノコギリ・ハンドドリ
ル・金槌(ハンマー)など
の基本ハンドツールか
ら、電気ドリル・ディス
クグラインダーといった
電動ツール、ノギス・水
平器などの測る道具ま
で、DIYに役立つツール
をイラストで紹介する。

あっぱれ!どぐうちゃん

Fができない

18

24

30

は、同協議会へ☎２５ １-３３３
◆詳しくは、同協議会ホームペー
ジを参照してください。

13

15
20

堀切 リエ／ぶん 長谷川 知子／え ポプラ社 児童絵本

中高生向け

片桐 雅量／著 宝島社

一般図書

升井 純子／作 文研出版

なんでも自分で修理する本　　 イラストだ
からわかりやすく簡単!道具と素材の図鑑

30

介

紹

11

30

29

40

刊

新

24

30

25

☎２４ ５-７３３

23

本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。新型コロナウイルス
感染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請について

新型コロナウイルス感染症の長
期化に伴い、対象者に自立支援金
を支給します。
支給額／１人世帯６万円、２人世
帯８万円、３人以上世帯 万円▼
支給期間／３か月▼対象／新型コ
ロナウイルス感染症の影響が長期
化する中で、貸付上限に達したな
どの理由から、生活福祉資金貸付
制度の特例貸付をこれ以上利用で
きない世帯▼申し込み／８月 日
㈫までの平日午前８時 分〜午後
５時 分に生活自立支援センター

まちかど健康チェック

込み／当日午後３時 分まで会場
へ

日時・内容／９月 日㈰午前９時
分～午後３時 分・森で学ぶ
（木

森の案内人養成研修

問 Ｌｕｍａ＋、渋谷 ☎０９０ ２０２７ ２-９２５

◆会場内が密集しないように待ち
日時／８月 日㈫午後２時～３時
時間がある場合がありますのでご
▼場所／港南コミセン▼対象／ど
なたでも▼内容／血圧、内臓脂肪、 了承ください。
ル ー マ プ ラ ス
血管年齢の測定▼持ち物／マスク
▼費用／無料▼申し込み／当日会
場へ
問 本間病院友の会 ☎２６ ６-６３１
弁護士による
Ｂ型肝炎特措法無料相談会
日時／９月４日㈯午後１時 分～
４時（午後３時まで受け付け）▼
場所／総合文化センター▼対象／
集団予防接種でＢ型肝炎になった
方と家族▼内容／弁護士による無
料相談▼申し込み／全国Ｂ型肝炎

らいよ」
、 日・
「チャップリンの
独裁者」
、 日・
「日本のいちばん
長い日」
、 日・
「蒲田行進曲」▼

時間／午後１時 分～▼費用／無料

◆マスク着用必須、会員証の提示。
【パソコン教室８月生募集】内容

／初心者コース、インターネット
コース▼費用／３千２００円（資

料代）▼申し込み／阿部 ☎０９

０ ４-５５９ ５-５９１
【うたごえ喫茶】日時／８月９日

７４ ０-６１６

菓子代など）
問 すまいる、菅原 ☎０８０ ５-５

育キットを利用した木工 ）
、森を
㉁午後７時～▼場所／ひらたタウ
楽しむ（野外活動での応急処置）
、 ンセンター▼費用／４００円（茶

月 日㈰午前９時 分～午後２
時 分・自然観察、森とつながる

（庄内の山海の幸の簡単調理）▼

場所／眺海の森 森林学習展示館
（土渕）▼対象／森林環境教育、

東北公益文科大学図書館の
開館時間変更について
（ 月 日〜 月 日）

１ １-１７７

問 東北公益文科大学図書館 ☎４

15

森づくり活動に興味のある高校生
以上の山形県内在住者▼定員／

開館時間／【平日】午前 時～午
後６時【土曜日・ 月 日㈰・ 月
日㈰】午前９時～午後４時 分
◆右記以外の日曜日、祝日、９月
１日㈬～４日㈯は休館します。

27

8

さかたへ ☎２５ ０-３５０
◆対象と思われる世帯には申請書

25 18 11

9

30

人程度▼持ち物／昼食、活動がで
きる服装、雨具、筆記用具▼費用
／無料（ 月 日㈰のみ５００円
（弁当代）
）▼申し込み／８月 日
㈫午後５時まで庄内総合支庁森林
整備課森づくり推進室へ ☎０２
３５ ６-６ ５-５２４

10

10

ひらたタウンセンター
すまいるの催し

8

26

10

31

訴 訟 新 潟・ 山 形・ 福 島 事 務 所 へ

30

30

12

30

10

類を郵送しています。それ以外で
も対象になる場合がありますので

☎０２５ ２-２３ １-１３０
◆当日会場でも受け付けますが予
約の方を優先します。
松山城址館モノヅクリ体験

30

10

45

【楽しい映画鑑賞会（水曜日開催）
】
期日・内容／８月４日・
「 男はつ

9

相談してください。
無料法律相談

日時／８月 日㈮午後３時～７時
▼場所／東北労働金庫酒田支店
（千石町一丁目）▼対象／飽海地
域に在住または通勤している方▼
定員／先着８人▼相談員／東海林
正樹弁護士▼申し込み／８月 日
㈭まで東北労働金庫酒田支店へ

10

31

26

30

10

30

10

日時／８月９日㉁午前 時～午後
４時▼場所／松山城址館▼対象／
どなたでも（就学前児童は保護者同
伴）▼内容／ペットボトル風車、
小さな木箱、ウッドバーニング、
ロゼット、ネームストラップなど
▼持ち物／マスク▼費用／３５０
円～（体験内容で異なる）▼申し

10

30

▲公益大図書館
ホームページ
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19

27

☎２２ ０-３２１

10

15

新型コロナウイルス感染症対策
のため、郵送での応募による紙上

俳句・短歌 作品募集
日時／８月 日㈫午後１時 分～
３時 分▼場所／ハローワーク酒

保育施設ミニ面談会

30

日時／ 月 日㈰までの午前 時
～午後５時▼休館日／月曜日（祝

３時▼場所／眺海の森 森林学習
展示館（土渕）▼定員／先着 人

▼内容／眺海の森ビューポイント
散策、
花器作り▼費用／１千円
（保

30

険料、材料代、昼食代）
。ア イ ア
イひらたの入浴券、または森の家
そば割引券付き▼申し込み／同館

日の場合は開館）▼場所／酒田海
洋センター（船場町二丁目）▼内

から海へ 髙橋英彦が描いた山形
の四季 ―」▼費用／無料

問 山形県酒田海洋センター ☎２

６ ５
-６４２、山形県港湾事務所
☎２６ ５-６３６
生活あんしんネットやまがた
生活なんでも相談ダイヤル

日時／８月 日㈭～ 日㈯午前
時～午後５時▼相談電話番号／

談▼費用／無料

マチを好きになるアプリ

酒田市広報を手軽に見られる

スマートフォン向けの

●お問い合わせ／市長公室広報広聴係 ☎26-5706

20

☎０９０ ８-７８１ ４-４３５
酒田海洋センター
開館 周年記念企画展示

田（上安町一丁目）▼対象／保育
園への就労希望者▼内容／保育施

日時／８月 日㈰午前 時～午後

可）☎０２３ ６-３３ ７-７３９
申 し 込 み ／ ８ 月 日 ㈫（ 消 印 有
効）まで、投句用紙に未発表の自
由題２句、住所、氏名、電話番号、 眺海の森「第３回森林教室」
参加者募集
所属句会（ある方のみ）を記入し、
〒９９８ ０
-０１６、酒田市北千
日町
-須階米子宛に郵送
問 同大会事務局、須階 ☎３３ ８０２４
【第 回酒田市民紙上短歌大会】
対象／本市在住、共催団体会員▼
費用／会員以外の本市市民は無料
▼申し込み／９月１日㈬（消印有

7 10

10

11

０１２０ ３
-９ ６
- ０２９▼内容
／家庭、借金、法律、労働、新型
コロナウイルス感染症関連など生
活全般に関する悩みや困りごと相

28

千円、学生５００円（投句料）▼

大会を行います。入選作は本紙令
和４年１月１日号に掲載します。

10

【酒田俳句大会】
対象／どなたでも▼費用／一般１

21

容／「港と里山の風景画展―里山

50

設、事業所の担当者と面談▼費用
／無料▼申し込み／事前に山形県
福祉人材センターへ（当日参加も

30

▼申し込み／山形箏曲彩音会へ

11

※こちらの QR コードからご確認ください。

アプリケーションです。

24

29

31

へ ☎６２ ３-３２３
効）まで、はがきに新作未発表の
自作一首
（新仮名遣いの時は
「新」
こと
と表記 ）
、郵便番号、住所、氏名、 日本の楽器体験教室―お箏を
弾いてみましょう―参加者募集
ふりがな、電話番号を記入し、〒
期日／８月～ 月の土曜・日曜日
９９８ ０８７８、酒田市こあら
（８回程度）▼場所／希望ホール
二丁目 ９- 浅井眞紀子宛に郵送
◆出詠者には作品集を郵送します。 ほか▼対象／小学生～高校生（親
子でも受講可）▼内容／箏の演奏
問 酒田短歌会、大内 ☎２３ ０５
の習得、演奏の聴講▼持ち物／箏
２６
爪（持っている方）▼費用／無料
23

26

15
11

65

本紙に掲載されている内容は、7月26日現在の情報です。新型コロナウイルス
感染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

子育て中
妊娠中の方
5人
（組）

9／
1㈬

9:30～10:30
13:30～14:30
工作コーナー

「おおきくな～れ」
身長・体重測定
◆午前は保健師相
談もできます。

就学前児童と
8／25㈬
保護者
9:30～
各回10組

9／
12㈰

13:30～14:00
工作コーナー

「わんぱく広場」
2021わんぱくピック
ゲームや運動遊び
にチャレンジしよう
！

小学生10人

ぎゅっとへ

２５ １-０５０

8／30㈪
9:30～

開館時間：午前9時～11時30分、午後1時～3時30分
◆混雑しないよう、利用人数を制限する場合があります。
◆土曜・日曜日、祝日は利用日の1週間前からの事前予約制です。午前・
午後は完全入替制となり、同日の両方の予約はできません。
問交流ひろば内、親子ふれあいサロン ☎２６‒５６１３
子育て世代包括支援センター「ぎゅっと」☎２６‒４１９９

所在地

川南1号、2号、3号、4号、5号 若宮町二丁目

募集戸数

募集区分

11

こがね1号、2号、3号

こがね町一丁目

5

東泉2号、3号

東泉町四丁目

4

鳥海1号、3号

富士見町三丁目

3

北新町

北新町一丁目

4

一般用、単身可

▼

▼

資格／現に同居または同居しようとする親族がいて公営住宅法に適合する方 入
居時期／10月上旬 申し込み／8月4日㈬～11日㈬の午前10時～午後5時に県営住
宅指定管理者西王不動産（庄内総合支庁内）へ ☎0235-66-3210

55

35

ん
こ

域

た

広

ん

報

30

は

広

7

26

内

11

15

庄

日時／ 月 日㈰までの午前
９時～午後５時▼場所／月山
あさひ博物村▼費用／一般

５００円、小中学生３００円、
３歳以上１００円

2021.8.2

問 同館 ☎０２３５ ５-３ ３-

私の街さかた
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カートソレイユ最上川
２時間耐久レース開催

日時／８月 日㈰午前 時～

午後０時 分▼募集チーム数
／６チーム▼チーム構成およ
び参加料／１チーム（３人以
上）１万１千７００円（チー
ムに庄内町在住の方が１人以
上いる場合は８千４００円）
▼参加資格／健康で運転免許
証をお持ちの方（身長１４５
㌢メートル以上）▼申し込み
／カートソレイユ最上川へ
☎４２ ２-２８２
◆上位入賞者には賞品あり。

29

10

21

25

鶴岡市

30

14

月山あさひ博物村 周年
特別企画 昆虫大集合
「むしむし展」

庄内町

14

対面方式就職面談会＆オンライン

アパート名

3 11

12

企業説明会（山形県労働局就職
氷河期世代応援事業）

不要です。

●県営住宅8月募集

30

10

上１００円、高校生以上２００円
【 大人のためのプラネタリウム―

「ぎゅっとサロン」
子育て中のママや
パパのおしゃべりを
楽しもう
！

11

30

鶴岡市中央公民館
プラネタリウム

10:00～11:00
親子ふれあい
サロン

12

15

夏の夜空 リラックスタイム―】
日時／８月 日㈯、 日㈰午後３

8／
31㈫

【プラネタリウム一般公開】
日時／８月 日㈬、 日㈭、 日

就学前児童と 当日
保護者
会場へ

日時／８月 日㈭午後１時～４時
▼場所／鶴岡市勤労者会館▼対象

8／
10:00～11:00
「プレイランド」
25㈬・ 親子ふれあい
わいわいなつまつり
26㈭
サロン1

時～▼対象／庄内地域在住の高校
生以上▼定員／ 人▼内容／夏の

10:30～11:00 「おはなしひろば」
工作コーナー
絵本の読み聞かせ

8／
10㈫

11

㈯、 日㈰ ①午前 時～ ② 時～

申し込み

／就職活動中のおおむね 歳以上
歳未満の方▼費用／無料▼申し

対象・定員

就学前児童と
当日
保護者
会場へ
先着6組

星や星座を音楽とともに生解説で
紹介▼費用／２００円

容

③午後１時 分～ ④午後 時～
（ 日、 日のみ）▼対象／庄内

内

地域在住の方▼定員／各回 人▼

時間・場所

内容／①、③、④「はなかっぱ 花
さけ！パッカ～ん 宇宙旅行」②

期日

【共通】場所／鶴岡市中央公民館
込み／キャリアバンク㈱ ☎０２
▼申し込み／８月３日㈫～前日に
３ ６-７３ ０-５１５
鶴岡市中央公民館へ ☎０２３５ - ◆対面方式就職面談会は申し込み

「ちびまる子ちゃん それでも地球
はまわっている」▼費用／３歳以

親子ふれあいサロン・ぎゅっとサロンへどうぞ 8月の予定

な

8月の各種相談
項目

市民生活相談

消費生活相談

月～金曜日／8：30～17：15
（12：00～13：00を除く）
月～金曜日／
8：30～17：15

山形財務事務所
借金返済に関する
相談窓口

月～金曜日／
8：30～17：15
（祝日、年末年始除く）

人権相談

月・木曜日／
9：00～16：00
（人権擁護委員駐在日）

場所／問い合わせ
市役所2階、市民相談室
☎26-5760
市役所2階、市消費生活センター
☎26-5761
（消費生活）
☎26-6266
（多重債務）
山形市緑町2-15-3、山形財務事務所
1階理財課
［相談専用電話］
☎023-641-5201
山形地方法務局酒田支局
（上安町一丁目）
☎25-2221

人権相談
第2・第4火曜日／
（いじめ、差 別など人 9:30～12:00
権に関する相談）
◆祝日
（閉庁日）
は除く

市役所2階、市民相談室
☎26-5760

第1・第3火曜日／
行政相談
（国や県な
13:30～15:00
ど行政に関する相談）
◆祝日
（閉庁日）
は除く

市役所2階、市民相談室
☎26-5760

ＤＶ相談

女性のための相談

男性ほっとライン
年金受給相談
（予約による相談）

◆祝日の相談は事前に問い合わせてください。

ひとりで悩まずに相談してください。

日時

月～金曜日／
8：30～17：15

配偶者暴力相談支援センター
（庄内総合支庁子ども家庭支援課）
☎0235-66-4759

月～金曜日／
8：30～17：15

市役所1階、子育て支援課
☎26-5734

月～金曜日／
9：00～16：00

交流ひろば1階、市男女共同参画推
進センターウィズ ☎26-5616

第1・第2・第3水曜日／
19：00～21：00

山形県男女共同参画センター チェリア
☎023-646-1181

月曜日／8：30～19：00
街角の年金相談センター酒田
火～金曜日／8：30～17：15
☎0570-05-4890
（予約専用）
第２土曜日／9：30〜16：00

項目

日時

生活困窮者
自立支援相談

月～金曜日／
8：30～17：15
（祝日、
年末年始除く）

若者の就職・転職・仕 月～金曜日／
事の悩み相談
10：00～18：00
内職の相談

月～金曜日／
9：00～16：00

労働相談
原則金曜日／
（社会保険労務士駐在日） 13：00～16：30
身体障がい者
更生相談

第2・第4水曜日／
13：00～15：00

場所／問い合わせ
生活自立支援センターさかた
（地域福祉センター内）
☎25-0350 524-6299
jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
山形県若者就職支援センター・庄内
地域若者サポートステーション
（中町
庁舎2階）70120-219-766
市役所6階、市商工港湾課
☎26-5757
庄内総合支庁産業経済企画課
☎0235-66-5491
市身体障害者福祉センター
☎26-3715

精神保健福祉相談

9月2日㈭／14：30〜16：30
（8月30日㈪まで要予約）

酒田農業技術普及課
（旧酒田保健所）
問 庄内保健所 ☎0235-66-4931

女性の健康相談

月～金曜日／
8：30～17：15
（祝日除く）

庄内保健所子ども家庭支援課相談室
（庄内総合支庁1階）
問 庄内保健所 ☎0235-66-5653

ひきこもり相談

庄内保健所地域保健福祉課相談室
24日㈫／
（庄内総合支庁1階）
13：30～15：30
（要予約）
問 庄内保健所 ☎0235-66-4931

［相談］
月～金曜日／
エイズ・梅毒・性器クラ
8：30～17：15
庄内保健所保健企画課健康相談室
ミジア感染症、
Ｂ型肝
［検査］
毎週火曜日／
（庄内総合支庁2階）
炎およびC型肝炎個
9：20～12：00
問 庄内保健所 ☎0235-66-4920
別相談・検査
（要予約、
いずれも祝日除く）
結婚に関する相談

月～金曜日／9：00～16：00
交流ひろば1階
第1・第３木曜日／14：00
市結婚サポートセンター ☎26-5670
～21：00
（要予約）

外国出身者のための 月～金曜日／9：00～16：00 交流ひろば2階
相談
（外国語の相談は要予約） 市国際交流サロン ☎26-5615

交通事故相談

月～金曜日／
9：00～16：00

山形県交通事故相談所庄内支所
（庄
内総合支庁内）
電話相談可。無料弁護士相談もあり
ます。 ☎0235-66-5452

教育相談

月～金曜日／
9：30～18：00
土曜日／9：30～12：30

総合文化センター2階、教育相談室
70120-783-042
soudan@sakata.ed.jp（予約受付のみ）

青少年相談

月～金曜日／
9：30～16：30

総合文化センター1階、市青少年指導
センター ☎24-2901

心配ごと相談

3日㈫、17日㈫、
31日㈫
／9：00～12：00

地域福祉センター（新橋二丁目1-19）
☎23-5765

電話／21-5225（診療日の受付時間中のみ）

10日㈫／9:30～11:30

ひらたタウンセンター ☎52-2260

発熱症状の有無により時間を分けて診療しています。

16日㈪／13：30～15：00

八幡タウンセンター ☎64-3765

18日㈬／13:30～15:00

松山健康福祉センター ☎62-2843

眠れない…は
心のSOS
こころの相談窓口

月～金曜日／
8：30～17：15

市健康課 ☎24-5733
八幡総合支所健康福祉係 ☎64-3113
松山総合支所健康福祉係 ☎62-2611
平田総合支所健康福祉係 ☎52-3911
庄内総合支庁地域保健福祉課
☎0235-66-4931

山形いのちの電話

年中無休／
13：00～22：00

あんしん相談
（困りごと相談）

月～金曜日／
家庭教育電話相談
8：30～17：15
ふれあいほっとライン （相談員対応は
9：00～16：15）
児童虐待かもと思った
ら…すぐに電話を

（社福）
山形いのちの電話
☎023-645-4343
県教育庁生涯教育・学習振興課
☎023-630-2872
5023-630-2874
yshogaku@pref.yamagata.jp

年中無休

児童相談所全国共通ダイヤル ☎189

月～金曜日／8：30～17：15

市相談窓口 ☎26-5734

酒田市休日診療所 8月の診療日と診療体制について

8月の診療日／
1日㈰、
8日㈷、
9日㉁、
15日㈰、
22日㈰、
29日㈰
場所／市民健康センター別館（船場町二丁目1-31）

①発熱症状のある方（37.5℃以上）
予約制 来院する前に、必ず上記電話番号へ連絡して
ください。予約時に来院時間を案内します。

・受付時間／午前8時30分～11時30分、午後1時～4時30分
・診療時間／午前10時30分～正午、午後3時30分～5時

②発熱症状のない方

・受付時間／午前8時30分～10時、午後1時～3時
・診療時間／午前9時～10時30分、午後1時30分～3時30分
◆検温により、発熱がある場合は①の時間に来院をお願いする場
合があります。

【共通】

・診療所待合室入口において検温を行い、職員が誘導します。
・保険証を忘れずに持参してください。
・新型コロナウイルス感染症にかかる検査はしません。
・会社や学校に提出する診断書は発行しません。
・交通事故、労働災害については診療できません。

平日の問い合わせ／市健康課健康係 ☎24-5733
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VOICE OF AR ANMARE

森 寿実子さん

今の仕事でどんな時が楽しいですか

は︑メンバーと真剣に向き合う姿勢

が面白いです︒選手経験で培ったコ

域のネットワークを発見できること

仕事を通じて︑社会のしくみや地
とチームでやり抜く﹁突破力﹂があっ

てやり抜く力は今の仕事でとても役

ミュニケーション力や︑目標に向かっ

と心の成長を実感できます︒

橋としての役割を果たせた時︑仕事

地域と人︑人と人とをつなぐ架け

立っています︒

たから︒初期メンバーは今でもかけ

その 年後︑主将に任命されて
年間︑チームをけん引し
続けましたね

がえのない仲間です︒

アランマーレを創設から6年間支え続けた森寿実子さん︒
選手時代の思い出や退団後の酒田での生活について聞きました︒

アランマーレ選手当時を
振り返って
鹿児島で学生時代を過ごして︑ア
ランマーレに入団しました︒社会人
になってもバレーボール選手として
活動できたことは︑本当に幸せなこ
とです︒振り返ると︑立ち上げ当時

ム間での葛藤もあり︑苦しい時もあ

試合︑仕事など慌ただしい中︑チー

始まりました︒それと同時に練習や

土台となるチームの体制づくりから

当時は各地から集まった選手9人で

メンバーの団結力や周りのサポート

から6年︑ここまで全うできたのは︑

るチームを目指しました︒立ち上げ

的につくり︑家族のように支え合え

以外で本音を話し合える機会を積極

るよう心掛けました︒また︑プレー

ムの状況を見据え︑柔軟に対応でき

す︒プレーする楽しさや見どころを

て普及に貢献していきたいと思いま

てもらえるよう働きかけて︑率先し

るだけではなく︑多方面から賛同し

したいです︒自らが教える立場にい

酒田をバレーボールの盛んな街に

酒田に期待したいこと︑
貢献したいことは何ですか

りました︒これを乗り越えられたの

があったからこそ︒本当に充実した

未来の子どもたちが夢を持てるきっ

〇 2-1

かけになればうれしいです︒

日時：6月25日㈮〜27日㈰
場所：黒部市総合体育センター
（富山県）

試合結果

× 0-2

結婚を機に酒田でこのまま暮らす

対戦相手

KUROBE
アクアフェアリーズ
埼玉上尾メディックス

ことに決めました︒自然と生活スタ
イルが仕事中心にシフトしましたが︑
環境の変化はそれほど感じていませ
ん︒今携わっている仕事が立ち上げ
間もない新事業で︑とても新鮮でや
す︒生活にメリハリがあって酒田で

りがいがあり︑一日があっという間で

2021サマーリーグ結果報告

退団後︑環境の変化はありましたか

地域の皆さんに知ってもらうことで︑

リーダーとして常に変化するチー

1

6年間でした︒

はまさにゼロからのスタートでした︒

5

の暮らしはとても充実しています︒

2021.8.2

私の街さかた

酒田市広報

23

× 0-2

群馬銀行
グリーンウイングス
ブレス浜松

× 0-2
× 0-2

リガーレ仙台

ボイス 61
of
アランマーレ
L.
VO

スペシャルインタビュー

鹿児島県生まれ。2015
年4月〜2021年3月、
ア
ランマーレに在籍。2016
年4月〜2021年3月、
主
将を務める。2021年3月、
退団。現在、
株式会社プ
レステージ・インターナショ
ナル山形BPOパークに
在籍。

6/26

6/26

科学って楽しいね！

サイエンス発明教室が総合文化センターで開催され、

多様な性について考えよう

生物学的な性について学び、性の多様性は人間の個性

市内の小学１年〜４年生45人が保護者と一緒に参加し

の一つであることへの理解を深めるウィズ講座
「そもそも

ました。鶴岡工業高等専門学校の先生を講師に、坂道に置

男と女って!?」
が開催されました。
「そもそも人間は多様で

くとコトコトと

ある」という原

動き出す
「やじろ

点に戻り、多様

べえ」
を作ったり、

な生き方への理

試 験 管の中に

解と配慮を深め、

雪を降らせる実

誰もが違いを認

験をしたりしま

め合うことの大

した。

切さを学びました。

7/1

デジタル変革を進めるために

本市と連携協定を結んでいる㈱ＮＴＴデータより、最高デジタ

7/2

立地を生かした事業拠点へ

山形市に本社を置く三條物産㈱と、酒田京田西工業団

ル変革責任者補佐官として野田徹氏が着任しました。今後は

地の土地売買契約調印式が行われました。今回の契約は、

市デジタル変革戦略室に常駐しデジタル変革の推進に着手し

新工場建設を目的に行われたもので、11月に着工し来年

ます。知識・経験

６月には高速

豊かな野田氏の

道路のインター

着 任により、市

チェンジが近い

民生 活や産 業

立地を生かした

など幅広い分野

同社の主要拠点

に新しい価値を

として稼働予定

創造するデジタ

です。

ル変革を着実に
進めていきます。

7/15

がんばれ！ニュージーランド
トライアスロンチーム !

7/15

しっかり動いて食べることが大事

ニュージーランドのオリンピックトライアスロンチーム

田沢小学校で、
バレーボールチームのプレステージ・インター

とのオンライン交流が市内小中学校６校で行われました。15日、

ナショナル アランマーレによる食 育 活 動が 行われました。

浜田小学校では、5年、6年生の児童が本市の魅力を英語で

選手たちは体験談を交えながら、毎日バランスの良い食事

伝えたり、先 住

を取ることと体

民マオリ族の伝

を動かすことの

統 的な踊り
「ハ

大切さを伝え、
児

カ」
を元気いっぱ

童たちは楽しく

いに披 露したり

学んでいました。

して選手たちを
応援しました。

24

あの日あの時の気になるニュースや
明るい話題を振り返ります。

庄内地域の拠点統合へ

交流と学び、成長の新しいかたち
6/26・27 を築く図書館を目指して

荘内ガス㈱と本市による酒田京田西工業団地の土地

図書館総合展の地域フォーラムがミライニで開催されま

売買契約調印式が行われました。分譲される土地は、同社

した。26日にはパネルディスカッションが行われ、27日に

の庄内地域の統合本社として整備される予定です。

は地元高校生や大学生による市内観光スポットからの中

6/25

継レポートも行
われました。この
模様は、全国の
図書館関係者
などにもオンラ
インで配信され
ました。

6/26

先人が残した松林を守るため

光ケ丘地区環境美化ボランティアが行われ、市内の小

6/29

有事に備えて

浜中自治会と浜中小学校の児童が合同で、クリーンアップ

中学生、高校生、大学生、一般など277人が参加。参加者は、

活動と津波避難訓練を行いました。海岸の清掃活動をした

班ごとに分かれ光ケ丘公園や万里の松原の草刈りやごみ

後に行われた避難訓練では、緊急地震速報や津波警報を

拾いなどの清掃

知らせるサイレン

活動を行いま

が鳴ると、みんな

した。

真剣な表情で避
難先の小学校
まで避難を行い
ました。

7/2

長年にわたる道路の美化活動
などをたたえて

7/3

いつまでも元気でいるために

長年にわたり道路の整備促進活動や美化活動などに尽力

松山農村環境改善センターで松山健康福祉フェアが開催

されている、庄内地域の５団体・1個人の功労をたたえ、山

されました。メインとなる日本海総合病院・松山診療所医師

形県庄内地区道路協議会道路功労者表彰式が行われました。

沼沢卓真氏による講演「元気の源はこころの健康から―認
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本市からは、
一般

知 症やストレス

国道344号安田

に負けないため

バイパスを実現

に―」では
「い つ

する会、
中野目自

までも元気でいる

治 会、
小 牧自治

ためのコツ」を学

会、
山 楯自治 会、

ぶため、
参加者は

局自治会が表彰

真剣に耳を傾け

を受けました。

ていました。

大 切 な人へ
助産師・
思春期保健相談士

伝 え た か っ た 想 い を こ こ に

後藤 敬子
氏

息子の反抗期は︑自立への欲求

になった︒

母親はそれだけでほっとした表情

息子さんを信じて︑見守っていきましょう
こ の 頃 ︑ 中 学３ 年 の 息 子 と ぶ つ
かってばかり︒
﹁お母ちゃん﹂って
呼んでもくれない︒今朝も﹁行って
と親から離れることへの不安の中
で︑受験やテストの話題が引き金
になり﹁うるさい！ わかってる！
引っ込んでろ！﹂と爆発したのが
きっかけだった︒
母親には時期が来たことを説明
した︒わが子と一緒の時間はあと
３ 年くらいだけ︒息子は自分の巣
立ちを感じ︑母に子離れしなけれ
ばいけないことを無意識に気付か
せてくれた︒感情的な言葉︑くど
くどした説教︑過干渉はもうおし
まい︒彼には︑認められ﹁でき
︒
た﹂という 自 信 が 必 要 な の だ と …
おはようやおやすみの声かけも
続けてください︒料理もおいしく
作ってあげましょう︒大切な人に
声をかけ続ける大切さや︑いつか
親の味を思い出せるように ︒
…一人
でも生き抜いていく力を与える︑
ラ ス ト ス パ ー ト の３ 年 間 が 始 ま っ

酢・・・・・・・・・・・・大さじ3
A しょうゆ・・・・大さじ1
砂糖・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・小さじ1/2

❶ ダイコンとニンジンをすりおろす
（ダイコンの汁は後で使うので取
っておく）
。汁気を切って合わせ、
もみじおろしを作る。好みで一味
唐辛子を混ぜる。青ネギは小口
切りにしておく。◆ダイコンとニン
ジンの量の割合は2：1。
❷ かきに塩を振って軽くもみ、流水
で洗い水気を切る。お湯を沸かし
た鍋にかきとダイコンの汁を入れ、
弱火で1分〜1分30秒加熱し、
ザ
ルに上げる。
❸ Ａの調味料を混ぜ合わせ三杯酢
を作り、
かきと合わせて冷蔵庫で
30分間寝かせる。器に盛り付け、
もみじおろしと青ネギを添える。

・
・
・
・
・
・
・8個
かき
（生食用）
塩・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
ダイコン・・・・・・・・・・・・・・・・4㌢
・
・
・1/2本
ニンジン
（小）
一味唐辛子
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・小さ
じ1/2〜1
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・適量
青ネギ

作り方
材料（2人分）

き ま す ﹂も 言 わ ず に 学 校 へ 行 っ た ︒
毎日イライラしていて︑ちょっと
注意すれば物にまで当たる︒担任
の先生に電話して学校での様子を
聞いたら元気で問題ないって︑つ
まり家でだけ不機嫌なんだ︒こん
︒なんで
な子じゃなかったのに …
こんなに寂しい思いをしなきゃい
けないの？ 息子の顔色を見て声を
かけるなんて︑私が何をしたって
いうの？
母親は︑去年までの息子が︑ど
んなに優しくていい子だったかを
話してくれた︒今でも祖父や弟︑
ペットには優しいのにと涙ぐんだ︒
息子への深い思いが伝わってくる︒
話を聞いていると息子が反抗期に
入ったと理解はしているものの︑
言葉の強さや態度がこんなに悲し
㌫は思春期の反抗

旬の食材を使った料理を
酒田市食生活改善推進員がご紹介

酢がき

旬
vol.88

第 35 回

たのですね︒

そのまま食べてもおいしい今が旬の岩がき。 かきは大根おろしの汁で
湯がくことで、よりきれいに
三杯酢を加えたアレンジをしてみませんか？
ふっくら仕上がります。

さかたの

いものだとは思わなかったという︒
子どもたちの

人も﹁あるある！﹂とうなずいた︒

期を迎える︒一緒に聞いていた友

90
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大切な人へ／さかたの旬／鳥海山・飛島ジオパーク リレーコラム／月間#酒田みっけ大賞

うっぺい

鳥海山・飛島ジオパークには︑
イヌワシが生息しています︒
イヌワシを見たことはありま
すか？
人里離れた山奥に生息する印
象があるイヌワシですが︑人の
営みと共存した生き物であると
いう一面もあります︒イヌワシ
が生きるためには︑ノウサギや
ヤマドリ︑ヘビなどを狩ること
のできる森林や草原が必要です
が︑どんな森林や草原でも良い
というわけではありません︒
一見︑青々としていても管理
が行き届かず︑鬱閉した人工林
の場合は翼を広げた長さが２㍍
近くもあるイヌワシでは狩りが
できません︒草原も︑放棄され
た低木が地面を覆うようになる
と︑狩りをする環境には向かな
くなります︒実は︑イヌワシ の
狩 り 場 創 出 と い う 面 に お い て︑
自然保護官

澤野 歩美氏

ハッシュタグ

林 業 や草原管理は大切な役割を
担っているのです︒
令和２年︑環境省では林業や
草原管理などの地域産業が活性
化することで︑イヌワシの狩り
場創出につながった事例を集め
た﹁自然の恵みを生かした持続
可能な地域活性化事例集﹂を制
作しました︒この事例集を読ん
でいると︑ジオパークの取り組
みとの連続性を感じます︒
﹁自然
の恵みを生かす﹂
﹁持続可能﹂
﹁地
域活性化﹂
︒人と自然の関わりを
考える中で見えてくる︑共通の
テーマなのかなと思います︒

鳥海南麓自然保護官事務所

猛禽類保護センター
（鳥海イヌワシみらい館内
）

日本海と大地がつくる 水と命の循環

鳥海山・飛島ジオパーク

第80回

市交流観光課観光戦略係
☎26-5759

自然の恵みを生かした
地域活性化
◀自然の恵みを
生かした持続
可能な地域活
性化事例集

▲事例集
ホームページ

インスタグラム

「#酒田みっけ」を付けて、Instagramで酒田の魅力を発信しませんか。投稿写真の中から、毎月大賞を選定しています。

６月の大賞

Imochan3.12さん

青空と鳥海山が田植え後の水田にリフレクションして、
初夏の訪れを感じる1枚！
スマートフォンなどでInstagramのアプリをダウンロードし、酒田の魅力あ
ふれる写真を撮影したら
「#酒田みっけ」
とつけて投稿してください。受賞
者や写真を使用させていただく方には市公式アカウントからダイレクトメッ
セージを送ります。
月間酒田みっけ大賞受賞者には、受賞回数に応じて粗
品を差し上げています。
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酒田市広報

私の街さかた

2021.8.2

#月間酒田みっけ大賞は、Instagram市公式アカウントや
市ホームページでも紹介しています。

Instagram酒田市公式アカウントはこちら
（sakata̲city̲oﬃcial）
アカウント名 酒田市

市長公室広報広聴係 ☎26‒5706

令和4年
成人式実行委員募集

成人式の企画運営をする新成人を募集します。
活動日時／9月中旬〜令和4年1月の主に午後7時〜9時
（月1回〜2回程度）
、成人式前日と当日
場所／総合文化センター ほか
対象／本市在住の令和4年成人式対象者
申し込み／8月23日㈪まで総合文化センター事務室へ 124-2992
期
場
対

令和 ４ 年

日／令和4年1月9日㈰
所／希望ホール
象／平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの方

No.379

◆案内はがきは、現在本市在住および中学卒業時本市に在住していた方に、11月下
旬発送予定です。
◆本市出身者であれば、就職や進学などで市外に居住している方も参加できます。
◆新型コロナウイルス感染症対策のため、実施方法は変更になる可能性があります。
▲市ホームページ
詳細は市ホームページで随時お知らせします。
なお1月10日㈰から延期した令和3年成人式は11月6日㈯に行う予定です。

成人式

発行／酒田市
印刷／協同組合未来創造印刷研究会

［2021年8月2日発行］

市社会教育文化課社会教育係 ☎24‑2992

第２7回

酒田市土門拳文化賞の受賞者が決まりました
市社会教育文化課文化芸術係 ☎２４‑２９８２

「酒田市土門拳文化賞」は、本市出身の日本を代表する写真
家・土門拳の芸術文化への功績を記念し、
写真文化、
写真芸術
の振興を目的に創設されたものです。
27回目を迎えた今回は、
全国35都道府県、
124人から作品が
寄せられました。
写真家の江成常夫氏、
大西みつぐ氏、
藤森武氏
による選考の結果、
次の通り受賞者が決定しました。

酒田市土門拳文化賞受賞作品（１点）
さいし

「福島祭祀巡礼」（カラー 30枚組）

酒田市の

人口

鈴木 渉 氏（68歳） 埼玉県入間市

◆掲載している写真は、抜粋した代表的なものです。

酒田市土門拳文化賞奨励賞受賞作品（３点、受付順）

47,348人（-37）

総人口／99,294人

（モノクロ 30枚組）

「つくり笑いが
う ま
上手くなりました」
（モノクロ 30枚組）

「潜伏キリシタン考」
（モノクロ 30枚組）

宇佐見 冨士夫 氏（67歳）

中田 要 氏（44歳）

吉永 友愛 氏（76歳）

福島県須賀川市

三重県桑名市

長崎県長崎市

「おばけやしき こわかったよ」

っ

ャ

ー

世帯数／42,508（‑2）

51,946人（-35）

［令和3年6月30日現在］
（ ）
内は対前月増減数。

「原発事故避難
いまだ先行き見えず」

北新橋保育園 たけだ のぞみ ちゃん

No.
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受賞作品展
期間／9月4日㈯〜
10月3日㈰
場所／土門拳記念館

酒田市役所

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目２番45号
☎0234-22-5111（代表）
FAX.0234-26-3688

八幡総合支所

〒999-8292 酒田市観音寺字寺ノ下41番地
☎0234-64-3111（代表）
FAX.0234-64-3110

松山総合支所

〒999-6861 酒田市字山田27番地の４
☎0234-62-2611（代表）
FAX.0234-62-2618

平田総合支所

〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30番地
☎0234-52-3111（代表）
FAX.0234-52-3116

本紙に関するご意見、
ご要望をお寄せください。
酒田市市長公室 ☎ 0234-26-5706（直通）
FAX.0234-26-3688
広報広聴係
koho@city.sakata.lg.jp

授賞式

日時／9月5日㈰
午前10時〜
場所／土門拳記念館

◆午前9時〜正午は一般の
方の入館はできません。

車の事故防止の

心がけ

危険です!！夏の車内温度!
短時間でもお子さんだけで
車内に残さないようにしましょう。

