
●障がい者ほっとふくしサービス事業
対象／身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者
保健福祉手帳1級の交付を受けている方▶利用内容／
タクシー運賃、紙おむつなどの購入、福祉乗合バスの回
数券、福祉乗合タクシーの使用料、配食サービス、定期
航路旅客運賃、障がい福祉サービス、有償ヘルパーサー
ビス、訪問入浴▶交付金額／年間9,000円
◆高齢者ほっとふくし券（一般用券）との重複利用はでき
ません。
●重度障がい者紙おむつ支給事業
対象／65歳未満の身体障害者手帳1・2級、または療育
手帳を所持し、在宅で1か月以上にわたり昼夜を問わず
紙おむつを使用し、日常生活において常時介護を必要と
する方▶支給内容／所得税非課税世帯は月額8,000円
相当、所得税課税世帯は月額6,000円相当の紙おむつを
支給
●やさしい住まいづくり事業
　購入や設置工事をする前に申請してください。
対象／身体障害者手帳の交付を受けている65歳未満の
方で、過去に同助成事業で限度額まで助成を受けてい
ない方▶対象機器／手すり、介護用ベッド、和式便器か
ら洋式便器への取り換え、シルバーカー、スロープ台な
どの移動支援機器、入浴補助用具など▶助成金額／
150,000円を限度に設置事業費の2分の1を助成
●在宅酸素療法者支援事業
対象／呼吸器機能障害による身体障害者手帳を所持し
ている方（ただし1級・2級を除く）で、かつ医師の指示に
より在宅酸素療法を行っている方▶支給内容／在宅酸
素療法に係る酸素濃縮器使用のための電気料金として
一人につき月額1,600円

●せきずい損傷者介護手当支給事業
対象／身体障害者手帳1・2級に該当するせきずい損傷
者で常時介護を必要とする20歳以上の方を介護してい
る方▶支給内容／せきずい損傷者を看護し、かつその
生計を維持する方に月額5,000円
●人工透析患者通院費助成事業
対象／じん臓機能障害による身体障害者手帳を交付さ
れた方で、本人および同居世帯の生計中心者が所得税
非課税の方▶助成内容／人工透析療法を受けるために
交通機関（自家用車も含む）を利用している方に、通院距
離に応じて交通費を助成▶助成金額／往復15キロ㍍未
満は月額1,500円、往復15キロ㍍～30キロ㍍は月額
2,000円、往復30キロ㍍以上は月額3,000円（ただし鉄道、
バス、タクシーを利用した場合はその運賃の額。自家用
車による場合は1キロ㍍当たり15円で計算した額で、実
支出額と比較して低い額を助成）
●有料道路通行料金の割引
対象／身体障害者手帳の交付を受けた本人が運転する
場合、または重度の身体障害者手帳または療育手帳Ａ
の交付を受けた本人が同乗し本人以外が運転する場合
▶助成内容／有料道路の通常料金が半額。ただし事前
申請が必要
●ＮＨＫ受信料の免除制度
内容／【全額免除】 身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方が世帯
構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合 
【半額免除】 身体障害者手帳の交付を受けた視覚・聴覚
障がい者が世帯主でかつ契約者の場合、または身体障
害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1
級の交付を受けた方が世帯主でかつ契約者の場合

障がいのある方が安心して自分らしく生活できるように
障害福祉サービスを利用してください

●お問い合わせ／市福祉課障がい福祉係 ☎26-5733

災害廃棄物の処理に関する測定結果について ●お問い合わせ／市環境衛生課管理係 ☎31-0933

⑴地下水、放流水の放射性物質濃度
月日 測定地点 セシウム134 セシウム137 合計 基準値※1

3／11
地下水上流 不検出 不検出 不検出 　（セシウム134濃度÷60）

＋（セシウム137濃度÷90）≦1地下水下流 不検出 不検出 不検出
放流水 不検出 不検出 不検出

単位：ベクレル／リットル
2.最終処分場周辺地域における測定結果

測定地点（高さ1㍍） 2／23 3／2 3／9 3／16 3／23 基準値※1
敷地境界(4地点) 0.02～0.04 0.02～0.04 0.03～0.05 0.04～0.05 0.04～0.05 0.19以下バックグラウンド※2 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04

単位：マイクロシーベルト／時間⑵空間放射線量率

測定地点（高さ1㍍） 3／3 3／17 基準値※1
大平公会堂 0.04 0.05 0.19以下

単位：マイクロシーベルト／時間
1.最終処分場における測定結果

　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。

空間放射線量率

※１ 基準値／「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な
考え方」に示されている値
※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
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　コンテンポラリーダンスには型がありません。ダンスが得
意な方も得意でない方も、一人一人の表現が全てダンス
です。コンテンポラリーダンサーと一緒に、Ｓ

エス
－ＪＩ

ジ ン ク
ＮＫ、ダンス

公演に参加してみませんか。
期間／5月～10月
対象／小学生以上どなたでも
　　　（ダンスの経験は問いません）
定員／先着30人
内容／プロのコンテンポラリーダン
サーと一緒に次の事業に参加します
①7月31日（金）Ｓ－ＪＩＮＫ
②10月10日（土）ダンス公演
費用／小学生～大学生3,000円、一般5,000円（①②までの
参加費で保険料含む。衣装代や食事代などは別途実費負担）
申し込み／4月18日（土）まで所定の用紙に記入の上、希
望ホールへ。所定の用紙は希望ホールにあります

平成27年度 狂犬病予防集合注射と登録（4月の予定）
●お問い合わせ／市環境衛生課環境保全係 ☎31-0933

　狂犬病予防法に基づく平成27年度の「犬の集合注射と登
録」を下表の通り行います。犬を飼う場合は、登録と年1回
の予防注射が義務付けられています。現在登録されている
飼い犬の飼い主には、案内はがきを郵送します。登録を行
う場合は、注射料のほか登録料と印鑑を持参してください。

期　日 時　間 場　所

八
幡
地
域

4／9（木）

10：00～10：15 日向コミュニティセンター
10：25～10：45 升田公民館
11：00～11：20 青沢克雪管理センター
11：35～11：50 大沢コミュニティセンター
13：20～14：00 一條コミュニティセンター
14：15～14：50

旧八幡中央公民館跡地
4／11（土）13：30～14：30

松
山
地
域

4／10（金）

9：00～ 9：15 南部コミュニティセンター
9：30～ 9：45 山寺コミュニティセンター
10：00～10：40 松嶺コミュニティセンター
11：00～11：30 内郷コミュニティセンター

4／11（土）13：30～14：30 松嶺コミュニティセンター

期　日 時　間 場　所

平
田
地
域

4／10（金）
9：00～ 9：40 平田農村環境改善センター
10：00～10：40

ひらた生涯学習センター
4／11（土）

13：30～14：10
14：30～15：10 平田農村環境改善センタ－

酒
田
地
域

4／13（月）

9：20～ 9：50 南遊佐コミュニティセンター
10：10～10：40 本楯コミュニティセンター
11：00～11：30 上田コミュニティ防災センター
13：30～14：00 広野コミュニティセンター
14：20～14：50 新堀コミュニティ防災センター

4／14（火）
9：20～ 9：50 東平田コミュニティ防災センター
10：10～10：40 北平田コミュニティセンター
11：00～11：30 中平田コミュニティセンター

期　日 時　間 場　所

酒
田
地
域

4／14（火）13：30～14：30 宮野浦学区コミュニティ防災センター

4／15（水）

9：20～ 9：50 浜中コミュニティセンター
10：10～10：40 黒森コミュニティセンター
11：00～11：30 十坂コミュニティセンター
13：30～14：00 市民健康センター

4／16（木）
9：30～10：30 庄内バイオ研修センター
13：30～14：30 東禅寺コミュニティ防災センター

4／17（金）
9：30～10：30 光ケ丘陸上競技場前
13：30～14：00 西荒瀬コミュニティ防災センター
14：20～14：50 泉学区コミュニティ防災センター

4／18（土）
13：30～14：30 酒田農業技術普及課（若浜コミセン東隣）4／19（日）

酒田市民会館「希望ホール」自主事業

ダンス事業参加者募集
●お問い合わせ／希望ホール ☎26-5450

【練習および公演日程（予定）】
内　容 月　日 時　間 場　所
説明会 5/16(土) 14：00～14：30 希望ホール

S-JINK練習

5/16(土) 15：00～17：00 希望ホール

5/17(日) 10：00～12：00 希望ホール
6/20(土) 18：30～20：30 亀ケ崎記念会館
6/21(日) 10：00～12：00 亀ケ崎記念会館
7/29(水) 18：30～20：30 希望ホール

7/30(木) 18：30～20：30 希望ホール
①踊りパレード本番
（S-JINK） 7/31(金) 未定 中町周辺

ダンス公演
練習

8/29(土) 18：30～20：30 希望ホール

8/30(日) 10：00～12：00 総合文化センター

9/26(土) 18：30～20：30 総合文化センター

10/8(木) 18：00～21：00 希望ホール

10/9(金) 18：00～21：00 希望ホール

②ダンス公演本番 10/10(土) 10：00～17：00 希望ホール

▲講師／ダンサー・振付家 田畑真希氏

持ち物／案内はがき
料金／注射料3,200円、登録料（未登録犬）3,000円
◆お釣りのないようにお願いします。
◆予防注射はどこの会場でも受けられます。
◆新規登録・予防注射は、各動物病院でも行っています。
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