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「西遊佐まちづくりセンター　　
　設計委託業務プロポーザル」

公開審査会開催
　西遊佐まちづくりセンターの設計事業者の選定にあたり、
審査委員会による審査を公開で行います。
●日時／ 3月23日（日）午後1時～
●会場／西遊佐まちづくりセンター　講堂
※公平な審査を行うため、会場では係員の指示に従ってく
ださいますようお願い致します。
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

　町では、看護師・准看護師を養成する学校等に在学す
る方に、修学等に必要な奨学金の貸し付けを行います。
　奨学金の貸し付けを希望される方は、ぜひご活用ください。
●対象者（次の①②のすべてに該当する方）
① 平成26年4月1日以降に保健師助産師看護師法第  
　 21条又は第22条に規定する文部科学大臣、厚生労
　 働大臣、都道府県知事が指定した大学、学校、養成
　 所に在学している方
② ①の大学、学校、養成所を卒業後に町内医療施設、
　 福祉施設等の看護師・准看護師として勤務する意志
　 のある方
●奨学金の金額／月額50,000円以内
●貸付期間／在学する学校等の正規の修学期間内
●償還期間・免除／貸付終了後、3年以内の期間で償還
していただきます。ただし、学校等を卒業した日から1年以
内に看護師等の免許を取得し、免許取得後3年以内に
町内医療施設、福祉施設等で一定期間継続して勤務し
た場合は奨学金の一部又は全額が償還免除されます。
●募集人数／若干名
●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、必要書
類を添えて遊佐町役場健康福祉課健康支援係に提出し
てください（郵送可）。申込用紙は健康支援係にあります。
町のホームページからダウンロードすることもできます。
●申込期間／ 4月1日（火）～30日（水）必着
●問／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

看護師・准看護師を目指す方への
奨学金の貸付について

看護師・准看護師を目指す方への
奨学金の貸付について

　町では、民間との協働事業により、各種届出や町内各施
設の場所を掲載した地図などの町民生活に便利な行政情
報をまとめた「遊佐町暮らしのガイドブック」（A4判、オールカ
ラー、32ページ）を作成しました。
　広報4月1日号の配布に合わせて全戸配布を行いますの
で、ぜひご活用ください。
●問／企画課企画係
　　　☎72－4523

遊佐町暮らしのガイドブックを
全戸配布します
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　75歳になると後期高齢者医療保険料、65歳になると介
護保険料の支払い義務が新たに発生します。今月は1月に
75歳、2月に65歳になられた皆様へ、3月14日付で納入通
知書の発送を行います。内容をご確認の上、納め忘れのな
いようお願い致します。
●送付物／
　1月に75歳になられた方…後期高齢者医療保険料の
　　　　　　　　　　　　納入通知書
　2月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／ 3月31日（月）
●口座振替について／
　他の税目で口座振替手続きを済ませている方も、上記保険
料の振替を希望される場合は、新たに手続きが必要となります。
振替を希望する金融機関にて口座振替手続きをお願いします。
●問／金額について…町民課課税係　☎72－5876
　　　納付について…町民課納税係　☎72－5411

　納税者の方は期間中、町内の土地や家屋の今年度評価
額などを字地番順の縦覧帳簿でご覧になることができます。
●期間／ 4月1日～ 4月30日（土・日・祝日を除く）
●時間／午前8時30分～午後5時15分
●場所／遊佐町役場1階　町民課内
●手数料／縦覧簿:無料（コピー不可）
　課税台帳:無料（コピーがいる方は一枚10円の実費が必要）
●対象者／町内に土地・家屋を所有し、固定資産税を納
税している方（又は同居の家族等）
●持ち物等／運転免許証等の身分証明書（代理人の方
は委任状、借地・借家人や資産を処分する権利のある
方は、他に権利関係が分かる書類が必要です）
※固定資産課税台帳の閲覧は通常どおり行っています
が、縦覧期間中は今年度分に限り、無料で閲覧すること
ができます。証明が必要な方は通常の手数料が必要で
す。（一枚400円）
●問／町民課課税係　☎72－5412

　稲川小学校と西遊佐小学校の統合による新校「藤崎小
学校」の開校式を開催します。
●日時／ 4月4日（金）午前10時開式
●場所／藤崎小学校（現稲川小学校）体育館
　式出席希望者は、3月18日（火）までに連絡願います。
　当日は内履きをご持参のうえ、9時40分までにお越しください。
●問／稲川小学校　☎76－2133（教頭：伊藤）
　　　西遊佐小学校　☎76－2033（教頭：佐藤）

小規模工事等契約希望者の
登録受付

　遊佐町では、小規模工事等（概ね100万円以下の工
事や修繕）の受注機会の拡大を図るため、小規模工事等
契約希望者登録制度を実施しています。
　平成26年度～27年度については、3月17日（月）～3月
31日（月）の期間（土日祝日を除く9時～17時まで）で登録
申請を受け付けします。受付期間終了後も随時登録申請
を受け付けております。
　申請の際は登録申請書と納税証明書が必要です。詳し
くは町ホ－ムペ－ジか総務課財政係で確認願います。
●問／総務課財政係　☎72－5880

4月1日～4月30日 デマンドタクシーの
お得な回数券を販売します

　日頃のご愛顧に感謝し、回数券（通常11枚つづりで
5,000円）を14枚に増やして販売します。
　ただし、この期間に販売した回数券の有効期限は8月29
日までとさせていただきます。
　そのため、残った回数券の払戻等は受付できませんので、
ご了承ください。
●販売／ JR遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　デマンドタクシー車内
●問／産業課商工振興係
　　　☎72-4522

藤崎小学校の開校式のご案内

75歳、65歳になられた皆様へ

固定資産の価格等の縦覧と
課税台帳の閲覧

　例えば、今年の4月に申請した場合は、平成24年3月か
ら26年6月分までの保険料を免除申請できます。また、24年
2月分については、今年の4月2日までに申請してください。
申請が認められるかどうかは、本人と配偶者、世帯主の所
得と扶養親族の人数によって決まります。
　また、学生納付特例についても、同じように2年1ヶ月前ま
で、さかのぼって免除申請できます。
　なお、既に納めた分についての免除申請はできません。
　経済的な事情や、未納がある方は、この機会に、保険料
の免除申請について鶴岡年金事務所か、役場町民係まで
ご相談ください。
●問／鶴岡年金事務所　☎0235－23－5040
　　　町民課町民係　☎72－5885

今年4月より、2年1ヶ月前まで
さかのぼって保険料の

免除申請ができるようになります

国民年金保険料の免除制度改正のお知らせ

今年4月より、2年1ヶ月前まで
さかのぼって保険料の

免除申請ができるようになります
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障がい者を支援する事業所の
製品販売会

さけ稚魚放流時の害鳥駆除用
花火使用のご理解について

　障がい者が利用する就労継続支援B型事業所等の製
品を販売します。
●日時／ 3月20日（木）午前11時～午後1時
●場所／遊佐町役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売するもの／

●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

　2月・3月は、さけの稚魚放流の時期です。稚魚を海鵜や
その他害鳥から守るため、その間、ロケット花火を使用します。
鉄砲の音と誤解をする場合がありますが、近隣住民の皆様
のご理解をお願い致します。
●問／箕輪鮭漁業生産組合
　　　☎77－2275

遊佐の『桜守』を育てる
サクラを守り育てる研修会

遊佐カップ中学校選抜
バスケットボール大会

　「美しい山形・最上川フォーラム」との共催により、桜の適
切な剪定や施肥の大切さを学びます。
　みんなで身近にあるサクラを見守り、毎年見事な花を咲か
せましょう。
●日時／ 3月19日（水）午後1時30分～ 4時30分
●会場／遊佐町駅前二区コミュニティセンター
●内容／①講座（遊佐町駅前二区コミュニティセンター）
　　　　②実技講習（八ツ面川沿いサクラ並木）
●講師／樹木医　山田　寛爾　氏
　　　 　公益財団法人　山形県みどり推進機構
●どなたでも御参加いただけますが、
　事前にご連絡をお願いします。
　（参加無料）
※参加希望者は、手袋、剪定バサミ、
　剪定ノコをご準備ください。
●問・申込み／地域生活課環境係　☎72－5881

　今年も、秋田・新潟・宮城・県内より選抜された男女12
チームによる大会が行われます。遊佐中学校の男女バス
ケットボールチームも参加します。町民の皆さんの声援をよ
ろしくお願いします。
●日時／ 3月22日（土）午前9時30分～

3月23日（日）午前8時30分～
●場所／遊佐中学校体育館
●参加校／新潟県舟栄中学校（男）・秋田県土崎中学

校（男）・秋田県山本中学校（女）・新潟県
朝日中学校（女）・山形河北中学校（男女）・
酒田第四中学校（男）・　　　　　　　　
酒田第三中学校（女）・　　　　　　　　
鳥海八幡中学校（男）・　　　　　　　　
松山中学校（女）・　　　　　　　　　　
遊佐中学校（男女）

●問／遊佐中学校　☎72－2820

　遊佐町では、障がい者の社会参加や生活圏の拡大をす
すめるため、タクシー利用券を交付しています。
●対象者／
①身体障害者手帳の所持者で、
ア）上肢障害1級～ 3級の人
イ）下肢・体幹及び重複障害1級～ 5級の人
ウ）視覚・内部障害（心臓、腎臓、肝臓、呼吸器）1級～
6級の人
②療育手帳の所持者及び養護学校に通学している人
③精神障害者保健福祉手帳の所持者
●交付内容／ 1回の利用につき600円の利用券（割引券）

を年度28回分交付します。
●問･申込み／身体障害者手帳（療育手帳・精神障害者

保健福祉手帳）、印鑑を持参の上、健康福
祉課福祉介護保険係　☎72－-5884まで

平成26年度心身障がい者
福祉タクシー利用券交付

参加事業所 販売する製品

NPO 法人わいわい・
かんとりー

カップ&ソーサー、ご飯茶わん、
さをり織など

障がい福祉サービス事業所
たぶの木

シフォンケーキ、チーズケーキ、
タルトなど

障害者多機能型施設
ひまわり園

とうふちーずケーキ、おからde
ショコラ、クッキーなど

支援センター　なのはな畑 せんべい、おからかりんとう、
さをりバッグなど

就労施設　みなみ メロンパン、ハムチーズパン、
ロールケーキなど

　相談室では、がんに関する治療や検査、療養や痛みの
悩み、医療費などの、患者さんやご家族の不安や心配ごと
に専任相談員の看護師が対応いたします。
●受付時間／午前8時30分～午後5時（土・日・祝日を除く）
●相談場所／がん患者相談室（受付カウンター左手）
●相談方法／対面相談または電話相談
　　　　　　☎023－628－5159
※がん相談に関する費用は無料です。

山形大学医学部付属病院
「がん患者相談室」のご案内

せん

さくら もり
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　鳥海山麓の残雪の林の中を、カンジキを履いて散策。初
心者でも安心です。幻想的で神秘に満ちた雰囲気を体感し
ましょう。
●期日／ 4月5日（土）
　　　　三俣　さんゆう前　午前9時集合
　　　　解散は、午後2時30分頃を予定。
●対象／山歩き初級レベル・里山歩きなどを楽しまれている
　　　　大人の方（初級者を対象とし、途中休憩をとりな
　　　　がら雪原を約5時間標高差3～ 400mを歩きます。
　　　　但し天候や雪の状況で変更あり。）
●定員／ 15名
●受講料／ 2,200円（ガイド料、保険料を含む）
●持ち物／山歩きできる服装と靴、昼食、飲み物、着替え、
　　　　　サングラス、タオル、敷物、雨具、帽子、手袋等
　　　　　※カンジキがある方はご持参ください。
●申込締切／ 4月2日（水）※但し、定員になり次第締切
●問・申込み／しらい自然館内　鳥海山おもしろ自然塾推
　　　　　　　進協議会事務局　☎72－2069

　かねてより建設をすすめてまいりました「特別養護老人
ホーム にしだて」は、3月20日完成が予定され、いよいよ4月
にオープンの運びとなりました。
　つきましては下記のとおり施設内覧会を開催いたします。
スタッフ一同皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。
●日時／ 4月1日（火）　午前9時～午後7時　
●会場／特別養護老人ホーム にしだて
　　　　住所：遊佐町吹浦字西楯23番6　
　　　　　　　（旧吹浦小学校跡地）　
●問／社会福祉法人遊佐厚生会事務局（月光園内）
　　　☎72－5611　

●出願資格／中学校若しくは高等学校を卒業した者又は
平成26年3月卒業見込みの者

●出願受付期間／ 2月27日（木）～3月20日（木）午後5時
●試験日／ 3月22日（土）
●募集人数／ 10名程度
●試験科目／国語・数学・面接
●合格発表／ 3月24日（月）午後4時
●申込方法／下記の問い合わせ先まで所定の志願書を請
　　　　　　求のうえ郵送、又は持参にてお申し込みください。
●問／山形県立山形職業能力開発専門校　訓練課
　　　☎023－644－9227　FAX 023－644－6850

『鳥海山おもしろ自然塾』
ベテランガイドと行く「残雪のブナ林トレッキング」

特別養護老人ホーム にしだて
内覧会開催

平成26年度山形県立山形職業能力開発専門校生
三次募集（建設技術科）

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

春の清掃にご協力を

　飼い犬（生後91日以上）には、犬の登録・狂犬病予防
注射を受ける義務があります。すでに登録されている犬につ
いては、狂犬病の予防注射だけ受けてください。
●料金／登録済の犬（注射料のみ）　　　3,200円
　　　　未登録の犬（登録料と注射料）　6,200円
●持ち物／
①郵送されたハガキ
②フン処理の袋（会場で犬がフンをした場合のため）
●日程／

・狂犬病予防注射は1頭1針で実施しています。
・会場へは、犬を制御できる方が連れてきてください。
・犬が死亡したときは、下記へご連絡ください。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

　きれいでさわやかな生活空間を保つため、集落周辺の道
路、公園等の清掃にご協力ください。集落等団体の清掃に
は、ごみ袋を提供いたしますので、代表の方は地域生活課
にお申し込みください。
●ごみの分別方法にご注意ください／
　ポイ捨てされたペットボトル、空き
缶、空きびんは汚れているためリサ
イクルできません。下表のように分
別して町指定ごみ袋に入れ、集落
の環境推進員を通じてごみステー
ションに出してください。

●問／地域生活課環境係　☎72－5881

月　日 場　所 時　間

4月 8日（火）
しらい自然館
野沢公民館
生涯学習センター

午前 9:15 ～ 9:45
午前 10:00 ～10:30
午前 11:00 ～11:30

4月9日（水） 稲川まちづくりセンター
西遊佐まちづくりセンター

午前 9:30 ～10:00
午前 10:30 ～11:00

4月10日（木） 吹浦まちづくりセンター
高瀬まちづくりセンター

午前 9:30 ～10:15
午前 10:45 ～11:15

4月11日（金） 蕨岡まちづくりセンター
開畑公民館

午前 9:30 ～10:00
午前 10:30 ～11:00

4月13日（日） 生涯学習センター 午前10:00 ～11:00

ごみの種類 分別区分

ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、
ガラスくず、せともの 埋立ごみ
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■◆雇用の広場

●日時／ 3月26日（水）午後5時～ 7時　
●会場／酒田勤労者福祉センター2階（酒田市緑町）
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人の

登記、金銭トラブル、成年後見等
●申込み／午前9時～午後5時まで（土・日・祝日を除く） 

山形県司法書士会酒田支部　高橋☎43－4000

●実施団体／連合山形酒田飽海地域協議会
●相談期間／ 3月20日（木）午前10時～午後6時
●相談電話／☎24-5505
●相談方法／相談者が電話で相談（相談は無料）
●相談内容／解雇・雇止め、賃金カット、労働相談、残業、
休暇などの他、いやがらせ、経営危機・倒産などによる人
員整理問題、労働災害など、労働に関わる相談について
対応します。

●対象者／初めての方から実践会話希望者までどなたでも
●場所／東北公益文科大学
●日時／ 4月第3週より開講、毎週1回、午後7時～ 8時30分
●開講式／4月8日（火）午後7時から104教室にて。　
　　　　筆記用具持参。

●講座内容／（詳細は開講式にて連絡）
　①入門講座（毎週水曜）　②初級講座（毎週木曜）
　③中級講座（毎週火曜）　④実践講座（毎週木曜）
●受講料／①社会人：入門･初級･中級の3講座は月額
　　　　　　　　　　3,500円、実践講座は月額4,000円
　　　　　②学生：社会人の受講料から千円割引き   
●問・申込み／ 3月24日（月）午後5時まで下記へ要申込
（第1次締切、以降随時受付）
酒田地区日中友好協会事務局　山新観光㈱庄内支社
内 担当:佐藤 愛　 住所:酒田市山居町1-5-21
☎23－5105　FAX 23－5104

司法書士無料法律相談

なんでも労働相談ダイヤル

酒田地区日中友好協会主催
「中国語講座」受講生募集

中華そば七郎

職 種 アルバイト（学生可）

勤 務 時 間 土日祝日　　AM10:00　~　PM3:00

問 合 せ

イースタン技研 (株 ) 山形工場
職 種 パート従業員

業 務 内 容 電気接点部品の製造及び検査

資 格 高卒以上　普通自動車免許

給 与・ 待 遇

時給 680 円～ 720 円　
※慰労金：年 3回（前年度実績）
※試用期間：3ヵ月間　時給 680 円
※社会保険加入・交通費支給あり

勤 務 時 間 午前 9時～午後 5時　
残業 : 原則なし　ただし状況による

応 募 手 続 履歴書（写真付）を郵送またはご持参下さい。
追って面接日をお知らせします。

職 種 内職者

業 務 内 容 電気接点部品の検査

資 格

①品物の納品・引き取りの出来る方
②作業用品は貸与します
③精密部品のためペットを飼われている方はご
遠慮ください

給 与・ 待 遇 出来高制

勤 務 時 間 1 日 3～ 5時間程度作業の出来る方

応 募 手 続 詳細は担当までお問い合わせください

問 合 せ
イースタン技研㈱山形工場　担当 : 高橋

吹浦荘

募 集 内 容 施設職員の募集

職 種
⑴生活支援員 ( 利用者の生活支援、日中活動の
サポート ): 契約職員
⑵調理員（利用者の食事の調理業務）: 契約職員

募 集 人 員 生活支援員 5名、調理員 1名

資 格 特になし。

給 与・ 待 遇 山形県社会福祉事業団の規定による

勤 務 条 件 勤務シフト表による交替制勤務。（4 週 8 休。
夜勤あり。）

選 考 方 法 面接

そ の 他

⑴雇用期間　平成 26年 4月 1日 ~平成 27 年
　3月 31日（更新あり）。
⑵面接の際に、履歴書をご準備下さい。

　山 21番地の 14

特別養護老人ホーム松濤荘
募 集 職 種 介護員（契約職員）6名

雇 用 期 間 平成 26年 4月 1日~平成 27年 3月 31日（契
約更新の可能性有り）

業 務 内 容 施設利用者の日常介護全般（夜勤月3回程度有り）
賃 金 日額 :6,640 円 +通勤割増分　賞与年 2回
待 遇 雇用・労災・健康・厚生、退職金制度有り

就 業 時 間 週 40時間、夜勤を含む変則勤務
（6 時 30 分から 22 時までのうち 8 時間勤務）

問 合 せ 特別養護老人ホーム松濤荘　☎ 76-2103
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がんばった人にマル

入札結果　2月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎教育課
●遊佐中学校給食調理等業務委託
期間 Ｈ２６/４/１～Ｈ３１/３/３１　契約金額　51,300,000円
契約者　株式会社庄内給食センター
［その他の入札参加者］株式会社ゆざ食彩工房
◎健康福祉課
●遊佐町子どもセンター事務用備品購入
期間 Ｈ２６/２/２７～Ｈ２６/３/３１　契約金額　2,850,750円
契約者　オビサン株式会社
［その他の入札参加者］株式会社ブルー、有限会社三英社

○2月2日（日）　第43回遊佐町卓球選手権大会　
男子経験者個人戦の部 優勝 高橋道男（卓球愛好会）
 準優勝 阿部和真（遊佐中）
 第3位 小泉　穣（酒田光陵高）
 第3位 石川　浩（ワイワイカントリー）
男子未経験者個人戦の部 優勝 石垣道真（稲川小）
 準優勝 榊原英友（西遊佐小）
 第3位 渋谷大雅（蕨岡小）
 第3位 本間広大（稲川小）
女子経験者個人戦の部 優勝 小泉りょう（遊佐中）
 準優勝 齋藤真梨恵（遊佐中）
 第3位 森　碧唯（遊佐中）
 第3位 今野麻未（遊佐中）
女子未経験者個人戦の部 優勝 本間　萌（稲川小）
 準優勝 渋谷　雅（蕨岡小）
 第3位 高橋日華里（遊佐小）
 第3位 那須英璃花（吹浦小）
団体戦の部 優勝 遊佐中Aチーム
 準優勝 スポ少親の会
 第3位 チームK

○2月1日（土）・2日（日）第66回全庄内スキー選手権大会
大回転　小学生高学年男子の部　第3位　榊原　和
　　　　小学生高学年女子の部　第4位　狩野まとい
回転　　小学生高学年男子の部　第1位　榊原　和

○2月9日（日）　第36回少年少女総合卓球大会
　小学生女子バンビ(2年生以下)　準優勝　伊藤あゆみ(蕨岡小)
○2月11日（火・祝）庄内北部地区小学生バレーボール錬成会　
　　　　　　　　　第4回交流大会
第3位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団

○2月11日（火・祝）　第55回遊佐町小中学校スキー大会
小学校男子低学年の部　第1位　菅原悠聖（遊佐小2年）
小学校男子高学年の部　第1位　榊原　和（蕨岡小6年）
小学校女子高学年の部　第1位　狩野まとい（高瀬小6年）
特別賞 菅原爽乃（杉の子幼稚園）

○2月11日（火・祝）　第45回遊佐町民スキー大会
青年の部 第1位　小野寺翔平（杉沢南）
 第2位　金子美咲（丸子）
壮年の部 第1位　伊藤充朗（中藤崎）
 第2位　齋藤仁八（大井）
 第3位　本間好幸（楸島）
シニアの部 第1位　三浦澄雄（千本柳）
 第2位　榊原一男（平津）
グランドシニアの部 第1位　菅原清一（下当上）
 第2位　佐藤敏男（丸子）

○2月15日（土）鳥海Fリーグ2014第9回少年フットサル大会
U-10の部　第2位　遊佐サッカースポーツ少年団a
U-12の部　第2位　遊佐サッカースポーツ少年団A

○2月16日（日）第28回間沢スラローム大会
第3位　狩野まとい
第4位　榊原　和

○2月22日（土）第41回全庄内カップ総合成績
小学生男子の部　第3位　榊原　和
小学生女子の部　第3位　狩野まとい

○2月22日（土）第25回庄内ジュニアGSL大会（湯殿山）
小学生男子6年生の部　第6位　榊原　和
小学生女子6年生の部　第5位　狩野まとい

○2月23日（日）　第57回白銀少年スキー選手権大会
種目　1部　男子コンビ　第6位　榊原　和
種目　1部　女子コンビ　第6位　狩野まとい

○2月22日（土）・23日（日）酒田地区フットサル（室内サッカー）大会
スポ少低学年の部　第2位　遊佐サッカースポーツ少年団a
スポ少高学年の部　第3位　遊佐サッカースポーツ少年団A
スポ少ママさんの部　第1位　遊佐サッカースポーツ少年団ママ

○2月23日（日）第11回酒田飽海地区ミニバスケットボール新人大会
女子　優　勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子　準優勝　あすなろフェニックスバスケットボールクラブスポーツ少年団

○2月23日（日）　第28回酒田市少年柔道大会
女子高学年の部　第3位　遠田　麻衣（稲川小6年）

※大会結果については、各競技団体より掲載依頼のあったものについ
て掲載させていただいております。

　
　今般、中国におけるＰＭ2.5による深刻な大気汚染の発生
および日本でも一時的にＰＭ2.5濃度の上昇が観測されました。
　山形県では、現在のところ、国の注意喚起の暫定基準を
超える値は観測されていませんが、今後、黄砂の時期とも重
なることから濃度が高くなることも懸念されます。
　注意喚起があった場合は次のことにご注意ください。
◆注意喚起の対応
　環境省は、注意喚起のために暫定的な指針となる値を、
日平均値で70μｇ/㎥（マイクログラム毎立方メートル）を超
える値としています。
　注意喚起は、午前5時、6時、7時の1時間値の平均
が85μｇ/㎥を超えた場合、または午前5時から12時まで
の1時間値の平均値が80μｇ/㎥を超えた場合に行うとし
ています。
　山形県での注意喚起は、県内8地域ごとに測定し、地
域ごとに行います。山形県が県のホームページで実施す
ると同時に、市町村、報道機関、関係機関に通知します。
◆注意喚起がなされた場合の行動のめやす
・屋外での長時間の激しい運動や、不要不急の外出を
できるだけ減らしてください。
・屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
・外出する際は、マスクの着用をおすすめします。医療用
や産業用の高性能な防じんマスクがより効果的です。
・呼吸器系や循環器系の疾患がある方、小児、高齢者
は体調の変化に注意して行動してください。

◆遊佐町の測定状況について
　山形県が県内13箇所で実施しており、そのうち、遊佐
町でも1箇所（遊佐字川端地内）で測定されています。
測定結果は、山形県のホームページで、現在の状況を常
時リアルタイムで確認することができます。
　また、携帯電話からも山形県のホームページで、現在
の状況をリアルタイムで確認することができます。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

今般、中国におけるＰＭ2.5による深刻な大気汚染の発生

山形県のＰＭ2.5（微小粒状物質）対策山形県のＰＭ2.5（微小粒状物質）対策


