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鳥海温泉　遊 楽 里　10234-77-3711  山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

【 ゲスト紹介 】
・Nami（本名・川俣奈美）
　遊佐町西谷地出身の27歳。
　今年2月にファーストシングル
　「大切な人へ…」をリリース。
・佐藤良子
　酒田市出身。演歌・ジャズなど
　幅広く活躍中。

18:00～19:00お食事

遊楽里1階文化ホール

お一人様

お一人様1泊3食（税込み）

（お食事・飲物込）7,000円7,000円
会　場

ショーの開始は19:00～

平成21年10月23日㈮

平成21年10月5日㈪から平成22年4月21日㈬

期　日

Nami・佐藤良子ゲスト

in 遊楽里感謝祭 オータム

チケット好評発売中!チケット好評発売中!

★ ２連泊以上のご利用のお客様限定プラン ★

6,950円
◎日曜から金曜までの平日限定、休前日は除かせて
いただきます。（ただし、年末年始は除かせていた
だきます。）
◎１名様からご利用いただけます。
◎毎日朝10時から午後１時までお風呂清掃に入らせ
ていただいております。そのお時間に入浴希望を
される方は隣のあぽん西浜をご利用いただけます
ので、その際はフロントへお申し付けください。
◎御食事の会場は７階展望レストランになります。
◎送迎につきましては、ご予約の際ご相談ください。

■お問い合わせ／遊佐町生涯学習センター
　TEL.0234-72-2236　FAX.0234-71-1222　E-mail／gcenter@town.yuza.yamagata.jp

ソルノク市立交響楽団演奏会

ゆざ公演ゆざ公演

ハンガリー

2009.11/21㈯2009.11/21㈯
時 間 開演16:00（開場15:30）

遊佐町合併55周年記念事業  日本・ハンガリー外交関係開設140周年記念

指 揮バリ・ヨージェフ 井 﨑 正 浩

会 場 全席自由遊佐町生涯学習センター

■入場料／一般 2,000円（当日は500円増）小・中・高校生 1,000円

■チケット取扱所／遊佐町教育委員会　遊佐町生涯学習センター
　　　　　　　　　各地区公民館　町立図書館　鳥海温泉 遊楽里
　　　　　　　　　希望ホール　喫茶さざんか　中合清水屋店　みずほ八文字屋

※無料託児所を開設しますので事前にお申し込みください。

～ プログラム ～
リスト／ハンガリー狂詩曲第２番
ブラームス／
　　ハンガリー舞曲集より
　　第1番、第4番、第5番、第6番
コダーイ／ガランタ舞曲
バルトーク／ルーマニア民族舞曲
Ｊ.シュトラウスⅡ世／
　　喜歌劇「こうもり」より
　　　　　“チャールダーシュ”他



シニア就業支援プログラム事業

水道管清掃作業のお知らせ

高齢者インフルエンザ（季節性）
予防接種

第7回秋の味覚まつり
「ゆざっと軽トラ市」出店者募集

しらい自然館  おもしろ自然塾
紅葉の高瀬峡ハイキング

昭和44年８月洪水巡回パネル展

お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用電話　1（0234）72－5922

　水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁からの排

泥作業を行います。区域内で水圧低下や濁り水の発生

する場合がありますので、生活用水のくみ置き等のご

協力をお願いします。また、大量の水道水を作業で使

用しますので、節水のご協力もお願いします。

●日時／10月25日㈰

午後９時より翌日26日㈪午前３時頃まで

●作業区域／西遊佐配水池給水区域内（比子下モ山、

服部興野、青塚、白木、上藤崎１、上藤崎２、大谷地、

中藤崎の一部、西谷地の一部）

●—／地域生活課上水道係　172－5887

　55歳以上の高年齢者の就業を支援する「シニア就業

支援プログラム事業」に参加してみませんか。

●日時／11月上旬～中旬（各２日間）

●講習種目／樹木剪定（遊佐町）、保育補助体験等

●定員／20人　＊資料請求、詳細は問合わせください。

●—／㈳山形県シルバー人材センター連合会

1023－626－3566

　高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。65歳

以上の方々には案内通知を送付しておりますが、下記

の方で予防接種の希望者は健康支援係までご連絡くだ

さい。なお、今回の予防接種は新型インフルエンザに

は対応していません。予防接種費用は１回3,000円で

すが、町で1,500円を負担します。

●対象／遊佐町に住所があり、予防接種日において満

60歳以上満65歳未満の者で、心臓、じん臓又は呼吸器

の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限され

る程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスに

より免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の

障害を有する者（身体障害者１級に準ずる者）

●—／健康福祉課健康支援係　172－4111

　ゆざっと軽トラ市への出店をお待ちしています。

●日時／10月25日㈰　午前８時～12時

●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎　南側広場）

●出店料／軽トラック１台500円

●申込期限／10月20日㈫まで

●—・申込み／遊佐町商工会　172－4422

●日時／11月８日㈰午前９時30分～12時

●集合場所／しらい自然館

●対象／小学３年生～一般（小学生は保護者同伴）

●受講料／1,200円（ガイド料・保険料含む）

●内容／集合後、各自高瀬峡駐車場に移動。鳥海山観

光ガイドの案内でハイキング。

●持ち物／雨具

●申込締切／11月４日㈬＊定員20人になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館　172－2069

　県内で大災害となった「昭和44年8月洪水」から40

年目。防災の大切さを学ぶ写真展です。

●日時／10月16日㈮～22日㈭

●場所／生涯学習センター　ロビー　無料

●内容／庄内地区の洪水の写真パネル

　　　　遊佐町の昭和58年７月水害の写真パネル

●—／総務企画課危機管理係　172－5895
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●日時／11月15日㈰　午前10時～午後２時
●場所／農業者トレーニングセンター
●入場料／無料
＊バザー品をご寄付いただける場合、遊佐幼稚園まで
●—・フリーマーケットの申込み／遊佐幼稚園 172－2323

遊佐幼稚園
学童保育クラブ 合同もちつき合同もちつき＆＆バザーバザー

振り込む前に、もう一度しっかり確認してください！
10月15日は「年金支給日」です。「年金支給日」を狙った振り
込め詐欺の発生も懸念されています。

チョット・まってー
！

チョット・まってー
！

・オレオレ詐欺 ～「番号が変わった」という電話は詐欺
・架空請求詐欺 ～身に覚えのない請求は無視してまず相談
・融資保証金詐欺 ～「お金を借りるのに先に保証金を払え」は詐欺
・還付金詐欺 ～「お金を返すからＡＴＭに行け」は詐欺
酒田警察署　123－0110

撃退のためのポイント

その手続きは振り込め詐欺ではありませんか？

●日時／10月29日㈭10時～16時

●場所／遊佐町庄泉字大谷地467

●—／「なごやか」171－5575 　「のどか」175－3210

㈲ほほえみの里　新規事業

デイサービス・住宅型有料老人ホーム

「のどか」施設内覧会のご案内



鶴岡養護学校
平成21年度小中学部体験・見学会

くらしの無料相談所
「お金と相続・成年後見なんでも相談」

庄内地区  高校生就職面談会

山形県母子連
“お母さん交流会”

酒田調停協会
無料調停相談所

お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用メールアドレス　hotline@town.yuza.yamagata.jp

●日時／11月17日㈫午前10時20分～12時

●場所／山形県立鶴岡養護学校

●対象／知的な発達に遅れのある平成22年度本校に就

学・転学を考えているお子さんと保護者、本校小学部

及び中学部の教育に関心のある保護者

●内容／就学児は、保護者と一緒に低学年の授業に参

加＊在学児は該当学年の授業に参加していただきます。

●申込締切／11月２日㈪

●—／鶴岡養護学校　10235－24－5995

●日時／11月29日㈰午前９時30分～午後３時

●場所／加茂水族館・いこいの村庄内

●内容／水族館見学、レクリェーション、情報交換等

●対象／庄内地域の母子（父子）世帯　30世帯

●参加費／無料

●申込締切／11月14日㈯＊定員になり次第締切

●—・申込み／ご希望の方は、県母子連または遊佐町

母子会まで

　　　　　　　県母子連　1023－633－0962

　　　　　　　遊佐町母子会事務局　172－4715

●日時／11月19日㈭午後１時～４時

●場所／いろり火の里　なの花ホール

●内容／求人事業所と就職希望生徒との個別面談

●—／ハローワーク酒田　10234－27－3111

　５人の行政書士が対応します。困ったままにせず、

ご相談ください。秘密は厳守します。

●日時／11月７日㈯午前９時30分～12時

●場所／酒田市総合文化センター　４階　408号室

●内容／借金問題、相続問題、認知症、高齢者等の財

産管理の問題（成年後見制度の活用等）

●費用／無料　＊申込みは当日会場にて

●—／NPOライフサポート庄内　10234－45－1362

●日時／10月30日㈮午前10時～午後３時

●相談内容／交通事故、土地建物、多重債務、成年後

見、夫婦関係、家庭内の諸問題等

●場所／酒田市総合文化センター　410・411号室

●—／酒田調停協会　123－1234

A雇用の広場
順仁堂遊佐病院
（ブランクがあっても大丈夫。しっかりサポートいたします。）

職 種・
募集人員

①看護師　５名　②准看護師　若干名
③助産師　１名　④理学療法士　１名

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士

給与・待遇 委細面談

選考方法 面接（電話連絡の上、履歴書を提出してください）

そ の 他

①ブランクのある看護職の皆さん、当院で働いてみませんか？
最近の看護知識や看護技術に不安があって再就
職をためらっている方を対象に支援セミナーを
実施しています。どうぞお申込ください。

②奨学金制度のご案内 看護師、助産師及びコ・メディカ
ルを目指す方の夢を実現します。（貸与額 月額6万円）

問 合 せ 順仁堂遊佐病院 事務　池田 充まで172－2522

　９月18日に平成21年度の地価調査結果が公表されました。
遊佐町の土地価格は下表のとおりです。
◎対前年変動率　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：％）

住宅地 商業地 準工業地 工業地 調整区域
内宅地

遊佐町平均 △4.8 △4.2 － △6.6 －
山形県平均 △4.6 △5.8 △4.9 △6.0 △4.2

◎遊佐町基準地の標準価格

基準地の所在 本年価格
（円／㎡）

前年価格
（円／㎡）

変動率
（％）

① 遊佐字広表16番7 19,100 20,000 △4.5
② 吹浦字物見峠5番9外2筆 11,900 12,600 △5.6
③ 吉出字境田6番4 13,000 13,600 △4.4
④ 遊佐字京田65番 25,100 26,200 △4.2
⑤ 藤崎字茂り松2番1179 5,700 6,100 △6.6

○基準地の地価や基準地が接する道路の種類・幅員、基準地
周辺の土地利用状況など、詳しく記載した地価調査の関係
書面は、役場で誰でも簡単に閲覧できます。また、県のホ
ームページでもその内容を公開しております。

地価調査とは？
　県内全市町村を対象として、各地域で基準となる土地（標
準地）を選んで、その適正な土地価格を公表するもので、土
地を売買する際の目安になるものです。また、適正な地価の
形成に大きな役割を果たします。

■ 土地売買の時には、まず地価調査価格を調べましょう
　売買の対象となる土地の条件（土地の形状、道路の条件、
最寄の駅からの距離、上下水道の整備状況など）を基準地の
条件と比較すれば、おおよその適正な価格がわかりますので、
土地売買のときには、まず地価調査価格をお調べください。

■ 一定面積以上の土地を売買した時は届出しましょう
　市街化区域は2,000㎡、それ以外の都市計画区域は5,000㎡、
都市計画区域以外の区域は10,000㎡以上の土地売買などを行
った時は、契約を結んでから２週間以内に届出が必要ですの
で、買い主が必ず町に届け出てください。

10月は土地月間です！
　　「住むまちの  明日をみつめて  土地活用」

●—／総務企画課企画係　172－5880（内線217・219）

平成21年度 地価調査結果



遊佐町公式ホームページ　http://www.town.yuza.yamagata.jp/
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お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

＊契約金額には、消費税が含まれています。
◎地域生活課
●平成21年度箕輪地区農業集落排水事業中継ポンプ施設工事
　期間　Ｈ21/9/7～Ｈ21/12/25　契約金額　6,300,000円
　契約者　山形空調株式会社　酒田支店
［その他の入札参加者]　東北電機鉄工株式会社、敦井産業株式会社酒田営業所、三和メイ
テック株式会社酒田営業所、阿部エンジニアリング株式会社、株式会社メカニック

●町道鶴田舞鶴線　道路改良工事
　期間　Ｈ21/9/17～Ｈ22/3/15　契約金額　62,128,500円　契約者　土門建設株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所、
株式会社佐藤組、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業

●町道鶴田東西線・鶴田南北線　道路改良工事
　期間　Ｈ21/9/9～Ｈ22/3/15　契約金額　41,895,000円　契約者　株式会社斎藤工業
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所、
土門建設株式会社、株式会社佐藤組、協栄建設株式会社

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道工事（第4工区）に伴う水道管布設工事実施設計業務委託
　期間　Ｈ21/9/18～Ｈ21/12/15　契約金額　945,000円
　契約者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所
［その他の入札参加者]　山形設計株式会社、新日本設計株式会社庄内営業所、株式会社庄
内測量設計舎、株式会社日本水道設計社山形営業所

●平成21年度吹浦統合簡易水道第6号取水ポンプ室・吹浦浄水場築造工事実施設計業務委託
　期間　Ｈ21/9/18～Ｈ22/3/10　契約金額　6,720,000円
　契約者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所
［その他の入札参加者]　山形設計株式会社、新日本設計株式会社庄内営業所、株式会社庄
内測量設計舎、株式会社日本水道設計社山形営業所

◎町民課
●平成21年度遊佐町地籍調査事業業務委託
　期間　Ｈ21/9/2～Ｈ22/3/23　契約金額　1,732,500円　契約者　有限会社斎藤測量事務所
［その他の入札参加者]　株式会社庄内測量設計舎、酒田コンサル株式会社、株式会社出羽
測量設計

◎総務企画課
●遊佐町洪水ハザードマップ作成業務
　期間　Ｈ21/9/3～Ｈ21/12/18　契約金額　1,008,000円　契約者　株式会社ぎょうせい
［その他の入札参加者]　株式会社パスコ山形支店、北海道地図株式会社山形営業所、アジ
ア航測株式会社山形営業所

入札結果9月分
◎８月８日・９日
　酒田・遊佐少年少女ミニバスケットボール大会
　男子　第３位　吹浦ミニバスケットボールスポ少
　女子　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポ少
◎９月13日
　象潟奥の細道剣道大会
　・小学校男子団体戦
　　　　　優　勝　蕨岡剣道スポ少
　・小学校４年男子個人戦
　　　　　優　勝　小松　　聖（蕨岡剣道スポ少）
　・小学校６年男子個人戦
　　　　　第３位　佐藤　秀也（蕨岡剣道スポ少）
◎９月21日
　秋真館創立10周年記念剣道大会
　・団体の部　第３位　蕨岡剣道スポ少
　　　　　　　第３位　西遊佐剣道スポ少
　・個人戦男子の部
　　　　　第３位　鈴木凛太郎（遊佐剣道スポ少）
　・個人戦女子の部
　　　　　優　勝　菅原　万莉（高瀬剣道スポ少）
　　　　　第３位　菅原　沙椰（遊佐剣道スポ少）
◎９月27日
　第33回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　準優勝
　　吹浦ミニバスケットボールスポ少
◎10月４日
　第17回山形県少年少女スポーツ交流大会
　・小学校男子団体
　　　Ｃブロック　第３位　蕨岡剣道スポ少
　・小学校男子団体
　　　Ａブロック　第１位　高瀬剣道スポ少
　　　Ｂブロック　第２位　遊佐剣道スポ少

①支給額が変わります
　４万円引上げられ、原則42万円となります。
※産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産し
た場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。

②直接支払制度が実施されます
　かかった出産費用に出産育児一時金を充てるこ
とができるよう、原則として医療保険者から出産
育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに
変わります。
　今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産
費用を事前に用意しなくてもよくなります。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院
時に病院などにお支払ください。また、42万円未満の
場合は、その差額分を医療保険者に請求することがで
きます。

※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払
われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者
から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能
です。（ただし、出産費用を退院時に病院などにいった
んご自身でお支払いただくことになります。）

※手続きにつきましては、ご加入の医療保険者の窓口、
または出産される病院などにご確認ください。

—／健康福祉課　国民健康保険係　172－5875

　国では、10月を「がん検診
受診率50％達成に向けた集
中キャンペーン月間」として、
イベント等様々な取り組みを
行っています。
　遊佐町では現在、各地区公
民館や庄内検診センターを会

場に、各種がん検診を実施しています。対象年齢に
該当する方は、加入している健康保険に関係なく、
事前に申し込みをすればどなたでも受診できます。
　今年度、まだ受診していない方は、ぜひこの機会
に受診してください。

〈 対象年齢 〉
胃がん・大腸がん・肺がん検診 … 40歳以上
乳がん検診 ……………………… 30歳以上
子宮がん検診 …………………… 20歳以上
※乳がん・子宮がん検診は、遊佐町が契約している医療機
関でも受診できます。受診可能な医療機関については、
健康カレンダーまたはホームページをごらんください。

◎お申し込み・お問い合わせ先
　　健康福祉課健康支援係　172－4111

がん検診を受診しましょう!!がん検診を受診しましょう!!
～～　　がん検診がん検診　　愛する家族への愛する家族への　　贈りもの贈りもの　　～～

平成21年10月１日以降に
出産された方から、出産育児一時金の
①支給額と②支払方法が変わります。


