
酒田税務署からのお知らせ軽自動車の名義変更・
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●平成21年分の確定申告書の提出期限・納期限

所得税・贈与税／３月15日㈪

個人事業者の消費税及び地方消費税／

３月31日㈬

●口座振替利用の方の振替納付日

申告所得税／４月22日㈭

消費税及び地方消費税／４月27日㈫

※申告期間中は大変混み合いますので、インター

ネットで申告できるe-Taxのご利用や郵送での

提出をおすすめします。

※新型インフルエンザへの対応として、税務署の

申告書作成会場では職員がマスクを着用して執

務に当たる場合がありますので、ご理解をお願

いいたします。また、ご来

署される際には、感染防止

へのご協力をお願いいたし

ます。

●—／酒田税務署133－1450

　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に１年分が課税さ

れます。譲渡や廃棄処分をしていても、届出を済ませてい

ないと課税されますので、手続きがお済みでない場合は、

下記の窓口で手続きをしてください。

①原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車（農耕用含

む）／町役場町民課受付　172－5885

※ナンバー、印鑑を持参してください。

②４輪の軽自動車、３輪の軽自動車／軽自動車検査協会山

形事務所庄内支所　10235－68－1350

③２輪の軽自動車（125cc超～250cc以下）／全国軽自動車協

会連合会山形県事務取扱所庄内支所　10235－68－0611

④２輪の小型自動車（250cc超）、山形99・庄内99ナンバー

の農耕用トラクター／東北運輸局山形運輸支局庄内自動

車検査登録事務所　10235－66－4118

※②③④の手続きは、山形県自家用自動車協会酒田支部

（124－3367）でも代行しています。（別途、代行手数料が

必要です。）※普通自動車については、庄内自動車検査登

録事務所にお問い合わせください。

広
告

山形県飽海郡遊佐町
吹浦字西浜2-76

※休前日は、1,000円増し料金になります。
※お申し込みは、2名様以上でお願いいたします。
※隣接の、あぽん温泉も無料でご利用できます。
※送迎ご希望のお客様は、ご相談下さいませ。

※9:00～16:30まで、ゆっくり滞在できます。
※タオル・フェイスタオル付　※送迎ご希望のお客様は、ご相談下さい。

1泊3食 お一人様
（税込）10,000円 お食事 ＋ 休憩 ＋ 入浴

女性のお客様限定です。女性のお客様限定です。 （税込）2,980円
ゆ～っくり
24時間滞在
ゆ～っくり
24時間滞在

鳥海温泉  遊 楽 里　10234-77-3711

チェックイン15:00
チェックアウト15:00

チェックイン10:00
チェックアウト10:00もしくは

のののの～んびりプランの～んびりプラン お雛様プランお雛様プランお雛様プラン
2月・3月、2ヶ月間限定のお得なプランです!!

お一人様

3月1日㈪～3月31日㈬

●日程／
対象区域 日　　時 場　所

遊 佐 地 区 2月25日㈭ 午後6時30分 生涯学習センター

西遊佐地区 2月27日㈯ 午後6時30分 青 塚 公 民 館

　都市計画認可事業の終了に伴い、遊佐町都市計画税の課税を平成22
年度から当分のあいだ停止することになりました。課税対象区域と関
係住民の皆さまへ、これまでの都市計画事業の実施状況と税導入から
停止に至る経過等について住民説明会を開催します。

遊佐町都市計画税停止に
関する住民説明会

●対象／①課税対象区域の集落のみなさん
　　　　②課税されている町内企業、町外個人・企業のみなさん
　　　　　そして、町民のみなさん
●—／説明会に関して／総務企画課企画係172－5880
　　　都市計画事業に関して／地域生活課都市計画係172－5883
　　　税に関して／町民課町民税係172－5876



第56回山形県縦断駅伝競走大会
「酒田飽海チーム」選手選考のお知らせ

第33回遊佐町バドミントン大会 「ふれあい看護体験」参加者募集

食品表示・理解と安心につながる
意見交換会

自動車の検査・登録手続きは
お早めに！

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

●日時／３月７日㈰午前９時開会

●場所／町民体育館

●種目／①少年男子シングルス（小・中学生の部）

　　　　②少年女子シングルス（小・中学生の部）

　　　　③一般男子シングルス

　　　　④一般女子シングルス

●参加資格／遊佐町に居住または勤務する方

●参加料／一般500円、小・中学生は無料

●参加方法／３月３日㈬まで申込用紙に記入し、町民

体育館に提出ください。

●—／町民体育館172－5454

●大会名／第28回東根ロードレース

●日時／３月21日㈰ 

●場所／東根市内コース

（一般・高校生10㎞・中学生３㎞）

●費用／一般・高校　1,000円

　　　　　　　中学　　700円（各自負担）

●資格／平成22年４月１日現在、酒田飽海地区在住の

中学二年生以上の男子

●申込締切／２月27日㈯

＊一般についてはチームで取りまとめますので、マネ

ージャーの長谷川1090－5834－2729までご連絡くださ

い。

＊高校および中学校については学校単位で東根ロード

レース事務局10237－42－2311へ直接お申込ください。

ご不明な点やご質問等ございましたら下記までご連絡

ください

●—／実行委員会事務局　酒田市教育委員会体育課内

10234－26－5782　FAX0234－23－2257　担当：庄司

●期日／５月９日㈰～15日㈯の施設実施日

●体験施設／県内病院、福祉施設等

●対象／高校生以上ではじめて参加される方

●応募方法／①高校生は学校を通じて申込み

②高校生以外の方は住所（郵便番号）、氏名、性別、年齢、

職業又は学校名、日中連絡の取れる電話番号、施設

名（第３希望まで）、白衣のサイズ（SML）を明記し、

はがきで申込み。

●申込期間／２月15日㈪～25日㈭必着

＊期間内のみ受付

●その他／施設ごとの定員により体験施設を調整させ

ていただくことがりありますのでご了承ください。

●—／山形県看護協会1023－685－8033

●日時／２月22日㈪13時30分～15時30分

●場所／山形県消防学校（三川町大字横山字堤27－1）

●テーマ／食品の適正表示について

●対象／どなたでも

●入場料／無料　＊定員100名　申込必要

●—・申込み／庄内保健所生活衛生課10235－66－5664

　年度末は窓口が大変混み合います。自動車の継続

検査や、名義変更、抹消等の登録手続きはお早めに

願います。登録手続きに必要な書類等の案内は、山

形運輸支局のホームページ（http://wwwtb.mlit.go.jp/

tohoku/yg/yg-index.htm）のご利用が便利です。

●—・手続き案内／山形運輸支局1050－5540－2013

　　　庄内自動車検査登録事務所1050－5540－2014

＊案内時間は開庁日の午前８時30分～午後５時　

＊自動音声は24時間対応

　１月25日から健康な成人（19歳～64歳）のワクチン接種が始まりました。接種をご希望の方は、予約が必

要ですので医療機関にお問い合わせください。

※ワクチン費用負担の軽減について

　生活保護世帯や町民税非課税世帯の方について、実費負担を町が助成します。助成を

受けるためには、町発行の「遊佐町費用軽減対象者証明書」を医療機関窓口に提出する

必要がありますので、次の要領で交付を受けてください。

●申請窓口／健康福祉課健康支援係（遊佐町防災センター１階）

●申請期間／３月31日㈬まで　午前８時30分～午後５時（但し土・日・祝日を除く）

●持参するもの／印鑑、申請者本人確認書類（免許証、保険証等）詳しくは健康福祉課

健康支援係にお問い合わせください。

●—／健康福祉課健康支援係172－4111

新型インフルエンザワクチン情報



支援活動員募集グリーンコンシューマー育成講座

職場でのトラブル解決を
労働局がお手伝い

鶴岡南高等学校
通信制の課程生徒募集

税理士記念日「無料税務相談」

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

●募集支援活動員／

①電話相談員10名

・年齢25歳以上の心身ともに健康な方
・月２回くらい電話相談に従事していただける方
・電話相談日は月～金の10時～16時（年末年始・祝日
を除く）

②直接指導員10名

・裁判、病院等への付添などに従事していただける方
＊医療・教育・福祉・司法分野での経験ある方歓迎

●募集期間／３月１日㈪～４月15日㈭

●応募方法／希望者は事務局まで電話連絡ください。

申込書をお送りします。

●選考方法／書類、面接審査

●研修の受講／支援活動員候補者に選考後、活動員と

して必要な研修を受講。研修を修了した方には、意向

を確認した上で支援活動員に認定し、支援業務に従事

していただきます。業務に従事した場合には、規定の

役務費・交通費を支給します。

●—／㈳やまがた被害者支援センター1023－642－3571

　山形労働局では、労働者と事業主との間の個別労働

紛争（解雇、雇止め、労働条件の引下げ、損害賠償、

いじめなど）の解決のため、相談や助言・指導、紛争

調整委員会によるあっせんを行っています。お困りの

方は是非ご利用ください。

●相談電話番号／023－624－8226

●開庁時間／午前８時30分～午後５時15分

●閉庁日／土・日曜日、祝日、年末・年始

庄内総合労働相談コーナーでも、相談を受け付けてい

ます。鶴岡市大塚町17-27　鶴岡合同庁舎　庄内労働

基準監督署内　10235－22－0714

　環境に配慮したライフスタイルとは？地元で行なわ

れているリサイクルとは？この機会に、あなたの身の

回りを見直してみませんか。

●日時／３月２日㈫10時～16時

●会場／酒田地区広域行政組合ごみ処理施設（酒田市

広栄町）

●内容／講演「グリーンコンシューマーを目指して

（仮）」石井範子氏（県環境アドバイザー）、講演「リ

サイクル産業の現状と展望（仮）」北辻政文氏（宮城

大学教授）、地域のリサイクル施設見学（大型バス移動）

●申込締切／２月24日㈬

●—・申込み／庄内総合支庁環境課10235－66－4914

　学科は普通科で、学習は月約２回の登校授業と自宅

学習で進みます。高校在学経験者は、その在学中の修

得単位を本校卒業の必要単位に含めることが可能です。

●願書受付期間／３月１日㈪～３月23日㈫

●募集定員／普通科80人

●修業年限／３年以上

●選考／書類選考（学力検査なし）

●—／県立鶴岡南高等学校通信制課程教務課

10235－22－2673

●日時／２月23日㈫午前９時～正午、午後１時～４時

●場所／総合文化センター　●対象／どなたでも

●内容／税に関する相談　　●申込み／当日会場へ

●—／東北税理士会酒田支部広報係122－3638

　子どもと一緒に音
楽を聞き、歌ったり
体を動かしたりして
楽しみましょう。
★い　つ／３月６日㈯午前９時45分～11時
★どこで／杉の子幼稚園ホール＊参加無料
★だれが／子育て中のみなさん、どなたでも親子

でおいでください。
★内　容／すきっぷとスマイルキッズの歌や演奏
★—／学校法人杉の子幼稚園　172－2345

杉の子幼稚園「春の音楽会」　県内の平成22年３月新規高卒者の就職内定状況は、
12月末現在において、求人数が前年同期比で38.5%減
少するなか、就職内定率が80.1%となっており、538人
の生徒が内定を得られていない、例年にない大変厳し
いものとなっています。このままでは多数の生徒が未
内定のまま卒業を迎え、次代を担う若年者の人材育成
及び地元密着に支障を来すことが懸念されます。
　事業主の皆様におかれましては、大変厳しい経済情
勢の中ではありますが、今一度新規高卒者の採用につ
いてご検討いただき、可能な限り早期の求人票提出、
採用枠の拡大についてよろしくお願いします。
—／ハローワーク酒田10234－27－3111
　　山形労働局職業安定部職業安定課1023－626－6109

高校求人が不足しています！
事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ



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。

◎総務企画課
●平成21年度畑地区防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　Ｈ22/1/26～Ｈ22/3/19　契約金額　2,037,000円
契約者　南山佐藤建築
［その他の入札参加者]　土門建築、有限会社和夫建築

◎地域生活課
●町道蚕桑・杉沢・綱取線　金杉橋予備設計及び測量業務委託
期　間　Ｈ22/1/28～Ｈ22/3/23　契約金額　3,517,500円
契約者　新日本設計株式会社庄内営業所
［その他の入札参加者]　パシフィックコンサルタンツ株式会社山形事務所、
株式会社復建技術コンサルタント山形支店、株式会社東洋設計事務所山形
出張所、大日本コンサルタント株式会社山形営業所

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第6工区）
期　間　Ｈ22/1/28～Ｈ22/3/25　契約金額　14,017,500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、協栄建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会社斎藤工業

◎産業振興課
●遊佐町総合交流促進施設空調機等整備工事
期　間　Ｈ22/1/8～Ｈ22/3/12　契約金額　8,484,000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、協栄建設株式会社、株式会社佐藤組

◎教育委員会
●平成21年度旧青山本邸宅内配管工事
期　間　Ｈ22/1/19～Ｈ22/3/17　契約金額　1,627,500円
契約者　環清工業株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎
藤工業

◎１月９日㈯　山形県スキー連盟A級公認　2010最上カップ大会
　小学校男子３・４年の部／
　　第６位　斎藤　弘佑　稲川スキースポ少
　小学校男子５・６年の部／
　　第４位　桜井　大地　蕨岡スキースポ少
　　第６位　桜井　海拓　蕨岡スキースポ少

◎１月11日㈪　第30回新春バスケットボール大会
　小学生の部／優勝　男子　あすなろフェニックス
　　　　　　　優勝　女子　遊佐スポ少
　中学生の部／優勝　男子　遊佐中学校

◎１月23日　第23回羽黒山スキー競技大会
　種目／大回転（小学生男子の部）
　　第５位　斎藤　弘佑（稲川スキースポ少）

◎１月24日　第51回遊佐町小中学校スキー大会
　小学校１・２年／優勝　男子　榊原　　和　女子　狩野まとい
　小学校３・４年／優勝　男子　斎藤　弘佑　女子　小野寺紗希
　小学校５・６年／優勝　男子　桜井　大地　
　中 学 校 男 子／優勝　佐藤　泰幸
　一　　　　　般／優勝　男子　佐藤　　隼　女子　佐藤　晴加

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理学療法士　１名　正職員（パートも可）

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平成22年度訪問看護ステーション開設予定につき、訪問
看護管理者・スタッフの募集も併せてしています。（訪問
看護の経験者尚可）

②再就業支援セミナーを実施しています。（ブランクのある
方、どうぞお申込みください）

③奨学金制度のご案内　看護師、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　事務長　池田充まで
〒999-8301 遊佐町遊佐字石田7 172－2522
ＵＲＬ ：http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail ：info@yuza-hospital.jp

　旧青山本邸では、旧青山家に伝
わる古今雛や、町内に古くから伝
わるお雛さまを集め展示いたしま
す。母屋のたたずまいと合わせて
お楽しみください。
　３月14日㈰、21日㈰、22日㈷㈪、
28日㈰には抹茶無料サービスもご
ざいます。お誘い合わせの上、お
気軽にお越しください。

●期間／２月16日㈫～４月４日㈰午前９時～午後４時30分
●入館料／大人400円、大学・高校生300円、小・中学生200円

※抹茶無料サービスは入館料のみ必要
●休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
●—／旧青山本邸175－3145

旧青山本邸のおひなさま

　国では、毎年２月を「省エネルギー
月間」と定め、省エネルギーの意識啓
発をはかっております。
　限りあるエネルギー資源を大切にす
るとともに、地球温暖化を防止するた
め、私たち一人ひとりが、エネルギー
を大切に使うよう心掛けましょう。

今月は「省エネルギー月間」です。

  2月
 ●暮らしと電気安全

　役場では、簡単な聞き取りをしたあとに弁護士または認定司法書
士に紹介します。

◆多重債務を解決する方法
　自己破産という言葉をご存知ですか？『破産』という言葉に不安
な感じがするかもしれません。でも、自己破産後も日常生活には影
響はありません。自己破産しなくても、任意整理、個人民事再生な
どの負債整理方法や、低金利ローンへの借り換えなどで解決するこ
ともあります。最も適切な方法を探しましょう！

◆サラ金に返しすぎてはいませんか？
　そもそも、違法な金利は返す必要がありません。　
　消費者金融（サラ金）等に借金がある人はもう１度利率を確認し
てみてください。過払い金は取り返せます。最後の支払いが10年以
内なら、今からでも取り返せます。

消火器・火災報知器など「義務付けられている」
と嘘を言って、高額な価格で売りつけられる被害

が全国的に発生しています。そのほか、果物や羽毛布団などで
も多くの被害が報告されています。

「点検する」と言って床下を見て、白アリの駆除
や床下換気扇の設置が必要とおどかして、高額な

料金を払わせる被害が発生しています。

こういった被害に巻き込まれないために

お金を払わない・渡さないことが大切です。
【消費生活に関する相談は】産業振興課産業創造係　172－5886

悪質な商法に注意
訪問販売

点検商法

入札結果1月分

◎相談は℡72－5886（産業振興課産業創造係）

多重債務は解決します
多重債務を解決する確実な方法『今すぐ相談する』


