
遊佐町優良特産品審査会
出品者募集

子どもたちに夢と笑顔を！遊佐の未来を語ろう！
ざっくばらん車座トーク 参加者募集！

しらい自然館  おもしろ自然塾
新春そば打ち体験  味比べ！
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　遊佐町の土産品を推奨する優良特産品審査会を開催し

ます。２年に１度、審査会を開催し、特産品としての付

加価値を高めるとともに、品質向上や販路拡大につなげ

ることを目的としています。推奨された特産品は、遊佐

町特産品カタログに掲載されます。

●審査会期日／２月18日㈭

●出品申込／下記申込先に設置の「遊佐町優良特産品審

査会申込書」を提出してください。

●申込期限／２月12日㈮

●申込先／遊佐町商工会、庄内みどり農協遊佐支店生活

課、道の駅鳥海「ふらっと」、鳥海温泉「遊楽里」、遊佐町

創業支援センター、遊佐鳥海観光協会、役場産業振興課

●—／産業振興課観光物産係172－5886

　　　遊佐町商工会172－4422

　地元産の３種類の挽きたてのそば粉を使って、そば打

ちを体験。打ちたてをそれぞれ、味比べしてみませんか？

●日時／１月24日㈰午前11時～午後１時

●場所／しらい自然館

●対象／どなたでも＊小学生以下は保護者同伴

●定員／20名＊定員になり次第締切

●受講料／1,200円（大人・子ども同額）

●持ち物／エプロン、タオル

●申込締切／１月21日㈭※定員になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館172－2069

　若者の視点から、遊佐の未来を語りませんか？町

長、関係団体等が率直に意見交換し、町の活性化に

つながる行事のあり方を考えます。

●日時／２月21日㈰午後３時～午後５時

●場所／遊佐町生涯学習センター

●内容／若者から見た遊佐町（事例提供）・座談会・

交流会

●参加対象／町内勤労青年20人程度

●参加費／交流会費として一人2,000円

●主催／遊佐町内行事再生委員会

●共催／遊佐町合併55周年記念事業実行委員会

●—・申込み／総務企画課企画係172－5880

所得税の確定申告、e-Taxならこんないいこと
①本人の電子証明を付して期限内に申告すれば最高
5,000円の税額控除（平成19年分～22年分のいずれか1回）
②添付書類の提出省略
③還付金がスピーディー
④24時間受付（平成22年1月18日㈪午前8時30分～3月15日㈪）
e-Taxホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp
※e-Taxはインターネットで所得税の確定申告ができ
る国税電子申告･納税システムです。e-Taxで申告を
するには、住民基本台帳カード（電子証明書付き）及
びICカードリーダライタの準備が必要です。住民基
本台帳カードについては、役場町民課町民係（172－
5885）へお問い合わせください。
—／酒田税務署　133－1450（自動音声案内）

e-Taxe-Taxでで確定申告確定申告
税務署からのお知らせ

広
告

●実施期日／平成22年２月７日㈰
●募集人数／80名程度
●参加費／探勝会と交流会に参加のお客様　5,000円
（交流会費・昼食・保険付）
探勝会のみ参加のお客様　2,000円（昼食・保険付）
●集合場所／遊楽里（現地まで送迎します）
●集合時間／AM7:45まで集合してください
＊当日の安全の確保には万全を期してご準備しており
ますが、冬山のため悪天候により実施できない事態も
予測できますのでご了承ください。

鳥海山二の滝・氷柱探勝会平成22年4月21日㈬まで平成22年4月21日㈬まで

お一人様
1泊3食（税込み）6,950円
鳥海温泉  遊 楽 里

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

10234-77-3711

２連泊以上のご利用のお客様限定プラン

＊日曜日から金曜日までの平日限定 ＊１名様からご利用いただけます



庄内地域森づくり報告会

庄内地域森林･林業活性化講演会 平成22年度みどり環境公募事業による
県民参加の森づくり活動募集

第15回庄内・社会基盤
技術フォーラム

統計調査にご協力ください
2010年農林業センサス

県縦断駅伝酒田飽海チーム主催
「ジュニア駅伝道場」参加者募集

連合山形
なんでも労働相談ダイヤル

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／１月28日㈭　午後１時30分～午後３時30分

●場所／山形県消防学校２階視聴覚教室

●講演内容／「山形の特産品を全国へ」～清川屋の取

組～（仮題）講師：株式会社清川屋　取締役　広報部

長　志賀真希子氏

●参加料／無料

●申込締切／１月25日㈪＊定員になり次第締切

●—／庄内総合支庁森林整備課10235－66－5537

●日時／１月30日㈯　12時30分～17時（予定）

●会場／東北公益文科大学鶴岡キャンパス大学院ホー

ル（鶴岡市馬場町14－1）

●内容／①ポスターセッション：みどり環境交付金事

業、公募事業団体による活動内容の紹介②基調講演：

「森林ボランティア活動の発展のために－多様な方向

性とあり方－」　講師　岩手大学農学部准教授　山本

信次氏③森づくり活動報告（発表４団体程度）④意見

交換会⑤平成22年度みどり環境公募事業募集説明・森

づくり活動相談会

●—／庄内総合支庁森林整備課　

　　　10235－66－5524　FAX0235－66－2968

　農林水産省では、２月１日現在で「2010年世界農林

業センサス」を実施します。農林業センサスは、農林

業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はも

ちろん各方面にわたり、広く利用できる総合的な統計

資料を得るための調査です。全国の農家や林家をはじ

め、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業

の国勢調査』ともいうべきものです。皆様のお宅や会

社等に調査員が調査に伺いましたら、ご協力をお願い

します。

●—／総務企画課文書情報係172－5880

●相談期間／２月４日㈭～８日㈪午前９時～午後７時

＊６日㈯、７日㈰は午後６時まで

●相談電話／0120－154－052（フリーダイヤル）

●相談方法／電話による相談

＊どんな仕事や職種でも働く方ならどなたでも

●相談内容／解雇問題、経営危機・倒産による人員整

理問題、賃金、労働時間、残業、労働災害など

●—／連合山形1023－625－0555

　やまがた緑環境税を活用し、森づくり活動を公募し

ます。

●支援する活動内容／平成22年度に実施する取組み

①森林・自然環境学習　②自然環境の保全活動

③豊かな森づくり活動　④森林資源の利活用

●募集期間／１月12日㈫～２月16日㈫

●—／応募方法など詳細は、役場産業振興課農林水産

係172－5882もしくは庄内総合支庁森林整備課森づく

り推進室10235－66－5523まで

　産・学・官連携による土木・建築・環境などの分野

に関する事例報告や研究発表が行われます。

●日時／１月26日㈫　13時30分～17時

●場所／酒田市公益センター（酒田市飯森山・東北公

益文科大学内）

●特別講演／「戦略的維持管理とは何か」　講師：国土

交通省国土技術政策総合研究所　所長　西川和廣氏

●発表件数／３会場にて16件（山形大学、鶴岡高専、

酒田工業高校、国交省、鶴岡市、酒田市、建設業協会

等から）

●費用／参加費：無料　＊講演概要集は１部500円

●—／庄内・社会基盤技術フォーラム事務局

小池123－5110

●日時／３月28日㈰までの毎週日曜日

午前９時30分～11時30分

●場所／酒田市光ケ丘競技場

●対象／中学生の男女

●内容／陸上長距離の練習

●費用／無料（保険料別途600円）

●—・申込み／詳細は、県縦断酒田飽海チーム

長谷川まで　1090－5834－2729

　平成21年10月の全国調査で、山形県の後部座席同乗
者のシートベルト着用率は一般道で38.7％（全国第14
位）、高速道では74.4％（全国第11位）。平成21年春の
調査でのチャイルドシートの着用率は48.5％（全国第
31位）で、後部座席とチャイルドシートの着用率が低
い現状です。
　ちょっとそこまでだから…。自分だけは事故に遭わ
ない…。ではなく、もしかして事故に遭うかもしれな
い…。という意識で、いつでもどこでも全席でのシー
トベルト着用を心がけましょう。

全ての席で、シートベルト着用を!!



新規高卒者の採用促進内定奨励金・
採用奨励金制度創設「ふるさと奨学ローン」

酒田聾学校連続講演会
こころとことばをはぐくむ研修会

「生活応援ローン」

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

　県では新規高卒予定者の内定・採用促進の緊急的対

応として、２月26日までに、新たな求人で県内の新規

高卒予定者を採用しようとする中小企業事業主の方を

対象に、内定奨励金15万円（先着順100名分を予定）、

採用奨励金15万円の合計30万円を支給する制度を創設

しました。

●制度の詳細や申請方法については／山形県ホームペ

ージhttp://www.pref.yamagata.jp/business/#workを

ご覧ください。

●—／〒990-8570　山形市松波２丁目８－１

山形県商工労働観光部雇用労政課　雇用対策担当　

1023－630－2711、2377　FAX023－630－2376

　くらしの中ではぐくむ子どもとの豊かなコミュニケ

ーション。心を育て、ことばを育てることの大切さと、

生きたことばの育て方を学びます。

●日時／１月25日㈪　14時30分～16時30分

●会場／東北公益文科大学　大教室

●内容／演題：「うるおいのあることばの発達と人間

関係を求めて」（仮）講師：言語聴覚士　中川信子　

氏

●対象／庄内地区保護者・教職員、幼稚園・保育園関

係者、関係機関職員

●参加費／無料

●—・申込み／県立酒田聾学校134－2019

　県内就職促進の教育ローンです。卒業後に県内に就

職・就業した場合は、それ以降の利子に対して、元金

200万円を限度に、教育基金協会から年1.0％の利子補

給が受けられます。

●融資対象／大学・短大・高校・専門学校等の学資金、

住居・生活資金等

●融資限度額／1,000万円

●特別金利／（固定金利・保証料0.5％込み、平成22年

４月30日まで）

５年以内2.70％　７年以内3.05％　10年以内3.35％

※在学期間中の負担軽減として、特約期間（最長６年

間）を特別金利（年1.8％保証料込み）でのご利用も可能

●返済期間／最長10年（特約期間の返済を含む）

●保証／県労働者信用基金協会の保証が必要です

●—／東北労働金庫酒田支店122－0321

　遊佐町と労働金庫が協力し低利で融資する制度です。

除雪機購入・自動車購入・教育資金・療養費・冠婚葬

祭費等、生活資金全般にご利用いただけます。

●対象者／会社や商店に１年以上お勤めの方で、労働

組合等がない、または、職場に融資制度のない方

●融資限度額／150万

●融資金利／年2.00％（固定金利）

●保証料／年0.30％（県労働者信用基金協会の保証）

※保証料補給制度があります。

●—／東北労働金庫酒田支店122－0321

●対象／原則として町内に住所があり、心身ともに健康な方
●登録方法／日々雇用職員登録申込書に、履歴書（市販のも
の、写真貼付）及び有資格者は資格証明書の写しを添付して
ください。書類の記載は本人の自筆とします。申込書は総務
企画課にあります。（遊佐町のホームページからもダウンロ
ードできます）
●登録の受付期間／２月１日㈪～２月15日㈪
●登録の有効期間／平成22年４月１日から１年間
●雇用決定と勤務条件／登録期間中に、臨時職員を必要とす
る状況になった場合に、適正等を考慮し、総務企画課から連
絡します。不採用の連絡はいたしません。勤務条件は日々雇
用職員取扱規程によりますが、雇用期間は業務により一定で
はありません。
※求人状況等により、登録有効期限内に必ず就労できるとは
限りませんので、ご了承ください。

●—・登録受付／総務企画課総務係　☎72－5880

●募集職種

職　　種 資　　格 勤務場所 賃金（日額） 勤務時間

一般事務

パソコン基
本操作ので
きる方(エ
クセル・ワ
ード)

役 場
5,600円～5,800円 7時間45分
4,740円～4,920円 6時間

青 山 邸 5,600円～5,800円 7時間45分
図 書 館 4,740円～4,920円 6時間
小・中学校 4,740円～4,920円 6時間

保 育 士 要
保 育 園

6,640円
7時間45分

保育士助手 不　要 5,800円

調 理 師 要 保 育 園
小 学 校

6,000円 7時間45分
5,100円 6時間

調 理 員 不　要 保 育 園
小 学 校

5,800円 7時間45分
4,920円 6時間

作 業 員 不　要 小・中学校 5,800円 7時間45分

平成22年度の事務補助、保育士、調理師などの臨時職員を登録制により募集します。登録いただいた方の中から条件
に合う方を選考し、採用するものです。

平成22年度 遊佐町臨時職員の登録受付について
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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年度吹浦簡易水道第6取水ポンプ室築造工事及び導水
管布設工事
期　間　Ｈ21/12/7～Ｈ22/3/19　契約金額　19,425,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、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、
株式会社斎藤工業
●平成21年度遊佐浄化センター進入防止柵改修工事
期　間　Ｈ21/12/8～Ｈ22/2/10　契約金額　4,515,000円
契約者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、株式会社高橋工業
所、株式会社佐藤組、株式会社斎藤工業
●平成21年度石綿セメント管布設替工事
期　間　Ｈ21/12/10～Ｈ22/3/19　契約金額　6,930,000円
契約者　株式会社高橋工業所
［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、
株式会社佐藤組、株式会社斎藤工業
●町道箕輪赤坂線箕輪橋補修工事
期　間　Ｈ21/12/22～Ｈ22/2/26　契約金額　4,200,000円
契約者　有限会社石川工業
［その他の入札参加者]　有限会社菅原建設、有限会社石山工業、
ヤマ五建設株式会社
●遊佐中央公園トイレ・物置建築工事
期　間　Ｈ21/12/21～Ｈ22/3/23　契約金額　10,080,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、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、株式会社斎藤工
業、赤塚建設工業株式会社
●平成21年度吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事
期　間　Ｈ21/12/25～Ｈ22/3/19　契約金額　31,500,000円
契約者　山形富士電機株式会社
［その他の入札参加者]　三和メイテック株式会社酒田営業所、
山形三菱電機機器販売株式会社、メタウォーター株式会社東
北営業部
●平成21年度牛渡川水管橋工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ21/12/25～Ｈ22/3/19　契約金額　9,450,000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

◎産業振興課
●とりみ亭改装工事
期　間　Ｈ21/12/7～Ｈ22/1/29　契約金額　1,795,500円
契約者　金子建業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社和夫建築
●平成21年度あぽん西浜配管等改修工事
期　間　Ｈ21/12/18～Ｈ22/1/29　契約金額　2,887,500円
契約者　株式会社山形ビルサービス庄内支社
［その他の入札参加者]　環清工業株式会社、東北量水器株式会
社、山形空調株式会社酒田支店

◎教育委員会
●蕨岡小学校プール等解体工事
期　間　Ｈ21/12/9～Ｈ22/3/19　契約金額　2,226,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、有限会社石川工業、
金子建業株式会社
●平成21年度遊佐町民体育館発電機設備改修工事
期　間　Ｈ21/12/28～Ｈ22/3/25　契約金額　4,935,000円
契約者　東北電化工業株式会社酒田営業所
［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、株式会社テイデイイー、三和メイテック株
式会社酒田営業所

入札結果12月分

◎12月６日　遊佐町初心者バドミントン大会
少年男子シングルス　小学生の部　優勝　渋谷　南央（稲川小）
少年女子シングルス　小学生の部　優勝　青山　汐里（西遊佐小）
少年男子シングルス　中学生の部　優勝　阿蘇玲於斗
一般女子シングルス　　　　　　優勝　服部　美希

◎12月19日　第34回　山形県ミニバスケットボール交歓大会
男子の部　ベスト８　吹浦ミニバスケットボールスポ少

◎12月20日　第22回遊佐町少年柔道大会
【小学校の部】　低学年の部　優勝　遠田　麻衣（稲川小）
　　　　　　　高学年の部　優勝　阿部　貴寛（高瀬小）
【中学校の部】　軽　量　級　優勝　高橋　　渉（遊佐中）
　　　　　　　重　量　級　優勝　本間　謙太（遊佐中）

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）

お問い
合わせ先

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

平成22年4月1日オープン予定
小規模多機能型居宅介護事業所「多機能さくら遊佐」職員募集

職　　種
（資格）
・

募集人員

【正 職 員】 ①管理者（介護支援専門員） …………………………１名
　　　　　 ②看護師（看護師又は准看護師） ……………………１名
　　　　　 ③介護職員（介護福祉士） ……………………………３名
【臨時職員】 ④介護臨時職員（不問　ヘルパー2級以上優遇） ……５名
　　　　　 ⑤介護パート職員（不問） ……………………………３名

勤 務 地 飽海郡遊佐町南大坪12－5

待　　遇 基本給＋職務手当＋各種手当
賞与年２回、昇給年１回、社会保険完備、年間休日１１８日

応募期間 平成２２年１月４日㈪～１月２５日㈪まで

応募方法 履歴書（写真添付）を社会福祉法人さくら福祉会本部へ提出
※郵送可

採用試験日 平成２２年２月１日㈪

お問い
合わせ先

社会福祉法人さくら福祉会 本部　担当 佐藤・堀
〒999-6851 酒田市中牧田字丸福171 10234-62-2941
ＵＲＬ ：http://www.sakura-welfare.jp/
E-mail ：info@sakura-welfare.jp

財団法人 遊佐町観光開発公社
職 種 受付事務及び施設の管理、清掃等

募集人員 １名

勤 務 地 四季の森「しらい自然館」

雇用期間 ２月１日～３月３１日（雇用延長有り）

申込方法 履歴書と印鑑持参のうえ、産業振興課へ

締め切り １月２５日㈪

問 合 せ 産業振興課観光物産係　172－5886


