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年末年始休業 遊佐町暮らしのガイドブック発行

●遊佐町役場／ 12月29日（日）～1月3日（金）
 窓口臨時開設日
【町民課受付窓口・公金収納（納税等）窓口】
12月30日（月）
午前8時30分～正午
　戸籍・住民票・印鑑・課
税・納税・所得等の各種
証明書の発行及び納税等
の公金収納業務を取り扱い
ます。資産に関する証明（評
価・公課等）については発行できないものがあります。通
常の窓口業務内容とは異なりますので、ご了承ください。
＊死亡届などの戸籍届は、年末年始休業期間中も受け
付けます。休業期間中のお電話は、☎72－3311へ
●生涯学習センター／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●地区まちづくりセンター／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●杉沢比山伝承館／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●体育施設／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●町立図書館／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●農林漁業体験実習館「さんゆう」／ 1月1日（水）
●スクールバス／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●デマンドタクシー／ 12月29日（日）～1月3日（金）
●ごみ収集／ 1月1日（水）～１月3日（金）
●酒田地区広域行政組合（ごみ処理施設）／

1月1日（水）～1月3日（金）

　町では、民間との協働事業により、各種届出・子育て・
福祉・教育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」を発行します。
●協働発行者／株式会社ゼンリン
●発行概要／
　来年度の遊佐町合併60周年記念事業の一環として、
平成26年4月に全戸配布を行います。
　また、このガイドブックには有料広告欄が設けられてお
り、株式会社ゼンリンが広告を募集します。
●広告についての問い合わせ／
　株式会社ゼンリン山形支店
　☎023－647－7464

●問／企画課企画係　☎72－4523

　株式会社ゼンリン山形支店

☎72－4523

◆遊佐町プロフィール
◆暮らしの行政情報
◆遊佐町マップ
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（3）
お し ら せ 号

サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72ｰ5885　

　戦没者のご遺族の方の年金・給付金・生活上の困りご
となどの相談を受けることを業務とする戦没者遺族相談員
に、佐藤修一さん（田中）が厚生労働省から委託を受けて
活動をされております。（任期:平成27年9月30日）
　相談を希望される方は直接佐藤さんの自宅に連絡をして
ください。
●電話番号／☎76－2302（自宅）

　DV（ドメスティックバイオレンス）とは、一般的に、配偶者
や恋人など親密な関係にある人からの暴力のことをいいま
す。身体的な暴力だけでなく、精神的・経済的・性的・社
会的な暴力等もDVです。
　DVのなかでも、結婚していない若い恋人同士の間で起
こるDVを「デートDV」と呼んでいます。束縛や嫉妬による
暴力は、愛情ではありません。ひとりで悩まずに相談しましょう。
　配偶者暴力相談支援センターでは、相談や一時保護、
保護命令の情報提供などの支援を行っています。
●問／庄内地域配偶者暴力相談支援センター
　　　☎0235－66－4759
　　　健康福祉課子育て支援係
　　　☎72－5897

　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。※今年度す
でに交付されている方は対象になりません。また、交通弱者
対策事業のタクシー券（担当:産業課商工振興係）とどちら
か一方しか交付できません。
●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560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

　お子さんの進学やお母さんの自立のための資金（修学
資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支
度資金など）を無利子または低利（1.5%）でお貸しします。
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72－5897

戦没者遺族相談員をご存じですか

配偶者や恋人はあなたを
大切にしていますか?

平成25年度心身障がい者福祉タクシー
利用券交付はお済ですか

母子・寡婦福祉資金貸付制度

　遊佐町では、灯油価格の変動と諸物価等への波及
による家計への影響の大きい低所得者を中心に昨年に
引き続き緊急的に灯油購入費の一部を支援いたします。
●対象者
　平成25年12月１日現在住民基本台帳に登録され
現に居住し、平成25年度の町民税が世帯員全員非
課税であって、次の条件のいずれかに該当する世帯
及び生活保護世帯とします。ただし、福祉施設入所
世帯は除きます。
①高齢者世帯
65歳（平成25年度中に65歳に達する方）以上の
高齢者のみで構成される世帯。但し、世帯分離は
除きます。
②障害者世帯
身体障害者手帳1･2級または療育手帳（A）、精

神障害者健康福祉手帳1級を所持する方が属す
る世帯。
③ひとり親世帯
18歳（平成25年度中に18歳に達する方）以下の
子どものいる母子、父子を含む世帯等。
④生活保護世帯
※②、④いずれも平成25年12月1日現在により確認します。
●助成内容
　一世帯あたり5,000円の灯油引換券を交付します。
●受付場所及び申請受付期間
　集中受付場所　役場101会議室（12/20～ 1/10）
　役場健康福祉課福祉介護保険係　窓口（1/13～ 1/17）
該当予定世帯の皆さんへ申請書をお送りいたしますの
で、12月20日（金）～１月17日（金）まで申請してください。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

福祉灯油購入助成
―灯油購入費の一部を助成しますー
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　農業委員会委員の選挙人名簿は毎年1月1日現在で、
有権者の登録申請によって調整されます。（選挙の有無に
かかわらず毎年行います）
　次の事項に該当するかどうかを確認の上、農業経営者
が住所・氏名を記入押印し、平成26年1月7日（火）まで申
請をお願いします。
　申請書用紙は、農家世帯に直接郵送しますので、ご記入
の上同封された受取人払の封筒（料金はいりません）でご
返送願います。なお、各世帯へ直接郵送しておりますので、
ご記入後早めに直接ポストにご投函いただくか、事務局まで
お届け願います。（区長さんにはお願いしていません）
●有権者とは、町内に住所を有し、次の2つの要件をすべ
て備えている人です。
1.年齢が満20歳以上（平成26年3月31日現在）であるこ
と。（平成6年4月1日以前に生まれた人）
2.次の（イ）、（ロ）、（ハ）のいずれかに該当している人
（イ）…10アール以上の農地について耕作業務を営んでいる人
（ロ）…耕作業務を営む人（10㌃以上）の同居の親族ま

たはその配偶者
（ハ）…（イ）に規定する一定面積以上の農地について、耕

作業務を営む農業生産法人の組合員または社員
＊（ロ）、（ハ）に該当する人で、年間おおよそ60日以上耕
作に従事していることが必要です。
●問／農業委員会 事務局　☎72－5890

　遊佐駅・吹浦駅の駐輪場に長期間放置されている自転
車に撤去をお知らせするカードを取り付けました。心あたりの
方は12月中にご移動お願いいたします。
　なお、1月以降もカードがついている自転車は撤去の対象
となりますのでご注意ください。
●問／産業課商工振興係　☎72－4522

　近年、西山地区では松くい虫の被害によって松が少なく
なってしまった林や、使っていない畑などに、行政の事業によ
る植林の他にも、地域の方々や児童の皆さんによってたくさ
んの松が植林されています。
　しかし、毎年この時期になると、せっかく植えた松の若木
を勝手に切っていく人が後を絶ちません。このような状況が
続けば、どんなに一生懸命松を植えても台無しです。
　門松用に木を切るときは、必ず所有者の了解を得てから
切ってください。悪質な盗伐は刑事罰の対象になることもあり
ます。不審者を見かけた場合は、役場にご連絡ください。　
●問／産業課水産林業係　☎72－4521

　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10月
に75歳、11月に65歳になられた皆様へ、12月13日付で納
入通知書の発送を行います。内容をご確認のうえ、納め忘
れのないようお願い致します。
●送付物／
　10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
　11月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●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

　平成26年1月6日（月）は固定資産税、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料の納期です。口座残
高の確認、納め忘れのないようにお願いします。
●納期／平成26年1月6日（月）
 固定資産税 4期 国民健康保険税 6期
 介護保険料 6期 後期高齢者医療保険料 6期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　工業統計調査は、我が国の製造業の実態を把握するた
めの大切な調査です。製造業を営む事業所の皆様には、
今年もご協力をお願いいたします。
●調査日／平成25年12月31日現在で実施
●対象／主として製造業を営む事業所
●調査の方法／統計調査員が調査票を12月下旬に配布し、
　　　　　　　 1月上旬に回収します。
●問／総務課 情報統計係　☎72－5893

●日時／平成26年1月21日（火）　午後3時～
●場所／遊佐町生涯学習センター
●講師／山形大学大学院　村山　良之　教授
●演題／「危険回避能力を身に付けるための防災教育（仮）」
※参加無料。午後2時より、町内小中学校の実践発表あり。
●問・申込み／遊佐町学校保健協議会事務局
　　　　　　  遊佐町教育委員会内　☎72－5891

防災教育に関する講演会

マツを勝手に切らないで!!

農業委員の選挙人名簿への
登録申請をお忘れなく

工業統計調査にご協力を!

75歳、65歳になられた皆様へ

町税等納期のお知らせ

遊佐駅・吹浦駅の
長期放置自転車を撤去します!
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となどの相談を受けることを業務とする戦没者遺族相談員
に、佐藤修一さん（田中）が厚生労働省から委託を受けて
活動をされております。（任期:平成27年9月30日）
　相談を希望される方は直接佐藤さんの自宅に連絡をして
ください。
●電話番号／☎76－2302（自宅）

　DV（ドメスティックバイオレンス）とは、一般的に、配偶者
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　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。※今年度す
でに交付されている方は対象になりません。また、交通弱者
対策事業のタクシー券（担当:産業課商工振興係）とどちら
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　  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560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
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●問／健康福祉課子育て支援係　☎72－5897
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配偶者や恋人はあなたを
大切にしていますか?

平成25年度心身障がい者福祉タクシー
利用券交付はお済ですか

母子・寡婦福祉資金貸付制度

　遊佐町では、灯油価格の変動と諸物価等への波及
による家計への影響の大きい低所得者を中心に昨年に
引き続き緊急的に灯油購入費の一部を支援いたします。
●対象者
　平成25年12月１日現在住民基本台帳に登録され
現に居住し、平成25年度の町民税が世帯員全員非
課税であって、次の条件のいずれかに該当する世帯
及び生活保護世帯とします。ただし、福祉施設入所
世帯は除きます。
①高齢者世帯
65歳（平成25年度中に65歳に達する方）以上の
高齢者のみで構成される世帯。但し、世帯分離は
除きます。
②障害者世帯
身体障害者手帳1･2級または療育手帳（A）、精

神障害者健康福祉手帳1級を所持する方が属す
る世帯。
③ひとり親世帯
18歳（平成25年度中に18歳に達する方）以下の
子どものいる母子、父子を含む世帯等。
④生活保護世帯
※②、④いずれも平成25年12月1日現在により確認します。
●助成内容
　一世帯あたり5,000円の灯油引換券を交付します。
●受付場所及び申請受付期間
　集中受付場所　役場101会議室（12/20～ 1/10）
　役場健康福祉課福祉介護保険係　窓口（1/13～ 1/17）
該当予定世帯の皆さんへ申請書をお送りいたしますの
で、12月20日（金）～１月17日（金）まで申請してください。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

福祉灯油購入助成
―灯油購入費の一部を助成しますー
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　平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が
8%に引き上げられます。また、今回の引き上げに際し、消費
税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税転嫁対
策特別措置法によって、次のような措置が設けられました。
1.総額表示義務の特例　税込価格であると誤認されない
ための措置を講じていれば、税込価格による表示をしなく
てもよいとする特例（表示例:100円（税抜き））。
2.転嫁拒否等に関する措置　事業者間の取引で、税率の
引上げ分の転嫁を拒んだり、チラシや店頭で転嫁を阻害
する表示（例えば、「消費税は転嫁しません。」等の表示）
を規制する措置。
　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）を
ご覧ください
●問／酒田税務署　☎33－1450

　国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アン
ケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の
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　願書は消防本部、消防署、各消防分署にあります。
●問／山形県危険物安全協会連合会　☎023－632－5744

国指定重要無形民俗文化財
アマハゲ見学ツアー

ゆざっと軽トラ市「歳の市」消費税及び地方消費税が
変わります

職業訓練受講生募集

司法書士無料法律相談

税務職員を装った者からの
不審な電話にご注意ください!

第19回 ゆざ町鱈ふくまつり

平成25年度危険物取扱者保安講習の
追加実施
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●物件／宅地、建物など
●物件明細閲覧期間／平成25年12月26日～平成26年
　　　　　　　　　　  2月13日
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部1階閲覧室
●入札期間／平成26年2月6日～ 2月13日午後5時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部1階執行官室
　　　　　　※インターネットでも物件情報をご覧になれます。
　　　　　　　http://bit.sikkou.jp/
●問／山形地方裁判所酒田支部1階書記官室執行係 
　　　☎23－1246　

　やまがた緑環境税で支援する県民参加の森づくり活動を
募集します。
●募集する活動／
【一般助成】
　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
【テーマ助成】
　①森づくりと一体となった木質バイオマスの利活用
　②里山資源の活用と交流
　③暮らしの中に木を使う
●募集期間／平成26年1月6日（月）から2月10日（月）まで
●問／庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室
　　　☎0235－66－5524（直通）

●日時／平成26年2月8日（土）
　　　　第1回公演　午後2時～
　　　　第2回公演　午後5時30分～
●会場／天童市市民文化会館
●申込み／往復はがきでご応募下さい。（1枚で2名まで申込可能）
【往信面の表】
〒999－3797 陸上自衛隊第6師団司令部広報室 音楽まつり係あて
【往信面の裏】
申込者の住所、氏名、電話番号、鑑賞人数、希望公演
時間※車イス席利用の方は「車イス席利用」と記入
【返信面の表】
申込者の住所、氏名を記入
※応募多数の場合は抽選になります。
※乳幼児の入場はご遠慮ください。
●申込期限／平成26年1月17日（金）
●問／陸上自衛隊第6師団　司令部広報室　
　　　☎0237－48－1151
　Webサイト　http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/6d/

　肝炎・肝硬変・肝がんなど肝臓の病気でお悩みの患者
さんやそのご家族からのあらゆる相談にお応えします。肝疾
患に関する医療情報の提供、専門医療機関の紹介など無
料で対応しています。
　また、相談内容に応じて医師面談（予約制）を行っていま
す。どうぞお気軽にご相談ください。
●電話相談／毎週月・木曜 午後1時～ 4時
●医師面談／毎週月曜 午前9時～正午（予約制）
●相談・面談予約／☎023－628－5881
●問／山形大学医学部付属病院　肝疾患相談室
　　　☎023－628－5159

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。お子さま1人につき300万円以内
を、固定金利（年2.35%（平成25年11月11日現在）（母子
家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方
の利率は年1.95%（平成25年11月11日現在）））で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
●問／教育ローンコールセンター
　　　☎0570－008656（ナビダイヤル）
　　　または☎03－5321－8656

●取組み方針／
○エネルギー消費が増大する冬期における幅広い省エネ
県民運動を展開
○家庭や地域の絆を大切にし、省エネ型のライフスタイルに
見直すなど、無理のない範囲での省エネ節電の取組み
の更なる定着を促進
●実施期間／平成25年12月1日～平成26年3月31日
●スローガン／『家族団らん　心あったか　笑顔で省エネ』
●節電の目安／平成22年度対比　電気使用量の3%削減

※家庭、企業等で無理のない範囲での、
自主的な取組みを促進

●取組みの例（1日当たりの削減率の目安）／
　『家族団らん』による取組み（使わない部屋の電気製品
のスイッチOFF等）
・照明（5灯分）の点灯時間を1時間減らす（▲0.7%）
・テレビを見る時間を1時間減らす（▲0.5%）
●その他の取組み／
・冷蔵庫の設定温度を「中」から「弱」へ変更する（▲1.8%）
・電気こたつの設定温度を「強」から「中」へ変更する（▲1.5%）
※一般家庭の1か月当たりの電気使用量を280kWhと想定
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

山形地方裁判所酒田支部
不動産競売

平成26年度みどり環境公募事業募集

第9回 第6師団音楽まつり

山形大学医学部附属病院
肝疾患相談室

国の教育ローン
（日本政策金融公庫）

笑顔で省エネ 冬の省エネ県民運動
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がんばった人にマル

入札結果　11月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎教育課
●スクールバス　スタッドレスタイヤ
期間 Ｈ25/11/11 ～Ｈ25/12/3　契約金額　1,543,500円
契約者　株式会社庄交コーポレーション 庄交サービス事業部 酒田工場
［その他の入札参加者］有限会社西浜タイヤ
◎総務課
●遊佐町防災センター太陽光発電施設設置工事
期間 Ｈ25/11/1 ～Ｈ26/3/31　契約金額　38,703,000円
契約者　ミナモト電気株式会社
［その他の入札参加者］東北電化工業株式会社 酒田営業
所、東北電機鉄工株式会社、ハクヨウ電気株式会社、株式
会社ユアテック 酒田営業所
●平成25年度　金俣集落防火水槽整備工事
期間 Ｈ25/11/15 ～Ｈ26/3/26　契約金額　4,515,000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 一道建設、ヤマ五建設株式会社
●平成25年度　比子下モ山集落防火水槽整備工事
期間 Ｈ25/11/15 ～Ｈ26/3/26　契約金額　4,704,000円
契約者　有限会社石山工業
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社
石川工業、有限会社菅原建設

○第59回青少年読書感想文全国コンクール県審査会
　小学校低学年【課題読書】
　優良　遠藤雅弥（遊佐小1年）
○平成25年度山形県小学生人権書道コンテスト
　入選　加藤有織（蕨岡小6年）
○11月3日（日・祝）
　第47回荘内剣道錬成大会
　団体　第3位　遊佐剣道スポーツ少年団
○11月4日（月）
　第23回温海カップミニバスケットボール交歓大会
　女子　優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　最優秀選手賞
　　　　松田　倫（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　優秀選手賞
　　　　佐藤　和泉（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
○11月10日（日）
　第17回Mt鳥海小学生バレーボール交流大会
　第2位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
○11月16日（土）・17日（日）
　バーモントカップ2014 第23回全日本少年フットサル大会山形県大会
　第1位 阿曽永基、梶原学都、梶原佑太、佐藤一汰、
 高橋幸佑、冨樫佑太（遊佐サッカースポーツ少年団）
 ※酒田FCで出場
○11月17日（日）・24日（日）
　第28回酒田飽海地区ミニバスケットボール選手権大会
　男子　準優勝（県大会出場）
　　　　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　女子　第3位（県大会出場）
　　　　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○12月1日（日）
　遊佐町初心者バドミントン大会
　◎少年女子シングルス（小学生の部）
　　優  勝 今野　美紅（蕨岡小）
　　第2位 菅原　琉未（蕨岡小）
　　第3位 土門　未来（蕨岡小）
　◎少年男子シングルス（中学生の部）
　　優  勝 渋谷　南央
　　第2位 五十嵐　廉
　　第3位 青葉　晴雅
　◎少年女子シングルス（中学生の部）
　　優  勝 伊藤　穂香
　　第2位 佐藤　琴奈
　　第3位 服部　美幸
※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。

■ 株式会社　ゆざ食彩工房（☎75－3766）
職　　　　種
募 集 人 員
年　　　　齢

勤  務  地

給 　 　 与
待 遇 内 容
締　　　　切
そ  の  他

福祉施設における調理業務
１～２名
不問
遊佐町比子字白木23-367
本部加工場(西部工業団地内)
当社規定による（経験によります）
交通費　当社規定による
決まり次第
調理が好きな方大歓迎。詳細は面接時

◎酒田市休日診療所
●診療日／ 12月29日（日）、
　　　　　 12月31日（火）～１月3日（金）
●診療時間／
 日中 午前8時30分～ 11時30分
 午後１時～4時30分
 夜間 午後5時30分～ 8時30分
＊急病や軽いけがのときに
  おいでください。
＊小児科医の診療は日中のみ
＊保険証を忘れずに
  お持ちください。
●場所／酒田市船場町二丁目1－31
　　　　市民健康センター別館
●電話番号／☎21－5225（診療日のみ）

◎在宅歯科診療当番
・12月31日（火） 亀ヶ崎歯科医院
 （亀ヶ崎二丁目4－30） ☎24－5560
・１月１日（水・祝） 高見台歯科診療所　
 （高見台一丁目16－1） ☎31－1828
・１月2日（木） 沢田歯科医院
 （相生町一丁目4－30） ☎26－4448
・１月3日（金） 岡野歯科医院　
 （御成町3－38） ☎23－2208
●診療時間／午前9時～午後5時

年末年始の医療機関年末年始の医療機関
■◆雇用の広場


