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遊佐町役場　☎（0234）72-3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

　国の「地方創生」政策に基づき、地域の消費喚起
や生活支援、商工業の活性化を図るため、遊佐町商
工会で「遊佐町プレミアム商品券」を発行します。
●商品券販売内容／５００円の商品券２４枚１セット
　（１２，０００円分）
●販売価格／１０，０００円（プレミアム率は２０％）
●購入できる数量／１人₂セットまでとし、同一家
族の分も購入できます。ただし、１世帯につき₅
セットまでとします。

●購入できる方／１８歳以上の町民および町内事業所
等に勤務する方

●商品券使用可能事業所／
　町内の登録事業所（約１００事業所）
※詳しくはお知らせ号に同封しておりますチラシを
ご覧ください。なお、登録事業所にはステッカー
を貼る予定です。

広
告

大平山荘 　　　　日帰りプラン

☎77-3333

日帰り温泉施設 お食事処

☎090-2607-2326

☎77-3334

【料金】お一人様2,980円（税込み）
【期間】〜₆月３０日まで
【予約】₃日前までご予約下さい
【送迎】町内送迎します（₂名様より）

大好
評

とりみ亭 

鹿公園もオープンあぽん西浜
入浴券はまとめ買いがお得です

さらに

あぽん西浜　とりみ亭
次回の休館日は 6/22㈪です
次回のサービスデーは6/26㈮です
とりみ亭11:00〜14：30 16：00〜19：30

（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）

●販売日時・会場／
　①₆月２６日㈮　午前１０時〜午後１時
　　各地区まちづくりセンター（６地区）
　②₆月２７日㈯・２８日㈰　午前１０時〜午後１時
　　ショッピングセンターエルパ
　③₆月２９日㈪〜　午前₉時〜午後₅時
　　遊佐町商工会（ゆざっとプラザ内）
　　（₆月２８日㈰で完売した場合は実施しません。）
※高齢者世帯で販売会場へおいでになることが困難
な方は、お問合せください。
※今回の商品券発行について、アンケートを実施し
ますのでご協力をお願いします。

●問／遊佐町商工会　☎７２−４４２２
　　　産業課産業創造係　☎７２−４５２２

「遊佐町プレミアム商品券」を
　 発行します！

☎7１-7222

☎77-3330

8：30〜１8：00

9：00〜１7：00
（食堂・ラーメン「味の駅」9：00〜18：00/農産物直売所「ひまわりの会」・鮮魚直売所「元気な浜店」9：00〜17：30）

道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

営業時間

営業時間

暑〜い夏に向けて新商品が続々登場‼
ファーストフードコーナー
キャラメルフラッチェ 550円

冷やし坦々うどん 600円
各種冷やしそば・
うどん始めました♪

わらび餅〈抹茶・きなこ〉
　各250円

☆土日祝限定販売☆

焼き鳥セット（5本入り）
〈タレ・しお〉  各600円

きゅうりの一本漬け  100円

ラーメン味の駅

遊佐町の特産品
「鳥海山のカレールウ」に
　　〈スパイシーな中辛〉が新登場!!
　　　好評販売中です。1個500円

特　産　品　売　場

冷やし中華　850円
他、新メニューもご用意しております。
☆毎月第4金曜日は『餃子の日』☆今月は「₆/26」♪

（ラーメンをご注文頂いた方に餃子2個お付けします。）

今年も 「天然岩ガキ」
の季節が始まりました！

鮮魚直売所『元気な浜店』 旬の味覚
をご堪能
ください。

1セット 11枚で￥4,000（1枚お得）
さらに

3セット同時購入で+2枚（計35枚）
5セット同時購入で+5枚（計60枚） 冷やしら〜めん

￥620
始めましたサービスデーなら

ポイントがまとめて倍になります

レディースプラン
お一人様

3,300円（税込）
お食事+入浴+お部屋代
5月7日㈭〜7月17日㈮

❖女性のお客様限定のプランです。
❖バスタオル・フェイスタオル付
❖2名様以上のご予約をお願いします。

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76
☎0234-77-37１１

「宿泊もはじめました!」8,800円
特典いっぱいの



お し ら せ 号
（2）

めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　● 問／企画課企画係　☎72-4523

　上記事業は予算に達したため募集を終了しました。
「持家住宅リフォーム支援金」については引き続き受
付をしております。
●対象工事／
○工事費が20万円以上の工事であること
○持家住宅等の増改築工事、リフォーム工事、給排水

工事、下水道接続工事、特殊工事等
○持家住宅の附属建物（車庫、物置等）の新築工事
○一定水準以上の耐震性を確保する工事（耐震改修工事）
●支援金の額／交付対象工事費の10％（上限100万円）
※耐震改修工事は交付対象工事費の50％（上限120万円）
●支援金の交付を受けられる方／
次の全てに該当する方
○工事の際、県内に本店がある町内業者と契約する方
（太陽光発電設備設置工事、耐震改修工事の場合は
これに限りません）

○工事に着手していない方
○既に下水道もしくは合併浄化槽に接続している方、

または申請と同時に接続しようとする方。
○町税等の滞納がない世帯。
○平成28年3月末までに実績報告の提出が可能な方。
※工事着工後、完成後の申込みはできません。
●問・申込み／地域生活課管理係　☎72-5883

今年度３０歳を迎える皆さんへ
第6回遊佐町三十路成人式でっけど〜DECADE〜開催

　三十路成人式は、30歳を迎えた遊佐中学校卒業生が
集う場です。同級生の活動を知り、30歳の今だからこ
そ見える、この町の魅力や課題について語り合いませ
んか？
●開催日時／₈月14日㈮
　午後₁時〜₂時30分（式典）
　午後₃時〜₅時（交流会）
●場所／遊佐町生涯学習センター（式典）
　　　　パレス舞鶴（交流会）
●主催／遊人会・でっけど実行委員会
●応募方法／今月中に対象者のご実家にご案内が郵送

されますので、そちらをご確認のうえ、同封のハガ
キにて参加お申し込みください。

●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

水道管清掃作業を行います

　水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁等を使用
して水道管の清掃作業を行います。
作業時間中は、作業区域全域で水圧低下や濁り水の発
生が予想されます。一部の区域では断水いたしますの
で、生活用水のくみ置き等のご協力をお願いします。
　なお、作業で多量の水を使用するため、作業区域外
にお住いの方も節水のご協力をお願いします。
●日時／₆月29日㈪午後₉時〜30日㈫午前₃時頃まで
●作業区域／
　○蕨岡地区：上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、

石辻、三川、上大内
　○遊佐地区：下野沢、京田、京田新田、下吉出、和

田、漆曽根、平津新田、大楯、境田、六日町の一
部、十日町の一部、八日町の一部

　○稲川地区：大井、服部、西谷地の一部、増穂、江地、
田地下の一部、楸島、西宮田、東宮田、北宮田

　○西遊佐地区：中藤崎の一部、下藤崎二区の一部
　○高瀬地区：富岡、北目、畑、丸子、南山、上戸、

下当上、下当下
●断水が予想される区域／北目、畑、南山、田地下の

一部、中藤崎の一部、下藤崎二区の一部
※作業が該当する集落の各世帯には、作業の詳細につ

いてのチラシを回覧しますので、ご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72-5887

プレミアム付き「住宅リフォーム
助成券」事業は終了しました

地籍調査事業にご協力を！
境界の立ち会いを行います

　平成27年度の地籍調査事業を行いますので、境界の
立ち会いと付近の刈り払いなどにご協力をお願いします。

　国土調査法に基づき、市町村が主体になって、一筆
ごとの土地の所有者・地番・地目・境界・面積を正確
に調査測量するものです。調査の成果は、不動産登記
に反映されるほか、公共事業の実施や町づくりに活用さ
れるなど、私たちの生活に重要な役割を果たしています。

●調査区域／杉沢字荷敷（図の斜線部分）
●調査面積／０．１2平方キロメートル
●調査時期／₆月中旬〜１１月下旬（関係者には別途通

知します）
●問／地域生活課管理係　☎72-5883

地籍調査とは

　月光園では、総合避難訓練とサイレン吹鳴訓練を実
施します。災害ではありませんので、ご注意願います。
●吹鳴時間／₆月2１日㈰　午後₂時3０分〜約１０秒間
※総合避難訓練　午後₂時3０分〜午後₃時
●問・場所／月光園　☎72-56１１

月光園非常時サイレン吹鳴
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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　☎72-5885

自転車ロードレースの開催に伴い、下記の時間帯は鳥海ブルーラインが通行止めになります。
皆様のご協力をお願いします。

「高齢者等地域見守り事前登録制度」
を開始します

　加齢に伴う認知症や心の病気などにより、判断力や
記憶力が低下すると、道に迷ったり、自分の家がわか
らなくなってしまう場合があり、命の危険が伴うこと
もあります。
　町では、あらかじめ高齢者等の情報を登録し、行方
不明になった際、早期に発見・保護できるよう支援す
る事業を始めます。
●対象／在宅で生活し、認知症等により徘徊のおそれ

のある方
●登録方法／健康福祉課介護保険係、または遊佐町地

域包括支援センターゆうすい、もしくは担当のケア
マネージャーに連絡してください。同センター職員
が自宅を訪問し、手続きについて説明します。

●登録した情報の活用／行方不明時の迅速な初動捜査、
早期発見・保護のため、酒田警察署など関係機関と
共有します。

※年に１回程度、遊佐町地域包括支援センターが登録
者本人の状況を確認し、登録情報を更新します。

●問／健康福祉課介護保険係　☎28-825１

　₆月3０日㈫は町県民税、月光川水害予防組合費の納
期です。通知書は₆月１5日に発送を予定しております
ので、内容ご確認のうえ、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／₆月3０日㈫
　町県民税　　　　　　　　１期
　月光川水害予防組合費　　１期
●問／町民課納税係　☎72−54１１

第２回鳥海ブルーラインヒルクライムfrom日本海　交通規制のご案内

遊佐ステージ にかほステージ

●期日／₆月20日㈯　午後₁時〜₅時30分
●通行止め区間／鳥海ブル−ライン吹浦口 （小野曽ゲー

ト〜鉾立駐車場間）
　　レース開催中、通行止め区間では車両の移動もでき

ませんのでご注意ください。
※午後₁時30分〜₂時の間は、選手がスタート地点（小野

曽ゲート）に移動するため、西浜キャンプ場駐車場〜
西浜橋〜吹浦ガソリンスタンド前〜十六羅漢〜小野曽
間を通行いたします。周辺の車両運行の際はご注意い
ただくとともに、選手の通行にご協力をお願いします。

●期日／₆月21日㈰　午前₇時40分〜11時
●通行止め区間／
　午前₇時40分〜₉時…にかほ市役所象潟庁舎前〜長岡

方面〜小滝方面〜元滝入口
　午前₇時40分〜11時…鳥海ブル−ライン象潟口
　（元滝入口〜鉾立間）
※鳥海ブルーライン山形県側（吹浦〜鉾立間）は通行で

きますが、規制時間内は鉾立を経由して秋田県側（象
潟方面）には降りられません。

●問／にかほ市スポ−ツイベント開催実行委員会　☎・ＦＡＸ０１84−74−5535

町税等納期のお知らせ

₆月２３日から２９日は
「男女共同参画週間」です

　キャッチフレーズは、「地域力×女性力＝無限大の
未来」です。

国民健康保険税
課税限度額等が変更されます

　男性と女性が、職場で、
学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発
揮できる「男女共同参画社
会」を実現するために、こ
の期間に私たちのまわりの
男女のパートナーシップに
ついて考えてみましょう。
●問／県子育て推進部
　若者支援･男女共同参画課
　☎０23−63０−2694

　平成27年度の税制改正により、国民健康保険税の被
保険者間の負担の公平の確保および低所得層の保険税
負担の軽減を図るため、課税限度額が次のように引き
上げられます。
　また、低所得世帯に適用される保険税の₅割軽減と
₂割軽減が適用される所得の上限が上がり、軽減対象
となる範囲が拡大されます。
●課税限度額／

※国民健康保険税の納税通知書は、₇月中旬に発送予
定です。

　詳細は₇月15日お知らせ号の折り込みで改めてお知
らせします。

●問／町民課課税係　☎72−5876

平成26年度 平成27年度 引き上げ額
医療保険分 51万円 52万円 ₁万円

後期高齢者支援金分 16万円 17万円 ₁万円
介護保険分（40～64歳） 14万円 16万円 ₂万円
合　　計 81万円 85万円 ₄万円
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郵送で戸籍謄本等や住民票の写し、各種証明書を取り寄せることができます。　● 問／町民係　☎72-5885

　しらい自然館周辺で笹の葉を採り、いぐさの輪づく
りから笹の葉の巻き方などを体験します。その後、笹
巻きの試食を行います。
※自分で巻いた笹巻きは持ち帰り、自宅で煮ていただ

きます。
●日時／₆月28日㈰　午前₉時〜午後１時
●場所／四季の森　しらい自然館
●対象／一般
●受講料／2，2００円
●定員／20名
●持ち物／エプロン・タオル等
●申込み締切／₆月24日㈬
※定員になり次第締切
●問・申込み／四季の森しらい自然館内　鳥海山おも

しろ自然塾推進協議会　事務局　☎72-2０69

仲人養成講座

　ボランティアで仲人活動を行う「やまがた縁結びた
い」の拡大、およびスキルアップを図るため、仲人養
成講座を開催します。
●日時／₇月１日㈬　午後１時3０分〜₃時１０分
●場所／庄内総合支庁　講堂
●内容／
　⑴「トミー伊藤の『お見合いの成功率を高めるための方法』」
　　講師：大江町商工会会長　伊藤篤市氏
　⑵仲人活動の基礎知識〜「やまがた縁結びたい」の活動〜
　　講師：やまがた縁結びたい　井上眞規 氏
　⑶個人情報の取扱いについて（県学事文書課）
●問・申込み／電話またはＦＡＸにて、₆月24日㈬まで
　県子育て推進部子育て支援課　☎０23−63０−2668
　ＦＡＸ０23−632−8238

●日時／₇月１8日㈯　午前₈時3０分〜正午
●場所／酒田地区広域行政組合　消防署西分署（酒田

市大浜一丁目₄−83）
●内容／放水訓練、救助訓練、はしご車訓練、消火訓練等
●募集人員／遊佐町、酒田市、庄内町在住の小学校₃

年生〜₆年生（定員35名）および付き添いの保護者
●申込方法／参加申込用紙を消防本部または最寄りの

消防署へ持参またはＦＡＸ
※申込用紙は各小学校、消防本部または最寄りの消防

署、酒田市ホームページからもダウンロードできます。
●申込み締切／₇月１０日㈮
●費用／無料
●その他／雨天時は内容を一部変更して実施します。
　参加児童については、消防本部でレクレーション保

険に加入します。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　☎6１-7１１3　ＦＡＸ52-349１

一日消防士体験勤務

　子育ての悩みを１人で抱えず、電話でお話しくださ
い。相談員が一緒に考えます。相談の秘密は守ります。 
子どもからの相談にも応じます。
●日時／月〜金　午前₈時3０〜午後₅時１5分
　【相談員対応　午前₉時〜午後₄時１5分】
※土、日、祝、年末年始は休み
※電子メール・ＦＡＸは24時間受付
　E-mail：ｙｓｈｏｇaｋｕ＠ｐｒｅｆ．ｙamaｇaｔa．ｊｐ
　ＦＡＸ：０23−63０−2874
●問／県教育庁文化財・生涯学習課　生涯学習振興室

☎０23−63０−3344

家庭教育電話相談　ふれあいほっとライン
☎（０２３）６３０−２８７６

勤労者無料法律相談

●開催日／₆月26日㈮　午後₃時〜₇時
●場所／東北労働金庫酒田支店
●対象／酒田、飽海地域に居住またはお勤めの方
●定員／事前予約制（先着₈名）
●対応弁護士／東海林　正樹氏
●申込み期間／₆月₅日㈮〜25日㈭
※定員になり次第締切
●問・申込み／東北労働金庫酒田支店　☎22-０32１

遊佐書道会・游石会主催
「書と篆刻」会員展

●期間／₆月27日㈯〜₆月3０日㈫
●場所／生涯学習センター３階展示室
※抽選で色紙のプレゼントがあります。
●問／岡田尻引　土門　☎72-243１

『鳥海山　おもしろ自然塾』
笹の葉採りと笹巻きづくり体験

無人ヘリコプターによる
一斉防除が始まります

　水稲・大豆の無人ヘリコプターによる防除作業が各
地域で始まります。期間中はご迷惑をお掛けしないよ
うに、万全の対策を講じ、安全作業に努めます。
●防除期間／₆月下旬〜₉月上旬
●問／ＪＡ庄内みどり営農企画課内 ＪＡ庄内みどり無人

ヘリ防除連絡協議会事務局　☎26-563１

司法書士無料法律相談（要予約）

●日時／₆月24日㈬　午後₅時〜₇時
●場所／酒田市勤労者福祉センター₂階
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人の

登記、金銭のトラブル、成年後見等（秘密は厳守します）
●予約／午前₉時〜午後₅時（土日・祝日を除く）に

下記まで
●問・申込み／山形県司法書士会酒田支部　髙橋
　☎43-4０００

なこうど
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町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。　● 問／産業課産業創造係　☎72-4522

　東北財務局山形財務事務所では、借金に関する相談
窓口を開設しています。相談員が借金の状況等をお伺
いし、必要に応じて、弁護士等の専門家に引き継ぎま
す。相談は秘密厳守・無料です。
●相談専用電話／☎０23−64１−52０１
●場所／山形財務事務所１階理財課
●受付／月曜日〜金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前₈時3０分〜午後₅時１5分
●問／山形財務事務所理財課　☎０23−64１−5１78

借金に関する相談窓口

●対象／高卒（見込み含む）、2１歳未満の男女
●受付／₉月3０日㈬まで
●試験日／
　１次　１０月１7日㈯
　２次　１１月28日㈯または29日㈰
●入隊／平成28年₄月上旬
●採用数／約75名
●待遇／学生手当及び賞与支給、₄年制（卒業後、幹

部自衛官）
●問／自衛隊酒田地域事務所　☎27−3532

看護学生募集（自衛官）
【防衛医大　看護学科学生】

●採用時期／平成28年₄月
●勤務地／日本海総合病院または酒田医療センターの

いずれか
●募集職種／①看護師　②薬剤師
●採用予定人数／①20人程度　②若干名
●受験資格／
　①昭和55年₄月₂日以降に生まれた方で、看護師

（婦）免許を有する方、または平成28年₅月末ま
でに当該免許を取得する見込みの方

　②昭和51年₄月₂日以降に生まれた方で、薬剤師免
許を有する方、または平成28年₅月末までに当該
免許を取得する見込みの方

●試験日／①：₁次試験₈月₁日㈯　2次試験₈月29日㈯
　②：₈月₁日㈯
●申込み期間／₆月₈日㈪〜₇月15日㈬の午前₈時30

分〜午後₅時15分（土日、祝日を除く）に日本海総
合病院総務課へ郵送または持参

※受験案内は日本海総合病院および酒田医療センター
または同病院機構ホームページからもダウンロード
できます。

※詳しくは受験案内（受験申込書付き）をご覧ください。
●問／地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　法

人管理部総務課　☎26-2００１

日本海総合病院・酒田医療センター
職員採用試験

　心肺蘇生など応急手当に関する講習会を行います。
●日時／₇月１9日㈰　午前₉時3０分〜午後₀時3０分
●場所／ひらたタウンセンター内　集会室　☎52-39１１
●対象／どなたでも
●定員／3０名程度
●内容／心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方（講習終了
後、普通救命講習修了証を交付します。）

●講師／応急手当指導員
●費用／5００円（テキスト代、教材費）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●申込み／₇月₃日㈮まで下記問い合せ先または最寄

りの消防署へ提出
※申込書は、酒田地区広域行政組合消防署ホームペー

ジからダウンロードしていただくか、最寄りの消防
署にあります。

※定員になり次第締め切ります。
●問／酒田地区広域行政組合消防署　☎23-3１3１

応急手当普通救命講習会

　免状を有し危険物業務に従事する方は、₃年ごとに
受講義務があります。
●日時／₈月26日〜１１月3０日まで
※種別ごとに開催。日時等はお問合せください。
●場所／県内の各総合支庁等
●受付期間／₇月₆日㈪〜23日㈭
※願書は消防本部、消防署にあります。
●問・申込み／危険物安全協会連合会　☎０23−632−5744

危険物取扱者保安講習

●対象者／庄内地域在住の外国出身者およびそのご家
族（外国人支援に関わる日本人も参加可）

●参加費／無料（2日前までに要申込）
●問・申込み／公益財団法人 山形県国際交流協会
　☎０23-647-256０　ＦＡＸ０23-646-886０
　Email：inｆｏ＠aiｒｙamaｇaｔa．ｏｒｇ 

一緒に学ぼう！ストレスとの
つきあい方＆日本のマナー

●日時／₇月₄日㈯　午後１時30分〜午後４時30分
●場所／酒田市国際交流サロン
●講師／臨床心理士　一條　玲香氏

ストレスとのつきあい方講座

●日時／₇月11日㈯　午後１時30分〜午後４時30分
●場所／出羽庄内国際村（鶴岡市）
●講師／デイリーマナー教室代表　小藤　弓氏

冠婚葬祭マナー
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　● 問／企画課企画係　☎72-4523

◎地域生活課
●除雪ドーザ（8t級）購入
期　間　平27／5／11～平27／11／30　契約金額　9,072,000円
契約者　キャタピラー東北株式会社　酒田営業所
［その他の入札参加者］コマツ山形株式会社　庄内支店
●除雪ドーザ（11t級）購入
期　間　平27／5／11～平27／11／30　契約金額 13,921,200円
契約者　コマツ山形株式会社　庄内支店
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、キャタピラー東北株
式会社　酒田営業所、昭和建機株式会社、日立建機日本株式会社　
庄内営業所、ユニキャリア株式会社　庄内支店
●平成27年度遊佐町地籍調査業務委託
期　間　平27／5／18～平28／3／22　契約金額　3,240,000円
契約者　有限会社斎藤測量事務所
［その他の入札参加者］酒田コンサル株式会社、株式会社庄内測
量設計舎、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計
●吹浦字三崎地内地図訂正・地積更正等業務委託
期　間　平27／5／18～平28／2／29　契約金額　1,728,000円
契約者　有限会社斎藤測量事務所
［その他の入札参加者］酒田コンサル株式会社、株式会社庄内測
量設計舎、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計
●除雪ドーザ（8t級）購入（その2）
期　間　平27／5／22～平27／11／30　契約金額　9,072,000円
契約者　キャタピラー東北株式会社　酒田営業所
［その他の入札参加者］コマツ山形株式会社　庄内支店
●町道杉沢南部西線　側溝整備工事
期　間　平27／5／29～平27／8／10　契約金額　3,456,000円
契約者　有限会社一道建設
［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、
有限会社石山工業、金子建業株式会社、有限会社菅原建設、ヤマ
五建設株式会社
●平成27年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置
工事（その1）
期　間　平27／6／3～平27／9／30　契約金額　15,120,000円
契約者　敦井産業株式会社　酒田営業所
［その他の入札参加者］阿部エンジニアリング株式会社、三和メイ
テック株式会社　酒田営業所、株式会社テイデイイー、東北電機
鉄工株式会社、株式会社メカニック、山形空調株式会社 酒田支店
◎産業課
●平成27年度山形県森林病害虫等防除事業（無人ヘリコプター散
布・地上散布）
期　間　平27／5／26～平27／7／31　契約金額　9,450,000円
契約者　北庄内森林組合
［その他の入札参加者］株式会社池田
●平成27年度山形県森林病害虫等防除事業環境影響調査
期　間　平27／5／26～平27／7／31　契約金額　756,000円
契約者　東北環境開発株式会社　酒田支店
［その他の入札参加者］株式会社エルデック、環清工業株式会社
◎企画課
●平成27年度　西浜海浜駐車場砂除去工事
期　間　平27／5／27～平27／7／10　契約金額　4,050,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、金子建業株式会社、
ヤマ五建設株式会社
●稲川まちづくりセンター用備品
期　間　平27／5／29～平27／6／30　契約金額　3,898,800円
契約者　株式会社大谷事務機
［その他の入札参加者］オビサン株式会社　庄内支店、フタバ商会、
株式会社ブルー、有限会社三英社
●遊佐町総合戦略等策定支援業務
期　間　平27／6／2～平27／11／6　契約金額　3,888,000円
契約者　富士商事株式会社
［その他の入札参加者］株式会社協和コンサルタンツ　山形営業
所、パシフィックコンサルタンツ株式会社　山形事務所
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株式会社ゆざ食彩工房
職　　種 ①福祉施設における調理業務②メロン、枝豆等の加工
募集人員 ①₁～₂名　②₆～₇名（₇月～₉月末）
年　　齢 不問
勤務地 遊佐町内
給　　与 当社規定による。（経験によります）
待遇内容 交通費　当社規定による
締　　切 決まり次第
その他 調理が好きな方大歓迎。詳細は面接時

問 株式会社ゆざ食彩工房 広瀬　☎75-3766

入札結果5月分 ＊契約金額には、消費税が
含まれています。

がんばった人にマル
○₅月１６日㈯
　第６９回酒田市体育大会山王祭奉祝剣道大会
　　小学校団体戦　第₃位　藤崎剣道スポーツ少年団
○₅月１７日㈰　第６９回光ヶ丘陸上大会
　【小学校男子】
　　₅年１００Ｍ　　　₂位　髙橋　　展（高瀬小）
　　₆年１００Ｍ　　　₄位　菅原　寛太（吹浦小）
　　₆年走高跳び　₄位　佐藤　明空（高瀬小）
　　４００Ｍリレー　　₅位　遊佐小学校
　【小学校女子】
　　総合　　　　　₃位　藤崎小学校
　　　　　　　　　₆位　遊佐小学校
　　₅年１００Ｍ　　　₁位　髙橋　　音（高瀬小）
　　　　　　　　　₆位　菅原　　華（吹浦小）
　　₆年１００Ｍ　　　₂位　菅原　優衣（遊佐小）
　　　　　　　　　₃位　佐藤　朱莉（藤崎小）
　　　　　　　　　₅位　鈴木　　琴（吹浦小）
　　₆年８００Ｍ　　　₃位　佐々木　空（遊佐小）
　　₆年ソフトボール投げ
　　　　　　　　　１位　安藤菜々子（藤崎小）
　　４００Ｍリレー　　₅位　藤崎小学校
　【中学校女子】
　　₃年８００Ｍ　　　１位　小野　真優（遊佐中）
　　４００Ｍリレー　　₃位　遊佐中学校
○₅月１７日㈰第₇回　遊佐町長杯グラウンド・ゴルフ大会
　団体戦（₆地区毎の上位₅名による合計打数で順位決定）
　　１位　稲川支部（合計打数356）
　　₂位　蕨岡支部（合計打数357）
　　₃位　遊佐支部（合計打数366）
○₅月１７日㈰
　第６９回酒田市体育大会中学生バレーボール大会
　　₃位　遊佐中学校
※大会結果は各競技団体より依頼のあったものについて掲
載しております。

遊佐ブランド推進協議会
募集内容・人員 実践型地域雇用創造事業

①事業推進員（₂名）②実践支援員（₃名）

業務内容

①雇用拡大のための事業主・求職者向けセミナ
ーの企画・実施。地域資源を活用した新商品開
発・販路拡大等の企画業務。事業全体の進捗管
理や実践支援員の管理業務。（中小企業の支援、
農水産加工品開発、商品販売促進等の経験を優
遇。パソコン操作必須。）
②農水産物や観光資源などの地域資源を活用し
た新商品開発、マーケティング調査・商品施策・
販路拡大など。（観光商品の開発・販売促進、
食品製造、農水産加工品開発等の経験を優遇。
パソコン操作必須。）

雇用期間 採用日～平成28年₃月31日（最長で30年₃月31
日までの雇用期間更新あり）

勤 務 地 遊佐町創業支援センター（Aコープゆざ店₂階）
給与・待遇勤務条件 遊佐ブランド推進協議会就業規則による
選考方法 面接。ただし応募者多数の場合書類選考あり。
申込方法 履歴書、職務経歴書およびハローワーク紹介状を提出。
申込締切 ₆月19日㈮　午後₅時必着

問・申込み 遊佐ブランド推進協議会事務局（産業課産業創
造係）　☎72-4522

▪雇用の広場
遊佐町総合交流促進施設株式会社

職　　種 駐車場整理、受付、清掃（夏期臨時アルバイト）
募集人員 ₈名程度
勤 務 地 西浜海水浴場、西浜コテージ・キャンプ場等
雇用期間 ₇月15日㈬～₈月17日㈪
待　　遇 会社規程に基づきます
就業時間 １日₈時間勤務

選考方法 履歴書を西浜コテージ村管理棟まで提出してください
書類選考のうえ、本人に連絡します

応募締切 ₆月30日㈫
そ の 他 雇用期間は職種により異なります。

問 西浜コテージ村管理棟　☎77-3600


