
広 報

お知らせ
Yuza　Town　Public　Relations 毎月1回15日発行

M
AY
 2
01
5 N

o.493 

5
15

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

がんばる中小企業者を応援します！

　本町の企業振興及び雇用の拡大を図るため、町
内中小企業者が行う設備投資の経費の一部を支援
する制度です。
●補助対象者／町内に事業所を有する法人または

個人の事業者（一定の該当要件あり）
●補助対象経費／事業の拡大、高度化または事業

の継続のため、事業効率の向上に資する建物（工
場、倉庫、店舗等）の新増設（附帯設備含む）、
構築物、機械及び装置の設置に要する経費

●交付の要件及び補助金額

　町内中小企業の技術力向上を図るため、従業員の
研修や資格取得のための経費の一部を助成します。
●補助対象者／町内に事業所を有する法人または

個人の事業者
●補助対象事業／
　①業務上必要な資格の取得
　②業務上必要な技術の研修への参加及び研修会

の開催
　③その他技術向上等を図るために必要な研修
●補助金額／
　①研修を主催する場合は、講師謝礼および交通

費の2／3以内
　②庄内職業高等専門校の研修に参加する場合は対

象経費の全額、その他の研修に参加する場合は
受講料、交通費、宿泊費等対象経費の2／3以内

※年度内に何回でも申請は可能ですが、₁社につ
き年額30万円が上限額となります。

広
告

遊佐町中小企業設備投資
支援事業補助金（新規）

遊佐町中小企業技術者
養成研修補助金（継続）

交付の要件 補助率及び補助金額
投下固定資産総額　３，０００万円以上
新規雇用者　₃名以上

補助対象経費の２０％
上限額　２，０００万円

投下固定資産総額
1，０００万円以上 ３，０００万円未満 1００万円

●事業実施期間（補助制度実施期間）／平成27年度
〜平成31年度まで（₅ヶ年間で終了）

※事業申請前の事前着工並びに研修会等の開催・参加は、交付の対象となりませんのでご注意ください。
●問・申請先／産業課産業創造係　☎72-4522

（事業者）　　　　 （町）　　　　 （事業者）　　　　　　 （事業者）　　　　　　 （町）
事業認定

申 請
事業
認定

事業（研修）
実施・完了

実績報告
補助金交付申請

補助金
交付➡ ➡ ➡ ➡

●補助金交付の流れ（両事業共通）

※先月号で十六羅漢の営業時間表記に誤りが
　ございました。訂正してお詫び申し上げます。

野菜直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店

ラーメン味の駅
毎月第4金曜日は『餃子の日』☆今月は「5/22」♪
（ラーメンをご注文頂いた方に餃子2個お付けします。）

ファーストフードコーナー
遊ぽっとにある遊具の「手なが足なが」にちなんだ、
なが〜い『チュリトス』を販売しております。
・シナモンシュガー味
・チョコ味　 各250円

農作業で疲れた身体をゆ〜っくり
温泉で休めてはいかがですか♪

お一人様
でもOK!

さなぶりプラン
平成27年5/7㈭〜6/25㈭まで

8,700円 17,000円
（消費税・入湯税込） （消費税・入湯税込）

1泊3食付　お1人様 2泊6食付〜　お1人様

◆チェックイン15時〜チェックアウト15時まで
　24時間滞在できます
◆こちらのプランは、月〜木曜日限定
　のプランです
◆送迎ご希望のお客様はご相談くだ
　さいませ

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76
☎0234-77-3711

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。
❖平日限定のプランです。
❖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。

大平山荘 日帰りプラン

☎77-3333

日帰り温泉施設

国民宿舎

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）

山の幸、海の幸
お召しあがり下さい

とりみ荘 ツナ丼新メニ
ュー

500円にて販売開始!!ワン
コイン

あぽん西浜　梅雨の踊りの集い
吹浦スポーツ民謡会様の
ご協力により
大広間にて踊りの集い開催!!

6月14日㈰
10:30〜 開演予定
お問合せは  あぽん西浜まで

食堂・ラーメン味の駅

☎77-3330 営業
時間

☎71-7222 8：30〜18：00
9：00〜18：00
9：00〜17：30

9：00〜17：00

道の駅 鳥海 営業
時間

ソースカツ丼 500円
土日祝のみ10：00〜販売

（限定5個）

あぽん西浜　とりみ亭
次回の休館日は 5/25㈪です
次回のサービスデーは5/26㈫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）
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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

75歳になられた皆様へ
　75歳になると後期高齢者医療保険料の支払い義務が
新たに発生します。今月は₃月に75歳になられた皆様
へ₅月15日付で納入通知書の発送を行いますので内容
をご確認のうえ、納め忘れのないようお願いします。
●送付物／₃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
●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／金額に関して…町民課 課税係　☎７２−５８７６
　納付に関して…町民課 納税係　☎７２−５４１１

町税等納期のお知らせ

　₆月１日㈪は固定資産税の納期です。通知書は₅月
１５日に発送を予定しておりますので、内容をご確認の
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１日㈪
　固定資産税　１期
●問／町民課納税係　☎７２−５４１１

春の粗大ごみ収集
●収集日／蕨　岡：₅月２５日㈪　遊　佐：₅月２６日㈫
　　　　　稲　川：₅月２７日㈬　西遊佐：₅月２８日㈭
　　　　　高　瀬：₅月２９日㈮　吹　浦：₆月₁日㈪
●時間／朝₈時まで（前日には出さないでください）
●収集場所／集落ごみステーション
●一個あたりの料金／
　重さ50㎏未満　400円　　重さ50㎏以上　800円
●出して良い粗大ごみ（例）／自転車、ストーブ、ラ

ジカセ、こたつ、電気毛布、炊飯器、電子レンジ、机、
ふとん、畳、シャベル、スキー用品、物干し竿

●出して悪い粗大ごみ（例）／エアコン、テレビ、洗
濯機、冷蔵庫、パソコン、自動車部品、建築廃材、農・
漁業用具、ドラム缶、消火器、風呂浴槽

●注意事項／
○ご家庭の『遊佐町ごみ分別一覧表』で確認してくだ

さい。
○粗大ごみは各集落の環境推進員がとりまとめます。

粗大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従ってく
ださい。

○粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず貼
ってください。

○粗大ごみは、自分で直接処理場に持ち込むことがで
きます。詳しくは酒田地区広域行政組合（☎31-2882）
にお問合せください。

※今年度分の各集落ごみステーションからの粗大ごみ
収集は、今回のみとなります。

●問／地域生活課環境係　☎７２-５８８１
月光川ダム・サイレン吹鳴

　下記日程で月光川ダムの管理演習を行います。
　午前₉時から午後₅時の間に、月光川沿いの各警報
局においてサイレンを数回鳴らします。
　火事などと間違われませんよう、ご理解ご協力をよ
ろしくお願いします。
●期日／₅月１９日㈫
●問／庄内総合支庁河川砂防課ダム管理担当
　☎０２3５-６６-５６3４

ゆざベテランズ・カレッジ開講式
会場を変更します

　₅月２９日㈮に開催するゆざベテランズ・カレッジ開講式に
ついて、会場が変更になりましたので、お知らせいたします。
●日時／₅月２９日㈮　午後１時3０分～₃時
●場所／変更前：生涯学習センター₂階　大会議室
　　　　変更後：生涯学習センター₂階　第₂研修室
　開講式では記念講演も行う予定です。
　ベテランズ・カレッジを受講されない方でも、どな

たでも参加できます。
●問／生涯学習センター　☎７２-２２3６

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、断水、水圧低下、濁り水等が発生す
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、作業で多量の水を使用する
ため、作業区域外にお住まいの方も節水のご協力をお
願いします。
●日時／₅月25日㈪午後₉時～26日㈫午前₂時頃まで
●作業区域／
　蕨岡地区：上小松、下小松、上長橋、下長橋、下大
　　　　　　内、水上
　遊佐地区：七日町、六日町、五日町、駅前一区、駅
　　　　　　前二区、十日町、八日町、下長橋
　稲川地区：千本柳、田中、出戸、田地下
　西遊佐地区：下藤崎一区、下藤崎二区
※作業が該当する集落については、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
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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

　老若男女を問わず簡単に参加できるオリジナルス
ポーツゲームです。ジオパークについてのパネル展
示も行い、地域の魅力を楽しくわかりやすく学ぶこ
とができます。鳥海山がそびえる壮大な景色を背景
に、思いきり体を動かしましょう！
●日時／₆月₆日㈯午前₉時～（受付午前₈時～）
※雨天決行（各自雨対策をお願いします）
●対象者／小学４年生以上～大人
※事前エントリーが必要です。
●会場／鳥海パノラマパーク（旧稲川小学校跡地）
※悪荒天時は町民体育館
●参加料／一人3００円（保険料・昼食代）

●対象／50歳以上の健康な女性
●日程（全₅回）

50歳からの　　　　　 女性のための
「ハッピーウォーキング講座」

〜より美しく年を重ねるために〜 参加者募集

●時間／午後₁時30分～₃時
●場所／町民体育館
●講師／健康運動指導士　佐藤しおり 氏
●参加費／無料
●問・申込み／₅月27日㈬まで健康福祉課健康支

援係　☎７２-４１１１

日　時 内　　　　容

1 ₆月₃日㈬ ウォーキングのための靴選び＆フット
ケア＆マッサージ

₂ 10日㈬ 足首、膝、股関節のストレッチと強化

₃ 24日㈬ 姿勢よく歩くために上半身、肩甲骨
まわりのチェック！

₄ ₇月₁日㈬ 小ボールを使って歩行筋群のトレー
ニング

₅ ₈日㈬ 体幹を整え、筋バランスのとれたウォ
ーキングを実感しましょう

町民ウォーキング　第２ステージ
「蕨岡地区探訪コース」へのおさそい
　自分に合ったペースで、体力づくり・健康づくりを
兼ね、蕨岡地区を探訪してみませんか。
●日時／₅月２４日㈰　午前₈時3０分集合
●集合場所／町民体育館
●持ち物／水筒、雨具等（雨天でも歩きます）
●コース／₅キロ、１０キロ
●問・申込み／町民体育館　☎７２-５４５４　ＦＡＸ７２-２８１１

デマンドタクシー
お得な回数券を販売します！

　デマンドタクシーの利用促進のため、₆月１日から
₆月3０日までの間、回数券を１１枚から１４枚に増やして
販売します。
　ただし、この期間に販売した回数券の有効期限は₈
月3１日までとさせていただきます。
※通常の有効期限のない１１枚つづりの回数券もお求め

いただけます。
●販売場所／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター、デマ

ンドタクシー車内
●問／産業課産業創造係　☎７２−４５２２

走って競って遊佐満喫
スポーツたから獲り合戦　出場者募集

〜　YUZA　MATCH　〜

タイムスケジュール
₈：00～₈：55　受付
₉：00　開会式
₉：45～
スポーツたから獲り合戦
予選リーグ
１２：05　昼食タイム（55分）

　　　パーク内にあるヒントをたよりにめざせ
全問正解！これであなたも遊佐マスター！
　会場でもらえる「ガイドブック」遊佐町検定
試験をコンプリートすると特典サービスがもら
えるよ！
＊ジオパークをわかりやすく説明するパネル展
　示も行っています。

遊佐ジオ検定をクリアせよ！

13：00～
スポーツたから獲り合戦
決勝トーナメント
14：40　表彰式
15：05　みんなで清掃活動
15：30　終了（予定）

●申込方法／所定のエ
ントリーシートに必
要事項をもれなくご
記入のうえ、企画課
企画係まで提出して
ください。エントリ
ーシートは同課で用
意しています。また、
酒田青年会議所のホ
ームページ（http://
www.sakatajc.net/）
からダウンロードす
ることもできます。

※【応募はお早めに！】エントリー１２チーム定数に
なり次第募集を締め切らせていただきます。個人、
家族単位でのエントリーも受け付けますが、他チ
ームと混合調整となりますことをあらかじめご了
承ください。

●申込締切／₅月２２日㈮
●問／企画課企画係　☎７２−４５２3
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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

　交通災害共済は、会員の皆様が、不幸にして交通事
故に遭い、災害を受けた場合に見舞金を差し上げ、お
互いを助け合うための制度です。申込み用紙は、₆月
初旬に郵送により各家庭に配布します。
●加入資格／本町に住民登録をしている方（就学のた

め他市町村の住所を有する学生の方も加入できます）
●共済会費／会員一人年額４００円
●共済期間／₇月１日～平成２８年₆月3０日
●支給対象／一般道路で起きた車両等（自転車を含む）

による交通事故で、１日でも通院されれば見舞金の
支給対象になります。ただし、警察に届出のない事
故は支給に制限があります。

●共済見舞金／₂万円～１００万円（死亡、後遺障害、
入院・通院日数などにより支給区分があります）

※平成２６年度は交通事故による被災者3１名に合計１６１
万円の共済見舞金が支給されました。

●申込み方法／必要事項を記入した申込書を持参のう
え、下記金融機関で会費を納入してください。

　取扱金融機関…ＪＡ庄内みどり遊佐支店、ＪＡ庄内み
どり吹浦支店、荘内銀行遊佐支店、きらやか銀行遊
佐支店、きらやか銀行遊佐駅前支店（午前₉時～午
後₃時）

※役場では申込書・会費の受付けは行いません。
●申込み期間／
　₆月１日㈪～3０日㈫
●問／総務課危機管理係　☎７２−５８９５
※詳しくは、申込書と一緒に郵送されるパンフレット

をご覧ください。

交通災害共済の受付が始まります

町政座談会

　町民が暮らしやすい町まちづくりをすすめるため、
地域の様々な課題について率直な意見交換を行います。
どなたでも参加できます。
●日時・会場／

　消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。ぜひご
覧ください。
●日時／₅月23日㈯　午後1時～
●場所／遊佐中学校グラウンド
※雨天時は、遊佐町民体育館で行います。
●内容／規律訓練･消防操法・はしご乗り演技・表彰

式ほか
●問／総務課危機管理係　☎７２−５８９５

遊佐町消防団春季消防大演習

参加事業所 販売する製品
NＰＯ法人
わいわい・かんとりー

鉢植え、陶芸作品（豆皿、小物、茶
わん等）、さをり製品、エコたわし、
刺し子ふきん、清涼飲料水　　など

障がい福祉サービス事業所
た ぶ の 木

クッキー、チーズケーキバー、ガトーシ
ョコラ、ロールケーキ、プリン　　など

障がい福祉サービス事業所
ゆ う と ぴ い

ブローチ、ティッシュカバー、かす
りの小物入れ、エコばし、アクリル
たわし　　など

障がい福祉サービス事業所
い っ ぽ

木工（流木花台・万能台）、陶芸、
山野草

　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製
品を販売します。
●日時／₅月２９日㈮午前１１時3０分～午後１時
●場所／役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売する製品／

障がい者を支援する事業所の製品販売会

●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎７２−５８８４

教科書展示会を行います

　平成２８年度から全国で使用される中学校の教科書を
展示します。遊佐町内の中学校で使用する教科書は、
この中から選ばれます。どうぞご覧ください。
●期間／₅月3０日㈯～₆月１１日㈭
●時間／午前₉時3０分～午後₅時
●場所／遊佐町立図書館　視聴覚室
※月曜日は休館となります。
●問／教育課学校指導係　☎７２-５８９１

遊佐ノ市の会　会員・協力農家募集！

　遊佐ノ市の会では、遊佐町の友好都市である東京都
豊島区で月₂～₃回程度、遊佐町の野菜や加工特産品
を産直販売しています。現在、農産品や特産品の生産
者（会員及び協力農家）を募集しています。ご自慢の
商品を首都圏の皆さまへアピールしてみませんか。
●問／遊佐ブランド推進協議会・遊佐町創業支援センター
　☎７２-3９６６　E-mail info@yuza-brand.jp

　開催時間は、午後₆時30分～₈時30分です。
各地区とも町長以下三役および課長全員とまちづくり
地域担当職員が出席します。
●問／企画課企画係　☎72-４523

地　区 実 施 日 会　　     　場

西遊佐 ₅月25日㈪ 西遊佐まちづくりセンター 和室

蕨　岡 ₅月26日㈫ 蕨岡まちづくりセンター 2階 研修室

稲　川 ₅月27日㈬ 稲川まちづくりセンター 2階 東側和室

遊　佐 ₅月29日㈮ 生涯学習センター 2階 研修室

高　瀬 ₆月₃日㈬ 高瀬まちづくりセンター 2階 講座室

吹　浦 ₆月₄日㈭ 吹浦まちづくりセンター 2階 研修室



お し ら せ 号
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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

　ひとりで悩まず、まずはご相談ください。人権擁護
委員が相談をお受けします。秘密は厳守されますので、
ご安心ください。
●相談内容／夫婦・家族間のいざこざ、DV、老人・

子どもの虐待、体罰、近所とのトラブル、土地の境
界問題、登記など

●日時／₆月₁日㈪　午前10時～午後₃時
　受付時間は終了時刻の30分前まで。予約不要です。
●場所／遊佐町総合福祉センター
　このほか、酒田市総合文化センター・庄内町余目第

二公民館でも開設します。遊佐町在住の方であって
も、こちらで相談することもできます。

●問／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田
支局　☎２５−２２２１

人権なんでも相談所開設

　ガイドの案内で新緑の高瀬峡をハイキング。その後
は地元金俣の打ちたてそばを昼食でいただきます。
●日時／₆月14日㈰　午前₈時30分～午後１時
●集合場所／しらい自然館
●対象／一般
●定員／20名
●受講料／２，２００円（ガイド料、保険料、そば代を含む）
●持ち物／飲み物、雨具など
●申込締切／₆月10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

『鳥海山　おもしろ自然塾』
新緑の高瀬峡ハイキングとそば打ち

●日時／₆月１７日㈬、１８日㈭　午前₉時～午後₄時
●場所／酒田勤労者福祉センター₃階　多目的ホール
●内容／消防法に基づく甲種防火管理新規講習会（₂

日間の受講が必要）
●対象／自力避難困難者が入所している小規模福祉施

設で１０人以上収容する事業所、店舗、ホテル、飲食
店等で3０人以上収容する事業所、その他において５０
人以上収容する事業所で、管理、監督的立場にある方

●費用／テキスト代　3，０００円（当日持参してください）
※酒田地区防災協会加入の事業所については、１，０００

円助成いたします（ただし、１事業所₂名まで）
●申込受付期間／₅月１５日㈮から₆月₄日㈭まで
　申込用紙は最寄りの消防署または酒田市のホームペー

ジからダウンロードできます。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課　☎６１-７１１3

甲種防火管理新規講習会

　₆月₁日から₆月₇日は『HIV検査普及週間』です。
エイズ･HIVに関心を持ち、HIV検査の浸透･普及を図
る週間です。
　現在、HIV感染者･エイズ発症者は、日本国内で１
日に約₄件のペースで報告されています。心配なこと
やわからないことなどありましたら、気軽にご相談い
ただき、HIV検査を受けていただきたいと思います。
　なお、毎週火曜日₉時30分～正午は通常検査を行っ
ています。電話での事前予約が必要です。
●日時／₆月₂日㈫　午前₉時30分～午後₈時
　検査後、約₁時間で結果をお知らせします。
　午前₉時30分～正午まではHIVを含め、クラミジア、

B型肝炎、C型肝炎の検査を実施します。
●場所／ 庄内保健所 ₂階 健康相談室
●問・申込み／庄内総合支庁保健企画課（感染症対策

担当）☎０２3５-６６-４９２０

エイズ(HIV)夜間特別検査
（無料・匿名検査）

　₅月3１日は「世界禁煙デー」、₅月3１日～₆月₆日
は「禁煙週間」として、国をあげてたばこ対策を推進
しています。
●日時／₅月3１日㈰　午前１０時～午後₃時
●場所／イオンモール三川　１階アスビー前
●内容／健康チェック・クイズ（景品あり）など
　肺年齢測定や健康・禁煙相談、喫煙に関するパネル

展示も行います。
●対象／どなたでも（無料）
●問／庄内保健所保健企画課　☎０２3５−６６−４９3２

世界禁煙デーキャンペーン

　総合学科への移行を記念して、遊佐高校創立89周年
式典の後に講演会を開催します。
●日時／₆月13日㈯

遊佐高校　総合学科スタート記念講演会

　午後₂時15分～₃時15分
●会場／遊佐高校体育館
●講師／山形ガールズ農場
　代表　菜穂子氏
●演題／「感謝を込めてチャレンジ」
●問・申込み／₅月29日㈮まで

遊佐高校事務室　☎７２-3４２２



お し ら せ 号
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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

●対象／昭和５５年₄月₂日から平成１０年₄月₁日まで
に生まれた方で、大学を卒業した方または平成２８年
₃月までに卒業見込みの方

●採用予定数／男性４１名、女性１０名、
　武道指導者　柔道₁名、剣道₁名
※武道指導で受験希望の方は、直接酒田警察署警務課

にお問合せください。
●試験日／第一次試験　₇月１２日㈰
●申込み期間／₆月２２日㈪まで
　申込書は酒田警察署または最寄りの交番、駐在所に

あります。
●問／酒田警察署警務課　☎２3-０１１０

◎地域生活課
●若者住宅地造成に伴う測量設計業務委託
期　間　平27／4／10～平27／7／31　契約金額　13,932,000円
契約者　株式会社出羽測量設計
［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式会社庄内
測量設計舎、株式会社大和エンジニア、有限会社安野測量事務所
●平成27年度野沢・舞台地内配水管布設替工事実施設計業務委託
期　間　平27／4／28～平27／9／15　契約金額　2,700,000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］株式会社庄内測量設計舎、新日本設計株
式会社　庄内営業所、新和設計株式会社　庄内営業所、有限会
社安野測量事務所
●平成27年度直世簡易水道資産管理台帳作成業務委託
期　間　平27／4／28～平27／10／30　契約金額　2,160,000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］株式会社庄内測量設計舎、新日本設計株
式会社　庄内営業所、新和設計株式会社　庄内営業所、有限会
社安野測量事務所
●橋梁長寿命化修繕計画事業　西浜橋補修工事（平26繰越）
期　間　平27／5／1～平27／11／30　契約金額　45,360,000円
契約者　株式会社髙橋工業所
［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、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、土門建設株式会社
●町道福ノ中西線　側溝整備工事
期　間　平27／5／1～平27／7／15　契約金額　2,700,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社
［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、有限会社一道建設、金子建業株式会社、有
限会社菅原建設
●町道赤坂線　側溝整備工事
期　間　平27／5／11～平27／7／15　契約金額　3,024,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工業、
有限会社一道建設、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
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遊佐町総合交流促進施設株式会社
募集職種 時間パート
募集人員 若干名
就業施設 遊楽里
雇用期間 採用日～
応募要件 調理補助、清掃、配膳、各種軽作業
待　　遇 会社規定に基づきます
就業時間 １日₄～₈時間勤務
必要書類 履歴書（写真貼付）

選考方法 履歴書を遊楽里まで提出してください
履歴書選考のうえ、本人に連絡します

応募締切 ₆月10日㈬
問 鳥海温泉遊楽里　☎77-3711

訪問看護ステーションゆざ・順仁堂遊佐病院
職種
募集人員

看護師・准看護師　若干名（新卒・既卒）
奨学生　若干名　　夜勤専従看護職員　若干名

資格 看護師・准看護師（※奨学生は入学証明書）

給与・待遇
当法人給与形態による　昇給:年1回・賞与:年２回
住宅手当・通勤手当・年末年始特別手当等あり
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・厚
生年金基金加入

応募手続
履歴書（写真貼付）・卒業（見込み）証明書・各免許
写（既卒）を郵送またはご持参ください。ホームペ
ージからも申込みできます。

その他

休日:月₉日以上（年間125日）、奨学金制度（月額₆
万円）あり
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に
取り組んでいます
准看護師から看護師を目指している方の支援体制
も整っています
※訪問看護ステーションおよび病院見学会を随時
　開催しています
　個別での調整も行いますのでご連絡ください

問
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　☎72-2522
URL:http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail:info@yuza-hospital.jp

入札結果4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

平成27年度　警察官Ａ区分採用試験
特別養護老人ホーム松濤荘

募集職種 介護員（契約職員） 看護師（契約職員）１名
雇用期間 平成28年₃月31日まで（契約更新の場合あり）

業務内容 施設利用者の日常介護全般
（夜間勤務あり）

施設利用者の看護業務全
般

必要資格 特になし 看護師免許（准看護師の
方は相談に応じます）

給与
日額　6,900円＋通勤割増分
賞与年₂回（実績に応じて時
間外勤務手当、休日勤務手
当、夜間勤務手当あり）

日額　8,040円＋通勤割増分
賞与年₂回（実績に応じ
て時間外勤務手当、休日
勤務手当あり）

待遇 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険加入

就業時間
週40時間
（午前₆時30分から午後10
時までのうちの₈時間勤務）
（夜勤を含む変則勤務）

週30時間
（午前₇時30分から午後₄時
までのうちの₆時間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘　☎76－2103　担当　伊藤

○₄月₄日㈯　第２１回興武館杯争奪剣道大会
　個人戦　低学年の部　
　　優　勝　大宮　輝星（藤崎小₄年）　藤崎剣道スポーツ少年団
　　準優勝　土門　未來（藤崎小₄年）　藤崎剣道スポーツ少年団
　ベスト₈　本間　幹野（藤崎小₃年）　藤崎剣道スポーツ少年団
　個人戦　高学年の部
　　優　勝　土門　　淑（藤崎小₆年）　藤崎剣道スポーツ少年団
　　準優勝　青山　　響（藤崎小₅年）　藤崎剣道スポーツ少年団
○₄月１９日㈰　第３０回飛鷲旗争奪少年剣道大会
　　個人戦　低学年の部
　　第₃位　髙橋　優太（高瀬小₄年）　高瀬剣道スポーツ少年団
○₄月２９日（水・祝）　第４０回山形県選手権大会地区予選会少年少女卓球大会
　　ホープス女子決勝リーグ　ベスト₈　那須英璃花（吹浦小）
　　カブ女子決勝リーグ　ベスト₈　伊藤あゆみ（蕨岡小）
　　※県大会出場
※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。

●日時／₅月２７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）

●問・予約／午前₉時～午後₅時（土日・祝日を除く）
に下記まで

　山形県司法書士会酒田支部　髙橋　☎４3-４０００

司法書士無料法律相談（要予約）


