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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

※各出発時間の15分前から出発式を行います。早め
に受付をお願いします。（演奏：遊佐中学校吹奏
楽部、蕨岡小学校マーチングバンド）
※₅日は₀時30分から、₆日は正午からスタート地
点にてアトラクションを行います。（時間は予定）

広
告

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76
☎0234-77-3711

第２３回 奥の細道　鳥海ツーデーマーチ

スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

神の棲む山　鳥海山　聴こう！　山のささやき　波の高鳴り　大地の鼓動

9 月 5日㈯・6日㈰ 当日参加大歓迎
コース

₉月₅日㈯【緑と庄内砂丘、日本海コース】
距 離 受　付 スタート ゴール
40㎞ 午前₆時～ 午前₇時15分

午前11時
～

午後₄時

20㎞ 午前₇時～ 午前₈時30分
10㎞ 午前₈時～ 午前₉時
₅㎞ 午前₈時～ 午前₉時

₉月₆日㈰【水と鳥海山麓、自然コース】
距 離 受　付 スタート ゴール
30㎞ 午前₆時～ 午前₇時15分

午前11時
～

午後₃時

20㎞ 午前₆時～ 午前₈時
10㎞ 午前₈時～ 午前₉時
₅㎞ 午前₈時～ 午前₉時
　出演団体：吹浦スポーツ民謡会、遊め組、鳥海太
鼓、遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s」
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）　
※どちらか₁日のみ、および両日参加の場合も同額
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局　☎72-4114

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機会です。
きれいな自然環境の中で気持ち良く歩いていただくために、歓
迎の心をこめて町内全域の一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／自宅周辺、道路端・公園等、海岸
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

　スタッフとして、ツーデーマーチを
盛り上げてくれるボランティアを募集
します。
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局
　☎72-4114

町内全域一斉清掃日 ₈月30日㈰ ボランティアスタッフ募集

レディースプラン レディースプラン
お一人様

8,800円
（税込）

（税込・
　入湯税込み）

❖手ぶらでOK!
　バスタオル・フェイスタオル付き
　アメニティセットも付いてきます！
　（クレンジング・洗顔・ボディソープなど）
❖お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き

9月1日〜 9月1日〜日帰り 宿泊女性限定

☆☆素敵な特典満載☆☆
❖アメニティセットも付き！
❖数種類の浴衣の中から、お好きな
　浴衣を選べます。
　夕食後デザート＆ドリンクバー付
※2名様からのご予約になります。
　休前日は￥1,000円増しになります。

お一人様

3,300円
女性同士だけの特典満載‼

農産物直売所 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「8/28」♪
（ラーメンをご注文頂いた方に餃子2個お付けします。）

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
☆庄内豚の三元豚を使用☆
土日祝のみ10：00〜販売 

（各日限定5個）

道の駅 鳥海ふらっと
ファーストフードコーナー

☎77-3333

日帰り温泉施設 お食事処

☎090-2607-2326

☎77-3334
あぽん西浜　とりみ亭
　　 休館日は8/17㈪
　　 サービスデーは8/26㈰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）

次回の

大平山荘 

とりみ亭 

【料金】 お一人様2,500円（税込み）
【期間】 ９月１日〜10月中旬
【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）

トンタン麺

食欲の秋 
ぜいたくプラン

★ちらし寿司・入浴・休憩★

ゆ　ず

830円
をお召し上がりください

まだまだ
暑い中外食は

いかがですか？
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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

　町では、ふるさと納税を行った個人に対して、記念
品を贈呈しています。記念品のリニューアルにあたり、
町の特産品を扱う事業所の皆様からも広くご参加いた
だきたく、下記により募集します。
●参加できる事業所／次のいずれかに該当する事業所
①遊佐町内に本店または主たる事業拠点を有する事業

所等
②遊佐町に工場等を有し、当該町内工場等で生産した

商品を対象商品とする事業所等
③協力事業所で扱う商品が、遊佐町の特産品（原材料

を含む）を使用しており、遊佐町を積極的に広報で
きる事業所等

●対象商品の品目／次に掲げる対象商品ごとに、それ
ぞれ₂点まで

①2,500円相当の記念品
②5,000円相当の記念品
③10,000円相当の記念品
●申請方法／所定の申請書にご記入のうえ、下記問合

せ先まで提出してください。
　申請書は企画課まちづくり支援係で用意しています。

また、町のホームページからダウンロードすること
もできます。

●申請期間／₈月17日㈪～₈月31日㈪
※₉月₇日㈪に説明会を行います。参加する事業所の

方は、必ず出席してください。
※ツアーや各種体験などのサービスも記念品として取

り扱います。詳しくは、下記担当までお問い合わせ
ください。

●問・申請先／企画課まちづくり支援係　☎7２-4５２4

　遊佐町商工会で₆月26日より販売している「遊佐町
プレミアム商品券」を、まだお求めでない方はもちろ
ん、すでに上限（お一人様₂万円、₃人以上の一世帯
5万円）まで購入された方もお買い求めいただけます。
●販売日時／₈月２２日㈯　午前₉時30分～商品券がな

くなり次第終了
●会場／ショッピングセンター　エルパ
●購入できる数量／１人につき２0，000円（₂セット）まで
※初めて購入される方も上限２0，000円です。
※世帯あたりの上限はありません。
●購入できる方／18歳以上の町民及び町内事業所等に

勤務する方
※ご本人のみに販売いたします。
●商品券販売数量／約1，000セット
※₈月２1日㈮までは、これまで通り、お一人様₂万円、

₃人以上の一世帯₅万円分の商品券を１回限り、遊
佐町商工会事務所で販売します。

●問／遊佐町商工会　☎7２−44２２

ふるさと納税の返礼品を募集します！「遊佐町プレミアム商品券」
ラストセール開催

　国勢調査は、日本の未来を考えるうえで必要なデー
タを得るために実施するものです。調査結果は、社会
福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策などに役
立てられます。
　今回の調査では，先にインターネットでの回答を受
け付けます。そこでの回答がなかった世帯には、10月
₁日以降に調査員が調査票を回収に伺います。
●対象／平成27年10月１日現在日本に住んでいるすべ

ての人および世帯
●インターネット回答受付期間／₉月10日㈭～₉月20日㈰
●紙の調査票の回収期間／10月₁日㈭～
※₉月10日前後に、調査員が紙の調査票とインターネ
ット回答のための書類を各世帯に配布いたします。
●問／総務課情報統計係　☎7２-５893
　国勢調査２01５キャンペーンサイト
　http://kokusei2015.stat.go.jp/

　平成２7年₈月31日㈪は町県民税、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。通知
書の発送は₈月14日㈮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／₈月31日㈪
　　　　町県民税　　　　　　　₂期
　　　　国民健康保険税　　　　₂期
　　　　介護保険料　　　　　　₂期
　　　　後期高齢者医療保険料　₂期
●問／町民課納税係　☎7２−５411

平成２７年国勢調査を実施します！

町税等納期のお知らせ

　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
₆月に75歳、₇月に65歳になられた皆様へ、₈月14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します。
●送付物／
　₆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
　₇月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／₈月31日㈪
●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

７5歳、65歳になられた皆様へ
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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

　平成₇年1２月₆日以前に生まれ、年間90日以上漁業
に従事している人は、選挙人名簿登載資格があります
ので、選挙管理委員会に申請書を提出してください。
　なお、提出しない場合は、委員の選挙権および被選
挙権が無くなりますのでご注意ください。
※申請用紙は前年に登録された方に配布します。それ

以外の方で登録を希望する場合は選挙管理委員会に
お申し出ください。

●提出期間／₉月１日㈫～₄日㈮
●問／遊佐町選挙管理委員会　☎7２−５880

平成27年度　第１回インターネット公売

●参加申込期間／₈月17日㈪　午後１時～₉月₁日
㈫　午後11時

●入札期間／₉月₈日㈫　午後１時～₉月10日㈭　
午後11時

●出品物確認／現物確認を行いたい方は、参加申込
期間中に下記へ問合せください。

　出品は上記₂点含む全22点を予定しております。
※参加申込期間に参加申込手続きを行わない場合、

入札には参加できませんのでご注意ください。

　滞納者から差し押さえた財産を滞納税額に充てるため、Yahoo! Japanが提供する公売システムを利用し、
インターネット公売を実施します。

公売品１．和タンス 公売品₂．スーパーカブ50cc

固定資産評価替えのための
現地調査にご協力ください

　平成28年度固定資産税の算定に向け、標準宅地の利
用状況および道路幅員などについて、身分証明書を携
帯した調査員が現地調査を行います。
　なお調査地によっては、敷地内に立ち入りする場合
や、敷地の形状確認のために写真撮影を行う場合があ
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
●調査期間／₉月～平成２8年₃月
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎２3-1２６0
●問／町民課課税係　☎7２-５41２

※入札に参加する場合は、遊佐町ホームページ掲載
の『インターネット公売ガイドライン』、Yahoo! 
Japan官公庁オークションホームページ内の『参
加条件と必要な手続き』を確認のうえ、下記アド
レスより参加申込手続きを行ってください。

　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ymt_yuza_
town　（Yahoo! Japan官公庁オークション）

●問／町民課納税係　☎7２−５411

第４４回遊佐町芸術祭特別参加
三笑亭夢之助とぴろき公演会「笑いまショー」

●日時／10月17日㈯　午後₂時30分～午後４時
　　　　（開場午後₂時）
●会場／生涯学習センター　ホール
●出演／落語　三笑亭夢之助　
　　　　ギタレレ漫談　ぴろき　
●入場料／一般500円、高校生以下無料（全席自由）
●チケット取扱場所／
　〈町内〉生涯学習センター、町立図書館、各地区ま
　　　　　ちづくりセンター、ブックスほんま
　〈酒田市〉みずほ八文字屋、マリーン₅清水屋
　〈鶴岡市〉八文字屋ヱビスヤ店
　〈にかほ市〉育英書店象潟店
●問／生涯学習センター　☎7２-２２3６

山形海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿登載申請書の提出を！

大会キャラクター
「もっけだのん」

第３6回全国豊かな海づくり大会〜やまがた〜
１年前プレイベントin鼠ヶ関

●日時／₉月19日㈯　午前11時～午後₃時30分
●場所／鶴岡市鼠ヶ関港
●内容／記念放流・海上歓迎行事（稚魚放流、漁船パ

レード等）、ステージイベント（朝倉さやミニコン
サート等）、一般来場者向け稚魚放流、地元人気ラ
ーメン店出店、大会ＰＲコーナー、各
種物販など

●問／第3６回全国豊かな海づくり大会山
形県実行委員会事務局

　（庄内総合支庁産業経済部全国豊かな海
づくり大会推進課内）　☎0２3５−６4−08２3　
FAX0２3５−６６−3140
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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

　旧車、クラシックカーをお持ちの方の参加をお待ち
しています。フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ
等参加予定！
●日時／₉月₆日㈰　午前10時～午後₂時
●対象車両／昭和の時代に生産された₃輪・₄輪車両
※年式を問わないスーパーカー特別枠もあります。
●場所／鳥海温泉遊楽里駐車場　特設会場
●参加料／展示１台につき1,000円（見学は無料）
●出展申込み締切／₈月21日㈮（見学は申込み不要）
●問／遊佐町クラシックカー愛好会事務局　杉山
　☎080-1６78-２714
　（午後₆時～₉時受付）
　FAX7２-５1２4

平成２８年度日本赤十字社職員募集

●日時／11月15日㈰　午後₁時～₃時30分
●場所／山形国際交流プラザ　山形ビッグウイング
　☎0２3-６3５-3100
●講習会／希望者を対象に受験講習会を開催します。
●申込み受付期間／₉月₁日㈫～₉月30日㈬
●問・申込み／地域生活課下水道係　☎7２−５894

　地域社会の課題を捉え、問題解決に向けて行動でき
る女性リーダーを育成するためのコースです。
●対象／チェリア塾基本コース受講済みの方、もしく

は男女共同参画に関心のある女性
●会場／山形県男女共同参画センターチェリア（遊学館₂階）
●内容／
　○第１回：₉月19日㈯　○第₂回：10月₃日㈯
　○第₃回：10月17日㈯　○第₄回：11月₃日㈫
　　時間はいずれも午前10時～午後₃時
※託児あります。
●定員／２５名（先着順）
●参加費／3，000円（全₄コース）
●申込締切／₉月11日㈮
●申込方法／電話、ＦＡＸ、メールまたは郵送で下記

問合せまで
●問・申込み／山形県男女共同参画センターチェリア
　☎0２3−６２9−77５1　FAX0２3−６２9−77５２

平成２７年度女性リーダー育成事業 山形県下水道協会
第２5回排水設備工事責任技術者の県内統一試験

第７回クラシックカーミーティング
出展車・参加者募集！

①チェリア塾専門コース（地域リーダー育成コース）

　地域で男女共同参画社会づくりを推進するために、
女性リーダー育成講座を開設します。

　男女共同参画の基本を学びます。参加者や講師との
コミュニケーションを深め、学び合い、新しい仲間づ
くりを進めます。
●対象／地域で活動している、またはこれから活動し

たい女性
●会場／米沢市松川コミュニティセンター₂階研修室
●内容／
　○第１回：₉月２６日㈯　○第₂回：10月10日㈯
　○第₃回：10月２4日㈯　○第₄回：11月₇日㈯
　○第₅回：11月２２日㈰
　時間はいずれも午前10時～午後₃時
　※託児あります。
●定員／２５名（先着順）
●参加費／3，000円（全₅コース）
●申込締切／₉月1６日㈬
●申込方法／電話、ＦＡＸ、メールまたは郵送で下記

問合せまで
●問・申込み／山形県男女共同参画センターチェリア
　☎0２3−６２9−77５1　FAX0２3−６２9−77５２

②チェリア塾基本コースin置賜

●募集職種／一般事務、看護師
●採用人数／いずれも若干名
●受付期間／₈月24日㈪～₉月10日㈭　当日消印有効
※応募方法、募集要項詳細は日本赤十字社山形県支部

のホームページでご確認ください。
●問／日本赤十字社山形県支部　総務課　岡崎・長井　

☎0２3-６41-13５3

◆犬の散歩させるときはマナーを守りましょう。
　犬を散歩させるときは、必ずフンの回収用具を持参し、

飼い主が責任を持ってフン・尿の後始末をしてください。
　小型犬やおとなしい犬でも、何かの拍子に人をかん

だりすることがあります。公共の場所では必ずリー
ドをつけてください。

◆飼い犬には迷子札をつけましょう
　所有者を明確に示すことで大切な命を守ることがで

きます。もしものことを考えて迷子札をつけるよう
にしましょう。

※狂犬病予防法で、飼い主は鑑札と狂犬病予防注射済
票をつけることが義務づけられています。

◆迷子犬の場合はすぐに保健所へ連絡を
　迷子犬・負傷動物は保健所で保護することになって

います。飼っている動物がいなくなった時は、庄内
保健所（☎0２3５−６６−５６６２）にご連絡ください。

　一人ひとりがマナーを守って、人も動物も住みよい
社会にしましょう。

●問／地域生活課環境係　☎7２-５881

犬の飼い主の皆さんへ
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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

　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／₉月₃日㈭　午後１時30分～₃時２0分
●場所／山形県庁　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）
●申込み締切／₈月２8日㈮
●問・申込み／電話またはFAXで県子育て推進部子

育て支援課へ
　☎0２3−６30−２６６8　FAX0２3−６3２−8２38

仲人養成講座

●日時／₉月₄日㈮　午後₁時～₄時30分
●会場／山形ビッグウィング
●対象者／平成28年₃月に大学、短大、専修学校、高

専を卒業予定の学生（卒業後₃年以内の既卒者含む）
●内容／山形県内に本社又は就業場所を有する企業
　（100社予定）ごとに設置されたブースで個別面談
●問／山形労働局職業安定部職業安定課　☎0２3-６２６-

６109、県内各ハローワーク、山形県商工労働観光部
雇用対策課　☎0２3-６30-２377

オールやまがた２016
ハローワーク学生就職面接会

　荒廃した耕作放棄地を引き受けて農地を再生する農
業者、農業者等が組織する団体等が行う再生作業や土
づくり、作付、加工・販売の試行、必要な施設の整備
等の取組みを総合的に支援します。
●支援内容／
　⑴再生作業
　　①定額支援…₅万円/10a
　　②定率支援…総事業費の１/₂以内
　⑵土づくり…２.５万円/10a
　⑶営農定着…２.５万円/10a
　⑷施設等補完整備…１／₂以内
　⑸実証ほ場の設置・運営、試験販売等…定額
●問／遊佐町農業振興協議会　☎7２−５88２
　　　庄内総合支庁農村計画課　☎0２3５-６６-５５49

●日時／₉月₅日㈯　午前₉時～午後₄時
●場所／農業総合研究センター　水田農業試験場
●テーマ／食味ランキング「特A」の里やまがた　お

いしいお米を食べてみよう、見てみよう
●内容／試験圃場の案内、研究成果の展示、「おいし

いやまがたのお米」の試食、「つや姫」で作ったパ
ンの試食、産直による出店販売など

※来場者にもれなく稲穂で作ったしおりとつや姫（₂
合）をプレゼントします。

●問／山形県農業総合研究センター　水田農業試験場
　☎0２3５-６4-２100　FAX0２3５-６4-２38２

水田農業試験場　参観デー

●対象／自衛隊受験に興味のある２7歳未満の男女
●期間／₈月19日㈬～₉月₆日㈰
　　　　日程は相談に応じます
●内容／陸自神町駐屯地の車両および宿舎等の見学
（送迎あり）

●人数／約２0名
●問／自衛隊酒田地域事務所　☎２7−3５3２

『耕作放棄地を活用し地域を元気に‼』
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

陸上自衛隊神町駐屯地　見学者募集

　消費税増税に伴う低所得者の負担を軽減するための
暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」を
実施します。
●対象／平成２7年度町民税(均等割)非課税者
※ただし、ご自身を扶養している方が課税されている

場合や生活保護制度の被保護者等は支給対象外
●受付日時・会場／
○₉月１日㈫～₉月₄日㈮…役場₁階 101会議室
　（※集中受付期間）
○₉月₇日㈪～11月30日㈪…健康福祉課福祉子育て支援係
　受付時間はいずれも午前₈時30分～午後₅時15分
　（土日祝日を除く）
●申請に必要な書類等／①申請書（非課税通知と一緒

に郵送します）②印鑑　③本人確認ができる書類
　（運転免許証・保険証・住基カードなど）④新規の

口座に振り込みたい方は、上記に加え通帳またはキ
ャッシュカード（必ず₃ヵ月以内に入出金のある口
座を指定してください。）

※申請時にコピーを取らせていただきますのでご了承
ください。

●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎7２-５884

臨時福祉給付金を実施します
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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

◎総務課
●平成27年度下当集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　平27／7／13～平27／10／30　契約金額　7,776,000円
契約者　金子建業株式会社［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、伊藤建設株式会社、協
栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設、ヤマ五建設
株式会社
●平成27年度下野沢集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　平27／7／13～平27／9／30　契約金額 　3,164,400円
契約者　雅建築［その他の入札参加者］有限会社和夫建築、榊原建築、
総合建設業ドモン、土門建築
●稲川防災倉庫・車庫建築工事
期　間　平27／7／17～平27／11／30　契約金額　18,684,000円
契約者　伊藤建設株式会社［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式
会社、金子建業株式会社、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、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社、ヤマ
五建設株式会社
●平成27年度　藤井地内防火水槽整備工事
期　間　平27／7／21～平27／10／30　契約金額　6,156,000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、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
◎地域生活課
●平成27年度　吹浦統合簡易水道事業　直世配水池築造工事実施設
計及び地質調査業務委託
期　間　平27／7／6～平28／1／29　契約金額　9,396,000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］新日本設計株式会社　庄内営業所、株式会社東洋設計事務所　
山形出張所、日本水工設計株式会社　山形事務所、山形設計株式会社
●平成27年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事（その1）
期　間　平27／7／7～平27／10／30　契約金額 24,678,000円
契約者　土門建設株式会社［その他の入札参加者］有限会社一道建設、
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、株式会社髙橋工業所
●平成27年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事（その2）
期　間　平27／7／7～平27／10／30　契約金額 48,924,000円
契約者　株式会社髙橋工業所［その他の入札参加者］有限会社一道建
設、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
●平成27年度遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託（その1）
期　間　平27／7／22～平27／11／25　契約金額 14,018,400円
契約者　株式会社出羽測量設計［その他の入札参加者］株式会社庄内
測量設計舎、株式会社新光コンサルタント　庄内事務所、新和設計株
式会社　庄内営業所、株式会社大和エンジニア、有限会社安野測量事
務所
●町道畑藤井金俣線　側溝整備工事
期　間　平27／7／30～平27／11／30　契約金額　10,270,800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、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土
門建設株式会社
●遊佐町道路照明灯LED化工事
期　間　平27／7／30～平27／10／30　契約金額　8,748,000円
契約者　イヅミ電気工業株式会社
［その他の入札参加者］株式会社チトセ電気工業、株式会社三栄電機
工業、荘内電気設備株式会社、有限会社遊佐電気工事
◎町民課
●徴収業務軽自動車購入
期　間　平27／7／14～平27／8／17　契約金額　1,120,462円
契約者　有限会社齋藤モータース［その他の入札参加者］有限会社赤
塚自動車、株式会社オートショップ今野、株式会社南東北クボタ遊佐
営業所
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入札結果7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
◯₇月₄日㈯　第25回山形県G.G交歓兼べにばな国体記念大会
　第₅位　菅原源弥（高瀬支部）
○₇月₅日㈰　第₃回酒田近県中学校ソフトテニス研修大会
　男子　第₃位　井上大空・佐藤裕次郎（遊佐中）
　女子　第₂位　菅原花音・鈴木　佳奈（遊佐中）
◯₇月22日㈬　第18回山形県G.G交流大会
　第₆位　土門　修（稲川支部）

▪雇用の広場
社会福祉法人遊佐厚生会

職種・人数 介護員（正規職員）₃名
※夜勤あり

理学療法士または作業
療法士（正規職員）１
名

受 験 資 格

①昭和50年₄月₂日以
降生まれ（満40歳まで）
②介護初任者研修修了
（旧ヘルパー₂級）以上
の資格を有する方（平
成28年₃月31日取得見
込可）

①昭和55年₄月₂日以
降生まれ（満35歳まで）
②理学療法士または作
業療法士資格を有する
方（平成28年₃月31日
取得見込可）

給 与 待 遇 遊佐厚生会「職員給与支給規程」による

試験日・内容

一次試験：₉月26日㈯
　一般常識問題
二次試験：10月₃日㈯
　作文・面接試験

₉月26日㈯ 面接試験

採 用 予 定 平成28年₄月₁日

申 込 み
締 切 り ₉月20日㈰必着

受 付 時 間 午前₈時30分～午後₅時30分
（土･日･祝祭日 対応可）

提 出 書 類

受験申込書、法人専用履歴書、有資格証明書写
しの₃点を添えて下記問い合わせ先まで
※申込用紙は遊佐厚生会事務局（月光園内）で
交付します。郵便で請求する場合は、封筒に
「受験申込書請求」と朱書し、必ず120円切手
と宛名を明記した用紙を同封してください。
また、月光園のホームページからもダウン
ロードできます。

問 合 わ せ 遊佐厚生会事務局（月光園内）
〒999-8523 遊佐町当山字上戸8-1　☎72-5611

司法書士無料法律相談（要予約）
●日時／₈月２６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、土地建物の登記など（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

山形県司法書士会酒田支部　髙橋　☎43-4000

知的財産総合支援窓口のご案内
　特許や商標などの知的財産に関する悩みや課題の解
決を支援します。秘密は厳守します。
●相談内容／特許や商標などの出願手続き方法や費用、

先行技術や先願商標の調査方法、知的財産権による
技術等の保護手段、知的財産権で保護を図りながら
ブランド確立など

●相談専用電話番号／☎0２3-６47-8130
●開設時間／午前₈時30分～午後₅時1５分（土日・祝

日を除く）
●相談料／無料
●問／一般社団法人山形県発明協会（山形県高度技術

研究開発センター内）☎0２3-６47-8130
　http://yamagata-i.sakura.ne.jp/support.html


