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お知らせ
広 報

遊楽里ご利用の
お客様へお知らせ
先月お知らせ号にて、外壁等改
修工事につきましてはご案内の
通りでございますが、工事期間
中ご宿泊のお客様にはご夕食時
ソフトドリンクのサービスをさせ
ていただいております。
今後共かわらぬご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

10234-77-3711
山形県遊佐町吹浦字西浜2-76

鳥海温泉

道の駅 鳥海 8:30～18:00
（産直9:00～17:30）171－7222

177－3330 9:00～17:30営業
時間

営業
時間

かき氷

ご当地ソフトクリーム ファーストフードコーナー

夏期限定
ジェラート
夏期限定
ジェラート・いちご

・ラムネ 他 ・伊予柑
・メロン  他

・さくらんぼ
・ラ・フランス
・だだちゃ豆

各各各 52225252225522252500000 ～円～円～各250円～各250円～ 各各各 5225555555255225555522225555555555555555555550000000000000000000000000000000円円各250円各250円

各各各3030303333030000000000円円各300円各300円
7/19㈯ 午後5時 夕日コンサート野外出店
7/26㈯ 町民花火大会延長営業
　　　　十六羅漢まつり延長営業

遊佐町産
きゅうりの一本漬け
遊佐町産
きゅうりの一本漬け
101010000000円円100円100円

道の駅
かき氷 定夏期限定

駅初夏を彩るおすすめメニュー！初夏を彩るおすすめメニュー！

元気な浜店元気な浜店

ひまわりの会ひまわりの会

元元気気なな浜浜店店浜浜店
天然岩ガキ天然岩ガキ
無くなり次第終了なので
お早めにどうぞ。
無くなり次第終了なので
お早めにどうぞ。

庄内砂丘メロン好評販売中。
地方発送も承ります。
庄内砂丘メロン好評販売中。
地方発送も承ります。

満員
御礼
満員
御礼

今が旬！

遊佐町合併
60周年
記念事業

第26回ゆざ町夕日まつり
第１夜 夕日コンサート

第２夜 遊佐町民花火大会

7月19日㈯ 午後５時〜９時

7月26日㈯ 午後６時45分〜８時35分

●場所／遊楽里前ふれあい広場　＊荒天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催

午後５時45分〜　ダンス／那須プロモーション、遊佐高ソーラン部、遊め組、ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓

午後７時頃〜　　沖縄バンド／icharibars

＊会場では、軽食やビールを販売しています。

●—／遊楽里　177−3711　　道の駅ふらっと　171−7222

交通規制にご協力をお願いいたします。

●交通規制実施期間／７月19日㈯〜８月18日㈪

第24回　十六羅漢まつり
7月26日㈯　午後6時15分〜

7月18日㈮〜8月17日㈰ 午後6時〜9時
十六羅漢岩・出羽二見ライトアップ

●場所／西浜海水浴場　＊荒天時は７月27日㈰に順延します。

J−POP、懐メロ、アニメソングの音楽にのせて花火が打ち上がります。

●出演／宇野雄一郎＆歌い人 有希、ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓ほか

●交通規制／午後４時〜９時30分　※デイリーヤマザキから海岸へ抜

ける道は立入禁止です。駐車場は、誘導員の指示に従ってください。

釜磯駐車場と会場間で無料シャトルバスを運行します。

●—／NPO法人遊佐鳥海観光協会　172−5666

7月18日㈮
オープン！

西浜・釜磯海水浴場
西浜キャンプ場



お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

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。　●—／町民係　172－5885

　これからの高速道路の新たな活用方法や休憩施設の

あり方を、専門家による情報提供をもとに、町民の皆

さんと一緒に考えていきます。

●日時／７月30日㈬　午後１時〜３時

●場所／遊楽里ホール　参加希望者は、７月25日㈮ま

でに連絡願います。当日参加もできますが、満席の

場合は申込者優先となります。

●主催／遊佐パーキングエリアタウン構想勉強会

　　　　事業推進委員会

●—／企画課企画係　172−4523

●日時／９月４日㈭　午後１時30分〜３時30分

●定員／先着200名　※定員になり次第締切ります。

　参加希望の方はお早めにお申込みください。

●会場／パレス舞鶴（ショッピングセンターエルパ２階）

●申込方法／参加申込は７月18日㈮までに住所、氏名、

電話番号を添えて、郵送・FAX・メールのいずれ

かで申し込むか、申込書を直接役場にお持ちくださ

い。質問意見等も受付けます。

●—・申込み／申込書は役場、各地区まちづくりセン

ターにて。企画課企画係　172−4523　FAX72−3315

　メール：kikaku@town.yuza.yamagata.jp

　町では、合併60周年記念事業の一環として、町の郷

土料理67品のレシピを掲載した「つぐてみねが遊佐ご

っつぉ」を発行します。このレシピ集は、町の豊かな

食材を用いた食文化を次世代に伝えようと、遊佐ブラ

ンド推進協議会と遊佐町食生活改善推進協議会が連携

し制作しました。

　広報８月１日号の配布に合せて全戸配布を行います

ので、ぜひご活用ください。

●—／企画課企画係　172−4523

　国税に関する相談で具体的書類や事実関係を確認

する必要がある場合や税金の納付相談などについては、

あらかじめ電話等により相談日時の予約をお願いします。

●—／酒田税務署　133−1450

　　（音声案内で『２』番を選択してください）

　７月31日㈭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。通知書の発

送は７月15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／７月31日㈭

　　　　固定資産税　　　　　　　２期

　　　　国民健康保険税　　　　　１期

　　　　介護保険料　　　　　　　１期

　　　　後期高齢者医療保険料　　１期

●—／町民課納税係　172−5411

　町では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。

●参加申込期間／７月22日㈫午後11時まで

●入札期間／７月29日㈫午後１時〜７月31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

間中に下記へお問い合わせください。出品は上記２

点を含む全16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。

※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）

●—／町民課納税係　172−5411

公売品１．
ホンダ　ライフ

公売品２．
ホンダ　CBR

平成26年度　第１回
インターネット公売

道の駅第２ステージ　第１回
「遊佐パーキングエリアタウン」

構想勉強会

知事と語ろう市町村ミーティング
in遊佐町

「つぐてみねが遊佐ごっつぉ」を
全戸配布します

税務署からのお知らせ

町税等納期のお知らせ



お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

　「緑の募金」を活用した、町内の緑化推進事業を募

集します。学校、公民館、公園など公共施設で、緑を

増やして整備したいところがございましたら、担当ま

でご相談ください。緑に囲まれた憩いの場所をみんな

でつくりませんか？

●平成25年度実施事業／遊佐中学校の花壇整備・植

栽緑化、遊佐町立図書館の緑化木案内看板設置

●—／産業課水産林業係　172−4521

＊上記の受験資格のほか、住所要件として、平成26年
７月１日現在で遊佐町に住所を有する者、又は、就
学等のため遊佐町外に居住している場合は父母等が
町内に住所を有する者。性別不問。
●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、遊佐

町役場総務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求／ 
・申込書は総務課総務係で配布します。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員採用資格

（上級）試験受験申込書請求」と朱書きし、120円
分の切手を貼った宛先（住所・氏名・郵便番号）明
記の返信用封筒（角型２号）を同封してください。

・遊佐町のホームページ（http://town.yuza.yamagata.
jp/）からもダウンロードできます。
●申込期間／７月22日㈫〜８月15日㈮（当日消印有効）
●採用試験／
【１次試験】教養試験・適応検査・専門試験
　・試験日／９月21日㈰（合格発表10月中旬）
　・場所／庄内町役場西庁舎
【２次試験】作文試験・面接試験
　・試験日／10月下旬（合格発表11月上旬）
●—・申込み／総務課総務係　172−5880
　〒999-8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

　４月15日から５月31日まで行われた緑の募金運動で、

町内での募金総額は、413,409円でした。この募金は、

公益財団法人山形県みどり推進機構に送られ、県内で

の緑化事業に使用されます。皆様のあたたかいご協力

誠にありがとうございました。

●—／産業課水産林業係　172−4521

●日時／８月１日㈮　開演午後７時

　　　　　　　　　（開場午後６時30分）

●会場／遊佐町生涯学習センターホール

●料金／一般：2,000円（当日2,500円）

　　　　小・中・高生：1,000円（当日1,500円）

　　　　全席自由

●チケット取り扱い／

　【遊佐町】生涯学習センター、町立図書館、各まち

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、喫茶さざんか

※無料託児所を開設しますので、事前にお申し込みく

ださい。

●—／遊佐町生涯学習センター　172−2236

 見学会

　看護学生のみなさんを対象に夏季と冬季の２回、病

院見学会を行います。慢性期看護、療養型看護がどのよ

うに行われているか、ぜひこの機会に見学してみませ

んか？

●日時／８月８日㈮　午後２時〜４時

　　　　平成27年３月16日㈪　午後２時〜４時

●定員／１日につき４名（先着順）

●内容／病院概要・勤務条件・福利厚生・看護業務の

説明、先輩看護師との懇談、院内案内、質疑応答等

●参加申込締切／１週間前まで電話でお申し込みください。

 高校生一日看護体験

　一日看護体験でチョットだけ看護に触れてみません

か？高校生のみなさんを対象に下記の日程で看護体験

を開催いたします。ぜひ、ご参加ください。

●日時／８月６日㈬・８月７日㈭　午前10時〜午後３時

●参加申込締切／７月30日㈬

●定員／１日につき６名

●—・申込み／総師長室　信夫（しのぶ）まで

　172−2522　受付時間　平日午前９時〜午後５時

平成26年度「緑の募金」
集計実績のご報告

順仁堂遊佐病院
見学会と高校生一日看護体験

遊佐町合併60周年記念事業
プロムジカ女声合唱団遊佐町公演

遊佐町緑化推進事業の募集

遊佐町職員採用試験
職種 上級 行政 採用予定人数 若干名

受験
資格

①大学卒業程度の学力を有する者
②昭和60年４月２日から平成５年４月１日ま

でに生まれた者【満22歳以上30歳未満】
③平成５年４月２日以降に生まれた者で、大

学（短期大学を除く。）を卒業した者、又は、
平成27年３月までに卒業見込みの者



お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

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。　●—／町民係　172－5885

●日時／８月14日㈭　午後６時30分〜８時30分※雨天中止

●場所／グリーンストアさん〜旧きらやか銀行さん

　　　（車両通行止）

・参加団体・出店者を募集しています

（８月１日㈮まで、出店料なし）

●—／遊佐町商工会　172−4422

●日時／７月24日㈭　午後４時30分〜７時30分

●場所／吹浦荘玄関前（雨天：体育館）

●内容／模擬店、アトラクション、盆踊りなど

●—／吹浦荘　176−2516　担当　阿部 隆

「はやぶさ宇宙の彼方へ」

　小惑星探査機はやぶさ２の打ち上げを祈念して、はや

ぶさ1/5模型と猛禽類ハヤブサの特別展示を開催します。

●日時／７月19日㈯〜８月31日㈰

　　　　午前９時〜午後４時30分

●場所／鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター）

●入館料／無料

 夏休み体験プログラム

●日時／７月21日（月・祝）〜８月17日㈰

●時間／午前９時〜午後４時30分

●場所／鳥海イヌワシみらい館

●費用／200円〜500円（プログラムによる）

●内容／週替わりで蜜ろうそく作り、鳥海高原散策、エ

コバッグ作り、お鷹ぽっぽの絵付けを体験できます。

●申込み／当日参加可。鳥海高原散策のみ７月18日㈮まで。

●—／鳥海イヌワシみらい館　164−4681

●開催日／８月７日㈭　午後１時〜４時30分

　　　　（受付開始12時）

●会場／山形ビッグウィング

●対象者／平成27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

●—／山形労働局職業安定部職業安定課　1023−626

−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　1023−630−2375

　相談は無料です。秘密は守ります。高齢者・その家

族の方々など気軽にご相談ください。

●開催日／７月31日㈭

　　　　　午前10時〜正午　午後１時〜３時

●場所／遊佐町社会福祉協議会

●内容／法律相談（財産・相続・遺言・多重債務・成年後

見・土地問題・風雪被害や消費被害・事故・契約など）

●—／遊佐町社会福祉協議会　172−4715

　日本海総合病院２階講堂において　医療用ウィッグ、

乳房手術後の補整下着合同相談会を開催します。当院

に通院以外の方でも、地域にお住まいの皆様を対象に

しておりますので、ぜひご参加ください。

●日時／８月７日㈭　午後１時〜２時30分

●場所／日本海総合病院　２階　講堂

●対象／病気治療中で脱毛が心配な方、乳房手術後の方

●内容／４社のメーカーが参加します。

●参加費／無料

●—／日本海総合病院　がん診療支援室　126−5282

　７月28日から８月３日までは「肝臓週間」、７月28日

は『日本肝炎デー』です。

　ウイルス性肝炎は国内最大の感染症と言われ、肝炎

ウイルスに感染している人は日本には120〜150万人

（日本人の約100人に１人）と推計されています。Ｂ

型肝炎やＣ型肝炎は、本人が気付かないまま感染して

いることが多く、注意が必要です。感染したまま放っ

ておくと、肝硬変･肝細胞がんに進行する恐れがあり

ます。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液

検査で調べることができます。

　心配なことやわからないことなどありましたら、気

軽に電話をおかけになり、肝炎ウイルス検査を受けて

いただきたいと思います。

　なお、通常検査日は毎週火曜日９時30分〜12時に行

っています。電話での事前予約が必要です。

●日時／７月29日㈫　午前９時30分〜午後８時

※午前９時30分〜正午まではＢ型･Ｃ型ウイルス性肝炎

を含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。

●場所／庄内総合支庁東庁舎（庄内保健所）２階健康相談室

●—・申込み／電話での事前予約が必要です。

　10235−66−4920（担当：直通）検査は匿名･無料です。

鳥海イヌワシみらい館
夏休み特別企画展示と体験プログラム

遊佐町社会福祉協議会
無料法律相談

日本海総合病院「医療用ウィッグと
乳房手術後の補正下着合同相談会」

『肝臓週間』『日本肝炎デー』に伴う
肝炎ウイルス検査

「オールやまがた2015
ハローワーク学生就職面接会」

第45回町民盆踊り大会

吹浦荘夏祭り
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●募集科／ＮＣ生産システム科（デュアルシステムコ

ース）（ＮＣ機械加工技術の職業訓練）

●訓練期間／平成26年９月２日㈫〜平成27年２月27日㈮

●定員／15名

●対象／概ね40歳未満のハローワークに求職登録している方

●費用／受講料は無料（テキスト代などは自己負担）

●申込み／締切日：７月24日㈭　選考日：７月31日㈭

●—・実施場所／ポリテクセンター山形　1023−686−2016

【試験】

●日時／10月４日㈯午前中　　●場所／酒田光陵高校

●受付期間／８月25日㈪〜９月４日㈭

　　　　　　（願書は消防本部、各消防署にあります。）

【準備講習会】

①丙種

●日時／９月３日㈬　午前９時30分〜午後４時30分

●場所／酒田地区広域行政組合消防本部（酒田市飛鳥）

②乙種第４類

●日時／９月４日㈭５日㈮の２日間

●場所／酒田地区広域行政組合施設管理棟（酒田市広栄町三丁目）

　　　　申込み用紙は消防本部、各消防署にあります。

●—／酒田地区広域行政組合消防本部　161−7114

●募集人員／国際経営科１名

●専門分野／企業会計分野

●応募資格／⑴、⑵のいずれかに該当し、かつ⑶に該当

　⑴商学、経営学、会計学のいずれかを専攻し、修士

以上の学位を有する。（民間企業等で５年以上の

実務経験を有する者が望ましい。）

　⑵企業会計分野において、民間企業等で５年以上の

経験を有する。

　⑶日本国籍を有する40歳未満の者で、次の①、②の

いずれかに該当

　　①税理士または公認会計士の資格を有する。

　　②日商簿記１級、または全国経理教育協会簿記上

級の合格者

●採用年月日／平成27年４月１日

●応募期限／８月４日㈪必着

●—／山形県立産業技術短期大学校庄内校　総務課　

　　　131−2300　FAX31−2770

　　　e-mail：ysantansho@pref.yamagata.jp

離職者に対する職業訓練
9月生募集

甲種・乙種（全類）・丙種危険物
取扱者試験及び準備講習会開催

山形県立産業技術短期大学校庄内校
教員募集

県立庄内職業能力開発センター
「オープンキャンパス」

●日時／７月26日㈯　午前の部：午前９時30分〜11時
　　　　　　　　　　午後の部：午後１時30分〜３時
●場所／山形県立庄内職業能力開発センター
●内容／金属技術科に関する概要説明及び施設内見学

体験学習（３次元CADによるモデリング）等
●対象者／入校希望者（中高在校者・求職者）
●参加費／無料
●—・申込み／山形県立庄内能力開発センター
　　　　　　　（〒998-0102 酒田市京田３丁目57番４号）
　　　　　　　131−2700

ｅ－ラーニングコース web制作科
～ホームページ作成～

●期間／８月28日〜11月27日（土日祝除く平日）
●場所／在宅で行います
●対象／県内在住で仕事をお探しの身体又は精神等に

障がいのある方で、パソコンをお持ちでメールなど
の基本操作ができる方（公共職業安定所での求職登
録が必要となります）
●募集人数／５名
●受講料／無料（ただし、お使いのパソコン環境によ

ってご準備いただく物のある場合があります）
●締切／８月８日㈮
●申込み／最寄りの公共職業安定所にて、職業相談の

うえ申し込みください。
●—／山形県立山形職業能力開発専門校
　　　能力開発支援課　1023−644−9227

放送大学　10月生募集

　放送大学では、平成26年度第２学期（10月入学）の
学生を募集しています。
　放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用
して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目
的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。
●出願期間／８月31日㈰まで
●—／放送大学山形学習センター　1023−646−8836

司法書士無料法律相談

●日時／７月30日㈬　午後５時〜７時
●会場／酒田勤労者福祉センター２階（酒田市緑町）
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人

の登記、金銭トラブル、成年後見等
●—・申込み／午前９時〜午後５時まで（土・日・祝日除く）
　山形県司法書士会酒田支部　高橋　143−4000
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●受験資格／

１　警備官

①平成26年４月１日において高校または中等教育学

校を卒業した日の翌日から起算して５年を経過し

ていない方及び平成27年３月までに高校又は中等

教育学校を卒業見込みの方

②人事院が上記に準ずると認める方

２　警備官（社会人）

昭和49年４月２日以降に生まれた方（上記１①に規

定する期間を経過した方及び人事院がそれに準ずる

と認める方に限ります）

●受付期間／インターネット７月22日㈫〜７月31日㈭

　　　　　　郵送または持参７月22日㈫〜７月25日㈮

※できるだけインターネット申込みを利用してください。

●第１次試験／９月28日㈰

●第１次合格発表／10月15日㈬

●第２次試験／10月28日㈫〜10月30日㈭

●最終合格発表／11月25日㈫

●—／仙台入国管理局総務課　1022−256−6076

●相談日時／８月７日㈭、８日㈮、９日㈯

　　　　　　午前10時〜午後５時

●相談内容／生活に関することならなんでも（法律問

題、多重債務問題、労働問題、就労相談、家庭問題

など）どなたでも結構です。

●相談方法／申込不要。当日、電話（フリーダイヤル）

で相談してください。

●相談電話／0120−39−6029

●相談費用／無料

●—／一般社団法人山形県労働者福祉協議会

　生活あんしんネットやまがた

　（山形市木の実町12−37　大手門パルズ４階）

　10120−39−6029

●実施団体／連合山形酒田飽海地域協議会

●相談期間／７月25日㈮　午前10時〜午後６時

●相談電話／24−5505

●相談方法／相談者が電話で相談（相談は無料）

●相談内容／解雇・雇止め、賃金カット、労働相談、残業、休暇

などの他、いやがらせ、経営危機・倒産などによる人員整理

問題、労働災害など、労働に関わる相談について対応します。

●職務内容／男子は男子の被収容者、女子は女子の被

収容者に対し、日常生活の指導、悩みごとに対する

指導などを行うほか、刑務所等におけるその他の任

務に当たります。

●試験日／第１次試験　９月21日㈰

　　　　　第２次試験　10月23日㈭〜29日㈬

●受験資格／

刑務Ａ
昭和60年４月２日〜平成９年４月１日生まれの男子

刑務Ｂ
昭和60年４月２日〜平成９年４月１日生まれの女子

刑務Ａ（武道）
昭和60年４月２日〜平成９年４月１日生まれの男子

刑務Ｂ（武道）
昭和60年４月２日〜平成９年４月１日生まれの女子

刑務Ａ（社会人）
昭和49年４月２日〜昭和60年４月１日生まれの男子

刑務Ｂ（社会人）
昭和49年４月２日〜昭和60年４月１日生まれの女子

●試験種目／教養試験、作文試験、人物試験、身体検

査、身体測定、体力検査

●受付期間／

　７月22日㈫〜31日㈭（インターネット受信有効）

　７月22日㈫〜25日㈮（簡易書留、通信日付印有効）

※詳細は人事院及び法務省ホームページ、受験案内を

参照願います。

●—・申込用紙請求先／山形刑務所庶務課人事係

　〒990-2162　山形市あけぼの２−１−１

　1023−686−2111（内線214）　人事係　鈴木

●日時／８月８日㈮　午前８時30分〜午後４時50分

●見学先／雪氷防災研究センター新庄雪氷環境実験所、新庄

市雪の里情報館、JA新庄市ゆきむろ新庄かむろ倉庫（予定）

●出発場所／村山総合支庁本庁舎（山形市鉄砲町）、道

の駅（天童温泉・村山・尾花沢）

●対象／小学生（小学３〜６年生）とその保護者または引率者

●定員／約40名（先着順）

●参加費／無料（ただし、昼食が必要な場合は500円/人）

●申込締切／７月25日㈮

●主催／山形県村山総合支庁、やまがたゆきみらい推進機構

●—・申込み／

　村山総合支庁北村山総務課北村山地域振興室

　10237−47−8609　FAX0237−55−5326

入国警備官採用試験 刑務官採用試験

生活なんでも相談ダイヤル

なんでも労働相談ダイヤル

「真夏の親子雪体験バスツアー」
参加者募集
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●受付期間／７月22日㈫〜８月15日㈮（必着）の午
前８時30分〜午後５時15分（土・日曜日を除く）
に、受験申込書に必要事項を記入し、写真を受験
申込書と受験票に貼って、酒田地区広域行政組合
予防課総務係に郵送又は持参してください。
●試験日／
　第１次試験　９月21日㈰
　　場所　東北公益文科大学　教育研究棟　１階
　　科目　教養試験
　第２次試験　10月に予定
　　科目　集団討論、個人面接、作文、体力測定

●採用時期／平成27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、採用予定人数および受験資格／

●申し込み／７月22日㈫〜８月22日㈮　午前８時30分〜午後５時15分（土曜・日曜を除く）に郵送または持参

※郵送の場合も８月22日㈮　午後５時15分まで必着

●試験日など／

※詳しくは日本海総合病院・酒田医療センターに置いてある「受験案内」をご覧ください。

　病院機構ホームページからもダウンロードできます。

●—／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

職　　種 人　数 受　　　験　　　資　　　格

臨床検査技師 若干名 昭和55年４月２日以降に生まれた方で、臨床検査技師免許を有する方、
または平成27年５月末までに当該免許を取得する見込みの方

診療放射線技師 若干名 昭和55年４月２日以降に生まれた方で、診療放射線技師免許を有する方、
または平成27年５月末までに当該免許を取得する見込みの方

理学療法士 数名 昭和55年４月２日以降に生まれた方で、理学療法士免許を有する方、
または平成27年５月末までに当該免許を取得する見込みの方

作業療法士 若干名 昭和55年４月２日以降に生まれた方で、作業療法士免許を有する方、
または平成27年５月末までに当該免許を取得する見込みの方

言語聴覚士 若干名 昭和55年４月２日以降に生まれた方で、言語聴覚士免許を有する方、
または平成27年５月末までに当該免許を取得する見込みの方

事務職（新卒者） 若干名 平成24年３月から平成27年３月までに４年制大学・大学院を卒業または卒業見込みの方
※経営企画、医事、防災・危機管理等の業務を担当予定

●受験申込書／受験申込書は、酒田地区広域行政組
合予防課総務係、消防署各分署、酒田市総務課、
酒田市各総合支所地域振興課、庄内町総務課、庄
内町立川支所総務課及び遊佐町総務課にあります。

　郵送を希望する場合は、あて先を明記し、120円
切手を貼った角形２号（Ａ４判が折らずに入る大
きさ）の返信用封筒を同封して請求してください。

　また、酒田市のホームページからもダウンロード
できます。
●—／酒田地区広域行政組合予防課総務係
　　　☎61−7119

日本海総合病院・酒田医療センター 職員採用案内

酒田地区広域行政組合消防職員採用試験
区　　分 職　種 採用予定人員 受　　　験　　　資　　　格

大学卒業程度 消防Ａ ５名程度

下記①または②の条件を満たす方
①昭和60年４月２日から平成５年４月１日までに生れた方
②平成５年４月２日以降に生れた方で、大学（短期大学を除く。）を卒業

した方又は大学を平成27年３月までに卒業見込みの方

高校卒業程度 消防Ｂ ５名程度
平成５年４月２日から平成９年４月１日までに生れた方
ただし、大学（短期大学を除く。）を卒業した方又は大学を平成27年３月
までに卒業見込みの方は受験できません。

全区分共通　①平成27年４月１日以降、酒田地区広域行政組合管内（酒田市、庄内町、遊佐町）に居住できる方
②視力は、矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、色覚は、赤色、青色及び黄色の色彩が識別できる

方、また、聴力は左右とも正常で、心身共に健康な方

職　　種 区　分 試験日 内　　容 合格発表 試験会場

臨床検査技師
診療放射線技師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

事務職（新卒者）

一次試験 ９月28日㈰
（全職種共通）　職場適応性検査
　　　　　　　教養試験

（事務職のみ）　事務適性検査
10月中旬

日本海
総合病院二次試験 10月25日㈯ 個別面接試験 11月上旬

三次試験
（事務職のみ）

11月22日㈯ 個別面接試験 12月上旬
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■雇用の広場

遊佐町総合交流促進施設株式会社
募集職種 夏季臨時パート及びアルバイト
募集人員 若干名
就業施設 大平山荘・とりみ亭
雇用期間 採用日～平成26年８月中旬
応募要件 調理補助、清掃、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
履歴書をあぽん西浜まで提出してください
履歴書選考のうえ、本人に連絡いたします
高校生については学校長の許可が必要です

応募締切 7月31日㈭
問 あぽん西浜　☎77−3333

特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）３名

雇用期間 採用日～平成27年３月31日
（契約更新の可能性有り）

業務内容 施設利用者の日常介護全般
（夜勤月３回程度有り）

賃　　金 日額：6,640円＋通勤割増分　賞与年２回
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（夜勤を含む変則勤務）
（６時30分から22時までのうち８時間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘
☎76−2103　担当　伊藤

○６月７日㈯　酒田スプリント記録会
　女子800ｍ
　　２位　佐藤　綾音（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　３位　髙橋　　李（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　　　　※両者、県大会へ出場。
　女子５年100ｍ
　　５位　菅原　優衣（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
〇６月21日㈯・22日㈰
　第10回村山ライオンズクラブ杯少年サッカー大会
　U−12の部　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団
○６月22日㈰　第６回遊佐町長杯グラウンド・ゴルフ大会
　団体戦（６地区の上位５名による合計打数で順位決定）
　優　勝　　吹浦支部　　（合計打数３８９）
　準優勝　　蕨岡支部　　（合計打数３９２）
　３　位　　西遊佐支部　（合計打数３９６）
○６月22日㈰・６月29日㈰
　第27回東北電力旗ミニバスケットボール酒田飽海地区予選会
　女子　第２位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　　　　（県大会出場）
　　　　第３位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　　　　（県大会出場）

がんばった人にマル

※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。

入札結果 ６月分
◎教育課
●遊佐中学校部室棟廊下屋根等改修工事
期間　H26/6/3 ～ H26/9/5　契約金額　7,128,000円
契約者　金子建業株式会社

［その他入札参加者］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
◎地域生活課
●町道石田線側溝整備工事
期間　H26/6/10 ～ H26/8/11　契約金額　2,106,000円
契約者　有限会社菅原建設

［その他入札参加者］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
●町道六日町線側溝整備工事
期間　H26/6/10 ～ H26/8/11　契約金額　2,008,800円
契約者　赤塚建設工業株式会社

［その他入札参加者］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
●白木地内舗装新設工事
期間　H26/6/6 ～ H26/8/11　契約金額　2,030,400円
契約者　有限会社一道建設

［その他入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山
工業、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●町道宮田和田線舗装補修工事
期間　H26/6/9 ～ H26/8/11　契約金額　9,018,000円
契約者　株式会社斎藤工業

［その他入札参加者］伊藤建設株式会社、協栄建設株式
会社、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所、土
門建設株式会社
●道路ストック総点検事業に伴う舗装点検業務委託
期間　H26/6/10 ～ H26/11/28　契約金額　1,911,600円
契約者　株式会社パスコ山形支店

［その他入札参加者］国際航業株式会社山形営業所、ニ
チレキ株式会社山形営業所、株式会社NIPPO酒田出張所
●平成26年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
期間　H26/6/10 ～ H26/10/30　契約金額　28,015,200円
契約者　協栄建設株式会社

［その他入札参加者］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、株式会社高橋工業所、土
門建設株式会社
●除雪ドーザ（8ｔ級）購入
期間　H26/6/20 ～ H26/12/22　契約金額　10,044,000円
契約者　コマツ山形株式会社庄内支店

［その他入札参加者］北日本車輛株式会社、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
●除雪ドーザ（11ｔ級）購入
期間　H26/6/20 ～ H26/12/22　契約金額　13,932,000円
契約者　コマツ山形株式会社庄内支店

［その他入札参加者］北日本車輛株式会社、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26年度吹浦・直世簡易水道事業　変更認可申請
書類作成業務委託
期間　H26/6/24 ～ H27/3/20　契約金額　3,672,000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
●町道道路照明灯LED化工事
期間　H26/6/24 ～ H26/9/30　契約金額　8,100,000円
契約者　有限会社遊佐電気工事

［その他入札参加者］イヅミ電気工業株式会社、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
◎企画課
●西浜海浜駐車場砂除去工事
期間　H26/6/10 ～ H26/7/15　契約金額　3,834,000円
契約者　有限会社菅原建設

［その他入札参加者］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

＊契約金額には、消費税が
含まれています。


