
「変わらぬ風景」
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遊佐町いまむかし風景写真コンクール 受賞作品決定!!

道の駅 鳥海

道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

8:30～17:30

春を先取り♪季節を感じる彩り商品＆イベント開催中！春を先取り♪季節を感じる彩り商品＆イベント開催中！

171－7222

177－3330 9:00～17:30営業
時間

営業
時間

産直ひまわりの会・鮮魚元気な浜店 9:00～17:00（3/1より9:00～17:30）
（3/1より8:30～18:00）

期間 ～3/15㈰まで

～3/3まで

おひなさま弁当おひなさま弁当

おひなさまおひなさま
～3/14まで

ホワイトデーホワイトデー

スープ付 800円800円
※コロコロパンとお弁当は【要予約】前日のお昼までにご連絡ください。

〈小〉600円
（12～17個入）

〈中〉1,100円
（25～30個入）

〈大〉1,500円
（40～45個入）

ベーカリー工房ほっほ 農産物直売所 ひまわりの会特産品売場

食堂

合格祈願菓子合格祈願菓子
詰め合わせ袋詰め合わせ袋

受験生
応援 !

販売中!販売中!

1,500円1,500円

2/22㈰納豆汁ふるまい
※数量限定

3月中旬まで

「春恋まつり」「春恋まつり」

衣類や雑貨などのリサイクル品を販売
掘り出し物が見つかるかも♥!?
ぜひお立ち寄りください♪
※商品がなくなり次第終了させて
　頂きます。ご了承ください。

「リサイクル市」「リサイクル市」

数種類のミニサイズのパンがたくさん詰まっています。数種類のミニサイズのパンがたくさん詰まっています。
期間限定コロコロパン期間限定コロコロパン

真冬のラーメンラリー開催中!!ラーメン味の駅
サンセット十六羅漢
遊佐町内のラーメン店を巡るスタンプラリー。
応募者には抽選で「紅耕作くん」や
「米～ちゃんぬいぐるみ」が当たります。

遊佐町内のラーメン店を巡るスタンプラリー。
応募者には抽選で「紅耕作くん」や
「米～ちゃんぬいぐるみ」が当たります。

鳥海温泉 10234-77-3711

※お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き
※食後にコーヒーがサービス
※手ぶらでＯＫ！バスタオル・
　フェイスタオル付き
※送迎をご希望の方は
　ご相談ください

※お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き
※食後にコーヒーがサービス
※手ぶらでＯＫ！バスタオル・
　フェイスタオル付き
※送迎をご希望の方は
　ご相談ください

3 1 3月31日㈫3 1 3月31日㈫ 平成27年3月1日㈰～4月24日㈮平成27年3月1日㈰～4月24日㈮
宿泊プラン 日帰りプラン
お一人様 ビール（大瓶）1本付

お一人お一人

33333333 111 333月313331
ひなまつり 歓送迎会プラン歓送迎会プランプラン

円円3,300円3,300円
10,00010,00010,0000円円10,000円10,000円 4,0004,0004,000円円4,000円4,000円
●10名様からのご予約になります。
●飲み放題付の場合、通常
　2,300円→2,000円とお得に！
●ご宿泊で休前日ご利用の場合
　は、1,000円増しになります。
●カラオケは無料でご利用できます。
●送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

●10名様からのご予約になります。
●飲み放題付の場合、通常
　2,300円→2,000円とお得に！
●ご宿泊で休前日ご利用の場合
　は、1,000円増しになります。
●カラオケは無料でご利用できます。
●送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

（税込・入湯税込）（税込・入湯税込） （入浴付・税込）（入浴付・税込）

　遊佐町合併60周年記念事業「遊佐町いまむかし風景写真コンクール」の「いま、心を揺らす遊佐の風景」

部門の受賞作品が決定しました。同展にて、遊佐町環境審議会委員による審査で大賞を、来場者による投票

で入選と遊佐６地区賞を選出しました。（受賞者敬称略）　　　　　●—／地域おこし協力隊　172－3981

〈遊佐６地区賞〉副賞：遊佐町特産品 ※稲川地区は応募写真なし

〈入選〉副賞：福増建具店特製オリジナルフォトフレーム

「洗沢川春景」
佐々木　吉治（酒田市）

「夕日燃える白木海岸落日」
樋口　信義（遊佐町）

「エメラルドグリーンに光る」
三浦　功（酒田市）

「早苗田に映る春の鳥海」
坪沼　陽子（遊佐町）

「湧水を守る」
高橋　康雄（遊佐町）

「
十
六
羅
漢
」

高
橋
　
功（
遊
佐
町
）

「
釜
磯
夕
景
」

佐
々
木
　
吉
治（
酒
田
市
）

「早春鳥海」
佐々木　吉治（酒田市）

〈大賞〉

遊佐地区 蕨岡地区 高瀬地区 吹浦地区 西遊佐地区

副賞：防水デジタルカメラ
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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。　●—／町民係　172－5885

　３月２日㈪は国民健康保険税、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／３月２日㈪　国民健康保険税　　　　８期

　　　　　　　　　　介護保険料　　　　　　８期

　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料　８期

●—／町民課納税係　172－5411

　遊佐町合併60周年を記念して、就学前のお子さんが

いる世帯へ「子育て世代入浴券」を進呈しておりまし

たが、有効期限が３月31日と迫ってきました。

　入浴券をお持ちの方は、ぜひ期限内にご利用ください。

●—／入浴時間について

　　　　　　　　　…鳥海温泉　遊楽里　177－3711

　　　　　　　　　　あぽん西浜　　　　177－3333

　入浴券について…健康福祉課子育て支援係　172－5897

　町では、町の子育てに関わる施策について、これまで遊佐町次世代育成支援行動計画（平22～平26後期計

画）を定め、関連事業を実施してきました。

　平成27年度以降の事業実施にあたっては、子ども・子育て支援法に基づく新たな制度のもとで、教育・保

育・子育て支援の充実を図るため、５年間を一期とする子ども・子育て支援事業計画を作成し、計画的に事

業を実施していきます。

　このことについて、事業計画案を公表し、町民の皆様からのご意見を次のとおり募集します。

●意見募集期間／２月16日㈪～３月９日㈪

●公表場所／健康福祉課、遊佐町子どもセンター、町ホームページ、各地区まちづくりセンター

●意見の提出方法と提出先／

次のいずれかの方法により、住所、氏名、電話番号を明記して提出してください。

※電話では受付いたしませんのでご了承願います。

①健康福祉課子育て支援係へ直接持参　

②郵送　宛先：〒999－8301　遊佐町遊佐字舞鶴２１１　遊佐町役場健康福祉課子育て支援係

③FAXで送信（FAX番号：72－3317）

④電子メールで送信（アドレス：kosodate@town.yuza.yamagata.jp）

●提出された意見の公表／

お寄せいただいたご意見については、整理要約し内容のみ公表いたします。

このため、個々の意見に対して個別に回答は行いませんのでご了承ください。

なお、ご意見以外の内容については公開しません。

●—／健康福祉課子育て支援係　172－5897

遊佐町子ども・子育て支援事業計画（案）に
対する意見を募集します

　ひとりで悩まないで、まずはお越しください。

●日時／３月７日㈯　午前10時～午後３時

●場所／酒田市総合文化センター408・409号室

●相談内容／夫婦のいざこざ、夫

やパートナーからの暴力、スト

ーカー被害、家族問題、子ども

の問題、職場での男女差別、プ

ライバシー侵害、セクシャルハ

ラスメント、震災に伴う人権問

題など

※相談内容は秘守されます。

●—／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田支局

　　　125－2221

＊女性の人権ホットライン
（女性専用電話相談窓口）
●相談電話番号／10570－070－810　

●時間／月～金　午前８時30分～午後５時15分

町税等納期のお知らせ

子育て世代入浴券を
お持ちのみなさまへ 女性のなんでも相談所（無料）開設
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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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

　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

12月に75歳、１月に65歳になられた皆様へ、２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します。

●送付物／

　12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

　１月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書

●納付日／３月２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。

●—／金額に関して…町民課課税係　172－5876

　　　納付に関して…町民課納税係　172－5411

　どなたでも参加できますので、お誘い合わせのうえ

お越しください。

●日時／２月26日㈭　午後１時30分～

●会場／生涯学習センター２階 大会議室

●内容／皆勤賞授与、受講生の成果発表

《講演》認知症予防講座「予防のためのワンポイント」

　講師：地域包括支援センターゆうすい

　　　　佐藤ひとみ氏

●—／生涯学習センター　172－2236

○市役所職員等を名乗り、医療費や保険料の還付金を

持ちかける電話は詐欺！

○「還付金の手続きを教えるので、キャッシュカード

や携帯電話を持ってスーパーなどのＡＴＭコーナー

まで行ってください。」は詐欺！

○相手から聞かれても、自己の連絡先や金融機関口座

等の個人情報は教えない。

警察への相談は“＃９１１０”へ。

●—／酒田警察署　123－0110

　吉出地内の公有地「共存の森」の森林再生と周辺の

環境整備に向けて、森づくり講演会を開催します。

●日時／２月27日㈮　午後２時～３時30分

●場所／生涯学習センター２階　大会議室

●内容／「共存の森」周辺の森づくり及び環境整備の

進め方について

●講師／山形大学農学部教授　林
はやし

田
だ

光
みつ

祐
ひろ

氏

●対象／森づくりなどに関心のある方はどなたでもご

参加いただけます。

●—・申込み／２月25日㈬まで

　地域生活課環境係　172－5881

　または産業課水産林業係　172－4521

75歳、65歳になられた皆様へ

ゆざベテランズ・カレッジ閉講式還付金詐欺にご注意!!

平成26年度 山形県みどり環境交付金事業

遊佐の森
も

林
り

づくり講演会
～「共存の森」へ向けての森づくり～

　旧青山本邸では、旧青山家に

伝わる古今雛や、町内に古くか

ら伝わるお雛さまなどを集め展

示します。母屋のたたずまいと

合わせてお楽しみください。

●期間／２月17日㈫～４月５日㈰

　午前９時～午後４時30分（入館は４時まで）

●入館料／大人400円、大学・高校生300円、

　　　　　小・中学生200円

●休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）

●—／旧青山本邸 175－3145　教育課文化係 172－5892

＊抹茶無料サービス開催！お気軽にお越しください。
●日時／３月15日㈰、21日㈯、22日㈰

　　　　午前10時～午後３時

●費用／無料（入館料は必要）

　介護は、身体的にも精神的にもつらく苦しい時がありま

す。そんな日頃抱えている悩みやストレスを、アロマハンド

マッサージやストレッチ等をとおして解消してみませんか。

同じ悩みを話し合える場にしていきましょう。

●日時／３月10日㈫　午後１時30分～３時

●場所／遊佐町総合福祉センター（遊佐町遊佐字田子１）

●内容／①「アロマと癒しでリフレッシュ」

　　　　　講師：健康運動指導士　佐藤しおり氏

　　　　②かふぇタイム

●対象／現在介護されている方や介護の仕事に携わっ

ている方等どなたでも参加できます。

●その他／送迎が必要な方はご相談ください。

●—・申込み／３月５日㈭まで

　地域包括支援センターゆうすい　171－2130

旧青山本邸のお雛さま

第3回　遊佐町介護講座
介護者のつどい
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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。　●—／町民係　172－5885

　月光川ダム管理施設の老朽化により、放流警報設備

の更新工事を行います。それに伴い、下記日程で月光

川沿いの各警報局のサイレン・スピーカーの吹鳴、回

転灯の点灯試験を実施します。火災などと間違われま

せんよう、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

●日程／試験日…３月４日㈬～６日㈮

　　　（予備日…３月９日㈪～11日㈬）

●時間／午前９時から午後４時

●その他／

○作業前後に試験放送の旨をスピーカーでお知らせ

します。場合により複数回警報・サイレンを鳴ら

すこともあります。

○気象状況によっては、作業を中止する場合もあり

ます。

●—／山形県庄内総合支庁建設部河川砂防課

　　　ダム管理担当　10235－66－5634

　秋田県由利本荘市鳥海町百宅地区を事業実施区域と

する「鳥海ダム建設事業」に係る環境影響評価方法書

及び同要約書を次のとおり縦覧します。

●縦覧場所／地域生活課、生涯学習センター、庄内総

合支庁１階総合案内窓口

●縦覧期間・時間／

　２月25日㈬～３月26日㈭※土日、祝日を除く

　午前８時30分～午後５時15分　

※生涯学習センターは午前９時～午後９時30分

（ただし、月曜日は９時～午後５時）。

●意見書の提出／環境保全の見地から意見をお持ちの

方は、書面に住所・氏名・方法書の名称・意見（理

由含む）を記入のうえ、４月９日㈭までに縦覧場所

に備え付けの意見書箱に入れていただくか、下記問

合せ先に郵送してください（当日消印有効）。ＦＡＸ、

電子メールでも受付します。

※方法書及び同要約書は、遊佐町、鳥海ダム調査事務

所のホームページからも縦覧できます。

●—／国土交通省東北地方整備局鳥海ダム調査事務所 

調査設計課

　〒015－0074　秋田県由利本荘市桜小路32番１号

　10184－23－5120　FAX0184－23－5451

　メールアドレス：chokai@thr.mlit.go.jp

　県立鶴岡病院では、鶴岡市茅原地区に新病院“県立

こころの医療センター”の整備を行っており、その開

院を３月９日㈪に予定しております。

　新しい病院への引っ越しに伴い、３月７日㈯午前８

時30分から３月９日㈪午前８時30分までの間、救急患

者を含めすべての外来診察を休診とします。

　不明な点に関しては、下記担当までお問合せ願いま

す。

●—／山形県立鶴岡病院事務部総務経営課　医事係　

　　10235－22－2690

　内閣府では、身近な女性の活躍を地域ぐるみで応援

するキャッチフレーズを募集します。

●応募資格／どなたでも※ただし未発表で自作のもの

●応募方法／キャッチフレーズ募集ページから、「応

募フォーム」（１通につき１作品）に必要事項を入力

してください。

　http://www.gender.go.jp/public/week/week.html

●応募期間／２月28日㈯まで

●発表／４月中に入賞者に通知します。

●—／内閣府男女共同参画局総務課　

　　　103－5253－2111　

　２月～３月は、さけの稚魚放流の時期です。稚魚を

海鵜やその他害鳥から守るため、その間、ロケット花

火を使用します。鉄砲の音と誤解をする場合がありま

すが、近隣住民の皆様のご理解をお願いします。

●—／箕輪鮭漁業生産組合　177－2275

　４月12日㈰執行予定の山形県議会議員選挙（酒田

市・飽海郡選挙区）の立候補届出予定者説明会及び出

納責任者説明会が次のとおり開催されます。

●日時／３月９日㈪　午前10時～

●場所／庄内総合支庁　４階講堂

　なお、立候補届出受付については下記のとおりとな

ります。

●日時／４月３日㈮　午前８時30分～午後５時

●場所／庄内総合支庁　４階講堂

●—／山形県選挙管理委員会庄内地方事務局

　　　10235－66－5418

月光川ダムのサイレン吹鳴試験環境影響評価方法書及び
同要約書の公告・縦覧

県立鶴岡病院 外来診察を休診します

平成27年度男女共同参画週間
キャッチフレーズ募集

さけ稚魚放流時の害鳥駆除用
花火使用へご理解を！

山形県議会議員選挙における
立候補届出予定者説明会等の開催
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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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

お　 し　 ら　 せ　 号
⑸

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

ふるさと奨学ローン・生活応援ローン

●日時／３月14日㈯　午後１時30分～４時

●会場／鶴岡市三瀬コミュニティセンター

●内容／ワラビのポット苗に関する説明及びポット苗

づくり実習

●対象／どなたでも（参加費無料）

●定員／30名程度

●持ち物／防寒具、作業のできる服装

●申込み締切／３月10日㈫

●—・申込み／庄内総合支庁森林整備課

　　　　　　　10235－66－5537

●日時／２月25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　※要予約

●—・申込み／午前９時～午後５時（土・日・祝日除く）

　山形県司法書士会酒田支部　高橋　143－4000

　木質バイオマスエネルギー（薪、ペレット、モミガ

ライト、チップ）利用設備の普及のため、町内の居宅

および事務所へ設置する場合の経費に対し助成します。

希望される方はお早めにご相談ください。

●対象要件／

○町内に住所を有し、住宅、事業所又は農業用施設に

設置する場合

○工事着工前に申請し、３月末までに実績報告書が提

出できる方

○県内施工業者が施工する工事によって新たに設置ま

たは増設する方

●補助金額／木質バイオマス（薪、ペレット、モミガ

ライト、チップ）を燃料とするストーブ１台に係る

設置経費の３分の１（上限５万円）

●—／地域生活課環境係　172－5881

　地元を大切に考えた教育ローンです。ご子弟が卒
業後、県内に就職・就業した場合は、それ以降の利
子に対して、元金300万円を限度に、教育基金協会
から年2.00％の利子補給が受けられます。
●融資対象／大学・短大・高校・専門学校等の学資

金、住居・生活資金など
●融資限度額／１，０００万円
●融資金利（固定金利・保証料を含む）／
　年2.50％～3.65％
※平成27年３月末までにお申込みを受付し、３月末

まで実行するご融資が対象となります。
●返済期間／最長10年（在学期間中は元金据置きが

できます。）
●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。

●—・申込み／東北労働金庫酒田支店　122－0321

　遊佐町と労働金庫が協力し低利で融資する制度で

す。自動車購入・教育資金・医療費・冠婚葬祭・テ

レビ・エアコン購入費・除雪機購入・リフォーム資

金・借財返済等、生活資金全般にご利用いただけま

す。

●対象者／会社や商店に１年以上お勤めの方で、労

働組合がない、または、職場に融資制度のない方

●融資限度額／１５０万

●融資金利／

　年2.60％（固定金利・保証料率年0.6％含む）

※平成27年３月末までにお申込みを受付し、３月
末まで実行するご融資が対象となります。

●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。

●日時／３月11日㈬　午後１時～４時30分

●会場／山形ビッグウィング

●参加企業／山形県に本社又は就業場所を有する企業

（100社程度）※企業ごとに設置されたブースで説

明を受けることができます。

●対象者／平成28年３月卒業予定の学生

●—／

　山形労働局職業安定部職業安定課　1023－626－6109 

　山形県商工労働観光部雇用対策課　1023－630－2377

　県内各ハローワーク

ワラビポット苗づくり研修会

司法書士無料法律相談

応援します！環境にやさしいこと

薪
ま き

、ペレット、モミガライトストーブの設置に助成
オールやまがた2016

ハローワーク学生企業説明会

【ふるさと奨学ローン】 【生活応援ローン】



　　　

⑹

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
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○12月14日（日）　第15回川原秋一杯剣道大会
　団体戦　　　　　　第３位　遊佐剣道スポ少
　男子個人戦　　　　優　勝　髙橋亨修
　女子個人戦　　　　第３位　池田　鈴
○12月14日（日）　遊佐中学校剣道選手権大会
　小学校の部　　　　優　勝　遊佐剣道スポ少
○12月21日（日）　第24回遊佐町少年柔道大会
　小学校Ａブロック　第２位　伊藤楽々（蕨岡小）
　小学校Ｂブロック　優　勝　尾山美晴（藤崎小）
　　　　　　　　　　第２位　遠田早季子（藤崎小）
　　　　　　　　　　第３位　尾山琥太郎（藤崎小）
　中学校男子軽量級　優　勝　齋藤和輝
　　　　　　　　　　第２位　佐藤京平
　　　　　　　　　　第３位　佐藤智哉
　中学校男子重量級　優　勝　土井信吾
　　　　　　　　　　第２位　池田謙信
　　　　　　　　　　第３位　菅原翔太
　中学校女子の部　　優　勝　遠田麻衣
　　　　　　　　　　第２位　藤原美結
　　　　　　　　　　第３位　土門希紀
　　　　　　　　　　　　　　髙橋しづく
○１月17日（土）　鳥海Ｆリーグ 第10回少年フットサル大会
　Ｕ－10の部　　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団ａ
　Ｕ－12の部　　第２位　遊佐サッカースポーツ少年団Ａ
○１月24日（土）　第42回長橋杯中学校バレーボール大会
　第３位　遊佐中学校バレーボール部
○１月25日（日）　第53回遊佐町剣道大会　　
　【団体】　小学校　優　勝　遊佐スポ少
　　　　　　　　　準優勝　藤崎スポ少
　　　　　　　　　第３位　高瀬スポ少
　　　　　中学校　優　勝　遊佐中A
　　　　　　　　　準優勝　遊佐中B　
　　　地区対抗戦　優　勝　遊佐剣友会
　　　　　　　　　準優勝　蕨岡剣友会
　　　　　　　　　第３位　高瀬剣友会、西遊佐剣友会
　【個人】小学４年生以下の部
　　　　　　男子　優　勝　青山　響（藤崎スポ少）
　　　　　　　　　準優勝　今野快音（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　第３位　本間幹野（藤崎スポ少）
　　　　　　　　　　　　　大宮輝星（藤崎スポ少）
　　　　　　女子　優　勝　鈴木望愛（遊佐スポ少）
　　　　　　　　　準優勝　髙橋亜唯子（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　第３位　白崎楽羅（遊佐スポ少）
　　　　小学５年生の部
　　　　　　男子　優　勝　川俣敬輔（蕨岡スポ少）
　　　　　　　　　準優勝　阿部　響（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　第３位　五十嵐賢人（蕨岡スポ少）
　　　　　　女子　優　勝　土門　淑（藤崎スポ少）　
　　　　小学６年生の部
　　　　　　男子　優　勝　髙橋亨修（遊佐スポ少）
　　　　　　　　　準優勝　佐藤拳四郎（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　第３位　齋藤亮太（遊佐スポ少）
　　　　　　女子　優　勝　池田　鈴（遊佐スポ少）
　　　　中学生の部
　　　　　　男子　優　勝　白崎桃太
　　　　　　　　　準優勝　服部友規
　　　　　　　　　第３位　佐藤貴斗
　　　　　　女子　優　勝　阿部琴乃
　　　　　　　　　準優勝　高橋京花
　　　　　　　　　第３位　齋藤奈々子
　　　　　　　　　　　　　菅原　萌

がんばった人にマル

※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。

２月１日号に掲載した独楽吟コンテストの審査結果に記載漏
れがありましたので、お詫びして掲載いたします。
【小中高生の部】優秀賞
楽しみは西浜の海を散歩してきれいな夕日を眺めてるとき

（遊佐中３年　藤原紀香さん）

入札結果 1月分
◎総務課
●平成26年度防災車整備事業
期　間　平27/1/8～平27/3/27　契約金額　3,295,258円
契約者　株式会社オートショップ今野

［その他の入札参加者］有限会社ユザオートサービス
◎地域生活課
●若者住宅地造成工事に伴う用地測量業務委託
期　間　平27/1/22～平27/3/31　契約金額　6,750,000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
◎企画課
●広報ゆざ縮刷版印刷製本業務
期　間　平27/1/28～平27/3/31　契約金額　4,104,000円
契約者　北星印刷株式会社　

［その他の入札参加者］株式会社小松写真印刷、庄内農村工業
協同組合連合会、鶴岡印刷株式会社酒田印刷、株式会社光印刷

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

■雇用の広場

社会福祉法人遊佐厚生会
職　　種 看護員（夜勤なし） 介護員（夜勤あり）

雇用形態 正規職員
臨時職員
※正規職員への登用制
度あり

人　　数 若干名 若干名
勤 務 先 遊佐厚生会経営施設

給与待遇 遊佐厚生会「職員給与支給規程」・「臨時職員取扱
要綱」による

資　　格
看護師又は准看護師の
資格保有者、年齢要件
なし

年齢、資格要件なし

選考方法 随時面接
締 切 り 採用者決定次第締切

応募手続
履歴書・有資格証明書を郵送またはご持参ください。
※履歴書は法人専用のものあり（ホームページより
ダウンロード可）。ただし、市販のものでも可。

提 出 先 遊佐厚生会事務局（月光園内）

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

特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）２名 看護師（契約職員）1名 看護師（契約職員）１名
雇用期間 採用日～平成27年３月31日（契約更新可能性あり） 採用日～平成27年３月３日

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） 施設利用者の看護業務全般 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）

看護師免許
（准看護師の方は相談に応じます）

給　　与 日額6,750円＋通勤割増分
賞与年２回

日額7,800円＋通勤割増分
賞与年２回 日額9,820円＋通勤割増分

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）
（午前6時30分から午後10時までのう
ち8時間勤務）

週30時間
（午前7時30分から午後4時までのうち
6時間勤務）

週40時間
（午前7時30分から午後7時30分までの
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


