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お知らせ
広 報

道の駅
鳥海

元祖とび魚
ラーメンのお店

8:30～17:30
171－7222

177－3330

営業時間

9:00～
　 16:30

営業
時間

（　　  ）産直ひまわりの会
鮮魚元気な浜店
9:00～17:00

クリスマス弁当クリスマス弁当
前日のお昼まで要予約

XMAS限定

コロコロパンコロコロパン
サンタさんのプレゼント付サンタさんのプレゼント付

要予約

800円800円スープ付
税込

スープ付
税込

クリスマスオードブルクリスマスオードブル
5日前まで要予約

3,000円3,000円税込税込

クリスマス
ランチプレート
クリスマス
ランチプレート

前日のお昼まで要予約

800円800円日替わりスープ付
税込

日替わりスープ付
税込

期間限定25日まで・要予約
町内は配達もいたします！
期間限定25日まで・要予約
町内は配達もいたします！

小 600円
12～17こ入り

中1,100円
25～30こ入り

大1,500円
40～45こ入り

・・・年末年始の営業・・・
12月31日 1月2日1月1日 元旦
15:00
まで 初売休業

新春新春

鳥海温泉 10234-77-3711前売り券の
お買い求めは

テツandトモのテツandトモの

爆笑ディナーショー
会食／午後６時  開演／午後７時

主催 ● 遊楽里　遊佐町総合交流促進施設株式会社

1/22
「遊楽里」1F・鳥海文化ホール

木期 日

会 場

なんでだろう～♪なんでだろう～♪なんでだろう～♪なんでだろう～♪

前売り¥12,000
※宿泊ご希望の場合は、お一人様6,000円（朝食付・税込）で承ります。

料 金
（お食事付・税込）

明るく陽気にいきましょう！ひぃひぃひぃ！

ぴろきギタレレ漫談

12月31日は
「オールナイト」営業!!

あぽん西浜 平日
運行中!遊佐町吹浦字西浜2-70

10234-77-3333

「オ ルナイト」営業!!

新年初風呂
プライスレス！

毎年恒例の大晦日オールナイト
営業が人気の「あぽん西浜」！
新年の初風呂が天然温泉という
のはなかなかのぜいたく！
元旦の朝11時からは新春行事が
行われ、餅つきやお餅の振る舞
いもあり。

毎年恒例の大晦日オールナイト
営業が人気の「あぽん西浜」！
新年の初風呂が天然温泉という
のはなかなかのぜいたく！
元旦の朝11時からは新春行事が
行われ、餅つきやお餅の振る舞
いもあり。

12月

31

あぽんバスあぽんバス

●遊佐町役場／12月29日㈪～１月３日㈯

窓口臨時開設日

【町民課受付窓口・公金収納（納税等）窓口】

　12月29日㈪、30日㈫　午前８時30分～正午

　戸籍・住民票・印鑑・課税・納税・所得等の各種証

明書の発行及び納税等の公金収納業務を取り扱いま

す。資産に関する証明（評価・公課等）については

発行できないものがあります。通常の窓口業務内容

とは異なりますので、ご了承ください。

＊死亡届などの戸籍届は、年末年始休業期間中も受け

付けます。休業期間中のお電話は、172−3311へ

●子どもセンター、生涯学習センター、地区まちづく

りセンター、体育施設、町立図書館、旧青山本邸／

12月29日㈪～１月３日㈯

●農林漁業体験実習館「さんゆう」／

　12月31日㈬午後～１月１日㈭

●スクールバス／12月29日㈪～1月3日㈯

　※12月26日、27日、１月５日、６日の運行は土曜日

と同様に、上りは７時便、下りは12時頃の１便のみ

となります。

●デマンドタクシー／12月29日㈪～１月３日㈯

●ごみ収集、酒田地区広域行政組合（ごみ処理施設）／

　１月１日㈭～１月３日㈯

年末年始休業日

　あなたのとっておきの「お宝」を鑑定してもらいませ

んか。時代、ジャンルは問いません。美術品から、お菓子

のオマケやおもちゃまで「なんでも」ご応募ください。

●応募方法／11/1号で全戸配布した申込書（役場ホー

ムページからもダウンロードできます）に必要事項

をご記入のうえ、鑑定品の写真を添付し、下記受付

まで郵送または持参してください。

※お一人様何点でもご応募できます（申込書は鑑定依

頼品１点につき１枚必要です）

※収録予定日の平成27年２月22日㈰に出場可能な方に

限ります。

※古物売買免許のある方は、ご遠慮いただきます。

※申込書類・写真は返却いたしません。

●添付写真／①全体像がわかる写真　②主要な部分

（絵柄や文字等）のアップ写真　③銘や落款などの

写真　上記３点以上の写真を添付してください。

●応募締切／平成27年１月16日㈮必着

●選考方法／テレビ東京の番組担当スタッフが応募書

類を詳細に検討して選考いたします。

●発表／採用の可能性のある方にはテレビ東京の番組

スタッフから直接連絡があります（連絡がない場合

は不採用となり鑑定いたしません）

●—・受付／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211

　遊佐町役場企画課企画係

　「出張！なんでも鑑定団in遊佐」お宝係　172−4523

遊佐町合併60周年記念事業
出張！なんでも鑑定団in遊佐 お宝募集



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

　平成27～28年度の競争入札参加資格審査申請の受付

を、次の要領で行います。なお、申請書類等について

は、町のホームページにも掲載しています。

●受付期間／平成27年２月２日㈪～27日㈮

　　　　　　※郵送、持参どちらも可

●受付時間／午前９時～11時30分、午後１時～４時30分

●業種区分／建設工事、測量・建設コンサルタント等、

　　　　　物品役務等

●—・受付場所／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211

　遊佐町役場総務課財政係　172−5880（内線216）

　400枚以上の写真が集まった「遊佐町いまむかし風景

写真コンクール」。そのすべての写真を展示する写真展

を開催します。“むかし”から“いま”、そして“みらい”に

つながる展示です。あなたのお気に入りの一枚を会場

で探してみてください。

●期間／平成27年１月６日㈫～14日㈬

●会場／遊佐町生涯学習センター３Ｆ展示室

投票実施！ ／“今”を代表する遊佐の風景が、皆

さんの一票で決まります。

来場特典① ／特製ポストカードがもらえる！

来場特典② ／タイムポストを設置。あなたの手紙

が“10年後”に届く！

●—／遊佐町いまむかし風景写真コンクール事務局

　〒999-8301	遊佐町遊佐字広表６−１「Ａコープ２Ｆ

　創業支援センター内」172−3981

　Ｅメール：yuza.fukei@gmail.com

　広報ゆざでは、合併60周年記念事業として「独楽
吟コンテスト」を開催します。
　自分が生まれた町、働く町への想いを、５・７・
５・７・７のリズムに乗せて表現してみませんか？
一般部門と学生部門の２部門に分けて募集します。

遊佐で感じる「楽しいこと」大募集!!
～合併60周年記念 広報ゆざ独楽吟コンテスト～

●応募条件／
①学生部門は町内の小中高生、一般部門は遊佐
町内に在住または勤務している方であること

②一般部門は作品の中に必ず遊佐を連想させる
言葉が入っていること（例２参照）

語句例：鳥海山、月光川、鮭、イワガキ、パプ
リカ、あぽん、中山桜など

③本人創作で未発表のものであること
●応募方法／住所・氏名・年齢・電話番号を必ず
明記のうえ、下記までハガキ、メール、ＦＡＸ
のいずれかでご応募ください。一人２作品まで
応募できます。
　応募先：〒999-8301　遊佐字舞鶴211
　　　　　遊佐町役場企画課企画係　宛
　メールアドレス：koho@town.yuza.yamagata.jp
　ＦＡＸ72−3315
＊応募条件を無視したものや、住所・氏名・年齢・電話
番号が明記されていないものは無効となります。

＊ペンネームも可能です。希望の方はお書き添え
ください。
●応募締切／12月26日㈮　必着
●発表／広報ゆざ平成27年２月号
　優秀作品は部門ごとに表彰し賞品（紅耕作くん、
町の特産品、図書カードなどを予定）を進呈します。
●—／企画課企画係　172−4523

＊独楽吟とは…「楽しみは」からはじまり、日常で感じ
る楽しいことを５・７・５・７・７で表現したもの。最
後は必ず「～とき」でとじます。
例１）楽しみは　溢れるほどの湯につかり

	十八番の歌を口ずさむとき
例２）楽しみは　吹浦の海に対峙する

十六羅漢にお会いするとき

遊佐町競争入札参加資格審査
申請書の受付

遊佐町合併60周年記念事業
いまむかし風景写真コンクール展

◎酒田市休日診療所

●診療日／12月28日㈰、12月31日㈬～１月３日㈯

●診療時間／日中　午前８時30分～11時30分

　　　　　　　　　午後１時～４時30分

　　　　　　夜間　午後５時30分～８時30分

＊急病や軽いけがのときにおいでください。

＊小児科医による診療は日中のみです。

＊保険証を忘れずにお持ちください。

●場所／酒田市船場町二丁目１−31

　　　　市民健康センター別館

●電話番号／21−5225（診療日のみ）

◎休日歯科診療

12月31日㈬　タクミ歯科診療所　122−1828

　　　　　　（中町二丁目２−12）

１月１日㈭　林歯科医院　126−2542

　　　　　　（富士見町一丁目10−８）

１月２日㈮　石川歯科診療所　122−4182

　　　　　　（駅東二丁目６−13）

１月３日㈯　土田歯科医院　126−8282

　　　　　　（亀ヶ崎五丁目７−５）

●診療時間／

　午前９時～午後５時

年末年始の休日診療



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

　農業委員会委員の選挙人名簿は毎年１月１日現在で、

有権者の登録申請によって調整されます。（選挙の有

無にかかわらず毎年行います）

　次の事項に該当するかどうかを確認のうえ、農業経

営者が住所・氏名を記入押印し、平成27年１月７日㈬

まで申請をお願いします。

　申請書用紙は、農家世帯に直接郵送しますので、ご

記入のうえ同封された受取人払の封筒（料金はいりま

せん）でご返送願います。なお、各世帯へ直接郵送し

ておりますので、ご記入後早めに直接ポストにご投函

いただくか、事務局までお届け願います。

●有権者とは、町内に住所を有し、次の２つの要件を

すべて備えている人です。

１．年齢が満20歳以上（平成27年３月31日現在）であ

ること（平成７年４月１日以前に生まれた人）

２．次の（イ）、（ロ）、（ハ）のいずれかに該当している人

（イ）…10アール以上の農地について耕作業務を営ん

でいる人

（ロ）…耕作業務を営む人（10アール以上）の同居の親

族またはその配偶者

（ハ）…（イ）に規定する一定面積以上の農地について、耕

作業務を営む農業生産法人の組合員または社員

＊（ロ）、（ハ）に該当する人で、年間おおよそ60日以上耕

作に従事していることが必要です。

●—／農業委員会事務局　172−5890

～節電の目安「電気使用量3％削減」（平成22年度比）を
目ざして、できることから実践！～

　エネルギー消費が増大する冬期において、家庭や地

域の絆を大切にしながら、無理のない範囲で、工夫を生

かした自主的な省エネ・節電のご協力をお願いします。

※役場では、「ウォームビズ」の取組みを推進しています。

●—／地域生活課環境係　172−5881

＜取組みの例＞（節電効果：１日当たりの削減率の目安）
・照明（５灯分）の点灯時間を１時間減らす。（▲0.7%）

・テレビを見る時間を１時間減らす。（▲0.5%）

・冷蔵庫にものを詰めすぎない。（▲1.2%）

・電気こたつの設定温度を「強」から「中」へ変更する。

（▲1.5%）

・電気カーペットの設定温度を低め（強⇒中）に設定する。

（▲5.5%）

※一般家庭の1カ月当たりの電気使用量を280kWhと想定。

（財）省エネルギーセンター調べ

農業委員の選挙人名簿への
登録申請をお忘れなく

『家族団らん 心あったか 笑顔で省エネ』
冬の省エネ県民運動実施中

（12月～３月）
　町では、使用済み小型家電の適正な回収方法等を検
証するため、試験的に使用済み小型家電の無料回収を実
施します。
●実施期間／平成27年１月15日㈭から２月13日㈮まで
　　　　　（※土日祝日を除く）
●受付時間／午前９時～午後４時（※料金は無料です）
●引渡場所／遊佐町役場１階　地域生活課環境係
●引き渡し手順／
①引き渡し場所にて所定用紙に必要事項（住所、氏名、
引き渡す小型家電の種類及び数量等）を記入します。
②担当職員の指示に従い小型家電を引き渡します。
●回収品目／①パソコン②携帯電話③ビデオカメラ④
デジタルカメラ⑤ゲーム機⑥ＤＶＤプレイヤー⑦地
デジ・ＢＳチューナー⑧ワープロの８品目（これら
の品目以外は回収できません）
※個人情報を含む家電は引渡し前に個人データを完全
に消去してください。
●—／地域生活課環境係　172−5881

使用済み小型家電の試験回収

　平成27年１月５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。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／平成27年１月５日㈪
　　　　固定資産税　　　　　　　４期
　　　　国民健康保険税　　　　　６期
　　　　介護保険料　　　　　　　６期
　　　　後期高齢者医療保険料　　６期
●—／町民課納税係　172−5411

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
10月に75歳、11月に65歳になられた皆様へ、12月15日
付で納入通知書を発送します。内容をご確認のうえ、
納め忘れのないようお願いいたします。
●送付物／
　10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
　11月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／平成27年１月５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。
●—／金額について　町民課課税係　172−5876
　　　納付について　町民課納税係　172−5411

75歳、65歳になられた皆様へ



お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

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

　町では、今年度「遊佐町子ども読書活動推進計画」
を策定しています。これまでの取組みを踏まえて、社
会全体で子どもの読書活動を推進するために、皆様か
らのご意見を募集します。
●意見募集期間／12月26日㈮～平成27年１月26日㈪
●公表場所／町立図書館、防災センター、各地区まち
づくりセンター、役場ホームページ
●対象者／町内在住・在勤・在学の方、町内で活動し
ている読み聞かせ等ボランティア団体・個人
●意見の提出方法／
・所定の様式によります。持参、郵送、ＦＡＸ、電子
メールのいずれかの方法で提出ください。
・必ず住所、氏名、または名称、電話番号を明記して
ください。
●—・提出先／町立図書館　172−5300
　ＦＡＸ72−5301　mail：tosho@town.yuza.yamagata.jp

遊佐町子ども読書活動推進計画（素案）
ご意見を募集します

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／平成27年１月８日㈭～２月19日㈭
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／平成27年２月12日㈬～19日㈭　午後５時
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部１階執行官室
●—／山形地方裁判所酒田支部１階書記官執行係
　　　123−1246

不 動 産 競 売

●期間／12月25日㈭～平成27年１月４日㈰
●開館時間変更／12月24日㈬　午前10時～午後６時
●—／東北公益文科大学図書館　141−1177

東北公益文科大学図書館の
年末年始休館日

　自ら考え行動し自分の命を守る子どもにするために、

学校、家庭、地域ができることを学びます。

●日時／平成27年１月20日㈫　午後３時～

●場所／遊佐町生涯学習センター　※参加無料

●講師／山形大学大学院　村山　良之　教授

●演題／「子どもの危険回避能力を高めるための防災教育」

※午後２時より、町内小学校、保育園の実践発表も行います。

●—・申込み／遊佐町学校保健協議会事務局

　　　　　　（教育委員会内）172−5891

　年末恒例の、ゆざっと軽トラ市「歳の市」を開催し

ます。年末年始のご準備に、みなさんぜひお越しくだ

さい。出店も募集しています！！

●日時／12月29日㈪　午前９時～正午

●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎前広場）

●内容／年末年始の準備食材等の販売、お楽しみ抽選

会（500円以上のお買い物で先着300名）

●—／遊佐町商工会　172−4422　

●日時／平成27年１月18日㈰　午前11時～午後１時

●会場／マルチドーム　ふれんどりぃ

●チケット／

¡前売セット券	1,200円（先着400枚）

　＜鱈ふく汁・たこ飯・お買い物券300円分・抽選

付＞※電話で予約することができます

¡当日セット券　1,400円

¡当日券　500円＜鱈ふく汁＞（先着300枚）

●チケット販売所／遊佐鳥海観光協会、道の駅鳥海ふ

らっと、鳥海温泉遊楽里、あぽん西浜

●—／遊佐鳥海観光協会　172−5666

　順仁堂遊佐病院では、通年にわ

たり「高校生一日看護体験」（午前

10時～午後３時）と看護学生を対

象とした「病院見学会」（午後２時

～４時）を行っております。皆様の

ご都合に合わせて、ご希望の方は、お電話でのお申込み

をお願いいたします。

●—・申込み／順仁堂遊佐病院	担当	信
し の ぶ

夫	 172−2522

いのちを守る防災講演会

ゆざっと軽トラ市「歳の市」

ゆざ町鱈ふくまつり

高校生一日看護体験と
看護学生病院見学会

①【高等工科学校生徒】
　将来、陸上自衛隊の部隊の中核として勤務
　¡対象／17歳未満（中学校卒業見込み含む）
　¡試験日／平成27年１月24日㈯
　¡試験会場／酒田市中央公民館
　¡受付／平成27年１月９日㈮まで
　¡その他／説明に伺います。
②【防衛大学校（後期）】　陸海空の幹部自衛官を育成
　¡対象／高校卒業（見込み含む）21歳未満の方
　¡試験日／平成27年２月28日㈯
　¡試験会場／防衛大学（神奈川県横須賀市）
　¡受付／平成27年１月30日㈮まで
●—／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目）へ
　　　127−3532

自 衛 官 募 集
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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

福祉灯油購入助成 ― 灯油購入費の一部を助成します ―

国民健康保険の高額療養費制度が変わります！

　町では、灯油価格の変動と諸物価等への波及によ
る家計への影響の大きい低所得者を中心に昨年に引
き続き緊急的に灯油購入費の一部を支援いたします。
●対象者／平成26年12月１日現在住民基本台帳に登
録され現に居住し、平成26年度の町民税が世帯員
全員非課税であって、次の条件のいずれかに該当
する世帯及び生活保護世帯とします。ただし、福祉
施設入所世帯は除きます。
①高齢者世帯　65歳（平成26年度中に65歳に達す
る方）以上の高齢者のみで構成される世帯。ただ
し、世帯分離は除きます。
②障害者世帯　身体障害者手帳１・２級または療
育手帳（Ａ）、精神障害者健康福祉手帳１級を所
持する方が属する世帯。

③ひとり親世帯　18歳（平成26年度中に18歳に達
する方）以下の子どものいる母子、父子世帯等
④生活保護世帯
●助成内容／一世帯あたり5,000円の灯油引換券を
交付します。
●受付場所及び申請受付期間／
　集中受付期間　役場議事所（12月19日～１月９日）
　役場健康福祉課　福祉介護保険係

窓口（１月13日～１月16日）
　該当予定世帯の皆さんへ申請書をお送りいたしま
すので、12月19日㈮～１月16日㈮まで申請してくだ
さい。

●—／健康福祉課福祉介護保険係　172−5884

　平成27年１月から、70歳未満の方の高額療養費の
自己負担額が下記のように変更になります。
　高額療養費とは、同じ人が同じ月内に同じ医療機
関（入院・外来別）に支払った医療費の自己負担額
（入院時の食事代などの保険適用外を除く）が、自
己負担限度額を超えて高額になったとき、その超え

た分が国民健康保険から払い戻される制度です。
　また、国民健康保険の高額療養費に該当する方に
ついては、診療を受けた月から概ね２ヵ月（審査に
要する期間）後に申請のご案内を送付しております。
　なお、今回の制度改正における70歳以上の方の自
己負担限度額に変更はありません。

●—／健康福祉課国民健康保険係　172−5875

　医療機関窓口へ限度額適用認定証を提示することに
より、窓口での支払いが自己負担限度額までになりま
す。ただし、同じ医療機関（入院・外来別）でのみの
限度額となりますので、同じ月の同一医療機関の入院、
外来や、別の医療機関を受診した場合などは、それぞ
れで限度額を支払うことになります。ただし、合算に
より上記高額療養費の対象となる場合があります。
　あらかじめ医療費が高額になりそうな方（入院など）
は、国民健康保険係の窓口にて認定証の交付申請をして
ください。

●申請できる方／70歳未満の人、70歳以上75歳未満で
低所得者Ⅰ・Ⅱの人（不明な方は問合せ下さい）
●申請に必要なもの／申請者の国民健康保険証、印鑑
（認めで可）
●有効期限／申請した月の初日から、翌年度の７月末日
（申請した月が４月から７月の場合は、その年の７月
末日）までとなります。
※今回の制度改正に伴い、平成26年８月１日以降に認
定証が交付されている70歳未満の方は、有効期限が
12月末日になっています。平成27年１月より新制度
になりますので、それに対応した認定証（有効期限
７月末日）を12月下旬に郵送させていただきます。

※同一医療機関における自己負担では、上限額を超えない場
合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担額（70
歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上で

あることが必要です。）を合算することができます。
※多数回該当とは、過去12カ月に、同じ世帯で高額療養費の支給
が４回以上あった場合の、４回目から適用される限度額です。

限度額適用認定証について

70歳未満の方の自己負担限度額
平成26年12月まで 平成27年1月から
区　分 所得要件 自己負担限度額 区分 所得要件 自己負担限度額

Ａ
上位所得者

基礎控除
後の所得
600万円超

150,000円+
（総医療費−500,000円）
×1％
〈多数回該当：83,400円〉

ア 基礎控除後の所得
901万円超

252,600円+（総医療費−
842,000円）×1％
〈多数回該当：140,100円〉

イ
基礎控除後の所得
600万円超～
901万円以下

167,400円+（総医療費−
558,000円）×1％
〈多数回該当：93,000円〉

Ｂ
一般所得者

基礎控除
後の所得
600万円以下

80,100円+
（総医療費−267,000円）
×1％
〈多数回該当：44,400円〉

ウ
基礎控除後の所得
210万円超～
600万円以下

80,100円+（総医療費−
267,000円）×1％
〈多数回該当：44,400円〉

エ 基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円
〈多数回該当：44,400円〉

Ｃ
低所得者 住民税非課税 35,400円

〈多数回該当：24,600円〉 オ 住民税非課税 35,400円
〈多数回該当：24,600円〉



　　　

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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○第12回つちだよしはるお絵かきコンクール
　低学年の部　特賞（第１位）　髙橋　慶（遊佐小２年）
○内藤秀因記念第17回水彩画公募展
　優秀賞　成澤卓磨（高瀬小１年）
○８月22日㈮
　第28回全国Ｇ．Ｇ交歓山形県リハーサル大会
　第３位　佐藤金雄（稲川支部）
○９月19日㈮
　第４回飽海ブロックレディスＧ．Ｇ大会
　優勝　菅原和子（西遊佐支部）
○11月２日㈰
　第24回温海カップミニバスケットボール交歓大会
　第３位　　　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　優秀選手賞　齋藤玲奈（遊佐ミニバスケスポ少）
〇11月２日㈰
　中学校一年生ソフトテニス選手権大会
　男子の部　第３位　加藤紫苑・佐藤　駿ペア（遊佐中）
〇11月16日㈰・23日㈰
　第29回酒田飽海地区ミニバスケットボール選手権大会
　男子　第２位　あすなろフェニックス
　　　　　　　　ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　優秀選手賞　村上準太（あすなろフェニックススポ少）
　女子　第２位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　優秀選手賞　赤塚　愛（吹浦ミニバスケスポ少）
　　　　　　　　　　齋藤玲奈（遊佐ミニバスケスポ少）
○11月29日㈯・30日㈰
　第11回SAKATA希望ヶ丘カップ中学校選抜バスケットボール大会
　　準優勝　遊佐中学校男子バスケットボール部
　　優秀選手賞　高橋世紀（遊佐中）

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 11月分
◎総務課
●平成26年度（仮）吹浦地区防災センター地質調査業務
期　間　Ｈ26/11/18 ～Ｈ27/1/30　契約金額　2,484,000円
契約者　新和設計株式会社　庄内営業所

［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
◎地域生活課
●平成26年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事に
伴う水道管布設替工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ26/11/12 ～Ｈ27/3/5　契約金額　4,212,000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26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
期　間　Ｈ26/12/4 ～Ｈ27/3/5　契約金額　10,800,000円
契約者　山形空調株式会社　酒田支店

［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、敦井産業株式会社　
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
●町営住宅遊佐団地耐震診断業務委託
期　間　Ｈ26/12/1 ～Ｈ27/1/30　契約金額　1,026,000円
契約者　あべ建築設計事務所

［その他の入札参加者］畠中建築設計事務所、有限会社水口
建築構造設計事務所
●遊ぽっと大型造形遊具設置工事
期　間　Ｈ26/12/2 ～Ｈ27/3/31　契約金額  25,164,000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

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

●募集職種、採用予定人数及び受験資格／

●試験期日及び試験会場／平成27年１月31日㈯
	 　　　　　　　　　　　日本海総合病院
●受付期間及び受付場所／平成27年１月15日㈭までの
午前８時30分～午後５時15分（土曜・日曜、祝日を
除く）に日本海総合病院総務課へ郵送または持参
●試験種目／職場適応性検査、小論文、面接試験、専
門試験（今後免許を有する方のみ）
●合格発表／２月中旬　日本海総合病院内での掲示及
び受験者全員あてに結果を通知
※詳しくは日本海総合病院・酒田医療センターに設置
し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　126−2001

日本海総合病院・酒田医療センター
職員採用試験受験案内（平成27年4月採用・追加募集）

■雇用の広場
特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（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）

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6,640円＋通勤割増分
賞与年２回

日額7,440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）
（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）

問 特別養護老人ホーム松濤荘　☎76−2103
担当　伊藤

●日時／12月24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

司法書士無料法律相談

職種 人数 受験資格

薬　剤　師 ４人程度

昭和50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27年５月末までに当該免
許を取得する見込みの方

管理栄養士 若干名

昭和54年４月２日以降に生まれた
方で、管理栄養士免許を有する方、
または平成27年６月末までに当該
免許を取得する見込みの方

言語聴覚士
（経験者）

若干名

昭和50年４月２日から昭和60年４月
１日までに生まれた方で、言語聴覚
士免許を有し、次の条件を満たす方
・同一の病院に３年以上継続して
勤務した経験があり、通算して５
年以上の勤務経験を有すること


