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鳥海温泉 10234-77-3711

自然が造り出す驚異の造形美（日本百名山 鳥海山 東北有数の霊峰）

実施期日
片道約２時間のスノートレッキングです。銀世界に造り出た氷柱は
圧巻です！当日、安全の確保には万全を期して準備しておりますが、
冬山のため、悪天候により実施できない事態も予測できますので、
予めご了承ください。

平成27年２月８日㈰

募集人数 ※インストラクターが
　現地まで案内します。80名程度

集合場所
現地駐車場が狭いため、送迎いたします。
鳥海温泉 遊楽里

ご予約・お問合せ

集合時間
午後2時30分頃には戻る予定です。
午前8時30分まで集合してください

昼食・保険付
※子供も同額です。参 加 費 お一人 3,000円

自然が造り出す驚異の造形美自自然然がが造り出出すす驚異異のの造造形形美美（日本百名山（日日本本百名名山山 鳥海山鳥海海山山 東北有数の霊峰）東東北北有有数数の霊霊峰峰）

２２２２２ ８８８８ ㈰㈰㈰㈰㈰

鳥海山二ノ滝
氷柱トレッキング
鳥海山二ノ滝
氷柱トレッキング

●天候の状況により、滝つぼ周辺への立入りは出来ません。

　旧青山本邸で実際に使用されていたお正月膳や掛け

軸、屏風等を展示しています。

　特に母屋の座敷に展示されているお膳は豪華で、当

時の青山家のお正月の雰囲気を感じられます。

●期間／２月15日㈰まで

●—／旧青山本邸　175−3145

　　　教育課文化係　172−5892

　昨年末の11月26日～12月７日に開催しました「歳末

助け合い展」「おさがりボックス」は、皆様のご協力

により無事に展示終了することができました。誠にあ

りがとうございます。

　皆様から入札・募金していただいた結果、64,211円
のお金が集まりました。その全額を、遊佐町社会福祉

協議会の「歳末たすけあい運動」に寄付いたしました。

　今後とも、本事業につきましてご理解とご協力を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●—／生涯学習センター　172−2236

　持続可能な地域づくりの観点から、木質バイオマスの

有効な利活用方法などについての勉強会を開催します。

●日時／１月22日㈭　午後６時～８時（予定）

●場所／ゆざっとプラザ２階　大会議室（遊佐駅）

●内容／森林資源の利活用とエネルギー利用の可能性

について

●講師／東北芸術工科大学　教授　三浦　秀一氏

●対象／関心のある方どなたでもご参加いただけます。

●締切／１月20日㈫

●—・申込み／地域生活課環境係

　　　　　　　172−5881　FAX72−3318

旧青山本邸　お正月展歳末助け合い展のお礼

【みんなのエネルギー学習会】
遊佐町の森林資源を活かした

地域づくり勉強会



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

　おさがりボックスの受付期間を下記のとおり変更し

ます。

●変更前／１月17日㈯～１月26日㈪

●変更／３月７日㈯～３月16日㈪

●お願い／

○衣類等の受付期間は、開催期間中に事務室にお願

いいたします。

○季節にあったもので、ご家庭で洗濯したものをお

寄せください。

○シミや虫穴の空いたもの、お雛様、大型の遊具等

はご遠慮ください。

○ご利用の際は、エコバックをご持参ください。

※ご利用時間は午前９時～午後９時・月曜日は午後

５時までです。

※お一人で大量に持ち帰ることはご遠慮ください。

※試着したもの、ハンガーか

ら外したものは元に戻しま

しょう。

●—／生涯学習センター

　　　172−2236

●職種／嘱託保育士

●人数／約15名

●勤務地／町立保育園

●資格要件／保育士資格

●任用期間／平成27年４月１日～平成28年３月31日

●待遇／

　月額報酬　154,000円以内

　勤務時間　１日７時間15分（１週36時間15分）

その他、遊佐町非常勤嘱託職員取扱規程に基づきま

す。

●提出書類／

①平成27年度遊佐町非常勤嘱託職員（保育士）申込書

②履歴書（写真貼付）

③職務経歴書（保育業務の経験がある方）

④保育士証の写し

●応募締切／2月13日(金)※必着

●—・申込書提出先／

〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211

総務課総務係　172−5880

※申込書等は、総務課総務係、健康福祉課子育て支

援係にあります。町のホームページからもダウン

ロードできます。

　平成27年２月２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。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／２月２日㈪　町県民税　　　　　　　４期

　　　　　　　　　　国民健康保険税　　　　７期

　　　　　　　　　　介護保険料　　　　　　７期

　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料　７期

●—／町民課納税係　172−5411

　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

11月に75歳、12月に65歳になられた皆様へ、１月15日

付で納入通知書の発送を行います。内容をご確認の上、

納め忘れのないようお願いします。

●送付物／

　平成26年11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

　平成26年12月に65歳になられた方…

介護保険料の納入通知書

●納付日／２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。

●—／

　金額に関するお問合せ…町民課課税係　172−5876

　納付に関するお問合せ…町民課納税係　172−5411

おさがりボックス日程変更

非常勤嘱託職員（保育士）募集

町税等納期のお知らせ

75歳、65歳になられた皆様へ

広
告



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

　平成27年２月１日現在で、全国一斉

に「2015年農林業センサス」が実施さ

れます。この調査は、今後の農林業の

政策に役立てるために５年ごとに実施

される極めて大切な調査です。皆様の

ご協力をお願いします。

●調査日／平成27年２月１日現在

●対象／農林業を営む個人・法人

●調査の方法／統計調査員が１月中旬に調査票を配布

し、２月上旬に回収します。

●—／総務課情報統計係　172−5893

　平成27年度の事務補助、保育士、保育士助手、調理師などの臨時職員を登録制により募集します。登録い

ただいた方の中から条件に合う方を選考し、採用するものです。

●募集職種／

平成27年度 遊佐町臨時職員 登録受付

●対象／原則として町内に住所があり、心身ともに

健康な方

●登録方法／日々雇用職員登録申込書を総務課に提

出してください。申込書は総務課にお越しいただ

くか、町のホームページからダウンロードしてご

利用ください。申込書の記載は本人の自筆としま

す。資格の必要な職種を希望する方は、資格証明

書の写しを添付してください。

●登録の受付期間／２月２日㈪～２月13日㈮

●登録の有効期間／平成27年４月１日から１年間

●雇用決定と勤務条件／登録期間中に臨時職員を必

要とする状況になった場合に、適性等を考慮し、

総務課から連絡します。勤務条件は日々雇用職員

取扱規程によりますが、雇用期間は業務により一

定ではありません。

※求人状況等により、登録有効期限内に必ず就労

できるとは限りませんので、ご了承ください。

●—・登録受付／総務課総務係　172−5880

2015年農林業センサスにご協力を!

職　　種 資　格　等 勤務場所 賃金（日額） 勤務時間

一般事務 パソコン操作
（エクセル・ワード）

役　場
6,560円 7時間45分
5,580円 6時間

生涯学習センター 5,580円 6時間
旧青山本邸 6,560円 7時間45分

小学校 5,580円 6時間
（年間120日勤務）

中学校 5,580円 6時間

図書事務
パソコン操作
司書・司書補

（なくても可）
図書館 5,580円 6時間

保育士 要 保育園 6,990円 7時間45分

保育士助手 不　要
保育園

6,560円 7時間45分
時給 930円 4時間

遊佐町子どもセンター 5,580円 6時間

調理師 要
保育園 5,640円 6時間

小学校
6,650円 7時間45分
5,640円 6時間

調理員 不　要 保育園・小学校
（代替臨時職員のみ）

6,460円 7時間45分
5,520円 6時間

用務員 普通自動車・運転免許 小学校・中学校 5,520円 6時間

　町内の任意団体で、町民を対象とした会員募集記事

を、広報ゆざ３月１日号に掲載予定です。掲載を希望

する団体は以下のとおりお申込みください。

●申込み方法／①団体名　②連絡先（氏名、電話番号）　

③対象者と簡単な活動内容（40字以内）　④活動日時と

場所　⑤費用（入会費、会費等）を記入のうえ、下記問い

合わせ先までメールまたはＦＡＸでお申込みください。

●申込み期限／１月31日㈯（当日消印有効）

●—・申込み先／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211

　企画課企画係　172−4523 FAX72−3315

　メール：koho@town.yuza.yamagata.jp

広報ゆざで会員募集記事を掲載します



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

　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。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／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／総務課財政係　172−5880

　総合福祉センターでは毎週木曜日に、65歳以上の高

齢者を対象にお風呂を無料開放しておりますが、脱衣

所、浴室の天井張り替え工事のため利用を休止します。

●休止期間／３月31日㈫まで（予定）

●—／遊佐町社会福祉協議会　172−4715

　比子地区周辺で風力発電事業の計画があり、環境影

響の調査・予測などの結果を記載した「環境影響評価

準備書」の縦覧と説明会を行います。

●縦覧書類／西遊佐風力発電事業における環境影響評

価準備書

●場所／地域生活課

●縦覧期間／１月16日㈮～２月16日㈪

●意見受付期間／１月16日㈮～３月２日㈪

　＊閉庁日を除く日の午前９時～午後５時

●意見提出先／

　㈱ゆざウインドファーム　FAX23−5410

　役場窓口に設置の意見箱への投函頂くか、ＦＡＸで

送付してください。

●住民説明会／２月14日㈯　午後７時より、生涯学習

センター２階大会議室で開催します。

●その他／町のホームページにも内容を掲載しており

ます。

●—／地域生活課環境係　172−5881

　　　㈱ゆざウインドファーム　海藤　123−5418

　旧青山本邸を火災から守るため、下記の日程で防災

訓練を行います。実施中は見学が一部制限されますの

でご協力をお願いします。

●日時／１月22日㈭　午前10時～

●—／旧青山本邸　175−3145

　　　教育課文化係　172−5892

平成25年度の訓練の様子

●日時／２月１日㈰　午前８時開館　午前９時開会

●会場／町民体育館２階

●種目／団体戦・個人戦

●内容／団体戦１チーム４名～６名（女性１名以上）

●個人戦／男女共　経験者・未経験者の部

●参加料／団体戦１チーム　1,000円

　　　　　個人戦　無料

●申込期限／１月30日㈮

●—・申込み／町民体育館

　　　　　　　172−5454　FAX72−2811

●日時／２月22日㈰　午前８時30分から午後５時まで

●場所／酒田地区広域行政組合　消防署西分署２階

　　　（酒田市大浜一丁目４−83）

　　　　133−3519

●内容／心肺蘇生法、大出血時の止血法等（応急手当

全般）、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方

　※講習終了後、上級救命講習修了証を交付します

●対象／どなたでも

●定員／30名

●講師／応急手当指導員

●費用／７００円（テキスト代、教材費）

●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装

●申込み／救急講習申込書を２月９日㈪まで、酒田地

区広域行政組合消防署または最寄りの消防署へ提出

してください。

※申込書は、酒田地区広域行政組合消防本部のホー

ムページからダウンロードしていただくか、最寄

りの消防署にあります。

※定員になり次第締め切ります。

●—／酒田地区広域行政組合消防署　123−3131

競争入札参加資格審査申請書の受付総合福祉センターの無料開放風呂
利用休止します

西遊佐風力発電事業（比子地区）
環境影響評価準備書の縦覧

旧青山本邸　防災訓練

第44回 遊佐町卓球選手権大会
参加者募集

上級救命講習会



～雪下ろしの『８つの重要ポイント』～

お　 し　 ら　 せ　 号

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

１月23日㈮～２月８日㈰は雪害事故防止週間です
　雪による事故被害の原因で最も多いのは、自宅などの建物の屋根の雪下ろし中の事故で、全体の約６割を占
めており、特に高齢者の方が事故に遭うケースが多くなっています。
　次のポイントに注意して、雪下ろし作業は安全に行いましょう！

※除雪機での作業も十分注意しましょう。　　　●— ／県企画振興部市町村課　1023−630−2680

１．屋根の雪のゆるみに注意！
２．安全な服装で！（ヘルメットをかぶろう）
３．命綱を使いましょう！
４．はしごはしっかり固定！

５．使いやすい除雪道具を！
６．二人以上で作業！（携帯電話を持ちましょう）
７．無理な作業はやめましょう！
８．足場はいつも注意！

　東北財務局山形財務事務所では、借金に関する相談

窓口を開設しております。相談は秘密厳守・無料です。

お気軽にご相談ください。

●相談専用電話／1023−641−5201

●場所／山形財務事務所１階理財課（山形市緑町２−15−３）

●受付／月曜日～金曜日（祝日を除く）

　　　　午前８時30分～午後５時15分　

●—／山形財務事務所理財課　1023−641−5178

　積雪や路面凍結により、踏切事故の発生が懸念され
ます。踏切を走行する際は以下の点にご注意ください。
１．踏切の手前では、必ず一旦停止し、安全を確認し

てから渡ってください。
２．警報機が鳴ったら、踏切内への無理な進入はやめ

てください。
３．踏切の中に閉じ込められた場合は、そのままゆっ

くり車を前進させてください。（遮断棒は、車で押
せば前方に跳ね上がります。）
４．踏切内で動けなくなった場合（脱輪等）は、まず

列車を止めてください。
・非常ボタンがある時は、カバーの上から強く押して

ください。信号機が作動し、列車に異常を知らせます。
・非常ボタンがない時は、列車に向かって大きく手を

振るなどして危険を知らせてください。発煙筒や赤
色の物を使用すると効果的です。

・列車が停止した後、付近の人等の協力を得て脱出し
てください。

＊脱出後は、最寄の駅に連絡してください。
●—／山形県踏切事故防止対策委員会事務局（県環境

エネルギー部くらし安心課内）1023−630−2196

●日時／１月28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

借金に関する相談窓口

●日時／２月11日（水・祝）

　３級…午前９時～正午

　２級…午後１時30分～４時30分

　※開始10分前までにはご来校ください。

●場所／山形県立産業技術短期大学校庄内校

●費用／無料

●内容／本試験の予想問題の答案練習と当校講師によ

る解答解説

●定員／各級それぞれ先着90人

●締切／２月６日㈮

●—・申込み／県立産業技術短期大学校庄内校　教務

学生課　131−2300　FAX31−2770

日商簿記検定対策（３級・２級）
答案練習会参加者募集

●日時／２月13日㈮、14日㈯
　　　　午前９時30分～正午、午後１時～４時
●場所／酒田市総合文化センター
●対象／どなたでも
●内容／税に関する相談
●—／東北税理士会酒田支部広報係　122−5965

税理士記念日「無料税務相談会」

①相続登記相談会

●日時／２月１日㈰　午前10時～午後３時

●相談方法／面談　　●予約／不要

②身近な相続教室

●日時／２月１日㈰　午後１時～２時30分

●会場／①②とも酒田勤労者福祉センター（酒田市緑町19−10）

●—／山形県司法書士会　1023−623−7054

山形県司法書士会　無料相談会 踏切事故にご注意ください



　　　

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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○11月29日（日）
　第21回山形県小学生ソフトテニスインドア大会
　　第３位　尾形里菜（高瀬小６年）※東北インドア大会出場
○12月7日（日）
　遊佐町初心者バドミントン大会結果
　・少年男子シングルス　小学生の部
　　１　位　鈴木　健人（蕨岡小）
　　２　位　齋藤　健人（蕨岡小）
　　３　位　村田虎太郎（蕨岡小）
　・少年女子シングルス　小学生の部
　　１　位　安藤菜々子（藤崎小）
　・少年男子シングルス　中学生の部
　　１　位　渋谷　南央（遊佐中）
　　２　位　相蘇　唯人（遊佐中）
　　３　位　菅原　雄斗（遊佐中）
○12月７日（日）
　第４回山形県少年少女剣道個人錬成大会
　・６年男子の部
　　優　勝　髙橋　亨修（神子免館道場）
　　ベスト８　小松　優（神子免館道場）
　・６年女子の部
　　敢闘賞　池田　鈴（神子免館道場）
　・４年女子の部
　　優　勝　鈴木　望愛（神子免館道場）
○平成26年度酒田地区人権書道・作文コンクール
　・小学生人権書道
　【奨励賞】金子夕愛（藤崎小６年）、菅原唯加（蕨岡小５年）、
　　　　　髙橋乃愛（遊佐小５年）、佐藤ほのか（遊佐小５年）、
　　　　　鈴木琴（吹浦小５年）
　・中学生人権作文
　【佳作】佐藤亜美（遊佐中３年）

がんばった人にマル

※大会結果は、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 12月分
◎総務課
●吹浦地区防災センター工損事前調査業務
期　間　平26/12/11 ～平27/3/27　契約金額　5,724,000円
契約者　株式会社大和エンジニア

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新和設計
株式会社　庄内営業所、株式会社出羽測量設計
◎企画課
●平成26年度稲川まちづくりセンター施設等解体工事実施
設計業務
期　間　平26/12/9 ～平27/2/20　契約金額　1,512,000円
契約者　あべ建築設計事務所

［その他の入札参加者］有限会社水口建築構造設計事務所、
有限会社山崎建築設計事務所

＊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 介護員（夜勤有り）
雇用形態 臨時職員　※正職への登用制度あり
人　　数 若干名
勤 務 先 遊佐厚生会経営施設
給与待遇 遊佐厚生会「臨時職員取扱要綱」による
資　　格 介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級取得者）以上
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。

問・
提出先

〒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

●日時／２月７日㈯～８日㈰　１泊２日

●場所／金峰少年自然の家

●内容／冬の金峯山登山、雪のお家づくり、アウトド

アクッキング、雪中ナイトウォーク等

●対象／小学４年生から中学３年生まで

●定員／30名

●参加費／一人3,000円（食事代・活動資材代・保険料等）

●申込締切／１月23日㈮　午後５時まで

●—・申込み／山形県金峰少年自然の家

　　　　　　　10235−24−2400（研修担当）

わんぱく自然塾～冬の巻～

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 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） 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6,640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 日額9,360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

●種類／自衛官候補生 ３次・４次募集 ※任期制自衛官

●対象／27歳未満

●受付／３次：１月23日㈮まで

　　　　４次：１月24日㈯～２月13日㈮

●試験／３次：２月１日㈰、４次：２月19日㈭

●採用／約50名、４月初旬入隊

●—／自衛隊酒田地域事務所　127−3532

自 衛 官 募 集


