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地域や集落、町民で組織する自主的な団体がみずか
ら取り組む地域づくりを支援します。
●対象事業
①コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・
水車・表示板・掲示板の設置、イルミネーションや
小型除雪機などの地域環境や景観の維持・増進に
資する機械等の購入等
②郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・
備品）、民俗行事の保存、はんてん、みこし、舞
台、やぐら、太鼓、山車等
③特産品の開発事業（材料は除く）：独創的な特産品
の調査、試作及び開発、加工所の建設、特産品
開発のための研修視察（旅費を含む）
④イベントの開催事業：まつり、コンサート、漫才、落
語会、町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品代、
印刷製本費、会場使用料、備品の購入）
⑤研修、調査研究事業：地域づくり研修会、シンポジ

ウム、文化講演会、自然体験学習等（講師謝金、
印刷製本費、会場使用料）新たな文化活動
●助成する金額
　助成対象事業費の2分の1以内とし、助成金額の最
高額は70万円。最低額は5万円です。ただし、公
民館の新築については最高150万円、改修につい
ては対象事業費の100分の15以内で、限度額は30
万円。また、公共下水道接続にともなうトイレ改修な
どについては、対象事業費の2分の1以内で、限度
額は50万円。特産品の開発事業のうち旅費に相当
するものについては、3分の1以内です。
●申込方法
　所定の申請書を提出してください。用紙は、企画課
まちづくり支援係で用意しています。また、ホーム
ページからダウンロードすることもできます。
●申込期限／ 5月14日㈪　午後5時まで
●問・申込み／企画課まちづくり支援係　☎72－4524
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☎0234-71-7222

◆常設展示…鳥海山の自然と文化
◆入場無料…9：00～17：00
※個人・団体各種展示会等にお使いいただけます。

◎送迎ご希望のお客様はご相談ください。◎9：30～16：00までゆっくり滞在でき
ます。（宴会場は15：00まで）◎タオル・フェイスタオル付◎女性のお客様限定です。

4月2日（月
）

～27日（金
）

まで

2,980円個室休憩 お食事 入浴＋ ＋

☎0234-77-3711
ご予約は今すぐ

※お子様連れでお食事の方に限ります。先着100名様。
●サンセット十六羅漢でオリジナルグッズプレゼント

460円（税込）

※500円以上お買い上げの方

●ファーストフード・パン工房は早朝営業致します。（朝6：30より）

Ｇ・Ｗもふらっと&十六羅漢寄ってね～♪Ｇ・Ｗもふらっと&十六羅漢寄ってね～♪

4/29日（日）よりメニューとして、
食堂でお召し上がり頂けます。お楽しみに！

4人分
鳥海山の恵みをいただく鳥海山の恵みをいただく

●先着1,000名様に記念品プレゼントふらっと15周年
感謝祭

4/28（土）
9：00～

4/29（日）
9：00～

5/3～5
3日間



軽自動車税の納付はお早めに

町立図書館ホームページの
運用停止について

　広報ゆざ4月1日号でお知らせしたURLに変更がありまし
た。町のホームページからも閲覧できます。
●変更後／

　メンテナンスのため、下記の日時で停止いたします。
●日時／ 4月23日㈪　午前8時30分～午後6時
●問／町立図書館　☎72－5300

http://www.town.yuza.yamagata.jp/web_
data/toshoweb/index.htm

　平成24年5月1日㈫は軽自動車税の納期です。口座残
高の確認、納め忘れのないようご確認ください。軽自動車
税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に1年分が課税
され、4月2日以後に名義変更や廃車の手続きをしても税額
は変わりませんので、ご注意ください。
●口座振替の方の軽自動車税納税証明書について／
　口座振替を利用している方の軽自動車税納税証明書
（車検証交付時に提示要）は、5月中旬に郵送する予定で
す。その前に証明書が必要な方は、町民課町民係（受
付）で交付しますので、次のものを持参してください。
・ 振替の記帳後の通帳（写し不可）
・ 車検証（写し可）
●問／町民課　納税係　☎72－5411

「忘れない 山への感謝と 火の始末」
　山火事防止運動実施中

　空気が乾燥し、山火事が起こりやすい季節を迎えていま
すが、県内でも山火事防止運動が実施されています。貴
重な森林資源を火災被害から守りましょう。
 注意点

●問／産業課水産林業係　☎72－4521

遊佐町ひとり親家庭等
家賃助成事業について

　平成24年度よりひとり親家庭等に対し、家賃の一部を助
成します。
●助成金額／家賃月額の1/4の額（100円未満切り捨て）
　　　　　　 で、10,000円が限度
●助成対象／
・自らが居住する住宅を借り、家賃を支払っている人
・高校生までの子どもと同居している人
・町税の滞納がない人
・児童扶養手当の所得制限の範囲内にある人等
　いくつかの要件があります。詳しくは、子育て支援係に
お問い合わせください。なお、助成は申請した月からです
ので、お早めに申請してください。
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72－5897

遊佐町での緊急速報メールの
導入について

　遊佐町防災センターより、地震や台風などの自然災害に
対する警戒情報や、それに伴う避難勧告や避難指示など、
住民の安全にかかわる情報を、遊佐町内にいる皆さん（住
民、観光者等）に無料でお知らせするものです。受信時に
は、専用の警告音でお知らせします。携帯によっては受信
するために、設定を変更していただく必要があります。各
機種の公式サイトに設定方法が載っておりますので設定を
お願いします。
配信可能機種…docomo、au、softbank
●問／総務課危機管理係
　　　☎72－5895

●日時／4月21日㈯　午前10時～11時30分

●場所／杉の子幼稚園ホール

●対象／どなたでも

●演題／「子どもの自立のための食事」

●講師／株式会社　玄米酵素　仙台営業所
　　　　部長代理　林賀　吾郎氏

●参加費／無料

●問／杉の子幼稚園 ☎72－2345

○枯れ草がある等火災がおこりやすい場所では、たき火を
しないこと
○たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完
全に消火すること

○強風時及び乾燥時にはたき火、火入れをしないこと
○たばこは、指定された場所で喫煙し、吸殻は確実に消
すとともに、投げ捨てないこと

○火遊びはしないこと

「教育講演会」のお知らせ「教育講演会」のお知らせ
杉の子幼稚園

遊佐町立小学校適性整備基本方針が決定
町民説明会を開催します

　3月27日の遊佐町立学校適性整備審議会の最終答申を
受け、遊佐町教育委員会の遊佐町立小学校適性整備基
本方針が示されました。その内容について、町民の皆様
への説明会を開催します。
●日時／ 4月27日㈮　午後7時～午後8時30分
●場所／生涯学習センター第二研修室
●問／教育委員会総務学事係
　　　☎72-5891
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遊佐町特定不妊治療費助成事業
のお知らせ

高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

危機管理アドバイザーを募集します

しらい自然館 おもしろ自然塾
孟宗掘りと炭焼き体験＆ストラップづくり
　孟宗掘りの後は、竹炭を焼くための窯入れ作業を体験し
ます。食事の後大人の方は、竹炭を使った『ストラップ』づく
りに挑戦します。
●日時／ 5月13日㈰午前10時～午後3時
●集合場所／しらい自然館　午前9時45分
＊集合後、各自で現地へ。ご案内します
●対象／小学校高学年 ～ 一般
●定員／ 15名
●受講料／ 1,800円（小学生は800円）
　＊孟宗汁と孟宗竹のバーベキューで昼食（おにぎり付き）。
　  大人は孟宗竹一本お土産付き
●持ち物／タオル、長靴、汚れても良い服装で。
●申込締切／ 5月10日㈭
　　　　　　※定員になり次第締切
●問・申込み／しらい自然館　☎72－2069

　４月より、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受
けた夫婦に対して、治療費の一部を助成します。特定不
妊治療に要した費用のうち、県助成の15万円を差し引いた
額に対して１回につき５万円まで助成します。山形県の助
成手続が終了してから町への申請となります。詳細につい
てはお問い合わせください。
●対象となる方／
・夫婦ともに又はいずれか一方が遊佐町に住所を有する
　　夫婦
・山形県特定不妊治療費助成を受けた夫婦
・1回の特定不妊治療が15万円を超えた夫婦
・他の市町村から助成を受けていない夫婦
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

夏までにメリハリbodyをGET！
カラダきれい講座 受講生募集

 体験会
●日時／ 4月28日㈯午後7時30分～
●会場／生涯学習センター2階大会議室
●参加費／ 500円
　　　　　※事前申込が必要です
●日時／第１回目：5月23日㈬
　　　　午後7時30分～午後8時30分
●会場／遊佐町生涯学習センター3階展示室
●受講料／ 8,000円（全10回）
　※参加できない日があっても返金はしません。
※詳細は各地区まちづくりセンター
　及び生涯学習センターに置いてある
　チラシをご覧ください。
●募集期間／ 4月23日～5月10日
　＊ただし、定員になり次第締切
●問／生涯学習センター　☎72－2236

　健康運動指導士等によるストレッチ、トレーニングマシンを
使った筋力トレーニング等を行います。
●対象／ 60歳以上の健康な方で、今まで当講座に参加
　　　　  したことのない方。
　　　　＊現在何らかの病気で治療されている方は、　
　　　　   主治医の許可をいただく場合があります
●期間／ 5月22日㈫～10月26日㈮
　　　　週2回、火・金曜日
●時間／午前9時45分～午前11時30分
●場所／町民体育館、農業者トレーニングセンター
　　　　または生涯学習センター
●参加費／無料　＊ボール代実費1,000円程度
●問・申込み／ 4月27日㈮までに、
　　　　　　　健康福祉課健康支援係　☎72－4111

●資格／災害に対する専門的な知識または災害現場での
　　　　実務経験を有する方（住所要件はありません）
●採用人数／ 1名
●主な勤務内容／
①遊佐町地域防災計画の見直し
②自主防災会活動への助言・指導 等

●勤務条件／
①勤務時間：原則1日の勤務時間が午前9時～午後4

　　時で、月曜日～金曜日の週30時間勤務
＊ただし、説明会等による、土・日、時間外勤務あり
②報酬：月173,000円

●受付期間／ 4月5日㈭～27日㈮
●申込方法／
　申込用紙に必要事項を記入のうえ、履歴書（市販の
履歴書）及び防災士などの有資格者は資格証明書の写
しを添付し、総務課危機管理係に提出してください。申
込用紙は、総務課総務係・危機管理係にあります。
ホームページからダウンロードもできます。
●問・申込み／総務課危機管理係　☎72－5895

平成24年度
税金・保険料等の仮徴収のお知らせ
　65歳以上の年金受給者で一定の要件を満たす方の税
金・保険料等は、年金からの差し引きにより納付いただい
ています。昨年の納税通知書にも記載させていただきまし
たとおり、今年2月の年金から下記の税金・保険料等が差
し引かれた方については、引き続き4月・6月・8月にも2月と
同額が年金から差し引かれます。
　平成24年度の正式な税額・保険料額のお知らせは、6
～ 7月にお送りさせていただきます。
●対象となる税金・保険料等／
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

●問／町民課課税係　☎72－5876

（3）
お し ら せ 号



春の山野草展小規模工事等契約希望者の
登録受付について

　遊佐町では、小規模工事等（概ね100万円以下の工事
や修繕）の受注機会の拡大を図るため、小規模工事等契
約希望者登録制度を実施しています。
　平成24年度～25年度については、平成24年4月2日～4月
27日の期間（土日祝日を除く9時～17時まで）で登録申請を
受け付けしています。受付期間終了後も随時登録申請を受
け付けております。
　申請の際は登録申請書と納税証明書が必要です。詳し
くは町のホームページか総務課財政係（☎72－5880　内
215・216）まで確認願います。

　本町の公共工事における入札制度については、
平成13年4月1日より施行された「公共工事の入札及
び契約の適正化に関する法律」及びこれに基づき策
定された指針に従い、透明性の確保、公正な競争
の促進、適正な施工の確保に取り組んでまいりました。
　法律が施行されて10年余りが経過し、制度として
一定の定着が図られた一方、社会情勢の変化など
により、例えば適正な範囲を超えた価格競争など、
現行制度では十分に対応しきれていない部分も出て
きています。
　そこで、改めて法律の内容を確認し、地域の実
情に合った入札事務の適正化を図ることを目的に公
共工事入札制度の見直しについて検討を進めてきた
結果、以下の点について見直しを実施することにな
りました。
（1）条件付一般競争入札の試行導入
　当面は試行という位置付けで、建設工事のうち
土木一式・建築一式に限り、設計価格500万円
以上の工事を対象とする条件付一般競争入札を
導入することとします。

（2）低入札価格調査制度の見直し
　調査基準価格を現行の70％から80％へ引上げ
るとともに、失格数値基準を現行の直接工事費
75％共通仮設費75％現場管理費70％一般管理費
30％から、それぞれ80％、80％、75％、50％へ引
上げることとします。

（3）事務決裁規程の見直しについて
　事務決裁規程の記述から「入札参加者の決
定」を削除することにより、自治体の長をはじめとす
る決裁権者が業者選定に直接関与しないことが
明確になるとともに、入札はあくまでも指名業者選
定審査会による業者選定の結果に基づいて執行
されることになります。

（4）その他の見直し
　建設工事請負契約約款の改正、指名競争入
札における2人の指名による入札が執行できること
の追加、随意契約における軽微な契約手続きの
簡素化など。
　これらの見直しは平成24年4月から実施いたします。
条件付一般競争入札の試行導入にあたっては、関
係する町内の建設業者に対する説明会を開催する
ほか、町のホームページにも掲載し周知を図ってまい
ります。
●問／総務課財政係
　　　☎72－5880

　可憐な草花が春の訪れを感じさせてくれる「春の山野草
展」を今年も開催いたします。
●会期／ 5月12日㈯～5月13日㈰
※5月13日㈰
　正午　　  山野草料理の試食
　午後1時　山野草会会員による植物の説明

●会場／生涯学習センター　2階　大会議室
●内容／町内の方々の協力により季節の山野草、約400
　　　　鉢を展示します。
●問／生涯学習センター　☎72－2236

入札・契約制度の見直しについて入札・契約制度の見直しについて入札・契約制度の見直しについて入札・契約制度の見直しについて
遊佐町の公共工事における遊佐町の公共工事における遊佐町の公共工事における遊佐町の公共工事における
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高橋　　愛
教育課 主事

太田　好光
地域生活課 技師

池田　早来
産業課 主事補

すてっぷ 遊びのひろば英会話講座「よ～くきいてナイトⅨ」
受講生募集

　海外に出かけてすぐに使える会話を中心に、日本語をほ
とんど使わずに学習します。また、欧米の考え方の違いや
文法も学習します。
●期間／ 5月10日～H25年3月7日＜計19回＞
　※隔週で木曜日を予定しています。（8月夏休み）
●時間／午後7時～8時30分
●場所／生涯学習センター
●受講料／ 4,000円（年間）
　※他に教材費（教科書等）が3,000円かかります
●対象／どなたでも
　※中高生は、保護者の送迎をお願いします
●募集人数／ 30名
●申込締切／ 4月27日㈮
●問・申込み／生涯学習センター　☎72－2236

　発達が気になるお子さんを対象に、親子でゆったり遊ぶ
会を開催します。みんなで楽しい時間を過ごしませんか？お
気軽にご参加ください。
●日時／ 5月12日㈯　午前10時～午前11時30分
●場所／県立鳥海学園
●活動内容／みんなで春を楽しもう!!
　　　　　　～お団子作り・シャボン玉遊び～
●対象／発達が気になるお子さんと保護者
　　　　＊参加費無料　
●申込締切／ 5月9日㈬
●問・申込み／県立鳥海学園
　　　　　　　☎75－3334・FAX 75－3872

くらしの無料相談所
「お金のトラブル・相続・成年後見
なんでも相談」を開設します薪・木炭等の燃焼灰の食品加工及び

調理への利用自粛について
　他県において、放射性物質を含む薪を燃焼した際に生
じた灰を用いて食品の加工を行い、当該食品から放射性
セシウムが検出される事例がありました。
　この事例では食品の暫定規制値の超過は見られませんで
したが、国からの指導により安全な食品の供給を確保する
点から、念のため、薪・木炭等の燃焼によって生じた灰の
食品の加工及び調理への利用について自粛をお願いします。
●問／山形県農林水産部農山漁村計画課
　　　☎023－630－2494

　行政書士と消費生活アドバイザーが対応します。困った
ままにせず、ご相談ください。秘密は厳守します。
●日時／ 4月21日㈯午前9時30分から正午まで
●場所／酒田市交流ひろば２階（酒田市中町）
●内容／借金問題、悪徳商法のトラブル、相続問題、　
　　　　認知症等高齢者等の財産管理の問題
●対象／どなたでも　＊利用料無料
●申し込み／当日会場にて（無料駐車場あり）
●問／特定非営利活動法人ライフサポート庄内　
　　　石井　☎45－1362

憲法記念日週間行事裁判所見学会認知症介護者のつどい

平成24年度 町職員人事異動

●期日／ 5月12日㈯午前10時～正午
●場所／酒田市総合文化センター
●内容／介護者同士の交流会、リフレッシュ
●対象／どなたでも　＊会費無料
●問・申込み／認知症の人と家族の会山形県支部　
　　　　　　　佐藤　☎090－5838－3744

（平成24年3月31日付）
　　池　田　政　幸（産業課長補佐兼水産林業係長）
　　吉　形　良　一（総務課主任）
　　小田原　知　之（教育委員会教育課主事）
　　須　藤　万里子（遊佐小学校主任調理師）
（平成23年5月31日付）
　　平　田　佳　子（町民課主事）
（平成23年10月31日付）
　　佐　藤　則　博（総務課主任）

●日時／ 5月23日㈬午後1時～午後3時
●場所／山形地方・家庭裁判所酒田支部
●内容／刑事裁判傍聴若しくはビデオ視聴及び施設見学等
●定員／予約受付順30人程度
●問・申込み／電話で受付　時間：平日午前9時～午後5時
　　　　　　　山形地方裁判所酒田支部庶務課　☎23－1234

金内　一馬
健康福祉課 主事

土門　　薫
総務課 主事補

阿部　里彩
遊佐保育園 保育士

【採 用】（平成24年4月1日付）

【退 職】
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■ 齋藤鮮魚店

■雇用の広場

入札結果　3月分

有毒植物による
食中毒に注意
有毒植物による
食中毒に注意

職 種

募集人員

給与・待遇

選考方法

締 切 り

問 合 せ

仕出し折詰、宴会配膳、寿司詰、皿洗い、
配達 等

スタッフ１名、パート１名

委細面談

面接（履歴書持参）

定員になり次第終了

斎藤鮮魚店　
吉出字和田６　☎７２－４１５３

＊契約金額には、消費税が含まれています。

山菜シーズンに入ると、
毎年県内では有毒植物による食中毒が発生しています。

有毒植物による食中毒に注意しましょう。

◎総務課
●平成23年度消防団安全対策設備整備事業
期　　間　Ｈ24／３／２３～Ｈ２４／３／３０
契約金額　2,400,300円
契  約  者　庄内みどり農業協同組合遊佐支店
［その他の入札参加者］株式会社庄内クボタ遊佐営業所、
　 丸勝金物店
◎教育課
●遊佐中学校スチームコンベクションオーブン
期　　間　Ｈ２４／３／２４～Ｈ２４／３／２４
契約金額　1,837,500円
契  約  者　せんじん商事株式会社
［その他の入札参加者］佐藤工業所、株式会社庄内品川、
　 タニコー株式会社酒田営業所

●問／山形県生活環境部危機管理・
　　　くらし安心局食品衛生企画担当
　　　☎023－630－2567

○2月26日㈰　第9回酒田ミニバスケット新人大会
男子の部　第2位　吹浦ミニバスケットボールスポ少
女子の部　第2位　吹浦ミニバスケットボールスポ少

○3月4日㈰　第36回遊佐町バドミントン大会結果
少年男子シングルス　
小学生の部　第１位　渋谷　南央（西遊佐小）
少年女子シングルス　
小学生の部　第１位　石垣　優衣（西遊佐小）

○3月4日㈰　第32回KAIWACUP赤倉スキー競技大会
大回転　チルドレン－１　男子の部　第3位　榊原　　佑

○3月10日㈯　第6回全国小学生アルペンスキー大会山形予選会
入賞　4年女子　狩野まとい（遊佐町スキースポ少）
　　　4年男子　榊原　　和（遊佐町スキースポ少）
　　　6年男子　斎藤　弘佑（遊佐町スキースポ少）
　　　6年男子　狩野　大樹（遊佐町スキースポ少）
＊4名が全国大会出場
○3月11日㈰　第8回ZAO猿倉スラローム大会
　回転女子4年　第3位　狩野まとい（遊佐町スキースポ少）
○3月24日㈯～25日㈰
　第17回遊佐カップ中学校選抜バスケットボ－ル大会
優秀選手（ベスト5）　男子　岡田陽夏留（遊佐中）
　　　　　　　　　女子　佐藤　春希（遊佐中）

※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。

　旧青山本邸および語りべの館は、毎週月曜日が休館日となっておりますが、GW期間中は下記のように開館いたします。旧青山本
邸では５月人形展を開催中ですので、お誘いあわせの上ぜひお越しください。
　※青山邸は午前9時～午後4時30分開館、5月人形展は6月3日㈰まで開催
　※語りべの館は、平日午後3時～午後5時、土日祝日は午前10時～午後5時開館
●問／旧青山本邸　☎75－3145　　語りべの館　☎72－4440
　　　遊佐町教育委員会文化係　☎72－5892

①山菜は、食用と確実に分かっているものしか採
　らない、食べないこと
②生え始めの山菜と有毒植物の区別は難しいので、
　慎重に観察して採取すること
③食べられる山菜と有毒植物が入り混じって生え
　ていることが多いので、採取時や調理前には十
　分注意して観察すること
④安易に譲り渡したり、譲り受けたりしないこと
⑤吐き気やしびれ等の体調不良が見られた場合は、
　残品を持って早急に医療機関に受診すること

有毒植物による
食中毒に注意

注意点

がんばった人にマル

GW期間中の開館についてGW期間中の開館について

■

旧青山本邸
語りべの館
歴史民俗学習館

開館
開館
休館

開館
開館
休館

開館
開館
休館

開館
開館
開館

休館
休館
休館

開館
開館
休館

開館
開館
開館

臨時開館
休館
休館

4/30（祝・月） 5/2㈬ 5/3㈭ 5/6㈰ 5/7㈪5/4㈮ 5/5㈯5/1㈫

▲旧青山本邸
　５月人形展の様子
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