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“寝たきり”の方も
税の障害者控除の対象になります

　障がい（身体・知的・精神）に関する手帳をお持ちでな
くても、次の方は税申告の際に（特別）障害者控除が受け
られます。
①要介護認定において障害高齢者ランクが高いと判断された方
②要介護認定において認知症ランクが高いと判断された方
③半年以上「寝たきり」の状態にある方
　控除を受けるには、事前に認定申請が必要です。
　認定後「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
なお、③の申請の際には、医師又は民生委員の証明が必
要になりますのでご相談ください。控除申請は平成24年12
月28日㈮までになります。
●問／詳しくは、健康福祉課福祉介護保険係

☎72－5884まで

町税等納期のお知らせ
　平成24年11月30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ご確認ください。
●納期／ 11月30日㈮

町県民税　　　　　　　　　3期
国民健康保険税　　　　　　5期
介護保険料　　　　　　　　5期
後期高齢者医療保険料　　　5期

●問／町民課納税係　☎72－5411

県民手帳・農業日誌・新農家暦
2013年版 販売・予約受付中

　県民手帳は総務課に準備してありますので代金と引き換えで
お渡しできます。農業日誌、新農家暦は電話でお申込みくださ
い。商品の受渡し時期については、申込者に直接ご連絡いた
しますので、代金をご用意の上、役場でお受け取りください。
●価格／県民手帳600円　　農業日誌1,400円
　　　　新農家暦490円　　※いずれも消費税込み
●問・申込み／総務課情報統計係　☎72－5893

～遊佐町フードフェスタ2012～
遊佐産農水産加工品試食販売会開催
　遊佐の食材や農水産加工品のＰＲと生産者・食産業関
係者のビジネスマッチングを図るために試食販売会を開催
いたします。試食販売会や遊佐産食材を使った家庭料理
の腕を競う料理自慢コンテストもあります。
●日時／ 12月16日㈰
第1部　業者商談会　　　　　午前11時～正午
第2部　一般向け試食販売会　正午～午後2時
●場所／パレス舞鶴（エルパ2階）
●問／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

図書館休館日についてお知らせ
　図書整理のため下記のとおり休館いたします。
　12月1日㈯～8日㈯
※休館中の本の返却は正面玄関左側の返却ポストをご利用ください。
●問／遊佐町図書館　☎72－5300

2012年12/22 ㈯・23 ㈰
in 遊楽里 2012in 遊楽里 2012

期日期日

場所場所

料金料金

時間時間

クリスマ
スディナーバイキングクリスマ
スディナーバイキングクリスマ
スディナーバイキング

◉前売り券販売
◉定員120名

大人 ¥3,000  小学生 ¥1,500  幼児 ¥500 
（各ドリンクバー付き）

☎0234-77-3711
チケットのお買い求めは

11/24　～12/2511/24　～12/25期間 土 火
※要予約、前日の
　お昼12時まで

＋
ゆざ野菜
たっぷりの
あったか
スープ

クリスマス限定商品

サンタさんの中にチョコ入ってます

メープルが練り込まれてやさしい味です

サンタさん、リースなど7種類の
クリスマスパンが入ってます

サンタさんの中にチョコ入ってます

メープルが練り込まれてやさしい味です

サンタさん、リースなど7種類の
クリスマスパンが入ってます

★サンタパン……200円

★メープルリース…280円

★クリスマスバラエティセット…600円

★サンタパン……200円

★メープルリース…280円

★クリスマスバラエティセット…600円

ふらっとのふらっとのクリスマスランチセットクリスマスランチセット販売販売

☎71-7222
営業時間●8:30～18：00営業時間●8:30～18：00
※12～2月は8：30～17：30

（税込）700円700円

町内であれば配達します

【内容】・アボカドとプチプチエビのサンド
・ローストビーフサンド
・遊佐野菜のキッシュ ・チキン ・ロールケーキ　など

★デラックスバーガー…400円
超超Bigな牛肉のパティ、たまご、トマト、
ベーコンが入った食べごたえのある
バーガーです
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●
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●
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障がいに関する巡回相談のご案内
　12月3日㈪から12月9日㈰までは障害者週間です。この期
間に各地区まちづくりセンター等において、「障がいに関す
る巡回相談」を実施します。

　障がいがある方に関する生活相談、障がい福祉サービ
スに関わる相談等を、障がい者相談支援事業所と町の職
員等が受けますので、お気軽にご相談ください。事前に申
し込みいただければ、時間の指定も受付します。
※この日時に都合がつかない方もご相談ください。
●問・申込み／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

すてっぷ 遊びのひろば
　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／ 12月8日㈯　午前10時～午前11時30分
●場所／県立鳥海学園　＊参加費無料
●活動内容／リースを作って、クリスマスゲームをしよう！
●対象／発達が気になるお子さんと保護者の方
●申込締切／ 12月5日㈬
●問・申込み／県立鳥海学園

☎75－3334・FAX75－3872

西方裕之 ディナーショー西方裕之 ディナーショー
華み寿喜３周年を記念して「BS日本のうた」でおなじみの西方裕之がやってくる！
日頃のみなさまのご愛顧に感謝をこめたプレミアムショーにぜひ、お越しください！

障がい者を支援する事業所の
製品販売会のお知らせ

　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製
品を販売します。
●日時／ 11月22日㈭　午前11時～午後0時30分
●場所／遊佐町役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売するもの／

●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

障がい福祉サービス事業所
ゆうとぴい
NPO法人
わいわい・かんとりー
障がい福祉サービス
事業所いっぽ
社会福祉法人
親和会さごし
障がい福祉サービス事業所
たぶの木
障害者多機能型施設
ひまわり園

まだこいちゃ猫（布製置物）、
エコ箸（袋入）など
動物のカードホルダー、
はっぱの豆皿など
木工流木花台、
陶芸ペンダントなど
シューズキーパー、消臭剤
など
シフォンケーキ、コロッケ、
いもようかんなど
しょうゆクッキー、
ドーナツかりんとなど

耐震診断は地震対策の第一歩！
木造住宅耐震診断士派遣事業

　町民の皆様の地震対策を支援するために、木造住宅の
耐震診断に対し費用の一部を助成します。地震への対策
をするには、自らの地震リスクをあらかじめ知っておくことが
大切です。愛着のある我が家で安心して暮すために耐震
診断をおすすめします。
●対象住宅／次の要件を満たす町内の木造住宅
①昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て
②在来軸組構法で2階以下、床面積が500㎡以下
③延べ床面積の2分の1以上が自己居住用
●診断費用／個人負担6,000円
　※診断費用6万円のうち5万4千円を助成します。
●募集戸数／限定3戸※戸数に達し次第、受付終了
●問・申込み／地域生活課土木係　☎72－5883

参加事業所 販売する製品

12月3日㈪

12月4日㈫

12月5日㈬

12月6日㈭

12月7日㈮

蕨岡まちづくり
センター

遊佐町生涯学習
センター

稲川まちづくり
センター

西遊佐まちづくり
センター

高瀬まちづくり
センター

吹浦まちづくり
センター

午後1時～午後4時

午前9時～正午

午後1時～午後4時

午前9時～正午

午後1時～午後4時

午前9時～正午

期　日 場　所 時　間

☎＆FAX72-4187 ☎72-2053

お祝い食事会
◉還暦古希白寿（赤のちゃんちゃんこ・赤ずきん・赤座布団）
◉米寿（金茶のちゃんちゃんこ・ずきん・座布団）
　無料でお貸しいたします。
各種宴会、仕出し（法要等）、ご利用ください。
お赤飯もお作りしております。

2012年11/28 ㈬・29 ㈭2012年11/28 ㈬・29 ㈭
ランチショー 前売り券…5,000円

会食◉１２：００～　開演◉１２：４０
ディナーショー 前売り券…１０，０００円

会食◉１８：００～　開演◉１９：００

おかげさまで！ 華み寿喜３周年記念おかげさまで！ 華み寿喜３周年記念

NHK-BSプレミアム
「BS日本のうた」でおなじみ！！

NHK-BSプレミアム
「BS日本のうた」でおなじみ！！

★楽しい司会と漫談で
　盛り上げる「青空キュート」
★ものまね界のホープ、
　いずみ包のものまね
★笑顔はじける永嶋ミカのサック
ス＆クラリネット演奏もあるよ！
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気づくのは あなたと地域の心の目
11月は児童虐待防止推進月間です
　身体的虐待（殴る、蹴る）やネグレクト（食事を与えない、
自動車の中に放置する）、心理的虐待（言葉による脅し、
無視）などの児童虐待から子どもを守りましょう。
●子どもを虐待から守るために／
「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときには、た
めらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こすこと
が大変重要です。「あなた」からの児童相談所や町への
連絡が、子どもを守るための大きな一歩です。
●「虐待を受けたと思われる子ども」がいたときの連絡は／
「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときや、ご自
身が出産や子育てに悩んだときには、児童相談所や健
康福祉課子育て支援係に連絡、相談してください。
●問／児童相談所全国共通ダイヤル　☎0570－064－000

庄内児童相談所　☎0235－22－0790
健康福祉課子育て支援係　☎72－5897

ゆざ演劇研究会定期公演
父との夏

●日時／ 12月7日㈮、12月8日㈯
午後7時開演（午後6時30分開場）

●チケット／前売1,000円　当日1,200円（高校生以上）
●問・場所／遊佐町生涯学習センター　☎72－2236

第31回親子・第39回
少年卓球大会参加者募集

●日時／ 12月9日㈰　午前8時 開館　
午前9時 開会

●場所／遊佐町町民体育館2階
●種目／小学男女団体戦・個人戦

中学男女団体戦・個人戦
親子ダブルス（親又は保護者と小学生）

●参加料／無料
●問・申込み／ 12月7日㈮まで

町民体育館　☎72－5454

全部支給
一部支給

41,430円
41,420～9,780円

46,430円
46,420～14,780円

１人につき3,000円加算
１人につき3,000円加算

児童1人の時 児童2人の時 児童3人以上の時

こんな時、こんな手当があります。いずれも申請が必要です。
①～③は健康福祉課子育て支援係へ、④は福祉介護保険係においでください。

①児童手当

②児童扶養手当

③特別児童扶養手当

④障害児福祉手当
　（特別障害者手当）

◉対象／中学校修了前の子どもを育てている方
◉支給月額／❖ 0歳～ 3歳未満：15,000円（一律）

❖ 3歳～小学校修了前：10,000円（第3子以降は15,000円）
❖ 中学生：10,000円

※受給者の所得が限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円（一律）を
支給します。

◉対象／ひとり親家庭の父や母、または父母にかわってその児童を養育している方
◉支給月額／

　※子どもが18歳になった年度末まで支給されます。
　◇所得制限といくつかの支給要件があります。
◉対象／重度から中度の障がいを持った子どもを養育している方
◉支給月額／ 1級　50,400円　　2級　33,570円
　※子どもが20歳になる月まで支給されます。
◉対象／重度の障がいを重複して持ち、在宅で生活している方。

（20歳未満の方には障害児福祉手当が、20歳以上の方には特別障害者手
当が支給されます。）

◉支給月額／障害児福祉手当　14,280円　　特別障害者手当　26,260円
　◇所得制限といくつかの支給要件があります。

子 ど も の 福 祉

●問／健康福祉課子育て支援係　☎72－5897
福祉介護保険係　☎72－5884
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油の流出事故を防ぎましょう！
　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホームタ
ンクや事業所のタンクから、灯油などの油類の流出により、
河川などを汚染する事故が多発します。その原因の多くは、
作業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出し
た油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着マット等
の費用が必要となり、その費用は油を流した当事者が負担
する事になります。油の流出を防ぐため、一人ひとりが次の
ことに注意しましょう。
①その場を離れない、目を離さない
　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその場を離
れない。バルブの閉め忘れにも注意しましょう。
②定期点検を怠らない
　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点検
しましょう。
③こまめに除雪する
　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タンクの
周りの除雪をこまめに行い、除雪作業中に配管を破損し
ないように注意しましょう。
※油が流出してしまったら、119番へ通報ください
●問／消防署遊佐分署　　☎72－4100
　　　地域生活課環境係　☎72－5881

豚レバーの生食にご注意ください！
　豚レバーは、新鮮で衛生的に取り扱われたものであって
も、生で食べると食中毒を引き起こす危険があります。中
心部まで十分に加熱して食べましょう。
●問／県食品安全衛生課　☎023－630－2677

「世界エイズデー』に伴う
HIV特別検査のお知らせ

　毎年12月1日は『世界エイズデー』です。エイズ･HIVのま
ん延の防止、またエイズ感染者への偏見･差別の解消を
呼びかけています。
　現在、HIV感染者･エイズ発症者は、日本国内で１日に
約4件報告されるペースになっています。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、
HIV検査を受けていただきたいと思います。なお、通常検
査日は毎週火曜日午前9時30分～正午に行っています。こ
ちらも電話での予約が必要になります。
●日時／ 11月30日㈮　午後5時～午後8時
●場所／庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所）

2階 健康相談室
●その他／検査は匿名無料。電話での事前予約が必要
です。☎0235－66－4920（担当直通）検査後、約1時間で
結果をお知らせします。

毎年12月第1日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。
住民の力で森をきれいにしませんか？　皆さんぜひご参加ください。（※雨天決行）

森林整備ボランティア参加者募集森林整備ボランティア参加者募集森林整備ボランティア参加者募集森林整備ボランティア参加者募集

●日時／
　平成24年12月2日㈰

8時30分～ 11時30分
●作業内容／
森林内の下刈り、つる
切り、枝打ち、除伐
●持ち物／
　のこぎり、ナタなど
●集合場所／
（1）東北旭ダンボール㈱
　  東側の松林

（※地図参照）
（2）遊ぽっと野外ステージ
●問／産業課水産林業係

☎72－4521

374
374

7
林道上藤崎線

鳥海学園
一方通行

集合場所
実施箇所

東北旭
ダンボール

林道上藤崎線入口

道の駅
鳥海

富樫建具店富樫建具店
吹浦

国土交通省
鳥海運送

345

7

藤崎

林道上藤崎線の入口よりお入りください。道路
内は、一方通行となります。道なりに駐車となりま
す。※舗装されていないのでご注意ください。

※遊ぽっと内の駐車場
　をご利用ください。
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自衛官候補生（男子）・陸上自衛隊高等
工科学校生徒（男子）募集のお知らせ

①自衛官候補生募集
●応募資格／ 18歳以上27歳未満の男子
●試験日／ 12月15日㈯または12月16日㈰
②陸上自衛隊 高等工科学校生徒募集（推薦）
●応募資格／ 15歳以上17歳未満の男子
●試験日／平成25年1月12日㈯～

1月14日㈪の間の指定する１日
●申込み／①、②とも12月7日㈪まで、自衛隊酒田地域事
務所まで
●問／自衛隊酒田地域事務所　☎27－3532

山形庄内職業能力開発センター
金属技術科訓練生前期募集

●募集期間／ 11月19日㈪～12月7日㈮
●募集人員／ 8名程度　＊定員20名
●受験資格／中学校卒業以上
●募集訓練科／金属技術科
●経費／無料（ただし、教科書代等は自己負担）
●問／庄内職業能力開発センター　☎31－2700

鶴岡養護学校「わくわくバザー」
●日時／ 12月1日㈯　午前10時～午前11時
●場所／鶴岡養護学校　＊上履きを持参ください
●内容／生徒製作の製品バザー、保護者バザー
●問／鶴岡養護学校　☎0235－24－5995

山形県最低賃金  1時間 654円
●効力発生日／平成24年10月24日㈬
　この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用さ
れます。
●問／山形県労働局基準部賃金室　☎023－624－8224
　　　 庄内労働基準監督署　☎0235－22－0714

ミニ学習会「まなびあい」と
患者サロン開催について

　日本海総合病院　がん診療支援室では、がん患者さん
とそのご家族の方 と々ともに病気に関する知識を深めたいと
思い、ミニ学習会「まなびあい」と患者サロンを定期開催し
ています。
●期日／ 11月27日㈫
【ミニ学習会「まなびあい」と患者サロン】　
　午後2時～午後４時
「がんとの上手な付き合い方」
　講師　緩和ケア認定看護師
●場所／日本海総合病院 2階 がん診療支援室
●対象／がん患者さんとそのご家族
●問・申込み／日本海総合病院がん診療支援室

☎26－5282

　10月１日、教育委
員の辞令交付があり、
9月30日で退任された
委員長職務代理者
の石垣裕一氏の後
任として、石山幸子
氏が新たに選任され
ました。また、委員
長には渡邉宗谷氏が
再選されました。

職　名

委員長

委　員

委　員

委　員

委　員

氏　名

渡邉　宗谷

石川　茂稔（職務代理者）

髙橋　栄子（職務代理者）

石山　幸子

那須　栄一（教育長）

●日時／11月30日㈮　午前9時～11時
●場所／杉の子幼稚園ホール　＊参加無料
●対象／子育て中の方ならどなたでも（親子でどうぞ）
●内容／◎みんなでうたおう

◎ミニミニペープサート
◎あわてんぼうの
　サンタさんからのプレゼント

● 問 ／学校法人杉の子幼稚園　☎72－2345

すぎのっこ広場すぎのっこ広場杉の子幼稚園

山形県知事選挙立候補届出予定者
説明会等の開催について
　平成25年１月27日執行予定の山形県知事選挙の立候
補届出予定者説明会及び出納責任者事務説明会が次の
とおり開催されます。
●日時／ 12月13日㈭　午前10時から
●場所／県庁701会議室（山形市松波2－8－1）
なお、立候補届出受付については下記のとおりです。
●日時／平成25年１月10日㈭

午前8時30分から午後5時まで
●場所／県庁講堂（山形市松波2－8－1）
●問／山形県選挙管理委員会　☎023－630－2081

佐藤初女講演
「こころをかける子育て」ビデオ上映会
　今年の9月に行われ、大変好評だった佐藤初女さんの
講演会の様子を上映します。
●期日／ 12月7日㈮　午後1時30分～午後3時
●場所／児童家庭支援センターシオン
●問・申込み／児童家庭支援センターシオン

☎0235－68－5477

教育委員会  委員選任のお知らせ教育委員会  委員選任のお知らせ

（平成24年10月１日現在）敬称略

教 育 委 員 会
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東日本大震災で被災した皆様へ
　東日本大震災の影響により、住宅ローンなどのお借入れ
のご返済が困難となった個人の方は、「個人債務者の私
的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の
要件の下、債務の免除を受けることが出来ます。詳しくは
電話にてお気軽にご相談ください。
●問・相談先／個人版私的整理ガイドライン運営委員会
【コールセンター】　☎0120－380－883
＊受付時間　午前 9時～午後 5時

月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

住宅用太陽光発電設備
導入事業補助金申請受付中

　家庭用太陽光発電設備等の導
入の経費の一部を助成します。
（工事着工前に申請します）
＊国の住宅用太陽光発電導入支
援対策費補助金の交付を受ける
方、町の定住住宅建設支援金の
交付を受ける方も申込できます。
＊対象要件があります。
　詳しくは7月1日号もしくは町のホームページをご覧ください。
●問・受付窓口／地域生活課環境係　☎72－5881

～過重労働、賃金不払残業をなくしましょう～
11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です
　11月1日㈭から30日㈮まで、職場の労働時間に関する情
報を受け付けています。
詳しくは厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaig
n.htmlをご覧ください。
　過重労働による健康障害の防止や賃金不払残業の解
消には、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する
適切な対処が必要です。
●問／山形労働局　☎023－624－8222

暮らしからみんなで次のエネルギーを考える
～お母さん版エネルギー基本計画を見ながら～

講演会の開催
●日時／ 12月2日㈰　午前10時～午後0時30分　＊無料
●会場／鶴岡市第三学区コミュニティセンター大ホール
●講師／あざみ野ぶんぶんプロジェクト発起人　北原まど
か氏と、同プロジェクト代表　吉村友希氏
＊「あざみ野ぶんぶん」は「足もとからエネルギーシフトを」を
合言葉に毎月1回程度、横浜市あざみ野を中心に勉強会
を開催しているグループです。
●申込方法／ 11月27日まで電話でお申し込みください。

定員100名（先着順）
●問・申込み／庄内総合支庁環境課　

環境企画・自然環境担当　☎0235－66－4744

　国民年金保険料は所得税及び住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。（その年の
1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当しま
す。）この社会保険料控除を受けるためには、支払ったこ
とを証明する書類の添付が義務付けられていますので、
平成24年1月1日から10月1日までの間に国民年金保険料
を納付された方に、「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が日本年金機構から送付されています。年末
調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収書）
を添付してください。
　なお、10月2日から12月31日までの間に今年はじめて国
民年金保険料を納付された方には、来年の2月に送付さ
れます。
＊ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付
されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることがで
きますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。

～ 年末調整・確定申告まで大切に保管を！ ～～ 年末調整・確定申告まで大切に保管を！ ～
・・・・・ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されています ・・・・・

●証明書の問い合わせ／基礎年金番号を確認のうえ控
除専用ダイヤル
0570－070－117（ナビダイヤル）
（ＩＰ電話、ＰＨＳ電話は　03－6700－1130）
●受付期間／平成25年3月15日㈮まで
●受付時間／月曜日　午前8時30分～午後7時
火曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
月曜日が祝日の場合は火曜日の午後7時まで受付
第2土曜日　午前9時30分～午後４時
祝日、12月29日～1月3日は、ご利用いただけません。

＊ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場
合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただ
けます。ただし、携帯電話の場合は、通常の通話料
金がかかります。
＊ＩＰ電話、ＰＨＳ電話の番号におかけになる場合は、通
常の通話料金がかかります。
＊「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて
間違い電話になっているケースが発生していますので、
おかけ間違いにはご注意ください。
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平成24年度こころの健康づくり人材育成事業
ゲートキーパー研修会を開催します

　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、
必要な支援につなげて見守る人のことです。
●日時／
1回目：12月3日㈪　午後1時45分～ 3時45分
　山容病院　院長　小林和人 氏
　「自殺予防とゲートキーパーの役割」
2回目：12月25日㈫　午後1時15分～ 3時15分
　秋田大学准教授　佐々木久長氏
　「大切な人の悩みに気づき向き合う方法」
●場所／生涯学習センター2階会議室
●対象／どなたでも　＊参加費無料
●問・申込み／ 11月26日㈪まで
健康福祉課 健康支援係　☎72－4111・FAX72－4113

11月は「農業用使用済プラスチック
の適正処理強化月間」です

　ハウスや雨よけテント、マルチなど
に使用したビニールフィルムなどの使
用済み資材は排出する農業者が自ら
責任を持って処理することが法律で
義務付けられています。野焼き、不
法投棄は、処罰の対象となります。

JA庄内みどりで実施する集団回収を利用したり、産業廃
棄物処理業者に搬入するなどして、環境にやさしい農業を
推進しましょう。
●問／遊佐町農業用使用済プラ
スチック適正処理推進協議会　産
業課内　☎72－5882

　今年、4月から実施しています遊佐町住民健診も、残り
の日程が少なくなってきました。健診を申し込まれて、まだ
受診されていない方は、この機会にぜひ受診してください。
また、健診を申し込まれていない方は、事前に電話でご
連絡をいただければ受診することができます。ただし、
各健診とも受入可能人数に制限がありますので、お早め
に健康福祉課健康支援係までご連絡ださい。
　なお、受診にあたっては、右記の「受診時の注意！」を
ご確認ください。

◉酒田ドック健診（40歳以上の男女対象）
◉がんセット検診（40歳以上の男女対象）

◉特定健診（40歳以上の男女対象）
◉わかば健診（20歳～39歳の男女対象）
◉胃がん・大腸がん・肺がん検診

（40歳以上の男女対象）

◉子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
◉乳がん検診（30歳以上の女性）

❖酒田ドック健診・特定健診を受診される方
　遊佐町国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康
保険加入者の扶養となっている方は、事業所又は医療
保険者（保険証発行元）が発行する受診券がないと、
基本的な検査（身体計測・血液検査等）が受診できませ
ん。受診券を持っていない場合は、事業所・医療保険
者に連絡し、発行の手続きをしてください。
※がん検診は加入している健康保険の有無にかかわら
ず受診できます。
❖医療機関で受ける特定健診について
　遊佐町国民健康保険加入の40歳～74歳の方は、町
が契約する医療機関でも受診することができます。受診
できる期間は、平成24年12月28日までです。詳細につい
ては、健康福祉課健康支援係にお問い合わせください。
❖子宮頸がん検診・乳がん検診を受診される方
　子宮頸がん・乳がん検診は、町の検診として、町が
契約する医療機関でも受診することができます。上記の
日程で受診できない方は、平成25年2月28日まで受診し
てください。受診できる医療機関については、健康福祉
課健康支援係までご連絡ください。
❖健診票等を紛失された方
　事前に送られていた健診票や検査容器を紛失された方
は、再発行しますので、健康支援係までご連絡ください。
❖町の助成回数について
　平成24年4月から平成25年3月までの1年間で、町が
健診（検診）費用を助成する回数は、一つの健診（検
診）につき年1回です。2回目からは全額自己負担となりま
すのでご注意ください。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

日　　程
11月20日㈫ 【男性のみ受診可能】
12月1日㈯ 【女性のみ受診可能】
12月6日㈭ 【男女とも受診可能】

健診会場

庄内検診
センター
（酒田市）

受付時間

午前８時３０分
～９時

日　　程
11月25日㈰
12月7日㈮

健診会場
町民体育館
町民体育館

受付時間

午前7時～９時30分

日　　程

11月30日㈮

健診会場
庄内検診センター
（酒田市）

受付時間

午後0時～0時30分

平成24年度 遊佐町住民健診  最終日程のお知らせ

今 後 の 日 程

受 診 時 の 注 意！
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職　種 採用人数 受験資格等（すべてを満たすこと）

○10月6日㈯　2012ＪＡ全農杯チビリンピック小学生サッカー大会山形県酒田地区予選会
第１位　遊佐サッカースポ少

○10月7日㈰　山形県少年少女スポーツ交流大会
ミニバスケットボール　男子　第2位　あすなろフェニックス

女子　第3位　遊佐ミニバスケットボールスポ少
剣道　Ｂブロック　第１位　遊佐剣道スポ少
少女の部　Aブロック　第2位　西遊佐剣道スポ少
野球　第3位　遊佐野球スポ少

○10月7日㈰　第14回遊佐町社会人ソフトボール大会（第18回協会杯大会）
第1位　五日町（遊佐地区）　第2位　西浜（吹浦地区）　
第3位　十里塚（稲川地区）、下当（高瀬地区）

○10月7日㈰　遊佐町ロードレース大会　＊すべて第1位
小学校5年以下（1.2km）　男子　富樫　慧士（吹浦小）
　　　　　　　　　　　女子　松田　　倫（遊佐小）
小学校6年（1.2km）　　　男子　高橋虎太郎（遊佐小）
　　　　　　　　　　　女子　小野寺　紗希（遊佐小）
中学校1年（3km） 男子　池田　　晟　（2km）女子　高橋　栞南
中学校2、3年（3km）男子　佐藤　　巧　（2km）女子　佐藤　芽吹
一般男子（7km）菅原　　翼　　一般女子（2ｋｍ）　高橋　久美
壮年（40才以上）男子（2km）　安達　智明

○10月13日㈯・14日㈰
　酒田シーサイドライオンズクラブ旗争奪スポーツ少年団サッカー大会
第3位　遊佐サッカースポ少

○10月14日㈰　全国小学生ソフトテニス県予選大会
第3位　尾形里菜（高瀬小）

○10月20日㈯　第7回鳥海あくみカップミニバスケットボール交歓大会
男子　第2位　 あすなろフェニックス
女子　優勝　　遊佐ミニバスケットボールスポ少

○10月21日㈰　第46回荘内剣道錬成大会
小学校団体　第1位　遊佐剣道スポ少

○10月28日㈰　第22回温海カップミニバスケットボール交歓大会
男子　優秀選手賞　三浦　勇人（稲川小5年 あすなろフェニックス）
女子　第3位 遊佐ミニバスケットボールスポ少 優秀選手賞 小野寺紗希

がんばった人にマル

看 護 師

薬 剤 師

作業療法士

臨 床
工 学 技 士

事 務 職

５名程度

若 干 名

若 干 名

若 干 名

若 干 名

①昭和４８年４月２日以降に生まれた者
②看護師(婦)免許を有する者（在学中の者に限り、平成
２５年５月末までに当該免許を取得する見込みの者）

①昭和４８年４月２日以降に生まれた者
②薬剤師免許を有する者

①昭和５３年４月２日以降に生まれた者
②作業療法士免許を有する者（在学中の者に限り、平成
２５年５月末までに当該免許を取得する見込みの者）

①昭和４８年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた者
②平成２４年１１月１日現在、山形県外に住所のある者
③臨床工学技士の職務経験を通算して５年以上（平
成２５年３月末までの見込みを含む）有する者

①昭和４３年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた者
②平成２４年１１月１日現在、山形県外に住所がある者
または平成２４年１１月１日現在、山形県内に住所が
あるが、県内の医療機関に勤務していない者
③病院事務※の職務経験を通算して５年以上（平成２
５年３月末までの見込みを含む）有する者

日本海総合病院 平成２５年４月採用試験（追加募集）
●職種、採用人数及び受験資格等／

※病院事務とは、医事業務、物品購入契約業務、総務業務、法務業務、
給与・労務関係業務、施設管理業務、経営企画業務、情報システム管
理、経理・決算・会計業務等をいう。
●採用試験関係日程／
①受付期間／ 11月12日㈪～30日㈮

午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）
②試験日及び会場／ 12月8日㈯　日本海総合病院
③試験科目／
看護師、薬剤師及び作業療法士・・・教養試験、個別面接
臨床工学技士及び事務職・・・小論文、個別面接
④受験手続／受験申込書を地方独立行政法人山形県・酒田市病院
機構　法人管理部まで郵送または持参。受験申込書は同部にあります。
また、病院HP（http://www.nihonkai-hos）からもダウンロードできます。
⑤合格発表／ 12月下旬　●問／日本海総合病院　☎26－2001

入札結果　10月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎地域生活課
●平成24年度　遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託（その２）
期　間　Ｈ２４／9／28～Ｈ２5／2／28　契約金額　11,760,000円
契約者　有限会社安野測量事務所
［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社新光コン
サルタント庄内事務所、新和設計株式会社庄内営業所、株式会社大和
エンジニア、株式会社出羽測量設計
●平成24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（その１）
期　間　Ｈ２４／9／28～Ｈ２5／1／31　契約金額　14,070,000円
契約者　東北電機鉄工株式会社
［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、株式会社メカニック、山形空調株式会社酒田支店
●平成24年度　大楯浄水場電気計装設備更新工事
期　間　Ｈ２４／10／10～Ｈ２5／3／15　契約金額　38,850,000円
契約者　山形富士電機株式会社
［その他の入札参加者］三和メイテック株式会社酒田営業所、美和電気
工業株式会社山形営業所、メタウォーター株式会社東北営業部、山形三
菱電気機器販売株式会社
●平成24年度　遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第2工区）
期　間　Ｈ２４／10／23～Ｈ２5／3／25　契約金額　13,986,000円
契約者　株式会社斎藤工業
［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、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
●白木地内道路改良工事に伴う用地測量業務委託
期　間　Ｈ２４／11／1～Ｈ２5／1／31　契約金額　1,680,000円
契約者　有限会社安野測量事務所
［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、株式会社出羽測量設計
◎総務課
●平成24年度　消防団員安全装備品整備事業
期　間　Ｈ２４／10／3～Ｈ２4／11／30　契約金額　1,971,900円
契約者　株式会社日本海防災
［その他の入札参加者］株式会社セフティ両羽、有限会社本間商会、ミド
リ安全山形株式会社庄内営業所
●平成24年度　開畑集落防火水槽整備工事
期　間　Ｈ２４／10／29～Ｈ２4／12／27　契約金額　1,942,500円
契約者　有限会社一道建設
［その他の入札参加者］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、金子建業株式会社
●平成24年度　太陽光発電街路灯設置工事
期　間　Ｈ２４／10／31～Ｈ２5／1／31　契約金額　10,065,300円
契約者　有限会社遊佐電気工事
［その他の入札参加者］環清工業株式会社、荘内電気設備株式会社
◎健康福祉課
●遊佐町子どもセンター（仮称）建設に伴う地形測量等業務及び
　敷地造成等詳細設計業務委託
期　間　Ｈ２４／10／11～Ｈ２4／12／25　契約金額　4,935,000円
契約者　株式会社大和エンジニア
［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式会社庄内測量
設計舎、株式会社出羽測量設計、有限会社安野測量事務所
◎教育課
●生涯学習センター町民ホール音響設備更新工事
期　間　Ｈ２４／8／28～Ｈ２4／10／5　契約金額　2,730,000円
契約者　株式会社ボイス
［その他の入札参加者］株式会社三立酒田営業所、山形パナソニック株式会社
●蕨岡小学校外構整備工事
期　間　Ｈ２４／10／3～Ｈ２4／11／30　契約金額　1,995,000円
契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者］有限会社一道建設、金子建業株式会社、有限
会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●遊佐小学校スチームコンベクションオーブン
期　間　Ｈ２４／10／29～Ｈ２4／11／30　契約金額　1,837,500円
契約者　佐藤工業所
［その他の入札参加者］せんじん商事株式会社、タニコー株式会社酒田
営業所、ホシザキ東北株式会社酒田営業所

●日時／ 11月25日㈰　午前10時～午前11時30分
●場所／日本海総合病院エントランスホール
●対象／ストーマを保有している方とそのご家族
●内容／医師による講義と茶話会、装具メーカーによる展示
専門の医師・看護師も参加しますので、皆さまの困ったこと
等の相談もできます　＊参加費無料
●問／日本海総合病院　☎26－2001

ストマ患者と家族の会ストマ患者と家族の会
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