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旧青山本邸休館のおしらせ
　旧青山本邸では、平成25年秋公開予定の映画「おし
ん」のロケを行うため、下記の期間を臨時休館といたします。
ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力のほどお願いいたし
ます。開館後は青山家のお雛様展を開催しますので、楽
しみにお待ちください。
●休館期間／ 2月18日㈪～ 3月5日㈫
●問 ／教育委員会文化係　☎72－5892

　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。
●日時／ 3月3日㈰　午前10時～午前10時30分
　　　　※休館期間中ですが、防災訓練は実施します。
● 問 ／旧青山本邸　☎75－3145
　　　 教育委員会文化係　☎72－5892

稲川まちづくりセンター
設計プロポーザル

公開審査会開催のお知らせ
　稲川まちづくりセンターの設計事業者
の選定にあたり、審査委員会による審
査を公開で行います。
●日時／ 3月2日㈯　午後 1時～
●会場／稲川まちづくりセンター　講堂
　　　　※公平な審査を行うため、会

場では係員の指示に従ってくださいますようお
願いします。

●問 ／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

ゆざベテランズ・カレッジ閉講式
　イスに座ってできる、簡単な筋ト
レ体操を学びます。運動が不足が
ちな冬を楽しく筋トレで過ごしましょ
う。どなたでも参加できます。ぜひ、
ご参加ください。
●日時／ 2月26日㈫
　　　　午後 1時 30 分～
●場所／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》「家庭でできる～簡単！ 筋トレ体操～」
　　　　講師：庄内余目病院
　　　　　　　健康運動指導士　島谷 一成　氏
●問 ／生涯学習センター　☎72－2236

旧青山本邸 防災訓練のお知らせ旧青山本邸 防災訓練のお知らせ

☎0234（77）3711
山形県遊佐町吹浦字西浜2-76

ご予約は
今すぐ！

◎宿泊希望のお客様は朝食付き、お一人様5,150円でご案
内いたします。（休前日は1,000円増となります）◎飲み放
題コースは10名様からのご予約をお願いいたします。◎カ
ラオケ使用の場合通常価格の半額以下2,500円でご提供い
たします。◎日帰り入浴の場合、入湯税100円頂戴いたしま
す。◎送迎が必要なお客様は、ご予約時にご相談ください。

・エビアボガドサンド
・フィッシュサンド
・デラックスバーガー
・ローストビーフクロワッサン

※日帰りのプランです※お食事・個
室休憩・ご入浴付です。※利用時間
9：30～16：30（宴会場は10：00～
15：00）※タオル・フェイスタオルが
つきます。送迎ご相談くださいませ。

どちらかお好きな
コースを選べます。 5,000円5,000円

☎71-7222
《冬期営業時間》8:30～17：30（産直9:00～17：00）
《3月より》8:30～18：00（産直9:00～17：30）

（箱代70円）

（箱代120円）
卒業、入学等に御利用下さい。

歓送迎会プラン歓送迎会プラン 3月1日㈮～
 4月26日㈮

平成25年3月1日～3月30日

飲み放題コース♪飲み放題コース♪
男性におすすめプラン男性におすすめプラン

3/13はサンドイッチの日3/13はサンドイッチの日

●期間限定プラン●●期間限定プラン●

満腹コース♥満腹コース♥

2時間 飲み放題付き2時間 飲み放題付き

お料理充実コースお料理充実コース

（税込）
お一人様

2,980円2,980円（税込）お一人様

女性におすすめプラン女性におすすめプラン

平成
25年

ひな まつ り

プ ラン

600円600円

200円200円
500円500円

大好評!!　大好評!!　おひな様
　　   セット販売
おひな様
　　   セット販売 〈期間〉3/13㈬～3/17㈰

ほっほの

サンドイッチフェアー
ほっほの

サンドイッチフェアー

超人気！

米粉使用で、もっちもち！
米～ちゃんの焼き印入りでカワイイ

米粉使用で、もっちもち！
米～ちゃんの焼き印入りでカワイイ

2コ
5コ

米～ちゃん紅白まんじゅう米～ちゃん紅白まんじゅう
〈販売期間〉3月3日まで
〈要予約〉前日のお昼12時まで
〈販売期間〉3月3日まで
〈要予約〉前日のお昼12時まで

※町内であれば配達可能ですのでご相談ください。

3/9㈯～
　4/7㈰ 春の彩りランチ販売！ 600円

いろど



町税等納期のお知らせ
　2月28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
のないようご確認ください。
●納期／ 2月28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
●問 ／町民課納税係　☎72－5411

3月1日㈮～3月8日㈮は
「子ども予防接種週間」です

　予防接種は、病気に対する抵抗力（免疫）をつけ、感
染症にかからないように、また、他の人に移さないためのも
のです。予防接種に対する関心を高め、接種率の向上を
図るために「子ども予防接種週間」が設定されています。こ
の期間、協力医療機関では様 な々予防接種の相談に応じ
ます。今年度は平成20年度から中学校1年生と高校3年生
を対象に、5年間実施してきた麻しん風しん予防接種の終
了年度となります。該当する方でまだ接種されていない方
は、早めの接種をお勧めします。また、就学や入園を控え
て、受け忘れの予防接種がありましたら、この機会に受け
ましょう。平成23年2月から国・県の助成をうけて実施して
いる子宮頸がん予防ワクチンやヒブ、小児用肺炎球菌の
任意予防接種は、現在定期接種に向
けて検討されています。接種途中の方
は接種間隔を守って、効果的な接種に
心がけてください。
　なお、診療時間等は、かかりつけ医
にお問い合わせください。
●問 ／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　　　住所：遊佐字京田３８
「グリーンストアさんの北隣りです」

税金のこと何でもご相談ください！！

後藤義克税理士事務所
TEL＆FAX／72-2675　＊要予約

　昨年12月に税理士事務所を開
業しました。所得税・消費税・相続税
など税に関するご相談はお気軽に！

遊佐町バトミントン大会
●日時／ 3月3日㈰　午前 9時開会
●場所／遊佐町民体育館
●種目／①少年男子シングルス（小・中学生の部）
　　　　②少年女子シングルス（小・中学生の部）
　　　　③一般男子シングルス　④一般女子シングルス
●参加資格／遊佐町に居住または勤務する方
●参加料／無料
●参加方法／ 2月28日㈭まで申込用紙に記入の上、
　　　　　　 町民体育館に提出してください。
●問 ／町民体育館　☎72－5454

庄内保健所
「アルコールと健康を考える集い」
　「百薬の長」と言われるお酒ですが、時にこころや体に
悪い影響を与えることがあります。お酒と健康について、一
緒に考え、理解を深めてみませんか？
●日時／ 3月15日㈮　午後 2時 30 分～午後 4時 30 分
●場所／庄内総合支庁 3階 32 号会議室
●内容／「アルコールとこころの健康」①話題提供　山容

病院　看護師阿蘇晋氏　鶴岡田川断酒新生
会会員　庄内保健所所長　松田徹②参加者
との意見交換

●申込方法／電話またはFAXで3月6日㈬まで申込みください。
●問・申込先／庄内保健所地域保健福祉課
　　　　　　　精神保健福祉担当
　　　　　　　☎0235－66－4931　FAX0235－66－4053

鳥海山スノートレッキング
●日時／ 3月23日㈯　午前 8時～午後 3時
●場所／「さんゆう」集合
●参加料／ 2,000 円
●内容／ガイドの案内のもと、ブナ林をトレッキング
　　　　（雪山を2時間以上登る予定です）
●参加条件／適切な装備が出来る方、トレッキングに自信の
　　　　　　 ある方
＊その他：雪の状況により変更する場合があります。
●申込締切／ 3月15日㈮
●問・申込み／遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

自動車の検査・登録手続きは
お早めに！

　年度末は窓口が大変混み合います。自動車の継続検
査（車検）や、名義変更、抹消等の登録手続きをお早
めにお済ませください。登録手続きに必要な書類等の案内
は、山形運輸支局のホームページのご利用が便利です。
（書式も取り出せます）
●ホームページアドレス／
　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/yg-index.htm
　又は山形運輸支局で検索
●問・手続き案内／庄内自動車検査登録事務所
　　　　　　　　  ☎050－5540－2014
＊案内時間 開庁日の午前 8時 30 分～午後 5時　
＊自動音声は24 時間対応
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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。　●問／町民係　☎72ｰ5885



平成25年度男女共同参画週間
キャッチフレーズ募集

　内閣府では、男女共同参画で日本
が元気になることが伝わるようなキャッチ
フレーズを募集します。
●応募資格／どなたでも
　　　　　　＊ただし個人の作品で
　　　　　　　未発表のもの
●応募方法／キャッチフレーズ募集ページに記載の「応募

フォーム」に、キャッチフレーズ（1通につき1
作品）住所・氏名・年齢・性別・電話番
号等を記入のうえ応募ください。
http://www.gender.go.jp/week/week.html

●応募締切／ 2月28日㈭まで必着
●発表／ 4月中旬に入賞者に通知します
●表彰／最優秀賞及び優秀賞を決定　＊記念品を贈呈
●問 ／内閣府男女共同参画局総務課
　　　 ☎03－3581－2022

　町では、滞納者から差し押さえた財産を滞納税額に充てるために、Yahoo! Japan が提供する公売システムを利用し、
インターネット公売を実施致します。

●参加申込期間／ 2月13日㈬ 午後 1時～ 2月26日㈫ 午後 11 時
●入札期間／ 3月 5日㈫  午後 1時～ 3月 7日㈭ 午後 11 時
●出品物確認／参加申込期間中に納税係に電話を頂ければ、遊佐町役場にて出品物の現物確認が行えます。
　　　　　　　出品は上記 2点を予定しております。
　参加申込期間に参加申込手続きを行わない場合、入札には参加できませんのでご注意ください。入札に参加する場
合は、遊佐町ホームページ掲載の『インターネット公売ガイドライン』、Yahoo! Japan 官公庁オークションホームページ内
の『参加条件と必要な手続き』を確認の上、所定の手続きを行ってください。
●問 ／町民課納税係　☎72－5411

女性のなんでも相談所開設のご案内
　ひとりで悩まないで、まずはおいでください
●日時／ 3月2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、相隣間のも
めごと、震災に伴う人権問題など　※相談
内容は厳守されます。

●問 ／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田支局
　　 　☎25－2221

「女性の人権ホットライン
（女性専用電話相談窓口）」

●電話番号／ 0570－070－810　
●時間／月～金　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
＊土・日・祝祭日・相談時間以外は留守電になります。

公売品1 公売品2競技用 モトクロスバイク 50㏄ バイク ヤマハ キュート

平成24年度 第3回 
インターネット公売の実施について
平成24年度 第3回 
インターネット公売の実施について
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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。　●問／町民係　☎72ｰ5885



ポリテクセンター山形
離職者に対する職業訓練4月生募集
●訓練科名／・テクニカルメタルワーク科（各種溶接作業
　　　　　　　等に関する職業訓練）
　　　　　　・住宅リフォーム技術科（住宅リフォーム技
　　　　　　　術等に関する職業訓練）
●訓練期間／ 4月2日㈫～ 9月30日㈪
●受講対象者／ハローワークに求職登録している方
●定員／テクニカルメタルワーク科 17 名
　　　　住宅リフォーム技術科 18 名
●受講料／無料（ただし、テキスト代などは自己負担）
●応募締切／ 2月28日㈭
●選考日／ 3月7日㈭
●問 ・実施場所／ポリテクセンター山形　☎023－686－2016

「ワークチャンス2013酒田・春」
就職面接会

●日時／ 2月21日㈭　
　　　　午後 1時～午後 3時 30 分（受付正午～）
●会場／酒田勤労者福祉センター（アトラーム酒田）
　　　　 3 階・2階　酒田市緑町 19－10
●対象者／一般求職者、平成 25 年 3月卒業予定者（大

学等・高校）※事前申込みの必要はありませ
ん。当日会場にお越しください。

●参加企業／ 30 社程度を予定
●内容／参加企業別ブースでの自由面談
●問 ／ハローワーク酒田　☎27－3111　FAX27－3582

文翔館企画展
赤れんがの建物たち～東日本編～

　今、話題の東京駅など重要文化財に指定されている赤
れんがのつくりを紹介します。
●会期／ 3月7日㈭まで　＊休館日2月18日㈪、3月4日㈪
●時間／午前 9時～午後 4時 30 分
●会場／文翔館 3階ギャラリー（山形市）
●入館料・入場料／無料
●問 ／山形県郷土館文翔館　☎023－635－5500

シルバー110番！ひとりで悩んでいませんか？
一般相談（電話・来所等）

●日時／毎週月曜日～金曜日　午前 9時～午後 5時
●相談内容／高齢者の心配ごと、日常生活のいろいろな
　　　　　　 こと、専門相談（要予約）
●日時／午後 1時 30 分～午後 4時

法律相談（弁護士）　月曜日
税金相談（税理士）　偶数月第 1水曜日
認知症相談（社会福祉士・精神保健福祉士・
介護福祉士等）　火・金曜日

●問・相談先／山形県高齢者総合相談センター
　　　　　　　〒990－0021 山形市小白川町 2丁目3番 30 号
　　　　　　　☎023－622－6511

金峰”森のボランティア”
「金峰倶楽部」会員募集

　金峰少年自然の家では、自然の家エリア
内の森林の手入れや野外活動施設の整備
をお手伝いしてくださる金峰” 森のボランティ
ア”「金峰倶楽部」の会員を募集しています。
●募集期間／活動期間中随時
●対象／高校生以上
●活動場所／金峰自然少年の家とその周辺
●活動内容／雑木林の間伐と下草刈り、雪割草群落等

の下草刈り、活動コースの補修、お楽しみ
会（ナメコの収穫）

＊その他、利用者の野外活動のために必要な事項
●活動期間等／ 4月から11月までの月1回
　　　　　　　 日曜日に活動　＊8月は休み
●会費／ 1人　年 1,500 円
　＊活動時の昼食代は実費負担
●問・申込み／電話または FAX で氏名、住所、電話

番号をお知らせください。
山形県金峰少年自然の家
☎0235－24－2400　FAX0235－25－5900

酒田地区日中友好協会
「初心者向け“お試し中国語講座”」と
全講座（４コース）説明会」開催について
●期日／ 3月8日㈮　午後 7時～午後 9時
●会場／酒田市総合文化センター409 教室
●参加料／無料
●日程／①第１部、初心者向け「お試し講座」、午後 6

時 40 分（受付）、午後 7時（開講）②第２部、
４コースの「全講座説明会」、午後 7時 40 分（受
付）、午後 8時（開始）③質問・相談会は「説
明会」終了後、午後 8時 30 分より（流れ解散）

●問 ／酒田地区日中友好協会 事務局
　　　 山形新聞庄内総支社内 酒田市山居町 1－5－21
　　　☎23－5105　FAX23－5104

放送大学 4月入学生募集放送大学 4月入学生募集
　放送大学は BS デジタル放送をとおして学ぶ通信制
大学です。1 科目からでも学ぶことができ、入学試験
はありません。働きながら大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様 な々目的で幅広い世代、職業の方が
学んでいます。経済・歴史・文学・科学など幅広い
分野を学べます。詳細はお問い合わせください。
●出願期限／ 2月28日㈭まで
●問 ／放送大学山形学習センター　☎023－646－8836

（4）
お し ら せ 号



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／ 3月9日㈯　午前 10 時～午前 11 時 30 分
●場所／県立鳥海学園
●活動内容／おひなさまを作って、風船遊び♪　　　　
●対象／発達が気になるお子さんと保護者の方
●参加費／無料
●申込締切／ 3月6日㈬
●問 ・申込み／県立鳥海学園　☎75－3334・FAX75－3872

「ふれあい看護体験」参加者募集
●期日／ 5月12日㈰～ 18日㈯の施設実施日
●体験施設／県内病院、福祉施設等
●対象／一般市民
●応募方法／①高校生は学校を通じて申込む（各高校に

通知文送付）②高校生以外の方は住所（郵
便番号）、氏名、性別、年齢、職業又は
学校名、日中連絡の取れる電話番号、施
設名（第 3 希望まで）、白衣のサイズ
（SML）を明記し、はがきで申込む。

●申込締切／ 2月22日㈮まで
●その他／施設ごとの定員により体験施設を調整させてい
　　　　　ただくことがりありますのでご了承ください。
●問 ／山形県看護協会　☎023－685－8033

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
ご家族の方 と々病気に関する知識を深める、ミニ学習会と
患者サロンを定期開催しています。
●期日／ 2月26日㈫
【患者サロン】
●時間／午後 2時～午後 3時
【ミニ学習会「まなびあい」がんよろず相談】
●時間／午後 3時～午後 4時　講師 外科医師
●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
●参加費／無料
●問 ･申込み／日本海総合病院がん診療支援室　☎26－5282

「多重債務相談窓口」のご案内
　お気軽にご相談ください。お困りの方まずはお電話をくだ
さい。相談は秘密厳守・無料です。
●相談専用電話／☎023－641－5201
●場所／山形市緑町 2－15－3（山形工業高校東側）
　　　　山形財務事務所１階　
●受付／月～金（祝日・年末年始除く）
　　　　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

鶴岡南高等学校
通信制の課程生徒募集

　学科は普通科で、学習は月に約 2 回の登校授業と自宅
学習で進めます。高校在学経験者は、在学中の修得単
位を本校卒業に必要な単位に含めることが可能です。
●願書受付期間／ 3月1日㈮～ 3月22日㈮　午後 4時
●募集定員／普通科　80 人
●修業年限／ 3年以上
●選考方法／書類選考（学力検査はありません）
●問 ／山形県立鶴岡南高等学校通信制の課程教務課
　　　 ☎0235－22－2673

山形県臨床心理士会講演会
しなやかで豊かなこころをつくる

新しいアプローチ 「マインドフルネス」を学ぶ
●日時／ 3月3日㈰　午前 10 時～午後 12 時半
●場所／なの花ホール（三川町いろり火の里文化館）
●対象／県内の医療・福祉など関係機関の専門職員、
　　　　関心をお持ちの県内在住の方　＊費用無料
●定員／ 100 名  ＊定員になり次第締切、当日参加不可。 
●講師／ヒューマンウェルネスインスティテュートCEO、
　　　　心理学博士 石井朝子氏
●申込締切／ 2月20日㈬
●問 ・申込み／山形県臨床心理士会　住所・氏名・所

属・連絡先電話番号を明記の上メール：
maindfulness0303@gmail.com
またはFAX050－3730－7696

税理士記念日「無料税務相談会」
●日時／ 2月22日㈮・23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
●問・申込み／東北税理士会酒田支部広報係　☎22－3638

司法書士無料法律相談会
●日時／ 2月27日㈬　午後 5時～午後 7時　＊要予約
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人
　　　　　　の登記、債務整理、成年後見等
●会場／酒田勤労者福祉センター（酒田市緑町）
●問 ／山形県司法書士会酒田支部　高橋☎43－4000

（5）
お し ら せ 号



がんばった人にマル

入札結果　1月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

　人事院では、国家公務員採用総合職試験（院卒者
試験・大卒程度試験）及び一般職試験（大卒程度試験）
を実施します。
【総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）】
インターネット申込受付期間：4月1日㈪午前9時～4月8日㈪
受信有効（インターネットによる申し込みができない環境に
ある場合は、3月11日㈪から3月29日㈮まで＊土日祝日を除
く午前9時～午後5時に下記問合せ先にお問い合わせく
ださい。）第1次試験は4月28日㈰に行います。
【一般職試験（大卒程度）】
インターネット申込受付期間：4月9日㈫午前9時～4月18日㈭
受信有効（インターネットによる申し込みができない環境に
ある場合は、3月21日㈭～4月8日㈪まで＊土日を除く午前9
時～午後5時に下記問合せ先にお問い合わせください。）、
第1次試験は6月16日㈰に行います。
　なお、申込方法や受験資格等の詳しい内容については、
人事院ホームページ又は下記にお問い合わせください。
●問 ／人事院東北事務局　第二課　試験係
　　　☎（022）221－2022
　　　人事院ホームページ
　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm]

国家公務員採用試験のお知らせ国家公務員採用試験のお知らせ

○1月12日㈯
　第12回全国小学生ソフトテニス大会　山形県最終予選会
女子の部　第3位　尾形里菜（高瀬小）　＊全国大会出場
○1月13日㈰　第10回イーハトーブ花巻剣道大会
団体　敢闘賞　遊佐剣道スポ少A
○1月14日（月・祝）　第33回遊佐町新春バスケットボール大会
小学校の部　女子　第１位　遊佐ミニバスケットボールスポ少
○1月19日㈯
　さくらんぼ東根第23回大富剣道旗争奪東北地区大会
団体　第２位　神子免館道場
○1月26日㈯　羽黒スキー競技大会　大回転　
小学生女子の部　第２位　狩野　まとい
小学生男子の部　第６位　榊原　和
中学生男子の部　第４位　狩野　大樹
○1月26日㈯　鳥海Fリーグ第6回少年フットサル大会
U-10の部　第2位　遊佐サッカースポ少A
　　　　　 第3位　遊佐サッカースポ少B
U-12の部　第3位　遊佐サッカースポ少A

○1月27日㈰　遊佐町剣道大会　＊第1位のみ掲載
小学校団体の部　遊佐剣道スポ少A
中学校団体の部　遊佐中Ｂ
一般の部　　　　西遊佐剣友会
小学校個人
　６年生男子の部　　　白崎　桃汰（遊佐剣道スポ少）
　５年生男子の部　　　齋藤　瑞貴（蕨岡剣道スポ少）
　４年生以下男子の部　髙橋　亨修（遊佐剣道スポ少）
　６年生女子の部　　　阿部　琴乃（遊佐剣道スポ少）
　５年生女子の部　　   菅原　萌（西遊佐剣道スポ少）
　４年生以下女子の部　池田　鈴（遊佐剣道スポ少）
　中学校男子の部　　　桜井　海拓
　中学校女子の部　　　阿部　羽奏
○2月3日㈰　第35回少年少女総合卓球大会
　＊選手はすべて遊佐卓球スポ少
　個人戦
　ホープス　女子　第１位　森　紺碧
　　　　　　　　　第２位　小泉　りょう
　　　　　　　　　第３位　斉藤　真梨恵
　カブ　　　男子　第１位　石垣　道真
※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。

　広報ゆざでは、1日号と15日号の平成24年度年間契
約（H24.4.15号～H25.4.1号）での広告の申込みを募集し
ております。遊佐町にある事業所、営業所、商店、団
体で希望される方は3月15日㈮まで企画課企画係まで申
込みください。掲載できる内容・掲載料金・申込方法など、
詳細は企画係までお問合せください。
●問 ／企画課企画係　☎72－4523

　雪による事故被害の原因でもっとも多いのは、自宅など建
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、雪下ろしは安全に！

◆雪下ろしの「８の重要ポイント」◆
　①屋根の雪のゆるみに注意
　②安全な服装で！ヘルメットをかぶりましょう！
　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
　⑥２人以上で作業
　⑦無理な作業はやめましょう
　⑧足場はいつも固定
●問 ／山形県企画振興部市町村課　☎023－630－2234

年間契約での広告募集年間契約での広告募集

雪害事故を防止しましょう雪害事故を防止しましょう
県からのお知らせ県からのお知らせ

◎健康福祉課
●平成24年度遊佐町子どもセンター（仮称）建設に伴う敷地造成工事
　期　間  Ｈ２５／１／１７～Ｈ２５／３／２9　契約金額　11,392,500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
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