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４月１日～４月３０日デマンドタクシー
おとくな回数券を販売します。「11枚→13枚」
　日頃のご愛顧に感謝し、回数券を11枚から13枚に増や
して販売します。
　期間は平成25年4月1日から平成25年4月30日までです。
ただし、この期間に販売した回数券の有効期限は平成25
年8月30日までとさせていただきます。皆さまのご利用をお待
ちしています。
●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　デマンドタクシー車内
●問 ／産業課商工振興係　☎72－4522

●投票総数……………8,552票
●有効投票……………8,485票
●無効投票……………… 67票
●任期：平成25年3月19日～平成29年3月18日

吹浦まちづくりセンター（防災センター）
設計プロポーザル審査会の公開について
　吹浦まちづくりセンター（防災セン
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23日㈯　午後1時30分～
●会場／吹浦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 ／総務課危機管理係　☎72－5895

遊 佐 町 長 選 挙 結 果遊 佐 町 長 選 挙 結 果
時田 博機 氏当 選当 選
齋藤    武 氏

5,798 票
2,687 票

☎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。

5,000円5,000円

歓送迎会プラン歓送迎会プラン 3月1日㈮～
 4月26日㈮

男性におすすめプラン男性におすすめプラン

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

鳥海山カレールー使用鳥海山カレールー使用

お料理充実コースお料理充実コース
（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

どちらかお好きなコースを選べます。

飲み放題コース♪飲み放題コース♪

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

お花見ランチ
BOX
お花見ランチ
BOX 750円750円

春の彩りセット春の彩りセット
600円600円

＊ベーグルたまごサンド
＊厚切りベーコンレタスバーガー
＊有頭大エビフライ　
＊野菜とチーズの肉巻 ＊ココット・桜パン
＊三色だんご ＊日替わりパフェ

＊ベーグルたまごサンド
＊厚切りベーコンレタスバーガー
＊有頭大エビフライ　
＊野菜とチーズの肉巻 ＊ココット・桜パン
＊三色だんご ＊日替わりパフェ ※内容が変わる場合もございます※内容が変わる場合もございます

お弁当＋スープ付
（ミネストローネ）
お弁当＋スープ付
（ミネストローネ）

★山形県遊佐町数量限定商品★山形県遊佐町数量限定商品

720ml

遊佐カレーパン遊佐カレーパン

200円200円

1,730円1,730円

2013年3月17日一斉発売！

町内配達します。※要予約（ご予約は前日の昼まで）

期間限定 3/2～4/7

花篭入

今年も数量限定！今年
も完売確実のため、お
求めはお早めにどうぞ！
本格芋焼酎

耕作くん2013耕作くん2013

新
発
売

投 票 者 数
投 票 率

4,056
65.40％

4,496
64.85％

女 計男

8,552
65.11％



75歳、65歳へなられた皆様へ
　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1月に75歳、2
月に65歳になられた皆様へ、15日付で納税通知書を発送致し
ます。内容をご確認の上、納め忘れのないようお願い致します。
●送付物／
1月に75歳になられた方…後期高齢者医療保険料の納税
　　　　　　　　　　　通知書
2月に65歳になられた方…介護保険料の納税通知書
●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。
●問 ／金額に関するお問合せ　町民課 課税係　☎72－5876
　　　 納付に関するお問合せ　町民課 納税係　☎72－5411

看護師・准看護師を目指す方へ
奨学金の貸付について

　町では、看護師・准看護師を養成する学校等に在学
する方に、修学等に必要な奨学金の貸し付けを行います。
奨学金の貸し付けを希望される方は、ぜひご活用ください。
●対象者（次の①②のすべてに該当する方）／
①平成25年4月1日以降に保健師助産師看護師法第21条
又は第22条に規定する文部科学大臣、厚生労働大臣、
都道府県知事が指定した大学、学校、養成所に在学
する方
②①の大学、学校、養成所を卒業後に町内医療施設、
福祉施設等の看護師・准看護師として勤務する意志の
ある方
●奨学金の金額／月額50,000円以内
●貸付期間／在学する学校等の正規の修学期間内
●償還期間・免除／貸し付けを受けた期間と同じ期間以
内で償還していただきます。ただし、学校等を卒業した日
から1年以内に看護師等の免許を取得し、免許取得後3年
以内に町内医療施設、福祉施設等で一定期間継続して
勤務した場合は奨学金の一部又は全額が返還免除されま
す。
●募集人数／若干名
●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、必要書

類を添えて遊佐町役場健康福祉課健康支
援係に提出してください（郵送可）。申込用
紙は健康支援係にあります。町のホーム
ページからダウンロードすることもできます。

●申込期間／ 4月1日㈪～ 30日㈫
●問 ／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

『鳥海山おもしろ自然塾』
春休み「親子で自然体験！」
　小学生高学年を対象に、遊佐町内をフィールドに『親子で自然
体験』を開催します。湧水と川の生き物について学んでみませんか。
●期日／ 3月24日㈰　午前8時30分
　　　　四季の森しらい自然館集合　解散は、正午頃を予定。
●対象／小学生高学年と保護者
●定員／ 20名（大人こども合わせて）
●受講料／無料
●持ち物／飲み物、タオル、濡れた場合の着替えなど
●申込締切／ 3月20日㈬　※定員になり次第締切
ベテランガイドと行く「残雪のブナ林トレッキング」
　鳥海山麓の残雪の林の中を、カンジキを履いて散策。
初心者でも安心です。幻想的な風景を体感しましょう。
●期日／ 4月7日㈰　三ノ俣さんゆう前　
　　　　午前9時集合　＊解散は、午後2時30分頃を予定。
●対象／山歩き初級レベル・里山歩きなどを楽しまれてい

る大人の方（初級者を対象とし、途中休憩をとり
ながら雪原を約5時間、標高差3～ 400ｍを歩きま
す。但し天候や雪の状況で変更あり。）

●定員／ 15名
●受講料／ 1,800円（ガイド料、保険料を含む）
●持ち物／山歩きできる服装と靴、昼食、飲み物、着替

え、サングラス、タオル、敷物、雨具、帽子、
手袋等　※カンジキがある方はご持参ください。

●申込締切／ 4月4日㈭　※定員になり次第締切
●問・申込み／しらい自然館内鳥海山おもしろ自然塾
　　　　　　  推進協議会事務局　☎72－2069

十六羅漢歩道橋通行止めの
お知らせ

　サンセット十六羅漢前駐車場から十六羅漢岩へ通ずる歩
道橋の改修工事のため3月18日～ 27日までの間通れません。
歩道橋の通行止めの間、下の県道を横断される際は十分に
ご注意ください。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
●問 ／企画課観光物産係　☎72－5886

平成25年度
心身障がい者福祉タクシー利用券交付
　遊佐町では、障がい者の
社会参加や生活圏の拡大を
すすめるため、タクシー利用
券を交付しています。
●対象者／
①身体障害者手帳の所持者で、
　ア）上肢障害1級～ 3級の人
　イ）下肢・体幹及び重複障害1級～ 5級の人
　ウ）視覚・内部障害（心臓、腎臓、肝臓、呼吸器）　
　　 1級～ 6級の人
②療育手帳の所持者及び養護学校に通学している人
③精神障害者保健福祉手帳の所持者
●交付内容／ 1回の利用につき560円の利用券（割引券）
　　　　　　  を年度28回分交付します。
●問・申込み／身体障害者手帳（療育手帳・精神障害者

保健福祉手帳）、印鑑を持参の上、健康
福祉課福祉介護保険係　☎72－5884まで

（2）
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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



河川の支障木を無償提供します ゆざ交通バス路線の廃止について
　当社のバス運行については、効率化や利用者増を図るた
め、高校生通学用定期券：フェローパスの新設、運行経路
やダイヤの見直し等を行ってきました。しかし、利用者の減少
傾向に歯止めがかからず、運行を継続することが難しい状況
となったため、平成25年3月末をもって下記路線を廃止させて
いただきます。長い間ご愛顧賜り、誠にありがとうございました。
●廃止路線／ゆざ交通バス路線（酒田十六羅漢線、
　　　　　　酒田遊佐線、酒田駅前遊佐線）
●廃止日／平成25年3月31日
●問 ／ゆざ交通株式会社　☎72－2116

　河川の伐採した支障木を、まきやほだ木等に活用してい
ただくため、県民に無償提供します。
●提供場所／庄内町家根合、鶴岡市長沼、鶴岡市豊栄
●提供日／ 4月8日以降（予定）
●樹種等／ヤナギ、クルミ等（長さ1ｍ以内、径約10ｃｍ～）
●提供量／一人当たり軽トラック１台分程度（約0.65ｍ3）
●対象者／自ら積込運搬できる方、計60名程度
　　　　   （申込み多数の場合は抽選）
●申込方法／ 3月27日㈬まで山形県庄内総合支庁建設部

河川砂防課維持調査担当へ「支障木利用
申込書」を提出してください。

※申込用紙及び略図は、同課及び町役場に備え付けている
ほか、山形県ホームページからもダウンロードできます。

　（http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/
    337074/musyoteikyo.html）
●問 ／山形県庄内総合支庁建設部
　　　河川砂防課維持調査担当　☎0235－66－5627

庄内観光コンベンション協会
正規職員募集

●募集受付期間／ 4月5日㈮ 午後5時15分まで ＊消印有効
●募集職種／観光誘客プロデューサー（観光誘客企画立案・
　　　　　　 誘客プロモーション等担当の総合職）
●募集人員／ 1名
●応募資格／次のすべての要件を満たす人　＊年齢不問
①民間企業等で観光に関する企画立案業務に5年以上従事
した経験があり、実績があること
②観光誘客に熱意があり、新たな誘客事業の調整・マネジ
メント能力があること
③パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント等）を使って、文
書、プレゼンテーション資料等が作成できること

④庄内地域に居住し、普通自動車運転免許資格があり、自
家用車で通勤可能であること

●雇用期間／平成25年5月1日～平成28年3月31日
　　　　　　（採用後2か月間は試用期間）＊雇用契約を
　　　　　　更新する場合あり
●勤務条件／給与月額258,400円
　　　　　　その他詳細はお問い合わせください
●選考方法／第1次選考：書類審査　第2次選考：面接試験
●応募方法／提出書類についてはお問い合わせください
●問・申込先／すべて郵送で4月5日㈮午後5時15分まで　＊消印有効
　　　　　　〒997－1392 三川町大字横山字袖東19－1 
　　　　　　庄内総合支庁観光振興室内
　　　　　　庄内観光コンベンション協会　☎0235－66－2125

日向川白濁についての
現況報告会の開催

●日時／ 3月28日㈭　午後6時30分～
●場所／酒田市八幡総合支所　1階　大ホール
●内容／これまでの経過、今後の対策等
＊入場無料。申込みは不要ですので、当日会場へお越しください。
●問 ／総務課危機管理係　☎72－5895

さけ稚魚放流時の害鳥駆除用
花火使用のご理解について

　2月・3月は、さけの稚魚放流の時期です。稚魚を海鵜
やその他害鳥から守るため、その間、ロケット花火を使用し
ます。鉄砲の音と誤解をする場合がありますが、近隣住民
の皆様のご理解をお願い致します。
●問 ／升川鮭生産漁業組合　☎77－2083

司法書士無料法律相談会
●日時／ 3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）
●申込み／山形県司法書士会酒田支部 高橋　☎43－4000

平成25年度 海上保安学校
学生採用試験のお知らせ

●試験区分・採用／船舶運航システム課程　約200名
●受験資格／
①平成25年4月1日において高等学校または中等教育学校
を卒業した日の翌日から起算して6年を経過していない
者、及び平成25年9月までに高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの者
②高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、
平成25年4月1日において当該課程を修了した日の翌日か
ら起算して6年を経過していないもの等、人事院が①に
掲げる者と同等の資格があると認める者

●申込受付期間／郵送または持参：4月1日㈪～ 4月5日㈮
　　　　　　　　インターネット受付：4月1日㈪～ 4月8日㈪
●第１次試験日／ 5月19日㈰
●第２次試験日／ 6月13日㈭～ 6月21日㈮
●第１次合格発表／ 6月7日㈮
●最終合格発表／ 7月17日㈬
●問・申込み／試験会場・種目など詳細はお問合わせください。
　　　　　　　　酒田海上保安部管理課総務係　☎22－1831
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お し ら せ 号
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職 種
人 　 数
雇 用 期 間
仕 事 内 容

賃 金

加入保険等

就 業 時 間

お問い合せ

介護員（契約職員）　※介護に関する資格等は不問
4人　※年齢55歳まで（要相談）
平成25年4月1日～平成26年3月31日 ＊契約更新の可能性あり
施設利用者の日常介護全般（夜勤月３回程度）

月額139,440円＋通勤割増分、賞与年2回
時間外勤務手当（休日・祝日）、勤務割増あり

雇用・労災・健康・厚生、退職金制度あり

週４０時間、夜勤を含む変則勤務
＊午前 6時 30分～午後 10時のうち8時間勤務

特別養護老人ホーム松濤荘　☎76ー 2103

松濤荘  介護職員募集

　飼い犬（生後91日以上）には、犬の登録・狂犬病予
防注射を受ける義務があります。すでに登録されている
犬については、狂犬病の予防注射だけ受けてください。
●料金／登録済の犬（注射料のみ）　　　3,100円
　　　　未登録の犬（登録料と注射料）　6,100円
●持ち物／①郵送されたハガキ
　　　　　②フン処理の袋（会場で犬がフンをした場合のため）
●日程／

＊狂犬病予防注射は１頭１針で実施しています
＊会場へは、犬を制御できる方が連れてきてください
＊犬が死亡したときは、下記へご連絡ください
●問 ／地域生活課環境係　☎72－5881

犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ

犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ

　きれいでさわやかな生活空間を保つため、集落周辺の道
路、公園等の清掃にご協力ください。集落等団体の清掃に
は、ごみ袋を提供いたしますので、代表の方は地域生活課
にお申し込みください。
●ごみの分別方法にご注意ください。
　ポイ捨てされたペットボトル、空き缶、空きびんは汚れてい
るためリサイクルできません。下表のように分別して町指定ご
み袋に入れ、集落の環境推進員を通じてごみステーションに
出してください。

●問 ／地域生活課環境係　☎72－5881

ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず

空き缶、空きびん、金属くず、
ガラスくず、せともの

春の清掃にご協力を！

入札結果　2月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎総務課
●事務用パソコン
　期　間　Ｈ２５／２／２５～Ｈ２５／３／２９　契約金額　1,569,750円
　契約者　株式会社メコム酒田支店
　［その他の入札参加者］NECフィールディング株式会社鶴岡営業所、株式
会社管理システム、キューブワン情報株式会社、ツルカンシステム株式会社

がんばった人にマル
○2月2日㈯・3日㈰　第65回　全庄内スキー選手権大会
　大回転　小学生高学年女子の部　第4位　狩野　まとい
　　　　　小学生高学年男子の部　第6位　榊原　和
　　　　　中学生男子の部　　　　第2位　榊原　佑
　　　　　　　　　　　　　　　　第3位　狩野　大樹
　回転　　小学生高学年男子の部　第3位　榊原　和
　　　　　中学生男子の部　　　　第2位　榊原　佑
○2月2日㈯・3日㈰　第40回　庄内カップ争奪スキー大会
　小学生女子の部　第3位　狩野　まとい
　小学生男子の部　第3位　榊原　和
○2月3日㈰　第42回　遊佐町卓球選手権大会
　経験者男子 第1位　高橋道男
　経験者女子 第1位　鈴木節子
　団体戦の部 第1位　サークルピンポンＢチーム
○2月9日㈯　鳥海Fリーグ　第7回　少年フットサル大会
　U-1Oの部　　　第3位　遊佐サッカースポ少ａ
○2月10日㈰　第35回　山形県ゴールドウィンカップ大会
　小学5年　狩野まとい　＊東北大会出場
○2月10日㈰　第10回　東北小学生インドアソフトテニス大会
　予選ブロック　第2位　佐藤隼人・井上大空（吹浦小）ペア
　＊12月の県大会でベスト8入りしての東北大会出場
○2月16日㈯　第20回　一本木カップスキー競技大会
　回転　小学生5・6年生女子の部　第3位　狩野　まとい
　　　　小学生5・6年生男子の部　第3位　榊原　和
○2月23日㈯　第23回　庄内ジュニアＧＳＬ大会
　大回転　小学生5年生の部　第1位　榊原　和
○2月24日㈯　第56回　白銀少年スキー選手権大会
　回転　小学生女子の部　第１位　狩野　まとい
　　　　小学生男子の部　第７位　榊原　和
○2月17日㈰・24日㈰
　第10回　酒田飽海地区ミニバスケットボール新人大会
　男子　第2位　吹浦ミニバスケスポ少
　女子　第2位　遊佐ミニバスケスポ少
○3月2日㈯　石川杯八幡交歓バスケットボール
　男子　第2位　吹浦ミニバスケスポ少
　女子　第2位　遊佐ミニバスケスポ少
お詫びと訂正
2月15日号掲載の記事でお名前に誤りがありましたので、お詫びし

て訂正します。
○2月3日㈰　第35回　少年少女総合卓球大会
個人戦　ホープス　女子　第1位　森　碧唯

ごみの種類 分別区分

もやすごみ

埋立ごみ

月　日

4月2日㈫

4月3日㈬

4月4日㈭

4月5日㈮

4月7日㈰

場　　　　所 時　　間

しらい自然館
野沢公民館
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

吹浦まちづくりセンター
高瀬まちづくりセンター

蕨岡まちづくりセンター
開畑公民館

生涯学習センター

午前9：15～9：45
午前10：00～10：30
午前11：00～11：30

午前9：30～10：15
午前10：45～11：30

午前9：30～10：30
午前11：00～11：30

午前9：30～10：15
午前10：45～11：15

午前10：00～11：00
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