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道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～18:00営業時間

食堂 10:00～18:00営業時間

ラーメン「味の駅」 10:30～18:00営業時間

農産物直売所「ひまわりの会」・鮮魚直売所「元気な浜店」
元祖とび魚ラーメンのお店

9:00～17:30営業時間

☎77－3330 10:00～17:00営業時間

山形県産 米の娘ぶた串焼き
こめ　　  こ　　　　  くし  や

（
税
込
）

（
税
込
）500円1本 

脂身があっさりと甘く、柔らかいお肉が
タレと絡んで、お子様にもオススメです♪

鮭フライと鮭入りの
タルタルソースで
ダブルのおいしさ♪

Ｗサーモン
バーガー 290円

ベーカリー工房「ほっほ」ファーストフード

秋限定！

あぽん西浜

大平山荘

 毎週土曜日・日曜日は
 小学生入浴料 無料の日
《期間》～令和2年3月末まで
 週末はご家族皆さんで温泉をお楽しみください！ 

★あぽん西浜 展示スペース★ ★ あぽん西浜 健康サロン ★
髙橋錦翠先生 書道作品展 開催中
　　               期間 ～11/10まで

町民限定（65歳以上）
9月より開催いたします

※詳しくはお問い合わせください

あぽん西浜・とりみ亭
●次回の休館日は

9月24日㈫
●サービスデーは
9月26日㈭です

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090 2607 2326

食欲の秋
日帰りぜいたくプラン
★料金 3,000円（税込）
★5名様以上
★5日前までご予約ください
★町内送迎いたします

《鳥海山神鹿角切祭》
 10月6日（日）10：00～
 ■場所 大平山荘 鹿公園前
 　新米おにぎりの
 　振る舞いサービス
 　あります（限定250食）     

営業中鳥海温泉

〒999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

TEL. 0234-77-3711　FAX. 0234-77-3722

紅葉プラン紅葉プラン紅葉プラン

8,9008,9008,900円
お一人様より さらに

ゆったり
C/I 15：00～  C/O 15：00まで

1泊3食付　お1人様

◆こちらは月～木の平日限定プランになります

17,400円7,400円7,1 円17,400円
2泊6食付～

（消費税・入湯税込） （消費税・入湯税込）

レディースプランレディースプランレディースプラン
3,6003,6003,600円

送迎ご希望のお客様は、ご相談下さいませ

＊10：00～15：00までご利用できます
＊手ぶらでOK！バスタオル・フェイスタオル・アメニティセット付き
＊お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き

（税込）

女性同士だけの特典満載！
２名様からのご予約となります

無料貸出自転車をはじめました。

宿泊

日帰り
お1人様

子どもに関係する手当について

①児童手当／
・対象：
　中学校修了前の子どもを養育している方
・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。
②児童扶養手当／

・対象：ひとり親家庭の父や母、または父母に
代わってその児童を養育している方

・支給月額：

※子どもが18歳に達し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。

③特別児童扶養手当／
・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級障害　52,200円
　　　　　　２級障害　34,770円
※子どもが20歳に達する月まで支給されます。
※所得制限があります。

④障害児福祉手当（特別障害者手当）／
・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　14,790円
　　　　　　特別障害者手当　27,200円

　※所得制限といくつかの支給要件があります。

●—／①～③について　
　　　　…健康福祉課子育て支援係　☎72−5897
　　　④について
　　　　…健康福祉課福祉係　☎72−5884

区　分 児童１人 児童２人 児童３人

全部支給 42,910円 53,050円 59,130円

一部支給 42,900円～
10,130円

53,030円～
15,190円

59,100円～
18,230円

　各種手当についてお知らせしますので確認ください。いずれの手当も申請が必要です。
　※金額はいずれも令和元年度の支給額です。
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「ふれる　楽しむ　好きになる」　鳥海山・飛島ジオパーク　●—／企画課企画係　☎72-4523

ゆざ町でこワン・でこニャンまつり
　動物の愛護と適正な飼養について学び、動物共に
生きる事の大切さ、素晴らしさについて考えよう。
【テーマ】もっと絆を深めよう！
●日時／10月６日㈰午前10時～午後３時
●会場／遊佐中央公園（子どもセンター隣）
●イベント内容／
　・デモ犬の実演　　　　　　・犬の飼い方相談会
　・庄内アニマル倶楽部里親会
　・動物愛護啓蒙・啓発グッズ配布
　・アニマルクラフトブース　・フードブース
　・犬猫〇×ウルトラクイズ
　・フェイスペイントショー
　・庄内保健所出張譲渡前講習
●入場料／無料
　詳細のチラシを10月１日広報に合わせて配布予定

ですので、ご覧ください。
●—／庄内アニマル倶楽部　☎090−3366−2471
　　　地域生活課環境係　☎72−5881

森の案内人養成研修
●日時／①10月６日㈰　午前10時～午後３時
　　　　②11月17日㈰　午前９時30分～午後４時
●会場／ 眺海の森　森林学習展示館
　　　　（酒田市土渕甚治郎向20）
●内容（予定）／
　①森と親しむ【自然観察】、森で遊ぶ【木工クラフト】

②森で遊ぶ【ネイチャーゲーム】、野外活動の応
急処置

●対象／森林環境教育、森づくり活動に興味のある
高校生以上の県内在住者

　10名程度（参加費無料）
●持ち物／
　昼食、活動のできる服装、雨具、筆記用具等
　なお、10月６日は弁当（500円）を斡旋します。
●—・≤／９月30日㈪までお申込み願います。
　庄内総合支庁 森林整備課　☎0235−66−5524

紅葉色づく鳥海山 一年の感謝を捧げる祭り
第42回鳥海山神鹿角切祭

　神の使いとされる鹿の角を切って五穀豊穣と山の
安寧に感謝を捧げる、鳥海山神鹿角切祭を開催しま
す。鳥海山４合目大平山荘で毎年開催され、新米お
にぎりのふるまいや鳥海太鼓の演奏、切った鹿の角
をはじめとするさまざまな賞品が当たる抽選会も行
います。紅葉も色づき始める時期ですので合わせて
お楽しみください。
●日時／10月６日㈰午前10時～正午
●場所／大平山荘鹿公園前
●—／企画課観光物産係　☎72−5886

浄化槽の法定検査を受けましょう
　浄化槽の維持管理は、定期的な保守点検および清
掃とは別に、年１回の「法定検査」を受けることが
法律で義務付けられています。
　法定検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄
化槽が正しく機能しているかどうかを判定するもの
です。たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約してい
ても、指定検査機関による法定検査を受けなければ
なりません。生活環境の保全、公衆衛生の向上のた
めに積極的な受検をお願いします。

※法定検査：浄化槽法第７条及び第11条に基づく、
法律で定められた検査です。

●法定検査手数料／
・使用開始後の水質検査（７条検査）　8,000円
・毎年１回の定期検査（11条検査）
　20人槽以下　5,000円
　21人～100人槽以下　6,000円
　101人槽以上　7,000円
●—／県指定検査機関　公益社団法人 山形県水質

保全協会　☎0237−48−2469
　地域生活課下水道係　☎72−5894

　町に定住する目的で移住した若者世帯に対し、基
本料金を超える上水道使用料の一部を補助します。
●対象となる世帯（すべてに該当すること）／

①若者世帯（※１）であって、構成員全員が移
住者（※２）である世帯

②移住の日から５年以上継続して遊佐町に定住
できる方

③納税等の未納がない世帯
※既に居住者がいる世帯（実家など）に移住する

場合は該当になりません。
（※１）… 世帯の構成者のうちいずれか１人が40

歳未満である世帯をいいます。
（※２）… 遊佐町から転出して、５年以上経過し

ている人も含みます。

●補助の内容／
①補助金額：
　（１か月分の上水道使用量−10㎥）×140円
②補助期間：移住した翌月分から最大36か月
　交付は３か月分ずつ（10月・１月・４月・７

月中）お支払します。
　転入日から３か月以内の申請が必要ですので、

対象となる方は下記にお問い合わせください。
●【注意】補助金の返還について／
　移住の日から３年未満で転出したときは、補助

金を返還していただきます。

●—・≤／企画課定住促進係　☎28−8257
　FAX72−3315　E-mail：teiju@town.yuza.lg.jp

遊佐町若者移住世帯
水道料金補助金交付事業
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休日窓口／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。　●—／町民課町民係　☎72-5885

三方領地替えの撤回に尽力した
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のご案内
　どなたでも参加できます。
●日時／10月２日㈬午前10時～11時30分
●場所／鳥海山大物忌神社蕨岡口ノ宮
●—／企画課まちづくり支援係　☎72−4524

令和元年度 インターネット公売実施
　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、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します。
●参加申込期間／９月26日㈭午後１時～
　　　　　　　　10月11日㈮午後11時まで
●入札期間／10月18日㈮午後１時～
　　　　　　　　20日㈰午後11時
●出品物確認／現物の確認をされたい方は、参加申

込期間中にお問い合わせください。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、町ＨＰ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ＨＰ内の『参加条件と必要な手続
き』を確認の上、下記アドレスより参加申込手続
きを行ってください。

　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ymt_yuza_
town（Yahoo ！ Japan官公庁オークション）

●—／町民課納税係　☎72−5411

就学時健康診断・知能検査のお知らせ
　来年４月に小学校に入学されるお子様を対象に、
健康診断と知能検査を行います。保護者付き添いの
上、受診してください。
●日時／10月２日㈬受付：午後０時45分～１時15分
　　　　　　　　健診等：午後１時30分～
●場所／町民体育館、生涯学習センター
●健診料／無料

※対象となるご家庭には案内をお送りしておりま
す。持ち物などについて記載しておりますので
ご覧ください。

●—／教育課総務学事係　☎72−5891

10月は「がん検診推進強化月間」です！
　がんの早期発見には、症状がなくても定期的にが
ん検診を受けることが重要です。がん検診を受けた
い場合は、お勤め先または健康福祉課健康支援係に
ご相談ください。また、子宮頸がんおよび乳がん検診
については、次のとおり休日健診を実施します。お申
し込みご希望の方は下記申し込み先へお願いします。
●日時および定員／
　10月５日㈯正午～午後０時30分受付
　　　　　　子宮頸がん・乳がん検診ともに８名
　10月20日㈰午前８時～８時30分受付
　　　　　　子宮頸がん・乳がん検診ともに７名

※申込人数には限りがありますが、上記日程以外
の町指定日もございますのでご相談ください。

●場所／庄内検診センター
●検診料金／
　子宮頸がん検診　1,200円（20歳以上）
　乳がん検診
　　1,400円（40～64歳）視触診とマンモグラフィ
　　1,000円（65歳以上）マンモグラフィ
●—・≤／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

　庄内地域は、日本海東縁部に多くの断層をかか
え、沿岸全域にわたり津波による災害の発生が懸
念されています。いつ起きるか分からない地震災
害に備え、町内全域で震度６強の地震が発生した
ことを想定し、全町一斉の避難訓練を行いますの
で、多くの皆さんの参加をお願いします。

【全町一斉避難訓練】
●場所／町内全集落
●内容／避難誘導訓練等

※当日は、午前８時に町内全域で一斉にサイレ
ンを吹鳴します。このサイレンを合図に訓練
を開始してください。

●—／総務課危機管理係　☎72−5895

緊急速報メール（エリアメール）
訓練配信を行います！

　全町一斉避難訓練に合わせて、緊急速報メール（エ
リアメール）を使用した情報伝達訓練を行いますの
で、正しく受信できるか確認をお願いします。
　お使いの携帯電話の機種によっては設定が必要な
場合や対応していない場合がありますので、心配な
方は事前に各携帯電話会社のHPや販売店へ確認を
お願いします。なお、音が鳴って困る方は、予め電
源を切るか、鳴らない設定をしてください。

●日時／10月６日㈰午前８時頃

遊佐町全町一斉　避 難 訓 練　 10月６日㈰　午前８時～



JRE酒田風力発電所更新計画に係る環境影響評価方法書の縦覧および説明会

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。　●—／産業課産業創造係　☎72-4522

し尿収集・運搬手数料の改定について
　10月１日からの消費税率の引き上げに伴い、家庭
におけるし尿の収集・運搬手数料が以下のとおり改
定されます。（※消費税相当分の増額であり、基本
単価に変更はありません。）

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
●—／地域生活課環境係　☎72−5881

郵便局の婚活「ポスコンinYUZA」
ポストから始まる恋物語

●日時／10月26日㈯午前11時～午後３時30分
●場所／鳥海温泉　遊楽里
●募集人数／男女各20名
●参加費／男性　5,000円
　　　　　女性　2,000円
●参加資格／20歳～45歳までの独身男女
　（遊佐町在住、遊佐町勤務、結婚後遊佐町で暮ら

してみたい方）
●募集期間／定員になり次第締め切り
●—・≤／遊佐町・酒田市・鶴岡市・庄内町・三川

町の各郵便局

お　 し　 ら　 せ　 号
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　酒田市宮海地区における風力発電所更新計画に
ついて、環境影響評価方法書の縦覧および説明会
を行います。
【縦覧】
●期間／10月１日㈫～10月31日㈭まで
　　　　（土日、祝日を除く）
●場所・時間／地域生活課環境係：午前８時30分

～午後５時15分まで
　合同会社JRE酒田風力（酒田市宮海字南砂畑４

−36）：午前９時～午後５時
　インターネットによる縦覧／ジャパン・リニュ

ーアブル・エナジー㈱ＨＰ
　（http：//www.jre.co.jp/news/）
【意見書の提出について】
●期間／10月１日㈫～11月14日㈭まで
　　　　（土日、祝日を除く）

つなごう夢を!!早期開通 日沿道は地域活性化の架け橋
日沿道山形・秋田県境区間建設促進大会

　日本海国土軸の根幹をなす日本海沿岸東北自動車
道（日沿道）は、新潟・青森間を結ぶ重要な高速道
路です。2020年度に、「酒田みなとIC～（仮）遊佐比
子IC」間の開通が予定されるなど、悲願である全
線開通に向け大きく前進しております。
　今後、さらなる山形・秋田県境区間の整備促進の
ための要望活動に強力に取り組み、「酒田みなと～
遊佐」「遊佐象潟道路」の建設促進および早期完成
による高速道路ネットワークの形成を目指します。
　その一環として、遊佐町、酒田市、にかほ市、由
利本荘市および秋田市の４市１町で組織する日沿道
山形・秋田県境区間建設促進期成同盟会において、
標記建設促進大会を開催します。
●日時／９月28日㈯午後１時30分
　　　　（受付：午後１時　開会：午後１時30分）
●会場／秋田県にかほ市　ホテルエクセルキクスイ
●内容／
　・基調講演

演題「秋田は変わるか？−インバウンド観光
事業と既存の社会−」

　　　講師トラベルデザイン株式会社
　　　代表取締役社長　須崎　裕　氏
　・意見発表　秋田県代表・山形県代表
　・大会決議
●—／企画課企画係　☎72−4523

改定前（8％）
ℓ 金額 ℓ 金額 ℓ 金額
36 480 216 2,850 396 5,230
54 710 234 3,090 414 5,460
72 950 252 3,330 432 5,700
90 1,190 270 3,560 450 5,940

108 1,430 288 3,800 468 6,180
126 1,660 306 4,040 486 6,420
144 1,900 324 4,280 504 6,650
162 2,140 342 4,510 522 6,890
180 2,380 360 4,750 540 7,130
198 2,610 378 4,990 558 7,370

改訂後（10％）
ℓ 金額 ℓ 金額 ℓ 金額
36 480 216 2,900 396 5,320
54 730 234 3,150 414 5,570
72 970 252 3,390 432 5,810
90 1,210 270 3,630 450 6,050

108 1,450 288 3,870 468 6,290
126 1,690 306 4,110 486 6,530
144 1,940 324 4,360 504 6,780
162 2,180 342 4,600 522 7,020
180 2,420 360 4,840 540 7,260
198 2,660 378 5,080 558 7,500

●意見書箱の設置／地域生活課環境係
　方法書について環境保全の見地から意見をお持

ちの方は、書面に氏名・住所・意見（理由含む）
を記入の上、縦覧場所に備え付けの意見書箱に
入れていただくか、問い合わせ先に郵送くださ
い（郵送の場合は当日消印有効）。

【説明会】
●日時／10月14日（月・祝）午前10時～11時30分
●場所／生涯学習センター視聴覚室

●—／〒106−0032　東京都港区六本木６−２−31六
本木ヒルズノースタワー15階

　　　ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱
　　　事業開発本部担当　關根　☎03−6455−4900



「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●—／教育課社会教育係　☎72-2236

お　 し　 ら　 せ　 号
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◎健康的な生活が予防につながります
・適度に運動する。
・睡眠時間を十分とる。
・好き嫌いをせず、バランスのとれた食事をする。
・たばこを吸わない。
・規則正しい生活で疲れをためない。（免疫力が落

ちると、感染しやすくなります。）
・65歳以上の方は、年１回は健診を受けましょう。
（胸のレントゲン検査）

　日本の結核の現状は、罹患率、死亡率とも先進諸国の中で最も高い状況にあり、1日に46人の新しい
患者が発生し、６人が命を落としています。
　近年は、結核患者の高齢化が進むのと同時に、若者の結核も増えています。また、働き盛りの人の発
見が遅れるなどの問題もあります。結核は、咳やくしゃみで「空気感染」する病気ですが、きちんと治
療をすれば治ります。一人ひとりが結核についての正しい知識を持ち、予防に注意を払うことが大切です。

遊佐町ロードレース大会
●日時／10月14日（月・祝）午前８時50分
●場所／サン・スポーツランド遊佐
●種目／①小学生男女1.2㎞
　　　　②中学生男子３㎞
　　　　③中学生女子２㎞
　　　　④一般（高校生以上）男子７㎞
　　　　⑤一般（高校生以上）女子２㎞
　　　　⑥壮年（40歳以上）男子２㎞
●申込締切／10月４日㈮厳守
　　　　　　※申込用紙は町民体育館にあります。
●—・≤／町民体育館　☎72−5454

大人のためのおはなし会
　ストーリーテリングよる世界の昔話、日本の昔話、
ゆざのとんぴんがたり。大人が楽しめるおはなし会
です。
●日時／10月５日㈯午後２時から（１時間程度）
●場所／町立図書館　視聴覚講座室
●主催／おいしいおかゆの会
●—／佐藤玲子　高瀬まちづくりセンター
　　　☎72−2937（日中）

令和元年度クリーニング師試験
●日時／11月14日㈭
　　　　学科試験：午前10時～11時30分
　　　　実技試験：午後０時50分～
●場所／山形県庁
●≤／９月24日㈫～10月15日㈫まで、最寄りの保健

所に受験願書を提出してください。願書は各総合
支庁保健福祉環境部生活衛生課で配布します。

●—／その他、不明な点は下記までお問い合わせく
ださい。

　庄内総合支庁（庄内保健所）生活衛生課営業衛生
担当　☎0235−66−5666

令和元年度 山形県金峰少年自然の家
『KAIHINあきフェスタ』

●日時／10月12日㈯午前９時～午後２時
●内容／①食体験、②自然散策、③クラフト体験会、

④ヘキサスロン体験会　等
　　　　※詳しくは当所HPをご覧ください。
●場所／山形県金峰少年自然の家　分館　海浜自然

の家
●対象／どなたでも（先着120名）
●参加費／およそ一人500円程度（体験する活動に

より金額が違います）
●申込期間／９月24日㈫～10月４日㈮
●≤／下記まで電話にてお申し込みください。
　※９月30日㈪は休所日です。
●—／山形県金峰少年自然の家  分館  海浜自然の家
　指定管理者　庄内アソビバプロジェクト　☎77−2166

地域を知ることからはじまる地域づくり
地域学交流集会

　地域を学び場に活動する高校生から大人まで、地
域学や地域づくりに携わる多彩な団体が事例を持ち
寄り交流する地域学交流集会を開催します！
●日時／11月30日㈯午前10時30分～午後４時
●場所／遊学館３階　第１研修室
　　　　（山形市緑町１−２−36）
●対象／地域づくり、地域学の活動をしている方、

行政関係者、教育関係者ほか、興味のある方なら
どなたでも参加できます。

●参加費／無料。託児あり（要事前申し込み）。
●—・≤／山形県生涯学習センター
　☎023−625−6411　FAX023−625−6415
　E-mail：yama@gakushubunka.jp

・最初は風邪に似た症状で
始まります。「タンのから
む咳」や「微熱やからだ
のだるさ」が２週間以上
続いている場合は、早め
に受診をしましょう。

・乳児のBCG接種は、生後５か月～８か月の間
に受けましょう。

●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

「結核と戦うシールぼうや」

９月24日〜30日は結核予防週間です
「あのとき、胸のレントゲンを撮っていれば…」



「ふれる　楽しむ　好きになる」　鳥海山・飛島ジオパーク　●—／企画課企画係　☎72-4523

人工肛門・膀胱保有者の集い「オストメイトかふぇ」
　心配事や普段工夫していることなどの情報を交換
し合い、毎日の生活の質の向上をめざします。
●日時／10月16日㈬午後１時30分～４時（出入り自由） 
●場所／日本海総合病院１階相談室（酒田市あきほ町）
●対象／オストメイト、および関心のある方
●費用／無料
●≤／当日会場へ
●—／庄内オストメイト家族会事務局　あだち
　☎0235−33−3533 　携帯090−7934−6512

日曜労働悩みごと相談会
　山形県労働委員会では、解雇や賃金未払いなどの
労使間のトラブルでお悩みの方のため、労働相談会
を開催します。
●期日・会場／
　10月６日㈰最上広域交流センターゆめりあ（新庄市）
　10月20日㈰酒田勤労者福祉センター（酒田市）
●時間／午前10時～午後３時
●対象／県内事業所の労働者、事業主の方
●費用／無料（秘密厳守）

※電話予約をお願いします
※原則、毎月第３木曜日にも相談会を開催してい

ます（山形県庁で）
●—・予約／山形県労働委員会　☎023−630−2793

女性のためのスキルアップ講座
「Excel基礎」

●日時／10月15日㈫～18日㈮
　　　　午前９時15分～午後４時
●場所／山形県立山形職業能力開発専門校
●対象／エクセルについて基礎から学びたい方（男

性の方も参加できます）　20名
●参加費／受講料9,600円　テキスト代2,000円（税別）
●≤／９月25日㈬まで、本校HPからお申し込み、

または所定の申込用紙により郵送またはFAXで
お申し込みください。

●—／山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発
支援課　☎023−644−9227　FAX023−644−6850

お　 し　 ら　 せ　 号
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■雇用の広場
医療法人社団順仁堂　順仁堂遊佐病院
職種・募集人員 介護員　若干名（正職員）

資 格 要 件 不問

業 務 内 容 介護業務

給与・待遇
当法人給与規程による。昇給：年１回　賞与：
年２回
住宅手当・通勤手当・雇用保険・労災保険・
健康保険・厚生年金保険

応募手続き 履歴書（写真貼付）・各免許写（既卒）を郵送
またはご持参ください。

選 考 方 法 面接

—
〒999−8301　遊佐字石田７
順仁堂遊佐病院　事務長　池田充　☎72−2522

■雇用の広場
遊佐石油販売株式会社

募 集 内 容 従業員２名（アルバイトでもOKですが長期で
できる方）

必 要 資 格
普通自動車免許（エルパSS希望の方は無くて
も可）
危険物乙４種取得者、SS経験者の方は優遇

勤 務 地 エルパSS：ショッピングセンターエルパ内
西浜SS：菅里字菅野２（道の駅ふらっと前）

業 務 内 容
エルパSS：給油許可ボタン押し、簡単な給油
補助、計量機清掃など
西浜SS：給油接客、洗車・整備の補助、清掃
など

給与・待遇 当社規定に基づきます

選 考 方 法 履歴書持参の上面談

締 め 切 り ２名決まり次第締め切り

そ の 他

経験者、初心者、男女は問いません。初心者
の方も安心してください。覚えてもらうまで
丁寧に指導します。笑顔で元気な40歳くらい
までの方お待ちしております。
※エルパSS希望の方は40歳以上でも構いませ
ん。

—
遊佐石油販売株式会社
西浜SS☎72−2421　エルパSS☎72−2316

　交通事故による死傷者は年々減少傾向にあるも
のの、平成30年の事故発生件数は約43万件、死傷
者数は約53万人と、国民の誰もが交通事故の被害
者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況とな
っています。
　自賠責保険・共済はすべてのクルマ・バイク１
台ごとに加入が義務付けられており、加害者の賠
償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償
を保障する制度であり、被害者の救済を目的とし
ています。一人一人が、より一層自賠責制度の役
割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみな

どを十分に理解・認識することがとても大切です。
自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の
基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償
保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての
自動車に加入が義務付けられており、自賠責保
険・共済なしで運行することは法令違反ですので
ご注意ください！

●—／国土交通省東北運輸局山形運輸支局輸送・
監査部門　☎023−686−4712

忘れちゃいけない「自賠責」
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もう一度保育のお仕事へ
保育士再就職支援研修会

　保育士として再就職を考えている方、保育の仕事
に興味のある方、ぜひご参加ください。
●日時／10月30日㈬午後０時30分～４時30分
●場所／いろり火の里なの花ホール
●内容／
　・説明「山形県の保育の現状と取り組み」
　・講演「ここ10年の保育の移り変わり」
　・事例報告「再び子どもたちの笑顔に出会おう～

今の保育の仕事と魅力～」
　・保育事業所との相談会
　・保育の職場実習（研修とは別日程で１日）
●参加料／無料
●対象者／保育士として就職（再就職）を考えてい

る方
●—・≤／山形県福祉人材センター（山形県社会福

祉協議会）　☎023−633−7739

弁護士によるB型肝炎特措法電話相談会
　Ｂ型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続きに
関する相談に電話で応じます。相談料は無料です（通
話料はかかります）。
●日時／９月21日㈯午前10時～午後３時
　10月12日㈯、11月16日㈯午前10時～午後１時
●—・相談番号／全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所
　☎025−223−1130

お詫びと訂正
　令和元年９月１日号の「くらしの情報」「むし歯
ゼロ」にて、石垣心桜ちゃんと飛田朱里ちゃんの写
真に誤りがありました。正しくは下記のとおりとな
ります。お詫びして訂正します。

酒田市休日診療所９月の診療日
　急病や軽いけがのときにおいでください。保険証
を忘れずにお持ちください。
●診療日／１日㈰、８日㈰、15日㈰、16日（月・祝）、

22日㈰、23日（月・祝）、29日㈰
●受付時間／午前８時30分～11時30分、午後１時～

４時30分
●場所／市民健康センター別館（酒田市船場町二丁

目１−31）
●—／市民健康センター　☎21−5225（診療日のみ）
　酒田市健康課健康係　☎24−5733（平日午前８時

30分～午後５時15分）

○７月19日㈮
　第28回　山形県グラウンド・ゴルフ　飽海ブロック大会
　　第１位　成沢　政晴（高瀬支部）
　　第３位　遠田　民雄（稲川支部）
　　第５位　冨樫　忠博（吹浦支部）
○７月26日㈮
　第８回　山形県グラウンド・ゴルフ　飽海ブロック　ペア大会
　　第１位　成沢　政晴（高瀬支部）・髙橋ちや子（遊佐支部）
　　第２位　髙橋　光也・髙橋美江子（遊佐支部）
　　第６位　阿部　榮三・後藤　京子（吹浦支部）
○７月30日㈫
　第54回　全国道場少年剣道大会
　　第14試合場　第３位
　　　真武館
　　　先鋒　土門　未來
　　　次鋒　石垣　　壮
　　　中堅　髙橋　優太
　　　副将　大宮　輝星
　　　大将　青山　　響
　　　主務　金子　東磨
○８月３日㈯
　第２回　山形県グラウンド・ゴルフ　レディス交流大会
　　第９位　阿部　昭子（遊佐支部）
○８月６日㈫
　第22回　山形県グラウンド・ゴルフ協会30周年記念G・G交流大会
　　第９位　成沢　政晴（高瀬支部）
○８月17日㈯、18日㈰
　第46回　酒田市遊佐町スポーツ少年団本部ミニバスケットボール大会
　　第３位　遊佐バスケットボールクラブ
　　第３位　YUZAgirls

○８月18㈰
　第61回庄内由利郡少年剣道大会
　　小学生の部
　　　団体戦　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　　　　　　　　（金子・石垣・齋藤・髙橋・渡部）
　　中学生の部
　　　団体戦　優　勝　遊佐中学校Ａ
　　　　　　　　　　　（土門・髙橋・佐藤・石垣・大宮）
　　男子個人　優　勝　土門　未來（遊佐中）
　　　　　　　準優勝　大宮　輝星（遊佐中）
　　　　　　　第３位　石垣　　壮（遊佐中）
　　女子個人　優　勝　阿部　　奏（遊佐中）
　　　　　　　第３位　阿部　寧桜（遊佐中）
　　　　　　　第３位　石垣　麻結（遊佐中）
○８月23日㈮
　第15回旧飽海G・G協会４団体役員・普及指導委員会研修会
　　　　　　　　　　　　　　（グラウンド・ゴルフ交流大会）
　　第１位　阿部　昭子（遊佐支部）
　　第５位　富樫　正義（西遊佐支部）
○８月25日㈰
　第44回山形県選抜学童水泳記録会
　　小学５・６年女子50ｍバタフライ
　　　第５位　菅原　爽乃（遊佐小６年）
○８月25日㈰
　第４回庄内郵便局長杯グラウンド・ゴルフ大会
　　総合優勝（鳥海山コース、最上川コース総合）
　　　　　　　　　　　　　髙橋　芳三（吹浦支部）
　　鳥海山コース　第９位　阿部さつ枝（高瀬支部）
　　最上川コース　第９位　今野憲一郎（稲川支部）

※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。

がんばった人にマル

８月６日の３歳児
健診でむし歯がな
かったお子さんを

紹介します。

えらいね
すごいね

飛田　朱
あか

里
り

ちゃん
（西　浜）

石垣　心
こ

桜
はる

ちゃん
（田地下）

休日窓口／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。　●—／町民課町民係　☎72-5885
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入札結果 8月分
●事務用PC
期間　令和元／8／8～令和元／9／20
契約金額　1,931,040円
契約者　山形サンダー株式会社酒田支店
[その他の入札参加者] NECネッツエスアイ株式会社山形
営業所、株式会社管理システム、株式会社メコム酒田支店

●事務用PC用マイクロソフトオフィスPro30本
期間　令和元／8／8～令和元／9／20
契約金額　1,582,740円
契約者　株式会社管理システム
[その他の入札参加者] NECネッツエスアイ株式会社山
形営業所、株式会社メコム酒田支店、山形サンダー株式
会社酒田支店

●令和元年度菅里地区防火水槽整備工事
期間　令和元／8／28～令和元／12／25
契約金額　7,150,000円
契約者　有限会社石川工業
[その他の入札参加者] 赤塚建設工業株式会社、有限会
社石山工業、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

●小型動力ポンプ整備事業
期間　令和元／8／28～令和2／3／23
契約金額　3,454,000円
契約者　有限会社本間商会
[その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会
社三立酒田営業所、株式会社日本海防災

●小型動力ポンプ付軽積載車整備事業
期間　令和元／8／28～令和2／3／23
契約金額　10,693,992円
契約者　有限会社本間商会
[その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会
社三立酒田営業所、株式会社日本海防災

●まちづくり協議会用パソコン
期間　令和元／8／8～令和元／9／20
契約金額　929,880円
契約者　山形サンダー株式会社酒田支店
[その他の入札参加者] NECネッツエスアイ株式会社山形
営業所、株式会社管理システム、株式会社メコム酒田支店

●町営住宅遊佐団地浴室改修工事
期間　令和元／8／5～令和元／11／22
契約金額　26,620,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
[その他の入札参加者] 協栄建設株式会社、株式会社髙
橋工業所

●令和元年度　遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業　
旧平津配水池撤去工事
期間　令和元／8／9～令和2／1／24
契約金額　44,550,000円

総
務
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画
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域
生
活
課

地
域
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活
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教
育
課

契約者　伊藤建設株式会社
[その他の入札参加者] 協栄建設株式会社、株式会社斎
藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、
土門建設株式会社

●令和元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　令和元／8／16～令和元／12／10
契約金額　14,800,500円
契約者　環清工業株式会社
[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、株式会社テイデイイー

●令和元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２）
期間　令和元／8／16～令和元／12／10
契約金額　16,720,000円
契約者　敦井産業株式会社酒田営業所
[その他の入札参加者] 東北電機鉄工株式会社、株式会
社メカニック、山形空調株式会社酒田支店

●町道大楯北線舗装補修工事
期間　令和元／8／30～令和元／11／15
契約金額　29,315,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
[その他の入札参加者] 有限会社一道建設、伊藤建設株
式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、株式会
社髙橋工業所、土門建設株式会社、ヤマ五建設株式会社

●令和元年度橋梁長寿命化修繕計画事業（大規模更新）広
畑橋下部工工事
期間　効力発生の日～令和2／3／31
契約金額　59,950,000円
契約者　土門建設株式会社
[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、株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株
式会社髙橋工業所

●遊佐小学校教職員用ノート型パソコン物品購入
期間　令和元／8／8～令和元／9／20
契約金額　1,222,992円
契約者　山形サンダー株式会社酒田支店
[その他の入札参加者] NECネッツエスアイ株式会社山
形営業所、株式会社管理システム、株式会社メコム酒田
支店

●令和元年度遊佐中学校トイレ改修工事
期間　令和元／8／26～令和元／11／29
契約金額　33,000,000円
契約者　土門建設株式会社
[その他の入札参加者] 伊藤建設株式会社、金子建業株式
会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、庄司建設
工業株式会社、有限会社菅原建設、株式会社髙橋工業所

＊契約金額には、消費税が含まれています。
＊辞退等された業者については、記載しておりません。

●補助対象者／県内事業所の事業主（育児・介護
休業法に基づく介護休業制度について、労働協
約または就業規則等に規定している事業主に限
ります。）

●補助対象経費／
①令和元年９月１日以降、介護休業取得者の代替

職員を新たに雇用した際の代替職員の人件費
（賃金、諸手当、社会保険料等事業主負担分）。

②令和元年９月１日以降、介護休業取得者の代替
職員として、労働派遣事業者から派遣労働者を

受け入れた際の派遣料。
●補助金の額、補助金の上限／
　２分の１以内（１事業所当たり月額上限10万円、

最長３か月）※予算の範囲内で先着順
●留意事項／介護休業者が令和２年３月１日㈰ま

でに復職し、その後、30日以上勤務（土、日、祝日、
有給休暇等を含む。）することが必要です。

●交付申請の受付期間／令和２年１月31日㈮まで
●—・≤／山形県健康福祉部長寿社会政策課
　☎023−630−3120　E-mail：ychoju@pref.yamagata.jp

　県では、企業の皆さまが介護休業取得者の代替職員を新たに雇用する（または派遣労働者を受け入れ
る）際の経費を補助する制度を創設しました。

介護休業取得者の代替従事者を新たに雇用する方へ 〜 介護対応代替職員確保支援費補助金 〜

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。　●—／産業課産業創造係　☎72-4522


