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遊佐町役場　☎（0234） 72-3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211
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広 報

道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～17:00営業
時間

食堂 10:00～17:00営業
時間

ラーメン「味の駅」 10:30～17:00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

9:00～16:30営業
時間

10:00～17:00営業
時間☎77－3330

1,500円1,500円（税込
）

（
税
込
）

1,000円1,000円（税込
）

（
税
込
）

節分コロコロパン節分コロコロパン

【提供期間】～2月16日の土・日・祝日
11：30 ～13：30

【提供期間】～2月16日の土・日・祝日
11：30 ～13：30

【販売期間】
～2 月 3日
【販売期間】
～2 月 3日

輝け！鳥海の幸
わんさか天丼
（小鉢、味噌汁、漬物付）

輝け！鳥海の幸
わんさか天丼
（小鉢、味噌汁、漬物付）

要予約要予約

食　堂

ベーカリー工房「ほっほ」

1日限定10食1日限定10食
あぽん西浜

本年もよろしくお願いいたします！

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

　次回の
●スタンプ2倍デー 1/26㈰
●休館日は  1/27㈪

日頃の感謝を込めて
毎月26日は

麺類の大盛り無料の日

冬季限定！
あったかメニュー

鍋焼きうどん　
800円（税込）

とりみ亭

～ゆったりくつろぎ～

好評予約受付中！～3/31まで

●個室（貸切）料金がお得●

  2時間ご利用で700円（税込）
期間：令和2年3月31日まで

●子育て応援企画●
  毎週土曜日・日曜日は
小学生入浴料→無料
【期間】～3月3１日まで
ご家族皆さんでお越しください

❖第6回あぽん西浜杯将棋大会❖
・日時　令和２年２月23日（祝日）
・時間　10：00～15：00
　　　（受付開始9：00）
・会場　あぽん西浜別館大広間
・参加費　1,000円（昼食・参加賞含）
　初心者から上級者まで老若男女問わず、
　皆様お気軽にご参加ください！

●健康サロン参加者募集●

令和2年 1/30 と 2/27
詳しくはあぽん西浜までお問合せください
●あぽん西浜ギャラリー展示企画●

くろもりん押絵倶楽部作品展 1/15から～

日帰りプラン

入浴+個室休憩+食事

お一人様 2,500円（税込）

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
お気軽に
お問合せ下さい

あぽん西浜
とりみ亭

道の駅鳥海
ふらっと

↓酒田

↑秋田
R7

詳しくはホームページをご覧下さい
http://www.yamagata-yurari.com/
遊楽里 検 索

日頃のご愛顧

感謝プラン
日頃のご愛顧

感謝プラン
日頃のご愛顧

感謝プラン感謝プラン感謝プラン感謝プラン感謝プラン感謝プラン
“冬”のおすすめ限定プラン

1泊2食付 8,500円8,500500500500円8,500円
1泊2食大人

3,810円
遊佐・酒田地区
皆様限定！
遊佐・酒田地区
皆様限定！

該当地域にお住いの方が
お一人でもいらっしゃればOK！
該当地域にお住いの方が
お一人でもいらっしゃればOK！
 ２名様以上対象 ２名様以上対象

幼児の布団・浴衣は別途料金とさせて頂きます。
皆様同じ内容での御予約となります。
幼児の布団・浴衣は別途料金とさせて頂きます。
皆様同じ内容での御予約となります。

通常 １泊２食付 10,250円のところ通常 １泊２食付 10,250円のところ
小学生１泊２食小学生１泊２食
なっなんと!?なっなんと!?

6名様以上で
ホールケーキ
6名様以上で
ホールケーキ

半額！半額！
幼児食事代幼児食事代 無料！無料！

～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品
ご宿泊のお客様に選べる特産品をお送りします！※一定条件有ります。ご宿泊のお客様に選べる特産品をお送りします！※一定条件有ります。

令和2年3月13日㈮迄令和2年3月13日㈮迄 令和2年3月31日㈫迄令和2年3月31日㈫迄

令和2年
3月15日㈰迄
令和2年

3月15日㈰迄
遊佐町プレミアム付商品券
使えます ! まで令和2年2/29 土土

お子様
大歓迎!!
お子様
大歓迎!!

　　　わいわい

ファミリープラン
　　　わいわい

ファミリープラン
　　　わいわい

ファミリープランファミリープランファミリープランファミリープラン
　　　わいわい

ファミリープラン

11,000円

山形県からのお知らせ  山形県からのお知らせ  雪害事故防止強化月間雪害事故防止強化月間

～安全な雪下ろし作業『８つのポイント』～
①　気温が高い時は屋根の雪のゆるみに注意！
②　ヘルメットを着用し安全な服装で作業しま

しょう！
③　転落防止のため命綱を使いましょう！
④　はしごはしっかり固定しましょう！
　　（足元も先端も。角度は75度に）
⑤　使いやすい除雪道具を使いましょう！
⑥　２人以上で作業しましょう！
　　（携帯電話も持ちましょう）
⑦　無理な作業はやめましょう！
　　（準備運動を忘れずに。休憩をとりながら）
⑧　足場はいつも注意！
　　（軒先は危険です。足場は慎重に）
　　
また、除雪機での作業も十分注意しましょう!!
詳しくは山形県HPをご覧ください。
　※「こちら防災やまがた」で検索ください。
●—／山形県防災くらし安心部防災危機管理課

　　☎023−630−2230

　１月10日㈮から２月９日㈰は、「雪害事故防止強化月間」です。　１月10日㈮から２月９日㈰は、「雪害事故防止強化月間」です。
　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作業中の事故で、　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作業中の事故で、

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。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、雪下ろし作業は安全に行いましょう。　次のポイントに注意して、雪下ろし作業は安全に行いましょう。
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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

【会計年度任用職員】
　　地方公務員法等が改正されたことに伴い、令和２年４月から新たに会計年度任用職員制度が創設され

ます。新たな制度の下、令和２年４月１日から任用開始する遊佐町会計年度任用職員について募集します。

●教育部局の募集職種
　＊期末手当（1.69月）が支給されます

●申込方法／
１．「遊佐町会計年度任用職員申込書」を提出してください。申込書は教育課にお越しいただくか、町のHP

からダウンロードしてご利用ください。申込書の記載は本人の自筆とします。資格・免許を要する職を
希望する場合は、証明書等の写しを添付してください。

２．提出場所／教育課（防災センター２階）
●募集受付期間／２月３日㈪～２月７日㈮
●雇用契約期間／令和２年４月１日から令和３年３月31日
●採用方法／書類選考・面接及び選考試験（適宜能力実証の方法）により採用となります。
●採用人数／全職種：若干名
●—・募集受付／教育課　☎72−5891　
＊小中学校については土・日・祝日、学校の休業日は原則として勤務を要しません。

職種 学歴・免許等 勤務場所 勤務時間 日額支給
単純事務等 埋蔵文化財調査室 ５時間（週３） 4,538 円

一般事務等 パソコン操作
（excel・Word等）

小学校
６時間（年間144日） 5,445 円
６時間（年間194日） 5,445 円

中学校 ７時間15分（年間230日） 6,580 円

調理員
免許無

小学校

６時間（年間210日） 5,416 円
７時間45分（年間210日） 6,995 円

調理師免許
６時間（年間210日） 5,493 円

７時間45分（年間210日） 7,095 円

特別支援教育支援員 教員免許
小学校 ７時間45分（年間207日） 8,300 円
中学校 ７時間45分（年間207日） 8,300 円

職種 学歴・免許等 勤務場所 勤務時間 月額支給

一般事務等 パソコン操作
（excel・Word等）

生涯学習センター
防災センター ７時間15分（週５） 138,170 円

用務員 普通運転免許 中学校 ７時間15分（週５） 130,032 円
埋蔵文化財補助員 学芸員・発掘員資格他 埋蔵文化財調査室 ７時間15分（週５） 149,303 円

社会教育
アドバイザー

教員免許
教員経験者 生涯学習センター

７時間45分（週４） 156,160 円
６時間（週５日） 151,122 円

バス運行管理事務員 運行管理者免許

バス事務室

７時間15分（週５） 157,909 円
バス自動車運転手 大型自動車免許 ７時間15分（週５） 167,358 円
バス整備責任者 大型自動車免許 ７時間15分（週５） 176,245 円

バス運行管理責任者 大型自動車免許
運行管理者免許 ７時間15分（週５） 184,103 円

令和2年度　遊佐町会計年度任用職員の採用について
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休日窓口／平日に電話で申し込みをすると、役場閉庁日（土・日・祝日）8：30～17：00に住民票や所得証明などを受け取ることができます。　●—／町民課町民係　☎72-5885

●町長部局の募集職種　
　＊期末手当（1.69月）が支給されます。

●申込方法／「遊佐町会計年度任用職員申込書」を総務課に提出してください。申込書は総務課にお越しい
ただくか、町のHPからダウンロードしてご利用ください。申込書の記載は本人の自筆とします。資格・
免許を要する職を希望する場合は、証明書等の写しを添付してください。

●募集受付期間／２月３日㈪～２月７日㈮
●雇用契約期間／令和２年４月１日から令和３年３月31日（短期雇用を除く）
●採用方法／書類選考・面接（適宜能力実証の方法）により採用となります。
●採用人数／全職種：若干名
●—・募集受付／総務課総務係　☎72−5880　

職種 資格・免許等 勤務場所 勤務時間 月額支給

一般事務補助 パソコン操作
（excel・Word等）

役場
防災センター

７時間15分（週５） 138,170 円
６時間（週５） 114,348 円

道路作業員 普通運転免許 役場 ６時間（４～10月週４日）
　　　（11～３月週３日）

91,478 円
68,609 円

保育士助手

資格無

保育園
子どもセンター

４時間（週５） 76,232 円
６時間（週５） 114,348 円

７時間15分（週５） 138,170 円

保育士資格
４時間（週５） 76,800 円
６時間（週５） 115,200 円

７時間15分（週５） 139,200 円

保育士 保育士資格 保育園
子どもセンター ７時間15分（週５） 151,829 円

口腔衛生指導員 歯科衛生士の資格 防災センター ７時間15分（週４） 114,877 円
危機管理
アドバイザー

普通運転免許
消防経験者 防災センター ７時間45分（週４） 161,120 円

交通安全専門指導員 普通運転免許 防災センター ７時間45分（週４） 149,520 円

調理員
免許無

保育園
６時間（週５） 113,729 円

調理師免許 ６時間（週５） 115,354 円
自動車運転手 中型自動車免許 役場 ７時間30分（週５） 173,129 円

短期間雇用募集（期末手当の支給はありません。）

職種 雇用期間 勤務場所 勤務時間 日額支給
選挙事務補助 Ｒ2.12.1～Ｒ3.3.31 役場 ７時間45分（週５） 7,033 円

国勢調査事務補助
R2.7月中旬～８月中旬

防災センター
７時間15分（週５） 6,580 円

R2.9月中旬～12月下旬 ７時間15分（週５） 6,580 円

「遊佐町就職ガイダンス」の参加企業を募集します

●参加申込期限／１月22日㈬まで
　※申し込みが多数の場合は募集を締め切らせてい

ただく場合がございますのでご了承ください。

●—・≤／遊佐ビジネスネットワーク協議会
　（事務局）産業課産業創造係　☎72−4522
　FAX 72−5896　E-mail：sozo@town.yuza.lg.jp

　町内企業への就職を検討いただくため、３月14日㈯に町内企業合同の就職説明会【遊佐町就職ガイ
ダンス】を開催します。
　つきましては、参加企業を募集しておりますので、参加を希望する場合は、町HPから参加申込書を
ダウンロードしていただき、E-mail、郵送またはFAXでお申し込みください。
　※詳しくは、町HPをご確認ください。



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

遊佐町少年町長・少年議員公選事業
第３回少年議会

　第３回少年議会では、議会
報告として今期の活動を振り
返り感じたこと、活動を通し
て新たに見つけた課題などを
発表します。１年間の少年議
員たちの成長を傍聴しにぜひお越しください。
●日時／１月23日㈭午後６時30分～８時
●場所／役場議事所
●—／遊佐町少年町長・少年議員公選事務局
　　　☎72−2236

第２期庄内北部定住自立圏共生ビジョン（案）に
係る意見公募（パブリックコメント）

●募集期間／１月17日㈮～２月６日㈭
●公表資料の備え付け場所／役場企画課企画係、生

涯学習センター、各地区まちづくりセンター
●意見の提出方法／
　〒999−8301（遊佐町遊佐字舞鶴211）遊佐町企画

課へ郵送または持参
　FAX72−3315　E-mail：kikaku@town.yuza.lg.jp

※詳しくは公表資料をご覧ください。公表資料は
町HPにも掲載します。

※寄せられた意見は、町の考えとともに後日公表
します。意見の内容以外は公表しません。

※個々の意見に対する直接回答は行いません。
●—／企画課企画係　☎72−4523

鳥海山・飛島ジオパーク 公開講座
「もしも噴火が起こったら ～改訂・鳥海山火山防災マップを読む～」
　鳥海山は、過去に大きな噴火を繰り返してきた東
北を代表する活火山です。『鳥海山火山防災マップ』

（鳥海山火山防災協議会）は、鳥海山の噴火を想定し、
予想される噴火の規模や災害想定区域、普段からの
備えなどについてまとめられた資料で、2019年に13
年ぶりに改訂されました。
　『鳥海山火山防災マップ』の改訂に携わった林信
太郎先生（秋田大学教授・火山地質学）を講師に迎
え、活火山鳥海山についての知識を深め、火山防災
のあり方を学びます。
●日時／２月１日㈯午前10時～正午
●場所／生涯学習センター　大会議室
●内容／『鳥海山火山防災マップ』や噴火実験など

を通して、鳥海山について、防災・減災について、
わかりやすく楽しく学びます。

　講師：秋田大学大学院教育学研究科 教授
　　　　林 信太郎 氏／火山地質学
●その他／参加申込不要・受講料無料
●—／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局　
　　　☎0184−62−9777

お　 し　 ら　 せ　 号
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町税等納期のお知らせ
　１月31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。通知書は
１月15日に発送していますので、内容をご確認の上、
口座残高の確認、納め忘れのないようにお願いしま
す。
●納期／１月31日㈮
　町県民税　　　　　　　　４期
　国民健康保険税　　　　　７期
　介護保険料　　　　　　　７期
　後期高齢者医療保険料　　７期
●—／町民課納税係　☎72−5411

75歳、65歳になられた皆さまへ
　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11月に75歳、12月に65歳になられた皆さまへ１
月15日付で納入通知書の発送をしています。内容を
ご確認の上、納め忘れのないようにお願いします。
●送付物／
　11月に75歳になられた方…
　　　　　　　後期高齢者医療保険料の納入通知書
　12月に65歳になられた方…
　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／１月31日㈮
●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。

●—／金額に関するお問い合わせ…
　　　　　　　　　　　町民課課税係　☎72−5876
　　　納付に関するお問い合わせ…
　　　　　　　　　　　町民課納税係　☎72−5411

鳥海山・飛島ジオパーク「Geoキッチン＆カフェ」
　「キッチン火山学」の普及に取り組んでいる林信
太郎先生（秋田大学教授・火山地質学）を講師に迎
え、お菓子づくりや料理を通して地球の成り立ちや
地域のジオの恵みなどについて、おいしく・楽しく・
学びます。
●日時／２月１日㈯午後１時30分～４時
●場所／生涯学習センター　調理実習室
●講師／秋田大学大学院教育学研究科　教授
　　　　林 信太郎 氏／火山地質学
●参加費／500円（原材料実費分）
●持ち物／エプロン、ハンドタオル
●≤／１月16日㈭から、電話で下記お問い合わせ先

までお申し込みください。先着20名。
●—／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局
　　　☎0184−62−9777
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「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
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「認知症初期集中支援チーム」がお手伝いします「認知症初期集中支援チーム」がお手伝いします
　認知症になっても本人の意志が尊重され、できるだけ家族や住み
慣れた地域の中で、自分らしく生活できることをめざし、早期診断・
早期対応に向け「認知症初期集中支援チーム」が支援します。

「認知症初期集中支援チーム」とは？
　医療と介護の専門職が、ご本人やご家族からの相談を受け、認知
症もしくは認知症が疑われる方やその家族を訪問し、専門医の指導
や助言等のもと、適切な医療・介護に結びつけたり、自立生活のサ
ポートを行うチームです。かかりつけ医がいる場合は、連携を取り
ながら進めていきます。

「認知症初期集中支援チーム」の対象となる方
　町内に住所を有し、満40歳以上で、在宅で生活していて、かつ認知
症もしくは認知症の疑いのある方で、次に該当する方が対象となります。
〇認知症の診断を受けていない
〇医療を受けていない、または中断している
〇適切な介護サービスに結びついていない、または中断している
〇医療や介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状（不安、

焦燥、うつ状態、幻覚、妄想、徘徊、興奮、暴力、不潔行為など）
が強く、対応に苦慮している

●—／遊佐町地域包括支援センターゆうすい　☎71−2130

やまがた緑環境税を活用して、
地域の森づくり活動をしてみませんか

　令和２年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進
事業による県民参加の森づくり活動の募集を行います。
●支援する活動内容／
　令和２年度中に実施する取り組み
　①豊かな森づくり活動
　②自然環境保全活動
　③森や自然とのふれあい活動
　④木に親しむ環境づくり
●募集期間／２月６日㈭まで
●—／応募方法など詳しい内容については産業課水

産林業係（☎72−4321）
　または庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室
（☎0235−66−5524）まで。
※事業の実施については、令和２年度の予算成立

が前提となりますのでご了承願います。

奨学金返還支援制度
　町では、若者の定着・回帰を促進するため、県と
連携して、日本学生支援機構の奨学金（１種・２種）
貸与を来年度から受ける（または受けている）学生
に対し、奨学金の返還支援事業を実施します。ただ
し、卒業後３年間、地元への居住や就業等が要件と
なります。
●募集人数／若干名
●詳細は、町HPをご覧ください。
●—・≤／企画課企画係　☎72−4523

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。

※油が流出してしまったら、119へ通報してくださ
い。

●—／消防署遊佐分署　　☎72−4100
　　　地域生活課環境係　☎72−5881

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。

相談
地域包括支援センターに相談

☎71−2130

初回訪問
認知機能、生活状況等を把握し、
必要な情報提供を行います。

チーム員会議
支援方針を検討します。

支援の実施
チーム員会議

関係機関と連携して、問題
解決に向けて支援します。

引き継ぎ
医療、介護サービスに結び
付く場合は介護支援専門員
等に引き継ぎます。
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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

歳末助け合い展の御礼
　昨年末の11月21日～12月２日に開催しました「歳
末助け合い展」では、町民の皆さまのご協力により
無事に展示を終了することができました。誠にあり
がとうございます。
　皆さまから「歳末助け合い展」へ入札・募金し
ていただいた結果、17,970円のお金が集まりました。
その全額を、遊佐町社会福祉協議会の「歳末たすけ
あい運動」に寄付いたしました。
　今後とも、本事業につきましてご理解とご協力を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
●—／生涯学習センター　☎72−2236

西遊佐風力発電所　環境影響評価
事後調査報告書の縦覧について

　遊佐町比子地区における風力発電所について、環
境影響評価事後調査報告書の縦覧を行います。
●期間／１月15日㈬～２月17日㈪まで（土日、祝日を除く）
●場所・時間／役場地域生活課環境係：午前８時30

分～午後５時15分まで
●インターネットによる縦覧／
　加藤総業㈱HP（http://katosogyo.co.jp /）
●—／〒998−0875　酒田市東町１丁目１番地の８
　㈱ゆざウインドファーム　事業担当：海藤、梅津

☎23−5418

初心者のための社交ダンス講習会
　好評のダンス講習会を、初心者を対象に無料で開
催します。
●講習日／２月13日㈭、19日㈬、20日㈭、26日㈬、

27日㈭、29日㈯　※29日は打ち上げパーティです
●時間／午後７時30分～９時
●場所／生涯学習センター　２階　大会議室
●参加費／無料
●種目／ジルバ、マンボ、ボックスルンバ、ブルース
●申込期限／２月５日㈬
●—・≤／遊佐ダンス愛好会　タカまで　☎77−3245

おもてなし英会話研修会　受講生募集
　北庄内を訪問する外国人観光客に、気軽に英語で
おもてなしをするための研修会を開催します。
●日時／２月９日㈰、２月23日㈰、３月８日㈰
　　　　午前10時～午後３時（全３回）
●会場／酒田市総合文化センター
●対象／
　①次年度以降地域通訳案内

士養成講座を受講するた
めに英語力のアップを図
りたい方

　②北庄内の魅力を外国人観
光客に伝えたい方

　③おもてなしの英会話に興味をお持ちの方、おも
てなしの英語力を身につけたい方

●定員／40人程度（応募多数の場合は、書類選考）
●受講料／1,500円
●≤／申込書に必要事項を記載の上、１月31日㈮ま

で下記問い合わせ先に郵送またはFAXで申し込
みください

●—／近畿日本ツーリスト東北　酒田営業所内、お
もてなし英会話研修会事務局

　〒998−0828　酒田市あきほ町120−１　イオン酒田
南店１階　☎22−7705　FAX23−1769

酒田市収蔵品展Ⅱ　山を撮る、山を描く
写真家・青野恭典と山形ゆかりの画家たち（仮）

　「鳥海2236」ゆざ親善大使としても活躍していた
写真家青野恭典氏の作品の展示会が酒田市美術館に
て開催されます。酒田市美術館に所蔵されている鳥
海山周辺作品20点と、一昨年、昨年と各地で展示し
た和紙作品17点を一堂に展示します。
●会期／１月28日㈫～２月28日㈮　
●休館日／毎週月曜日休館（ただし、祝日の場合は

翌日）、２月10日㈪～14日㈮（メンテナンス休館）
●場所／酒田市美術館
　　　　酒田市飯森山３丁目17−95
●—／酒田市美術館　☎31−0095　FAX31−0094

2020年１月　インターネット公売実施

●参加申込締め切り／１月21日㈫午後11時まで
●入札期間／１月27日㈪午後１時～29日㈬
　　　　　　午後11時
●出品物確認／現物の確認をされたい方は、参加

申込期間中に町民課納税係までお問い合わせく
ださい。

　　参加申込期間に参加申込手続きを行なわない場
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

　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。
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休日窓口／平日に電話で申し込みをすると、役場閉庁日（土・日・祝日）8：30～17：00に住民票や所得証明などを受け取ることができます。　●—／町民課町民係　☎72-5885

第100回記念ゆざっと軽トラ市
「鍋合戦・酒合戦」開催のおしらせ
　皆さまのご支援をいただき、ゆざっと軽トラ市が
100回目！を迎え、好評の「あったか～い」お鍋が
食べられる「鍋合戦」と遊佐と酒田の蔵元のお酒！
が飲める「酒合戦」を開催します。
　詳しくは、折込チラシをご覧ください！
●日時／２月２日㈰午前11時～午後０時30分頃まで
　　　　（無くなり次第終了）
●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎前広場）
●内容／鍋合戦＆酒合戦と野菜等の販売　※お買い上

げの方に100回記念の「紅白餅」のプレゼントあります！
●—／遊佐町商工会　☎72−4422

さかとくバザーINこぴあコープ酒田店
　酒田特別支援学校高等部生徒による作業製品の販
売を行います。
●日時／２月６日㈭午前10時～午後１時
●場所／こぴあコープ酒田店１階
●—／山形県立酒田特別支援学校知的部　教頭　堀
　　　☎34−2026

STOP！雇用不安　なんでも労働相談ホットライン
　解雇、雇止め、労働時間、残業代未払い、賃金カ
ット、未払い賃金、休暇、パワハラ・セクハラ・マ
タハラなど、労働に関する相談について対応します。
●相談期間／２月13日㈭、14日㈮午前10時～午後７時
●相談電話／フリーダイヤル　☎0120−154−052
●相談方法／相談者が電話で相談する方法です。相

談無料。
●—／連合山形　☎023−625−0555

山形県立鶴岡高等養護学校
ほのぼのふれあいバザーⅡ

●日時／２月８日㈯午前11時20分～午後０時５分
　※事前申し込みは必要ありません。
　※駐車場が狭いため乗り合いにご協力願います。
　※内履きをご持参ください。
●—／鶴高養職員室　☎0235−22−0581

求職者の生活・就労相談ダイヤル
●日時／２月27日㈭～29日㈯午前10時～午後５時
●相談内容／求職者の生活や住まい、就職活動に関

する悩みなど
●相談方法／電話にて相談に応じます。事前申込不

要、当日お電話ください。
●相談電話／☎0800−800−7867（フリーダイヤル）
●費用／相談無料
●—／山形県求職者総合支援センター　☎023−647−7556

蔵書点検の結果について
　蔵書点検は、図書館のすべての資料等の所在を点
検・確認する『図書館の棚卸し』です。町立図書館
では、毎年12月１日～８日に行われます。
　今年の不明資料は、６点でした。昨年までの不明
資料と合わせると、88点に及びます。不明資料は、
貸出手続がなく、蔵書点検でも所在を確認できなか
った資料です。
　現在、町立図書館第３展示コーナーにて、不明資
料リストと汚破損本の展示『さがしています』を行
っています。ぜひご覧ください。本を借りるときは、
必ず貸出手続を行いましょう。
●—／町立図書館　☎72−5300

●申請可能な商品／
１．遊佐町の町内産品（製造又は加工の最終段階が

町内で行われた商品）のうち土産品としてふさ
わしい食料品、民芸品、工芸品等

２．原材料生産または、販売が町内でされている商
品のうち、地域イメージが強く定着している商
品。また、工芸品については町内在住者によっ
て作成された商品

３．一定期間一定量その商品の安定的な生産供給が
可能であり、一般流通経路において消費者が購
入可能なものであること

４．商品および生産加工の設備、施設が「食品衛

生法」その他関係法令に適合していることなど、
遊佐町の特産品としてふさわしい商品

●申込期限／２月７日㈮
　　申込用紙は、遊佐ブランド推進協議会HPでダ

ウンロードできる他、遊佐町創業支援センターに
て配布しております。

審査会
●日時／２月18日㈫
●場所／生涯学習センター
なお、出品希望者説明会を下記により開催します
ので、出席される方はご連絡ください。
●日時／１月22日㈬午後１時30分
●場所／遊佐町創業支援センター

●—・≤／遊佐ブランド推進協議会／遊佐町創業支
援センター

　遊佐町遊佐字広表６−１（Ａコープゆざ店２階）
　TEL／FAX：72−3966
　E-mail：info@yuza-brand.jp

遊佐町優良特産品推奨審査会出品者募集
　町では、町の特産品の付加価値を高めるとともに
品質向上や販路拡大につなげることを目的として、
２年毎に優良特産品を選定しています。令和２・３
年度の遊佐町優良特産品推奨審査会を下記のとおり
行いますので、ご応募ください。



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

税理士記念日「無料税務相談会」   

●日時／１月31日㈮、２月１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　410
●対象／どなたでも　●内容／税に関する相談
●—／東北税理士会酒田支部広報係　☎43−6353

生活なんでも相談ダイヤル   

　生活に関する悩みや困りごと（家庭、労働、借金、
法律、就労など）の相談に、電話で応じます。
●日時／２月27日㈭～29日㈯午前10時～午後５時
●相談電話／☎0120−39−6029（フリーダイヤル）
●その他／相談費用無料。事前申込不要。
●—／生活あんしんネットやまがた　☎0120−39−6029

相続無料相談会   

　相続について、司法書士および税理士による面談・
司法書士による電話での無料相談会を行います。

【面談による相談】
●日時／２月２日㈰午前10時～午後４時
●場所／酒田市中央公民館310号室　●予約／不要

【電話による相談】
●日時／２月３日㈪～28日㈮の平日　午後１時30分～５時
●相談電話／☎050−5433−5793
　※この電話番号は、上記期間中の臨時電話となります。
●相談料／無料
●—／山形県司法書士会　☎023−642−3434

古物営業法が改正されました
　古物営業法が改正され、許可制度の見直しが行わ
れました。現在許可を受けている方が、新しい許可制
度に移行するためには、令和２年３月31日までに主た
る営業所を管轄する警察署に届出する必要があります。
詳細は、山形県警察本部のHPをご覧いただくか、主
たる営業所を管轄する警察署の生活安全課（係）にお
問い合わせください。
●—／山形県警察本部生活安全部生活安全企画課許

可認定係　☎023−626−0110

「いつでも、どこでも、誰でも」学べる放送大学
― 2020年度4月生募集 ―

　放送大学はBS放送やインターネットを通して学
ぶ通信制の正規の大学です。
　心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科
学など、幅広い分野が１科目から学べ、教養学士の
学位が取得できます。看護学士、認定心理士などの
学位・資格も取得可能です。
　2020年度第１学期（４月入学）の学生を募集します。
●出願締め切り／第１回募集は２月29日㈯、第２回募

集は３月17日㈫まで　※資料を無料で差し上げます。
●—／放送大学山形学習センター　☎023−646−8836

お　 し　 ら　 せ　 号
⑻

○令和元年10月26日㈯
　第11回栗山杯学童野球大会
　　準優勝　遊佐ブルーファイターズ
○令和元年12月１日㈰
　第63回山形県学校新聞コンクール
　　学級新聞の部
　　　毎日新聞社賞　遊佐中学校２年４組
　　学習新聞の部
　　　荘内日報社賞　遊佐中学校３年３組
　　　入選　遊佐中学校３年１組、２組、４組
　　　　　　遊佐中学校給食委員会
　　学校新聞の部
　　　入選　遊佐中学校
○令和元年12月８日㈰
　第38回親子卓球大会・第46回少年卓球大会
　　親子の部
　　　小学校
　　　　第３位　髙橋　彪夏（高瀬小）・髙橋　純一
　　団体戦の部
　　　小学校
　　　　準優勝　遊佐スポ少
　　個人戦の部
　　　小学男子
　　　　優　勝　髙橋　彪夏（高瀬小）
　　　　第３位　太田　珠於（高瀬小）
　　　中学男子
　　　　優　勝　渡邉　宥人（遊佐中）
　　　　第３位　髙橋　侑太（遊佐中）
○令和元年12月８日㈰
　第32回庄内地区ジュニア体操競技選手権大会
　　男子Bクラス
　　　ゆか　第１位　髙橋　隼颯（藤崎小５年）
　　　跳馬　第３位　髙橋　隼颯（藤崎小５年）
　　　個人総合　第３位　髙橋　隼颯（藤崎小５年）

※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。
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入札結果 12月分
●藤崎小学校教員用ノート型パソコン物品購入

期間　令和元／12／9～令和2／1／10
契約金額　1,082,400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

●遊佐・蕨岡・藤崎小学校学習用タブレット等賃貸借
期間　令和元／12／26～令和2／3／31
契約金額　233,750円（月額）
契約者　株式会社メコム　酒田支店

［その他の入札参加者］ 株式会社管理システム、株式会社
日情ソリューションズ

●遊佐中学校棚昇降式消毒保管機購入
期間　令和元／12／26～令和2／3／27
契約金額　4,180,000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、第一物産株式会社酒
田支店、株式会社宮本商店

●令和２年度遊佐中学校トイレ改修工事実施設計業務
期間　令和元／12／26～令和2／3／23
契約金額　1,265,000円
契約者　あべ建築設計事務所

［その他の入札参加者］ 株式会社伊藤建築設計事務所、有
限会社水口建築構造設計事務所

教
育
課

＊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。


