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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

山形県からのお知らせ　雪害事故防止強化月間
　１月８日㈮から２月７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す。特に高齢
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。

～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！
⑥₂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足場は特に注意！
　（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。
●問／山形県防災くらし安心部防災危機管理課
　　　☎023-630-2230

●場所／役場₁階地域生活課

【意見書の提出】
　縦覧場所の意見書箱へ投函、または₂月15日㈪
まで下記の問合せ先へ郵送（※当日消印有効）
●関西電力ウェブサイト
　（https://www.kepco.co.jp/energy_supply/
　energy/newenergy/wind/assessment.html）
　でも閲覧できます。
●問／�関西電力㈱�再生可能エネルギー事業本部�

事業開発第四グループ
　　　〒530-82７0�大阪市北区中之島3丁目6番16号
　　　☎080-146７-７201
　　　（土日祝日除く午前₈時50分～午後₅時30分）

遊佐町沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書の縦覧について
　環境影響評価法に基づき、計画段階環境配慮書
の縦覧を行います。縦覧では、環境の保全の見地
から意見書を提出することができます。

【事業概要】
●事業者／丸紅㈱・関西電力㈱
●事業名／�（仮称）山形県遊佐町沖着床式洋上風力

発電事業
●出力／最大49.4万kW
●実施想定区域／遊佐町沖合

【縦覧】
●期間／₁月15日㈮～₂月15日㈪の平日
　　　　午前₈時30分～午後₅時15分
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休日窓口／平日の電話申込みで土・日・祝日（8：30〜17：00）に住民票など受取可能です。 ●問／町民課町民係　☎72-5885

遊佐町会計年度任用職員の募集について
令和3年度

令和３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（1.6575月）が支給されます。

職種 学歴・免許等 勤務場所 勤務時間 日額支給

用務員 普通運転免許 中学校 ₇時間15分（年間230日） 6,543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日） 138,170円

バス自動車運転手 大型自動車免許 バス事務室 ₇時間15分（週₅日） 167,358円

●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

ホームページ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／令和₃年₂月₁日㈪～₅日㈮
●雇用契約期間／令和₃年₄月₁日～令和₄年₃月31日
●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
●問・募集受付／教育課総務学事係　☎７2-5891　
※学校については、土・日・祝日のほか、学校の休業日は原則として勤務を要しません。

【町長部局の募集職種】　
※期末手当（1.6575月）が支給されます。

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日） 138,170円

₆時間（週₅日） 114,348円

一般事務補助
（身体障がい者対象※）

パソコン操作
（Excel・Word等） 役場 ₇時間15分（週₅日） 138,170円
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「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72-2236

歳末助け合い展の御礼
　令和₂年11月27日～12月9日に開催しました「歳
末助け合い展」では、町民の皆様のご協力により無
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。
　皆様から「歳末助け合い展」へ入札・募金してい
ただいた結果、10,210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。
●問／生涯学習センター　☎７2-2236

職種 資格・免許等 勤務場所 勤務時間 月額支給

保育士助手

資格無 子どもセンター

₆時間（週₅日） 114,348円

₇時間15分（週₅日） 138,170円

保育士資格

子どもセンター

₆時間（週₅日） 115,200円

₇時間15分（週₅日） 139,200円

保育園 ₇時間15分（週₅日） 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日） 151,829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日） 161,120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

経済センサス活動調査
事務補助 Ｒ3.₈.₂～Ｒ3.₈.31 防災センター ₇時間15分（週₅日） 6,579円

※�身体障がい者対象の一般事務補助は、申し込み現在において、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害
者手帳を所持している方が対象となります。
●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、町のホームページ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／令和₃年₂月₁日㈪～₅日㈮
●雇用契約期間／令和₃年₄月₁日～令和₄年₃月31日（短期間雇用を除く）
●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
●問・募集受付／総務課総務係　☎７2-5880

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、70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。



お し ら せ 号
（4）

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。　●問／産業課産業創造係　☎72-4522

　町民の皆さま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。家で安心して
暮ら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が対象となります。
①平成12年₅月31日以前に着工された一戸建て
②在来軸組工法で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／�図面の有り無しに関わらず個人負担

10,000円
　※診断費用10万円のうち₉万円を助成します。
●募集戸数／�₁戸
　※募集戸数に達し次第、受け付けを終了します。
●問・□申／地域生活課管理係　☎７2-5883

　町民の健康意識及び運動習慣の普及啓発と継続の
ため、筋肉量と脂肪量等を測定できる体成分分析装
置での「体成分測定会」を下記日程で実施します。
この機会にご自身の筋肉量・脂肪量等を把握し、生
活習慣の見直しやスポーツに取り組んでみませんか？
●日　時／１月2７日㈬午後₅時30分～午後₇時30分
　　　　　１月31日㈰午前10時～12時
●会　場／町民体育館
●対象者／高校生以上　
※ペースメーカー使用の方は測定できません。
　運動前に測定するのが理想です。
●料　金／無料
●□申申／町民体育館　☎７2-5454
●申問／生涯学習センター　☎７2-2236

体づくり応援事業
「体成分測定会」のご案内

木造住宅耐震診断士派遣事業

「高齢者等見守り事前登録制度」のお知らせ
　加齢に伴う認知症や心の病気などにより、判断力
や記憶力が低下すると、道に迷ったり自分の家がわ
からなくなってしまう場合があり命の危険が伴うこ
ともあります。
　町では、あらかじめ対象高齢者等の情報を登録し、
行方不明になった際、早期に発見・保護できるよう
支援する事業があります。
●対　　象／�在宅等で生活し、認知症等により徘徊

のおそれのある方
●登録方法／
　�遊佐町地域包括支援センターゆうすい、または健

康福祉課介護保険係、もしくは担当のケアマネー
ジャーに連絡してください。同センター職員が自
宅を訪問し手続きについて説明します。

●�登録した情報の活用／行方不明時の迅速な初動捜
査、早期発見・保護のため、酒田警察署など関係
機関と共有します。

◆�年に１回程度、遊佐町地域包括支援センター職員
が登録者本人の状況を確認し、登録情報を更新し
ます。

●問／地域包括支援センター　☎７1-2130
　　　健康福祉課介護保険係　☎28-8251

　₂月₁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。新型コロ
ナウイルスの影響で事業等の収入が大幅に減少した
方については、町税等の減免、徴収の猶予を受ける
ことができます。内容については、ご相談ください
ますようお願いいたします。
●納期／₂月₁日㈪
　　　　町県民税　　　　４期（徴収猶予）
　　　　国民健康保険税　₇期（減免・徴収猶予）
　　　　介護保険料　　　₇期（減免・徴収猶予）
　　　　後期高齢者医療保険料　₇期（減免・徴収猶予）
●問／
　（徴収猶予）…町民課納税係　　　　　☎７2－5411
　（減免：国保・介護）…町民課課税係　☎７2－58７6
　（減免：後期）…健康福祉課国民健康保険係　☎７2－58７5

町税等納期のお知らせ
　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歳になられた皆様へ
₁月15日付で納入通知書の発送を行います。内容を
ご確認のうえ、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／₂月１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。
●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

75歳、65歳になられた皆様へ
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「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72-2236

　荘内銀行では、真に豊かで潤いのある地域社会を
築くため、2001年₆月に公益信託「荘内銀行ふるさ
と創造基金」を創設し、2021年度で21年目を迎えま
す。学校教育、社会教育、文化の振興に関する生涯
学習に資するための活動を支援します。
●募集期間／₁月₆日㈬～₂月19日㈮　※当日必着
●対象事業／
　令和₃年₄月₁日～令和₄年₃月31日までに行われる
　①学校における教育的な活動
　②地域住民と一体となった社会教育的な活動
　③県内に伝わる文化的な活動
※�宗教的、政治的宣伝意図を有するもの及び営利を
目的とするものは除きます。

●助成金額／₁件あたり10～40万円程度
●助成金の使途／�機材費、会場費、消耗品費、旅費、

謝礼金等の活動に要した費用。た
だし、人件費は認めません。

●助成決定時期／�令和₃年₄月下旬～₅月上旬に採
択先にのみ書面にて通知

●申請書入手先／�荘内銀行の山形県内にある本支店
またはホームページ

●問／荘内銀行広報CSR室　☎023-626-9006

2021年度　公益信託
荘内銀行ふるさと創造基金募集開始

　令和₃年₃月₇日執行予定の遊佐町長選挙にお
ける選挙啓発の標語につきまして、町民の皆様よ
り多数のご応募をいただき、誠にありがとうござ
いました。

　応募総数は31作品で、下記の標語を採用作品と
して決定しましたのでお知らせします。
≪採用作品≫
『遊佐の未来　もっと良くなれ。　いざ投票！』
≪採用者≫
　齋藤　由芙里（さいとう　ゆうり）さん
　（藤崎小学校　₄年生）
○採用作品は、啓発看板・入場券・その他啓発活
動に利用させていただきます。
●問／遊佐町選挙管理委員会
　　　総務課総務係　☎７2－5880

遊佐町長選挙の
標語募集

採用作品決定のお知らせ

【令和２年分確定申告書作成会場を開設します】
●場所／酒田税務署（酒田市光ケ丘2-2-36）
●期間／₂月₁日㈪～₃月15日㈪
　　　　（土、日、祝日を除く）
●時間／午前₉時～午後₅時
　�　申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入
場には「入場整理券」が必要です。
　�　「入場整理券」は会場での当日配付とＬＩＮＥ
による事前発行があります。
※�配付方法の詳細は、別途国税庁ホームページ等に
よりお知らせします。
※�「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場
をお願いすることもあります。
※�新型コロナウイルス感染症対策の一環として令和
₂年分の確定申告では、公的年金を受給されてい
る方を主な対象として、₂月16日㈫よりも前から
申告相談をお受けします。
　　皆様のご理解とご協力をお願いします。
●問／酒田税務署　個人課税第一部門
　　　☎33-1450（代表）

酒田税務署からのお知らせ

　₂月は相続登記月間として、₁か月の無料電話相
談会を行います。
●日　　時／₂月₁日㈪～26日㈮の平日
　　　　　　午後₁時30分～午後₅時
●相談方法／司法書士による電話相談
●相談専用ダイヤル／☎050-5433-5７93
　　　　　　　　　　※上記期間中のみの臨時電話です。
●相談内容／
　 •相続登記をしたい　 •生前贈与、遺言を残したい
　 •法務局に遺言を預けられるってホント？
　 •故人の借金が見つかった
　 •相続人のなかに認知症の人がいる
　 •連絡の取れない相続人がいる
　 •法定相続情報証明ってどうやって取るの？
●相 談 料／無料
●共　　催／山形地方法務局
●問／山形司法書士会　☎023-642-3434

相続無料電話相談会

●日　時／₂月₅日㈮、₆日㈯
　　　　　午前₉時30分～12時、午後₁時～₄時
●場　所／酒田市総合文化センター
●□申申／相談受付は完全予約制です。
　　　予約期間…₁月25日㈪～₂月₄日㈭
　　　予約専用ダイヤル…☎050-2018-1151
●その他／�新型コロナウイルス感染症対策のため、

会場閉鎖となった場合中止となります。
●問／東北税理士会酒田支部広報係　☎43-6353

税理士記念日「無料税務相談会」
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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　●問／企画課観光物産係　☎72-5886

がんばった人にマル

●遊佐町防災行政無線機器移設工事
　期間　令和2／12／22～令和3／6／30
　契約金額　4,158,000円
　契約者　株式会社ハムシステム
　[その他の入札参加者] 日東通信庄内株式会社山形支店

●令和2年冬季松くい虫防除事業業務委託（町単Ⅰ）
　期間　令和2／12／25～令和3／3／15
　契約金額　10,010,000円
　契約者　有限会社遠田林産
　 [その他の入札参加者] 北庄内森林組合、出羽庄内

森林組合

●令和2年度冬季松くい虫防除事業業務委託（衛生伐Ⅰ）
　期間　令和2／12／25～令和3／1／29
　契約金額　3,850,000円
　契約者　有限会社遠田林産
　 [その他の入札参加者] 北庄内森林組合、出羽庄内

森林組合 

●令和2年度冬季松くい虫防除事業業務委託（衛生伐Ⅱ）
　期間　令和2／12／25～令和3／3／15
　契約金額　10,450,000円
　契約者　北庄内森林組合
　 [その他の入札参加者] 有限会社遠田林産、出羽庄

内森林組合 

●遊佐中学校特別教室エアコン設置工事
　期間　効力発生の日～令和3／3／31
　契約金額　20,130,000円
　契約者　協栄建設株式会社
　 [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、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、土
門建設株式会社

●遊佐町立図書館照明設備更新工事
　期間　令和2／12／28～令和3／3／24
　契約金額　9,735,000円
　契約者　有限会社遊佐電気工事
　 [その他の入札参加者] 弘栄設備工業株式会社　酒

田営業所、株式会社三立　酒田営業所、荘内電気設
備株式会社、株式会社テイデイイー、和光電気工事
株式会社

＊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。
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　県内における新型コロナウイルス感染症の発生状
況などが発信されます。
URL：https://twitter.com/pref_yam_covid/

　放送大学はBS放送やインターネットを通して学
ぶ通信制の大学です。
　心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科
学など、約300の幅広い授業が₁科目から学べ、卒
業すれば学士（教養）の学位が取得できます。学士（看
護学）、認定心理士などの学位や資格も取得可能です。
2021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28日㈰、第₂回
　募集は₃月16日㈫です。
※資料を無料で送付します。お気軽にご請求ください。
●問／放送大学山形学習センター　☎023-646-8836

「いつでも、どこでも、誰でも」学べる
放送大学 ―2021年度4月生募集―

　「法定相続情報証明制度」は、法定相続人が誰で
あるのかを法務局に登録し、それを登記官が証明す
るものです。この制度を利用することで、各種相続
手続きの際、戸籍謄本や除籍謄本を提出する必要が
なくなります。
　発行に必要な書類など、詳しくは法務局ホームペー
ジをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
●問／山形地方法務局酒田支局　☎25-2221

法定相続情報証明制度をご活用ください

●日　　時／₁月19日㈫～₅月23日㈰
　　　　　　午前10時～午後₅時
●場　　所／酒田海洋センター
　　　　　　（酒田市船場町二丁目₅番15号）
●入 館 料／無料
●休 館 日／月曜日（祝日の場合は開館）
●問／�山形県酒田海洋センター　☎0234-26-5642
　　　山形県港湾事務所　☎0234-26-5634

企画展示
「～北前船寄港地・船主集落～日本遺産認定記念
展示　北前船と酒田港・加茂港の歴史を振り返る」

≪外国人向け　英語版≫
県のTwitterアカウントが開設されました！

お詫びと訂正
令和₃年₁月₁日号　以下の誤りがありました。

お詫びして訂正します。
P₉ 高速道路に期待すること
　　誤）藤崎小学校₆年　佐藤　明日香さん
　　正）藤崎小学校₅年　佐藤　明日香さん
P24 まちからのお知らせ
　　令和2年度省エネとリサイクル川柳コンクール受賞作品発表
　　最優秀賞　　誤）遊佐小学校　₃年　工藤　竹蔵
　　　　　　　　正）遊佐小学校　₃年　工藤　武蔵

令和₂年度山形県青少年健全育成県民大会
　“いじめ・非行をなくそう”
　やまがた県民運動ポスターデザイン最優秀作品賞
　遊佐高等学校　₃年　門脇　らな

第31回　山形県少年少女俳句大会
　小学生の部　秀逸　高瀬小学校　₄年　髙橋　太陽

山形県教育委員会主催
郷土yamagataふるさと探求コンテスト
　優秀賞　羽黒高等学校　₃年　齋藤　愛彩

全日本写真展　高校生部門
　作品名「頑張れ₁年生」
　入選　羽黒高等学校　₃年　齋藤　愛彩

※�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。

アクセスはこちら➡


