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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

計画等策定に係るパブリックコメントを募集します
計画名 第₈期介護保険事業計画・

高齢者福祉計画（案）

第₆期遊佐町障がい福祉計
画及び第₂期遊佐町障がい
児福祉計画（案）

第₂期遊佐町総合戦略（素案）

募集期間 ₂月₂日㈫～22日㈪ ₂月15日㈪～₃月₅日㈮ ₂月19日㈮～₃月10日㈬

意見提出
可能対象者

・町内に住所を有する方
・町内に通勤または通学している方
・�町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他
の団体
・�意見募集に係る事案に利害関係を有する個人、法人、そ
の他の団体

・町内に住所を有する方
・�町内に事務所または事業所
を有する個人、法人、その
他の団体

資料閲覧場所
役場健康福祉課 役場企画課

生涯学習センター、各地区まちづくりセンター、町ホームページ

意見提出方法
　閲覧先で配布している様式を、持参、郵送、FAXまたは電子メールのいずれかの方法で
提出してください。
※電話によるご意見は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

意見の
取り扱い

　提出していただいたご意見は、計画等策定にあたっての参考とさせていただきますが、
質問等に対する回答は行いません。また、ご意見の概要等は住所、氏名などの個人情報を
除きホームページ等で公表する予定です。なお、個別の回答および電話でのご意見等には
応じかねますのであらかじめご承知おきください。

問・提出先

健康福祉課介護保険係
☎28-8251
FAX72-3317
E-mail：
yuzakaigo@town.yuza.lg.jp

健康福祉課福祉係
☎72-5884
FAX72-3317
E-mail：
fukusi@town.yuza.lg.jp

企画課企画係
☎72-4523
FAX72-3315
E-mail：
kikaku@town.yuza.lg.jp
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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

●募集職種／看護師
●業務内容／�新型コロナウィルスワクチン接種にか

かる業務
●雇用契約期間／₄月₁日㈭～₈月31日㈫
●勤務時間／₇時間15分（週₅日勤務）
●月額支給額／173,158円　
●�申込書／総務課総務係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。
●�申込方法／申込書に必要事項を記入のうえ、役場
総務課に提出してください。（郵送可）

●受付期間／₂月15日㈪～25日㈭
●採用方法／書類選考・面接により採用となります。
●採用人数／₂名
●問・受付／総務課総務係　☎72-3311

遊佐町会計年度任用職員
（看護師）募集について

●職　　種／事務員
●雇用期間／�₁年度以内。ただし選考による再度の

任用あり
●勤務時間／午前₉時～午後₄時（原則平日週₅日勤務）
●勤 務 地／消防本部
　　　　　　（平田総合支所₂階※年度内に移転予定）
　　　　　　事務局管理課（広栄町ごみ処理施設）
●選考方法／書類選考
●申込方法／�履歴書（写真添付）を希望する勤務地

へ持参
●受付期間／₃月₅日㈮　※₄月₁日採用の場合
●そ の 他／�履歴書は本人が持参してください（郵送

不可）。その他詳しくは、当組合ホーム
ページを参照するか問い合わせください。

●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課総務係
　　　☎61-7119

令和３年度 酒田地区広域行政組合
会計年度任用職員登録のお知らせ

町税等納期のお知らせ
　₃月１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
め忘れのないようにお願いします。
●納期／₃月₁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

生活なんでも相談ダイヤル
●日時／₂月25日㈭～27日㈯
　　　　午前10時～午後₅時
●内容／生活全般に関する悩みや困りごと相談
　　　　（家庭、借金、法律、労働、コロナ関連など）
●相談方法／�事前申し込み不要。電話（フリーダイ

ヤル）で相談してください。
●相談費用／無料
●問／�生活あんしんネットやまがた（山形県労働者

福祉協議会）　70120-39-6029

●募集職種／社会教育アドバイザー
●業務内容／社会教育業務における指導及び助言業務
●雇用契約期間／令和₃年₄月１日～令和₄年₃月31日
●勤務時間／週30時間
　①午前８時30分～午後₅時　　　【週₄日勤務】
　②午前₈時30分～午後₃時30分　【週₅日勤務】
●勤 務 地／生涯学習センター
●月給支給額／月額報酬151,122円
　　　　　　　期末手当　年2.55月支給
　　　　　　　（初年度は1.6575月支給となる）
●応募資格／教員免許のある者及び教員経験者
●�申込方法／�以下の書類を記入の上、教育課社会教

育係（生涯学習センター）に提出して
ください。なお、申込書（履歴書、職
務経歴書含む）は、生涯学習センター
または、町のホームページからダウン
ロードができます。

　①�令和３年度遊佐町会計年度任用職員
　　（社会教育アドバイザー）申込書
　②履歴書（写真貼付、市販のものでも可）
　③職務経歴書（業務）
　④教員免許状の写し（Ａ４の大きさでコピー）
●採用方法／書類選考及び面接試験
●採用人数／若干名
●受付期間／₂月15日㈪～24日㈬〈必着〉
●□申申・問／教育課社会教育係　☎72－2236

遊佐町会計年度任用職員
（社会教育アドバイザー）募集

75歳、65歳になられた皆様へ
　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12月に75歳、₁月に65歳になられた皆様へ₂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／
　12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
　₁月に65歳になられた方…
　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／₃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
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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

公益社団法人やまがた被害者支援センター
「支援活動員」の募集について

体づくり応援事業「体成分測定会」
　町では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／₂月21日㈰午前10時～12時
　　　　　₂月24日㈬午後₅時30分～₇時30分
●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／町民体育館　☎72-5454
●問／生涯学習センター　☎72-2236

町税・所得税等の「還付金詐欺」にご注意ください
　固定資産税や国民健康保険税の各種手続き関係に
よるものに加えて、所得税の確定申告・住民税の申
告により、実際に還付金を受け取る機会が増える時
期を迎えました。
　市町村の職員、銀行・農協の職員などを名乗る複
数人から同じような電話がかかってきて、銀行等の
ＡＴＭを操作するよう誘導するというような、「還
付金がある」と偽って金銭をだまし取る事案が発生
しておりますので、「還付金詐欺」の被害に遭わな
いようご注意ください。
●問／町民課課税係　☎72-5876
　　　町民課納税係　☎72-5411

やまがたWEBワークフェス
●日　　程／₃月11日㈭～13日㈯
●場　　所／オンライン開催（zズ ー ムoom使用）
●参加企業／県内企業120社予定
●対 象 者／�2022年₃月卒業予定の学生、2021年₃

月卒業予定の学生、Uターン希望者等、
山形県内企業での就職を希望される方

●□申／�特設ホームページ（https://y-work-fes.com）
　　　より事前登録が必要です
●問／山形県産業労働部雇用対策課
　　　☎023-630-2375

『やまがた縁結びたい』結婚相談会
●日　時／₃月₇日㈰
　　　　　午後₁時～₄時45分（₁組45分程度）
●場　所／あこや会館（山形市）
●対　象／結婚を希望する方またはそのご家族10組
　　　　　（予約制）
●内　容／婚活の仕方、
　�お見合い相手の紹介
などについての個別
相談

●費　用／無料
●□申／
　�₃月₅日㈮まで
●問／
　やまがた出会い
　サポートセンター
　☎023-615-8755
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●募集期間／₃月₁日㈪～₄月15日㈭
●募集人員／�約10名（年齢25歳以上で、心身とも健康な方）
●業務内容／
　 •電話相談受理（月₂回程度の電話相談）
　 • �直接的支援（司法機関及び病院等への付き添い、
裁判の代理傍聴など）

●応募方法／
　�当センター事務局へご連絡ください。事務局より
「申込書」を郵送しますので、必要事項を記入の上、
事務局へ返送してください。
●選考方法等／
　�書類審査・面接審査にて「支援活動員候補者」を
選考します。
　�「候補者」には支援活動員として必要な研修を受
講していただきます。（年間約80時間）
　�研修終了後、面接審査及び意向確認の上、「支援
活動員」として認定します。
●問／公益社団法人やまがた被害者支援センター
　　　☎023-642-3571

飽海地区労働者福祉協議会
勤労者無料法律相談

●日　時／₂月26日㈮　午後₃時～₇時
●場　所／東北労働金庫酒田支店
●対　象／酒田、飽海地域に居住またはお勤めの方
●定　員／事前予約制（先着₈名）
　　　　　対応弁護士／東海林　正樹　氏
●申込期間／₂月₁日㈪～25日㈭
※定員になり次第、受付終了とします。
●□申申・問／東北労働金庫酒田支店　☎22－0321

不動産競売のお知らせ①
●物　件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／₃月11日㈭～₄月22日㈭
●閲覧場所／
　�山形地方裁判所酒田支部₁階閲覧室
　インターネットでも物件情報をご覧になれます。
　http://bit.sikkou.jp/
●入札期間／₄月15日㈭～22日㈭午後₅時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部₁階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部₁階書記官室執行係
　　　☎23-1253

不動産競売のお知らせ②
●物　件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／₃月₁日㈪～₄月22日㈭
●閲覧場所／
　�山形地方裁判所鶴岡支部₁階閲覧室
　インターネットでも物件情報をご覧になれます。
　http://bit.sikkou.jp/
●入札期間／₄月15日㈭～22日㈭午後₅時まで
●入札場所／山形地方裁判所鶴岡支部₁階執行官室
●問／山形地方裁判所鶴岡支部₁階書記官室執行係
　　　☎0235-23-6676
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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

●WEB会議対応PC
　期間　令和3／1／27～令和3／3／25
　契約金額　4,559,500円
　契約者　株式会社管理システム
　�[その他の入札参加者]�キューブワン情報株式会社、
株式会社メコム

●WEB会議対応PC用ソフトウェア
　期間　令和3／1／27～令和3／3／25
　契約金額　1,263,900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、キューブワン情報株式会社、株式会社
メコム

●�令和2年度　日沿道（十里塚地内）建設工事に伴う
水道管移設工事
　期間　令和3／1／28～令和3／2／26
　契約金額　1,529,000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

●遊佐小学校特別教室エアコン設置工事
　期間　令和3／1／5～令和3／3／31
　契約金額　13,750,000円
　契約者　株式会社髙橋工業所
　�[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、土門建
設株式会社

＊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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　広報ゆざ令和₃年₁月15日号に掲載した企画展示
「～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」
は、₁月19日㈫～₅月23日㈰まで開催予定でしたが、
首都圏の緊急事態宣言発令等の国内における新型コ
ロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当面の間
開催を延期することとなりました。慎んでお詫び申
し上げます。
●問／山形県港湾事務所　☎26-5634

山形県酒田海洋センター
企画展示の開催延期について

○1月23日㈯
　第34回羽黒山スキー競技大会
　　小学生男子　₃・₄年生の部
　　第₂位　高瀬小学校　₄年　髙橋　太陽

※�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。

医療法人社団順仁堂　　順仁堂遊佐病院
職�種�・
募�集�人�員 調理員　若干名（正職員、パート）

資�格�要�件 調理師免許

給与・待遇
当法人給与規定による。
昇給：年₁回　賞与：年₂回
健康保険、厚生年金保険、労働保険

勤�務�条�件
勤務表による（土日勤務有り）
早番：午前₆時～午後₂時30分
遅番：午前10時30分～午後₇時

応募手続き 履歴書（写真貼付）、免許証（既卒）を
郵送又はご持参ください。

選�考�方�法 書類審査、面接
問 順仁堂遊佐病院　☎72-2522

■雇用の広場

遊佐町総合交流促進施設株式会社（しらい自然館・西浜コテージ村）
職�種�・
募�集�人�員

・調理担当（しらい自然館）（パート）若干名
・コテージ清掃（西浜コテージ村）（パート）若干名

給与・待遇 会社規定に基づきます。
勤�務�条�件 ₁日₄時間～₈時間・週₃～₆日勤務

応募手続き 履歴書（写真貼付）をしらい自然館まで郵
送又はご持参ください。

申�込�期�間 ₃月31日㈬（必着）
選�考�方�法 書類審査

問 しらい自然館　☎72-2069

月光川土地改良区
職�種�・
募�集�人�員 臨時職員　若干名

業�務�内�容 農業生産基盤の整備及び農業用排水施設の
維持管理

受�験�資�格

①�昭和56年₄月₂日～平成15年₄月₁日まで
に生まれた方で、高等学校を卒業した方
②�遊佐町内に居住又は居住見込みで心身共
に健康な方
③�普通自動車運転免許取得または採用の日ま
でに取得予定の方

給与・待遇 本区規程に基づきます。
申�込�期�間 ₂月16日㈫～26日㈮（必着）

応募手続き

【提出書類】
・�臨時職員採用申込書（本区指定様式）1部
※�改良区窓口またはホームページからダウ
ンロードが可能。

・履歴書（写真貼付）₁部
【提出方法】
郵送／�「臨時職員採用試験申込」と朱書き

し、提出書類を同封して簡易書留等
にて郵送

持参／月光川土地改良区総務課まで提出
選�考�方�法 面接試験／₂月27日㈯
そ　の　他 採用日／令和₃年₄月₁日

問 月光川土地改良区総務課　☎72-3131


