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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

新庁舎建設工事及び外構工事の工期延長等のお知らせ
　遊佐町役場新庁舎建設工事及び外構工事について、日頃より、ご理解とご協力をいただきありがとう
ございます。₂月議会において契約変更の議案が可決されましたので、変更後の工期と契約金額をお知
らせします。工期の延長により町民の皆さまにはご不便をおかけしますが、安全面に十分配慮して工事
を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。
●工期延長について／
　１．新庁舎建設工事
　　　変更前：令和元年12月₆日～令和₃年₃月1８日
　　　変更後：令和元年12月₆日～令和₃年₆月₄日（7８日間延長）
　　　主な延長理由／
　　　◦悪天候のため屋根、外装工事が作業中止する日が続き、遅れが生じたため。
　　　◦�新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、発注した建築資材の予定納期が遅れたことと、

内部工事現場で人員制限の必要があり、工程を修正したため。
　２．新庁舎外構工事
　　　変更前：令和₂年₉月1８日～令和₃年₃月31日　
　　　変更後：令和₂年₉月1８日～令和₃年₆月21日（８2日間延長）
　　　主な延長理由：新庁舎建設工事の工期延長のため。
●契約金額の変更について／
　１．新庁舎建設工事
　　　変更前：1,573,000,000円
　　　変更後：1,599,903,800円（26,903,800円増）
　　　主な増工内容：
　　　◦�杭打機の現場作業の安全確保、警備システム電気錠採用のため扉を仕様変更、埋設管工事の想

定外埋設物の除去、委員会室のマイク・アンプ・音響調整等設備と映像設備の増設等
　２．新庁舎外構工事　変更ありません。
●庁舎の開庁について／令和₃年₈月中を予定しています。
●問／総務課新庁舎建設推進室　☎25-5８1８

　65歳以上の高齢者を対象に、自動ブレーキを搭載
した車両の購入や後付け安全運転支援装置の設置に
対し、最大₅万円の補助を行う制度です。
対象／
①�【先進安全自動車の購入の場合】※
　車検証の登録日が令和₃年₄月₁日以降のもの
②【後付け安全運転支援装置の設置の場合】
　令和₃年₄月₁日以降に取付けを行ったもの

　₃月下旬に遊佐町在住の65歳以上の方に対し「接
種券」を送付します。
　新型コロナワクチン接種を受けるときに必要です
ので、お手元で大切に保管をお願いします。
●対　　象／遊佐町在住の65歳以上の方
　　　　　　（昭和32年₄月₁日以前に生まれた方）
●接 種 日／具体的な接種時期については、後日、
　　　　　　個別にお知らせをお送りします。
●接種会場／町内₂か所での集団接種を予定
●費　　用／無料
●問／遊佐町新型コロナワクチン接種についての相談
　　　☎72-5922
　　　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　　☎0120-761-7700

令和3年度
遊佐町高齢者安全運転支援事業補助金

新型コロナワクチン接種券を送付します
大切に保管をお願いします

　その他、事業詳細については、受付時期が確定次
第、町ホームページや広報でお知らせします。
●問／総務課危機管理係　☎72-5８95

※�自動車メーカーによる新型車の自動ブレーキ搭載が義務
化される10月末までの期間で実施する予定です。
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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

A�身体障がい者等（身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受
けた方のうち、障害の区分・等級に該当するもの）

　令和₃年度課税分より、以下のとおり運用が改正
となります。（県税に準じる）

軽自動車税の減免についてのお知らせ
　令和₃年度軽自動車税の減免申請をされる方は、
次の要領により、期限内に手続き願います。
●申請期限／₄月20日㈫　午後₅時15分まで
●申請先／町民課課税係
●申請時に必要なもの／
　◦印鑑
　◦運転する方の運転免許証

　◦自動車検査証（車検証）の写し
　◦�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳、戦傷病者手帳
●注意事項／
　◦��申請は、一人₁台に限ります。（普通自動車税

との重複は不可）
　◦�減免の対象となる車両

改正内容
改正前

所有者 身体障がい者等
使用者 身体障がい者等

改正後
所有者 身体障がい者等

使用者
身体障がい者等又は
家族（身体障がい者等と
生計を一にする者）

B�満18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神
障がい者

　�生計を一にするご家族名義の車両を申請すること
ができます。（従来どおり）

●問／町民課課税係　☎72-5８76

　いぐさの輪づくりから笹巻き（たけのこ巻き）体
験をして試食します。
※�自分で巻いた笹巻きは持ち帰り、自宅で煮ていた
だきます。
●日　時／₄月10日㈯
　　　　　午前10時～午後₁時
●場　所／しらい自然館
●対　象／一般
●定　員／15名
●受講料／2，200円
●持ち物／エプロン
●申込締切／₄月₅日㈪
　　　　　　※定員になり次第締切
●問・□申／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

　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／₃月19日㈮　　　午前10時～12時
　　　　　₃月20日（土・祝）　午後₅時～₇時
●会　場／遊佐町民体育館
●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／遊佐町民体育館　☎72-5454
●申問／遊佐町生涯学習センター　☎72-2236

『鳥海山おもしろ自然塾』
笹巻き体験教室

体づくり応援事業
「体成分測定会」のご案内

　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�令和₃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

　②�①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・猶予・免除／
　�　貸し付け終了後、₃年以内の期間で償還してい

看護師・准看護師をめざす方へ奨学金の貸し付けについて
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、₃年以内に町内
医療施設、福祉施設等に勤務する意志のある方は、
₃年間償還が猶予されます。また、免許取得後₃
年以内に町内医療施設、福祉施設等に勤務し、₃
年間継続した場合は奨学金の償還が全額免除（勤
務した期間が₃年未満の場合は一部免除）されます。
●募集人数／若干名
●申込方法／
　�　奨学金貸付申込書に必要事項を記入の上、必要
書類を添えて健康福祉課健康支援係に提出してく
ださい（郵送可）。奨学金貸付申込書は健康支援
係にあります。町HP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㈮（必着）
●問／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

※�運転者は原則として障がい者ご本人かご家族に限ります。障がい
者のみの世帯の場合は、常時介護者を運転者とすることができます。
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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

国民健康保険からのお知らせ
子育て支援医療証に関するお知らせ
●更新について／
　平成15年₄月₂日～平成24年₄月１日生まれの方
がいるご家庭に、子育て支援医療証を郵送します。
　15歳～1８歳までの方で進学などにより町外に住所
を移した場合であっても、保護者の別居監護とみな
される場合は対象となります。その場合、申請が必
要となりますので、在学の証明になるもの（在学証
明書、合格通知書、生徒手帳等。写しで可）、対象
者の保険証、印鑑を持参の上、国民健康保険係まで
お越しください。
※�ひとり親家庭等医療証、重度心身障がい（児）者
医療証をお持ちの方には、子育て支援医療証は郵
送されません。
●�₁歳から₉歳（小学校₃年生）までのお子さんの
子育て支援医療証について／
　①�保険証の確認が必要です。保険証が変わった場

合は、新しい保険証と医療証をお持ちの上、国
民健康保険係までお越しください。

　②�町外から転入した場合や、被保険者の方が町外
在住で遊佐町に所得情報がない場合、所得のわ
かる書類の提出をお願いすることがあります。

　町内に土地や家屋を所有している納税者の方は、
下記の期間中、町内の土地や家屋の今年度評価額な
どを字・地番順の縦覧帳簿でご覧になることができます。
　また、町内に固定資産をお持ちの方は下記の期間
中は無料（コピーが必要な場合を除く）で、その資産
の課税台帳をご覧になることができます。閲覧は下
記の期間以外でも可能ですが、その際は有料となります。
●期　間／�₄月₁日㈭～₅月31日㈪
　　　　　（但し、土・日・祝日を除く）
●時　間／�午前₈時30分～午後₅時15分
●場　所／町民課課税係
●手数料／
　縦覧帳簿：縦覧は無料（コピー不可）
　�課税台帳の閲覧：無料（コピーが必要な方は一枚
10円の実費を申し受けます）

【起算日の例】
給付の種類 時効の起算日

療養費（コルセット購入費用など）費用を支払った日の翌日
高額療養費 該当する旨の通知を受け取った日の翌日
葬祭費 葬祭を行った日の翌日

傷病手当金の適用期間が変更となります
　遊佐町国民健康保険または後期高齢者医療制度に
加入し、給与の支払いを受けている方が、新型コロ
ナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養
のために労務に服することができなかった場合、傷
病手当金が支払われます。
●適用期間について／
　変更前：令和₂年₁月₁日から令和₃年₃月31日
　変更後：令和₂年₁月₁日から令和₃年₆月３０日
●問／健康福祉課国民健康保険係　☎72-5８75

　健康保険給付の申請期限（時効）は、給付を受け
ることができるようになった日の翌日から₂年となっ
ています。申請しないまま₂年が過ぎると時効とな
り、給付を受ける権利が消滅します。

固定資産の価格等の縦覧と課税台帳の閲覧
●対象者／�
　縦覧：�町内に土地・家屋を所有し、固定資産税を

納税している方（または同居の家族等）
　閲覧：町内に固定資産を所有している方
　　　　（または同居の家族等）
●�持ち物等／
　�　運転免許証等の身分証明書（代理人の方は委任
状、借地・借家人や資産を処分する権利のある方
は、他に権利関係が分かる書類も）

※�固定資産課税台帳の閲覧は通常通り行っています
が、縦覧期間中は令和₃年度分に限り、無料で閲
覧することができます。証明がいる方は通常の手
数料が必要です。（一枚400円）

●�問／町民課課税係　☎72-5412

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。相談員が借金
の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専
門家に引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。
お気軽にご相談ください。
●相談専用電話／☎023－641－5201
●場所／山形市緑町₂－15－₃（山形工業高校東側）
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前₈時30分～12時、午後₁時～₄時30分
●問／山形財務事務所理財課　☎023－641－517８

「未来に伝える山形の宝」
蕨岡修験道ウォーク2021参加者募集

「借金返済に関する相談窓口」のご案内
　蕨岡修験と文化・文化財～その信仰の歴史と足跡
をたどるウォーキングイベントです。（小雨決行）
●日　時／₄月18日㈰　午前₉時～12時30分
●場　所／蕨岡まちづくりセンター前広場
●コース／蕨岡修験の道を歩くコース［10kmコース］
　　　　　W坂の桜と上寺探訪コース［6kmコース］
●募集期間／₃月₁日㈪～₄月10日㈯
●募集人数／200名（先着）
●参加料／300円（保険料等）高校生以下無料
●□申申・問／蕨岡まちづくりセンター　☎72-2231

固定資産税の納税通知書は
₅月15日発送です

ご注意ください!!
健康保険給付の申請期限（時効）について
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　町では、運転免許証を所有しない高齢者及び運転
が困難な障がいを有する方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。
●交付要件／
　�　町内に住所を有し、かつ現に居住している方で、福
祉施設に入所していない次のいずれかに該当する方。
　①�令和₃年度内に65歳以上となる方で運転免許証
（原付含む）を所有していない方

　②下記の障がいを有する方
　　⑴　身体障害者手帳の所持者で
　　　　ア）上肢障害₁級～₃級の方
　　　　イ）下肢・体幹及び重複障害₁級～₅級の方
　　　　ウ）視覚・内部障害
　　　　　 （心臓、腎臓、肝臓、呼吸器）₁級～₆級の方
　　⑵�　療育手帳の所持者及び養護学校に通学して

いる方
　　⑶　精神障害者保健福祉手帳の所持者
●年間交付枚数／
　交付要件①に該当する方：36枚／年
　交付要件②に該当する方：42枚／年
●利用可能枚数／１回の乗車につき３枚まで
●申請方法／�印鑑、②に該当する方は手帳を持参し、

健康福祉課�福祉係へおいでください。
●問／健康福祉課福祉係　☎72-5884

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる国税専
門官を募集しています。
　国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担
い、税務署等において、調査・徴収・検査や指導な
どを行う税務のスペシャリストです。
●受験資格／
　①平成₃年₄月₂日から平成12年₄月₁日生まれの者
　②平成12年₄月₂日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　⑴�　大学を卒業した者及び令和₄年₃月までに

大学を卒業する見込みの者
　　⑵�　人事院が⑴に掲げる者と同等の資格がある

と認める者
●受験申込受付期間／
　令和₃年₃月26日㈮から₄月₇日㈬まで
●受験申込方法／
　受験申し込みはインターネット申し込みとする。
　国家公務員試験採用情報NAVI
　（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
●第１次試験日／令和₃年₆月₆日㈰
●試験に関する問い合わせ／
　仙台国税局人事第二課試験研修係
　　　　　　　　　　☎022-263-1111 内線3236
　人事院東北事務局　☎022-221-2022

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

令和3年度狂犬病予防注射について
　新型コロナ感染防止のため、集合注射は行わず、
動物病院で注射を受けていただくこととなりました。
後日、案内ハガキが各ご自宅に届きますので、ハガ
キ表面の問診票と電話番号を記入して動物病院へ持
参してください。
　例年₄月は動物病院が大変混雑致します。密を避
け、時期をずらしてのご来院にご協力をお願いします。
　狂犬病は全ての哺乳類に感染する恐れがあり、発
症するとほぼ100％死亡する治療法のない病気です。
そのため、狂犬病予防法により、年₁回の予防注射
が義務づけられています。忘れずに接種しましょう。

●病院名／
　【酒田市】
　池田動物病院　※狂犬病予防接種のみ訪問注射可
　やまもとペットクリニック
　こあら動物病院　※個別訪問注射実施可
　かわむら動物病院・酒田医療看護動物病院
　かもめ動物クリニック
　【庄内町】遠藤どうぶつ病院
　シートン動物病院　※個別訪問注射実施可
※�上記指定動物病院での院内接種料金は3,800円以上
です。なお、₆月末までは3,300円での院外接種
が可能です。

●問／地域生活課環境係　☎72-5８８1

国家公務員採用試験のお知らせ
　人事院では、次の通り国家公務員採用試験を実施します。

　なお、申し込み方法や受験資格などの詳しい内容については、人事院ホームページまたは下記にお問い合
わせください。
●問／人事院東北事務局第二課試験係　☎022－221-2022
　　　ホームページ　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

試験名 申込受付期間 第1次試験日
総合職（院卒者・大卒程度）【インターネット】₃月26日㈮ 午前₉時～₄月₅日㈪〔受信有効〕 ₄月25日㈰
一般職（大卒程度） 【インターネット】₄月₂日㈮ 午前₉時～14日㈬〔受信有効〕 ₆月13日㈰
一般職（高卒程度） 【インターネット】₆月21日㈪ 午前₉時～30日㈬〔受信有効〕 ₉月₅日㈰

令和3年度 遊佐町福祉タクシー
事業の利用券交付について

2021年度　国家公務員「国税専門官
採用試験」（大学卒業程度）のお知らせ
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～あぽん西浜からお知らせ～
令和₃年₄月₁日から変わります

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。
　₁月に75歳、₂月に65歳になられた皆様へ₃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／
　₁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
　₂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。

●問／
　金額に関する問い合わせ…町民課課税係�☎72-5８76
　納付に関する問い合わせ…町民課納税係�☎72-5411

春の清掃活動のご協力を！
　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
の団体で清掃をされる場合には、町からごみ袋を提
供いたしますので、代表の方は地域生活課・環境係
までご連絡ください。
※�なお、屋外での清掃ではありますが、実施される
際は、マスクの着用や₃密の防止等、感染予防対
策にご協力ください。

●ごみの分別にご注意ください！
　�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。

　運転免許証自主返納支援制度として、運転免許証
を自主返納した高齢者の方に対し、タクシー利用料
金の一部補助と、希望する方には運転経歴証明書※

の申請手数料も補助を行います。
※�運転経歴証明書とは、運転免許証の代わりに身分
証明として利用できる写真入りの証明書です。
●対象者／
　�満65歳以上の高齢者の方で、酒田警察署で自主返
納※の手続きをした方
　※�自主返納とは、有効期間内の運転免許の全てを取り

消すこと。有効期間が過ぎただけでは、該当しません。
●補助額／
　�タクシー代の基本料金20回分に加え、希望する方
には運転経歴証明書の申請手数料（県証紙代）
●いつから／自主返納の手続きをした時から
●利用できるタクシー会社／
　�町内に事業所があるタクシー会社（デマンドタク
シーを含む）
●どこでもらえるの／
　酒田警察署で手続きした時に、その場でもらえます。
　遊佐町内の交番・駐在所でも申請できます。
●問／総務課危機管理係　☎72-5８95

長坂畜産団地内道路での車両消毒について
　家畜防疫対策のため、長坂畜産団地内道路の一部
で㈱平田牧場による野生動物の侵入防止柵の設置と
車両消毒が予定されています。
　対象範囲を通行される際は、あらかじめ㈱平田牧
場（☎52－2691）まで
連絡いただき、車両
消毒にご協力をお願
いします。

●実施時期／
　₃月下旬以降
●問／
　産業課農業振興係
　☎72－5８８2

　遊佐ブランド推進協議会は、₃月26日㈮をもって、
Aコープゆざ店₂階から遊佐町地域活性化拠点施設
へ事務所を移転することになりました。今後は、今
までの業務を行いつつ、加工場や施設の管理を行っ
ていくことになります。ご不便をおかけしますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
●新事務所／遊佐町比子字青塚31-3８
　遊佐町地域活性化拠点施設₂階（旧え～こや八福神）
●新しい電話番号（₃月27日～）／☎25-0131　FAX25-0132
●問／遊佐ブランド推進協議会　☎72-3966（₃月26日まで）

●営業時間について／
　午前₆時～午後₉時30分（最終受付午後₉時）
●小学生入浴料金について／
　�GW、海水浴シーズンを除き入浴料金が無料とな
ります。（ただし、保護者等が付添いの場合に限
ります。GW、海水浴シーズンは170円）

●問／あぽん西浜　☎77-3333

「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

運転免許証自主返納支援制度のご案内

●問／地域生活課環境係　☎72-5８８1

ごみの種類 分別区分
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 もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、
ガラスくず、せともの 埋立ごみ

資源化できるの
は、状態がいい
ごみだけだよ！

遊佐ブランド推進協議会の事務所が
移転します！（電話番号も変わります）

長坂畜産団地（広野地内）

対象範囲
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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

●遊佐小学校駐車場予定地用地測量業務委託
　期間　令和3／2／25～令和3／3／31
　契約金額　2,255,000円
　契約者　株式会社出羽測量設計
　�[その他の入札参加者] 酒田コンサル株式会社、株

式会社庄内測量設計舎、株式会社大和エンジニア、
有限会社斎藤測量事務所

●遊佐中学校学習用ソフトウェアライセンス物品購入
　期間　令和3／2／25～令和3／3／31
　契約金額　3,509,000円
　契約者　株式会社メコム　酒田支店
　 [その他の入札参加者] 株式会社大谷事務機、株式

会社管理システム、株式会社日情システムソリュー
ションズ

●遊佐町立小学校学習用ソフトウェアライセンス物品購入
　期間　令和3／2／25～令和3／3／31
　契約金額　6,875,000円
　契約者　株式会社メコム　酒田支店
　 [その他の入札参加者] 株式会社大谷事務機、株式

会社管理システム、株式会社日情システムソリュー
ションズ

＊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。

教 

育 

課

入札結果 ₂月分
特別養護老人ホーム　松濤荘

職種・募集人員 介護員（スタッフ職員）₃名
雇 用 期 間 採用日から令和₄年₃月31日（契約更新可能性有り）
業 務 内 容 施設利用者の日常介護全般
必 要 資 格 不問

給与・待遇

当法人規定による。
○�通勤手当（距離に応じて支給）
　夜勤手当（₁回5,000円）、資格手当
　休日勤務手当　他　賞与（₆月・12月）年₂回
○�年次有給休暇、健康維持増進・家庭生活充実休
暇（年₆日）、その他特別休暇あり

雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保険　加入

就 業 時 間 週40時間（₄週₈休）、夜勤含む変則勤務※勤務時間などについて、相談に応じます
応募手続き 下記までお問い合わせください。
選 考 方 法 書類審査、面接

問 特別養護老人ホーム　松濤荘
担当：佐藤・本間　☎76-2103

遊佐町総合交流促進施設株式会社（お食事処とりみ亭）
職種・募集人員 臨時パート　₁名
雇 用 期 間 ₄月下旬～10月下旬まで
業 務 内 容 接客業務、調理補助、清掃業務
給与・待遇 会社規定に基づきます。
就 業 時 間 ₁日₆時間（繁忙期延長の場合あり）
応募手続き 履歴書（写真貼付）をとりみ亭まで郵送またはご持参ください。
選 考 方 法 書類審査

問 お食事処とりみ亭　☎77-3334

■雇用の広場

○山形県小学校スポーツ優秀賞
　遊佐小学校₆年　菅原　一

いっ

太
た

　　山形県小学生陸上競技交流大会
　　男子100M　優勝12秒40
　　令和₂年度山形県学童ランキング第₁位
○₁月15日㈮
　第67回全国少年新春書道展　
　　　　　　　　 入選　 遊佐小学校₆年　佐々木大

たい

河
が

○₂月₉日㈫
　第70回全国小・中学校・PTA新聞コンクール
　【学級新聞の部】優秀賞（毎日新聞社賞）
　　　　　　　　　　　　遊佐中学校₃年₄組「もっけだの」
　【学習新聞の部】優秀賞 遊佐中学校₃年生「修学旅行新聞」
○₂月18日㈭
　令和2年度（第24回）飽海地区小中学生「ユネスコ短歌コンクール」
　【小学校の部】　 秀作　 吹浦小学校₂年　小野寺美

み
來
お

　　　　　　　　　　　　吹浦小学校₃年　乙坂　優
ゆう

斗
と

　年度末は窓口がたいへん混み合います。
　自動車の継続検査（車検）や、名義変更、抹消等
の登録手続きは、お早めにお済ませください。
　登録手続きに必要な書類等の案内は、山形運輸支
局のホームページのご利用が便利です。
●ホームページ／
　https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/yg-index.htm
●問／山形運輸支局　☎050-5540-2013
　　　庄内自動車検査登録事務所　☎050-5540-2014

　これまで自宅等で保管していた自筆証書遺言書を、
法務局で保管することができるようになったことは
ご存じでしょうか。法務局で保管することにより、
遺言書の紛失、改ざん等を防止することができます。
詳しくは最寄りの法務局にお尋ねいただくか、山形
地方法務局のホームページを参照してください。な
お、遺言書の書き方に関するお問い合わせはお受け
することができません。
●問／山形地方法務局酒田支局　☎25-2221（ナビダイヤル3）

自動車の検査・登録手続きはお早めに！ ご存じですか？遺言書保管制度

○₂月23日（火・祝）　第32回庄内ジュニアGSL大会
　【女子₂年生の部】第₁位　高瀬小学校　髙橋かなえ
　　　　　　　　　 第₅位　遊佐小学校　山家　奈

な

桜
お

　　　　　　　　　 第₆位　高瀬小学校　佐藤　佳
よし

果
か

　【女子₆年生の部】第₆位　高瀬小学校　菅原　　雅
みやび

　【男子₁年生の部】第₄位　遊佐小学校　祢津　　新
あらた

　【男子₃年生の部】第₅位　遊佐小学校　山家　宏
ひろ

斗
と

　【男子₄年生の部】第₂位　高瀬小学校　髙橋　太
たい

陽
よう

　　　　　　　　　 第₆位　蕨岡小学校　佐藤　颯
そう

汰
た

　【引率・同行者等の男子の部】
　　　　　　　　　 第₂位　佐藤　　慶（大蕨岡）
　　　　　　　　　 第₅位　佐藤　修一（十日町）

○₂月27日㈯　第14回全国小学生アルペンスキー大会
　　　　　　　山形県予選会
　【大回転競技：小学生女子₂年】
　　　　　　　　　 第₂位　高瀬小学校　髙橋かなえ
※�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。

( ）


