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水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁等を使用して水道管の清掃作業を行います。
作業時間中は、断水、水圧低下、濁り水等の発生する場合がありますので、生活用水のくみ置き等の

ご協力をお願いします。また、作業で多量の水を使用するため、作業区域外にお住まいの方も節水にご
協力をお願いします。
●日時／６月23日㈬　午後９時～24日㈭午前２時頃
●作業区域／蕨岡地区：上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、石辻、三川、上大内

遊佐地区：下野沢、京田、京田新田、下吉出、和田、漆曽根、平津新田、大楯、境田、
　　　　　七日町の一部、六日町の一部、十日町の一部、八日町の一部、尻引岡田
稲川地区：大井、服部、西谷地の一部、増穂、江地、楸島、西宮田、東宮田、北宮田
西遊佐地区：中藤崎の一部
高瀬地区：富岡、北目、畑、丸子、上戸、下当上、下当下

●断水が予想される区域／北目、畑、中藤崎の一部
◎作業が該当する集落については、作業の詳細についてのチラシを回覧しますのでご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72-5887

水道管清掃作業を実施します

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、役場総務課総務係に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求／・申込書は総務課総務係で配布しています。または、役場ホームページからダウンロー

ドしてください。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験申込書請求（行政・社会人対象）」等

と朱書きし、140円分の切手を貼った宛先（住所・氏名・郵便番号）明記の返信用封
筒（角型２号）を同封してください。

●申込期間／６月15日㈫～６月30日㈬（必着）
●採用試験／【１次試験】高校卒業程度の教養試験と職場適応性検査（専門試験は実施しません）

・試験日／７月11日㈰（合格発表７月下旬）
・場所／遊佐町役場

【２次試験】作文試験・面接試験
　試験日／８月７日（合格発表８月中旬）

●問・ ／総務課総務係　☎72-5880

遊佐町職員採用資格試験遊佐町職員採用資格試験 （令和３年１０月１日採用） （令和３年１０月１日採用）
職種 採用予定人員 受験資格など

行政 社会人対象 若干名

①昭和61年４月２日以降に生まれた方【36歳未満】 
②高卒以上の学歴を有する方
③令和３年６月１日現在で遊佐町に住所を有する方、又は、就学

等のため遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所
を有する方。

行政 身体障がい者対象 若干名
①昭和61年４月２日以降に生まれた方【36歳未満】 
②高卒以上の学歴を有する方 
③申込日現在、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

土木 社会人対象 若干名
①昭和61年４月２日以降に生まれた方【36歳未満】 
②高卒以上の学歴を有する方 
③２級土木施工管理技士以上の資格を持つ方 
④採用後、遊佐町内に定住する意向のある方
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休日窓口／平日に電話申込みで土・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

お し ら せ 号
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木造住宅耐震診断士派遣事業

耐震改修補助について
（持家住宅リフォーム支援金事業）

飯森範親＆山形交響楽団
すずかぜコンサートの開催

　６月26日㈯開催のＪ２リーグ・モンテディオ山形
vsツエーゲン金沢戦は遊佐町応援デーです。遊佐町
在勤・在住の方はバックスタンド自由席（ゾーン
１・ゾーン４）が1,500円で試合観戦ができます。

市町村チケットは、「モンテディオ
チケット」「楽天チケット」「NDソ
フトスタジアム当日券売場」にてお
買い求めください‼
　詳しくは、モンテディオ山形ホー
ムページをご確認ください。
https://www.montedioyamagata.jp/
●問／株式会社モンテディオ山形　
　　　☎023-666-8882

●日時／７月25日㈰
　　　　開場：午後２時15分　開演：午後３時
●入場料／前売りのみ　大人2,500円
　高校生以下1,000円　未就学児は入場できません
●託児所／申込締切７月１日㈭
　　　　　※満１歳以上の未就学児のみ
●その他／入場券は生涯学習センターにて販売して

います。新型コロナウイルス感染予防対
策として、客席定員は全席の50％以内で
販売し、座席は選べません。

●問・ ／生涯学習センター　☎72-2236

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・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」を実施します。
●日時／６月23日㈬　午後６時～８時
　　　　６月25日㈮　午前10時～11時
●会場／23日：町民体育館
　　　　25日：稲川まちづくりセンター
●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。
●料金／無料
●問／町民体育館　☎72-5454

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。
●対象住宅／

次の要件を全て満たす町内の木造住宅
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／限定３戸
　※募集戸数に達し次第、受付を終了します。
●問・ ／地域生活課管理係　☎72-5883

●耐震改修工事対象の住宅／
①平成12年５月31日以前に着工された一戸建て

の木造住宅であること
②在来軸組工法で階数が２階以下かつ床面積が

500㎡以下であること
③耐震改修計画および設計を建築士が作成して

いること
④延べ床面積の２分の１以上が自己居住用であ

ること
⑤当該住宅が、建築基準法その他の関係法令に

違反していない住宅であること
⑥耐震診断を実施した結果、上部構造評点が0.7

未満であること
●支援金の交付を受けられる方／
　次の全てに該当する方

○工事の際、県内に本店がある業者と契約する
方

○工事に着手していない方
○既に下水道もしくは合併浄化槽に接続してい

る方。または申請と同時に接続しようとして
いる方

○町税等の滞納がない世帯
○令和４年３月末までに実績報告の提出が可能

な方
※工事着工後、完成後の申し込みはできません
●問・ ／地域生活課管理係　☎72-5883

●支援金の額／対象工事費の50％（上限120万円）
●対象工事／持家住宅の耐震診断を行い、その結

果に基づいて、一定水準以上の耐震
性を確保する工事（耐震改修工事）

モンテディオ山形遊佐町応援デー

体成分を測定して生活習慣を見直そう!

６月30日㈬は町県民税、月光川水害予防組合費の
納期です。

通知書は６月15日に発送していますので、内容を
ご確認のうえ、口座残高の確認、支払い忘れのない
ようにお願いします。
●納期／６月30日㈬　町県民税　　　　　　　１期
　　　　　　　　　　月光川水害予防組合費　１期
●問／町民課納税係　☎72-5411

６月30日㈬は町税等納期です

お詫びと訂正
令和３年６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。

Ｐ18　学びの広場　休館のご案内
　　　誤　あぽん西浜　14日㈪・21日㈪
　　　正　あぽん西浜　14日㈪・28日㈪

遊佐町 
アンバサダーの
山田康太です！ 
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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
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令和３年度 遊佐町福祉タクシー利用券の申請はお済みですか令和３年度 遊佐町福祉タクシー利用券の申請はお済みですか？？

●日時／７月10日㈯　①AM・②PM【海コース】
　　　　７月11日㈰　③AM・④PM【川コース】
●場所／山形県金峰少年自然の家　分館　海浜自然

の家
●対象／小学生以上（小学生は保護者同伴での活動。

小学１～３年生は保護者との同乗での活動
です。）

●参加費／190円（保険料）
●定員／①～④各コース30名（定員になり次第、締

め切り）
●申込期間／６月17日㈭～６月25日㈮
●申込方法／当所ホームページの応募フォームから

お申込みください。
●問・ ／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

　「見て」「触れて」「体験して」をコンセプトに、
日夜あらゆる災害、危険から地域を守る公務員の仕
事を分かりやすくお伝えします！是非お越しくださ
い。
（警察、消防、海保、自衛隊の合同職場紹介です。）
●日時／６月19日㈯　午後１時～４時
●対象／中学生、高校生、大学生、社会人
●場所／酒田市武道館
●申込締切／６月18日㈮　午後５時
●問・ ／合同公務員職場紹介実行委員会事務局
　　　　　自衛隊酒田地域事務所
　　　　　☎27-3532

運転免許証を所有しない高齢者や運転が困難な障
がいを有する方の社会参加や生活圏の拡大がすすむ
よう、毎年タクシー利用券の交付を行っています。
●交付要件／町内に住所を有し、かつ現に居住して

いる方で、次のいずれかに該当している方
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　下記のいずれか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に該当する方は年間36枚
　交付要件②に該当する方は年間42枚
●申請に必要なもの／

・印鑑
・障がいを証明する手帳（②に該当する方のみ）

●問／健康福祉課福祉係　☎72-5884

海浜カヌー体験デー

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を活用した、
緊急地震速報の全国訓練を実施します。下記の日時
で、防災行政無線から町内全域に緊急地震速報の
チャイム音が鳴り、放送が流れます。災害ではあり
ませんので、ご注意をお願いします。
●訓練日時／６月17日㈭　午前10時ころ
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

６月17日㈭　午前10時から
緊急地震速報訓練

認定こども園　杉の子幼稚園
第２回　すぎのっこ広場

●日時／７月２日㈮　10時～11時
●場所／認定こども園　杉の子幼稚園
　　　　１階　すぎのっこルーム
　　　　※参加無料
●対象／子育て中の方
●内容／作って遊ぼう！「七夕飾り」
　　　　手遊び・歌遊び・絵本の読み聞かせ
　　　　　～どうぞお楽しみに～
●持ち物／親子とも、上履きをご持

参ください。
保護者の方はマスク着用
でおいでください。

※新型コロナウイルスの感染状況により中止とさせ
ていただく場合がありますので、当園ホームペー
ジ・電話等でご確認ください。

【子育て応援団】
育児についておしゃべりタイムはいかがです

か？同日、育児相談も行っています。お気軽にお
声がけください。

●問／認定こども園　杉の子幼稚園　☎72-2345

４機関合同公務員職場紹介
「正義のヒーロー大集合!

≪追加交付の申請ができます≫
令和３年度は、タクシー券をすべて使い切っ

た方に対し、12枚の追加交付を行います。
今年度中に交付された利用者証（白色、カー

ドサイズのもの）を持参のうえ、健康福祉課福
祉係にお越しください。
※追加交付の申請は、お一人様１回限りとなり
ます。
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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

お し ら せ 号
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町民一人ひとりが節電することで、発電所に相
当する「節電所」を作ろうとする取組みです。遊
佐町にお住まいの方、勤務している方ならどなた
でも参加できます。
●チャレンジ期間／７月～８月
●内容／期間中、節電いただきチャレンジ期間が

終了したら、「ゆざ町民省エネ節電所」の結果
報告用紙に、８月・９月分の電気使用量の検針
票を貼って提出いただきます。

●申込み／今月号に折り込みされているチラシに
ついている「参加申込票」に必要事項を記入し、
お近くの郵便ポストに出してください。（切手
は不要です。）※FAXでも受付します。

●締切／７月９日㈮
参加賞

ご提出いただいた方には全員に、「参加賞」（町
内で使える商品券1,000円分）を進呈します。

節電特別賞
ご提出いただいた方の中から抽選で10名様に

「節電特別賞（遊佐町特産品など）」をプレゼ
ント。
節電優秀世帯賞

前年度と比較して電気使用量を削減できた世
帯には、削減率にかかわらず、「節電達成認定証」
を進呈。また、世帯区分（１～２人世帯、３～
５人世帯、６人以上世帯）ごとに上位３世帯を
表彰し、「節電優秀世帯賞（町内で使える商品
券2,000円分）」を進呈します。
Ｗチャンス

ご提出いただいた方は、全員県の省エネキャ
ンペーン「県民省エネ節電所」の参加者として
登録され、県の省エネ賞の抽選対象になります。

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

創エネと省エネで地域のエネルギー自律をめざす『ゆざ町民省エネ節電所』創エネと省エネで地域のエネルギー自律をめざす『ゆざ町民省エネ節電所』

ゆざ町民エコチャレンゆざ町民エコチャレンジジ 今日からあな
たもエコ町民

決まりを守って利用しましょう
～遊佐町総合運動公園～

遊佐町総合運動公園「鳥海パノラマパーク」は、
開園以来、年間約10,000人の方からご利用いただい
ていますが、最近、公園敷地内で「禁止されている
行為」での利用が多く見受けられます。これからも
気持ち良くご利用頂くために、下記事項を守りなが
らご利用ください。
①自転車、スケートボード、キックボード等の車輪

の付いた遊具の利用禁止
②スパイクシューズ（ソフトスパイクも含む）の禁止
③犬・猫等のペットの立入禁止
④ごみは持ち帰りください
⑤公園内は全面禁煙です（駐車場を含む敷地内）
※ボール等を使用して、周囲の田んぼに入った場合

は、必ず稲川まちづくりセンターに連絡してくだ
さい。

●問／教育課社会教育係（生涯学習センター）
　　　☎72-2236

●月～金　午前８時30分～午後５時15分
【相談員対応午前₉時～午後₄時15分】

●土、日、祝、年末年始は休み
●電子メール、Faxは、24時間受付けています
　E-mail：yshogaku@pref.yamagata.jp
　Fax：023-630-2874
☆子育ての悩みを１人で抱えず、電話でお話しくだ

さい。相談員がご一緒に考えます。
☆相談の秘密は守ります。
　児童生徒からの相談にも応じます。
●問／山形県教育庁生涯教育・学習振興課
　　　☎023-630-2872

情報公開・個人情報保護条例に
基づく情報公開・開示状況

酒田地区広域行政組合における令和２年度の情報
公開制度及び個人情報保護制度の運用状況をお知ら
せします。
○令和２年度情報公開条例に基づく情報公開
　◆公開請求はありませんでした。
○令和２年度個人情報保護条例に基づく情報開示
　◆開示請求はありませんでした。
●問／酒田地区広域行政組合管理課管理係
　　　☎31-2882

取引や証明などに使用するはかりは、２年に１度
の定期検査が義務付けられています。今年は遊佐町
のはかりが対象です。忘れずに受検してください。
●日時／７月５日㈪　午後１時～午後３時30分　
●場所／吹浦まちづくりセンター
●日時／７月６日㈫　午前９時30分～午後２時30分
●場所／遊佐町民体育館
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

はかりの定期検査を忘れずに

子育てひとりで悩まないで 家庭教育電話相談実施中

農家で働いてみたい方や、農作業の働き手が欲し
い方を、無料で紹介・あっせんする職業紹介所を開
設しました。労働力不足で困っている農家を応援し
ていただける方大募集しています。
◆詳細は、お電話または当ＪＡのホームページにて

ご確認ください。
●問／ＪＡ庄内みどり無料職業紹介所（ＪＡ庄内み

どり総合対策室 内）☎25-3366

農家で働きたい方を大募集

ふれあいほっとライふれあいほっとラインン
（0 2 3）6 3 0 -2 8 7 6



�

「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
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いかがでしょうか?

狂犬病の予防注射はお済みですか？
犬の飼い主には、飼い犬（生後90日を超える犬）の登録、毎年１回（４～６月）の狂犬病の予防注射、犬

の鑑札と注射済票を犬に装着することが、狂犬病予防法により義務付けられています。
令和３年度の予防注射がまだお済みでない方は、郵送されているハガキをお持ちのうえ、動物病院で必ず

注射を受けていただくようお願いします。
＊料金等詳しくは、各動物病院に直接お問い合わせください。 
＊登録に変更（死亡、所有主、所在地等）がある場合は、届出が必要です。
＊登録がお済みでない方にはハガキが郵送されていません。
＊初めて犬（生後90日を超える犬）を登録する方は、動物病院にて登録と狂犬病予防注射をお願いしてくだ

さい。犬の登録のみの場合は、役場でも可能です。
＊飼い犬が死亡した場合は、死亡届の提出が必要です。すでに死亡している場合でもハガキが届いている場

合は、死亡届を提出いただいていませんので至急お手続きください。
※日本国内では、人は昭和32年（1957年）を最後に狂犬病の人における発生がなく、世界でも狂犬病の発生

が少ない国ですが、狂犬病はすべての哺乳類に感染するおそれがあり、人にも感染します。発症するとほ
ぼ100％死亡する治療法がない恐ろしい病気です。

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

令和３年度狩猟免許試験及び
初心者講習会

無人ヘリコプターによる
一斉防除が始まります

『やまがた縁結びたい』による
結婚相談会

遊佐町少年町長・少年議員公選事業
第19期遊佐町少年町長・少年議員
当選証書付与式及び第１回少年議会

庄内会場
●日時／狩猟免許試験：７月17日㈯　午前９時～

午後５時30分
初心者講習会：６月26日㈯　午前９時～

午後４時30分
●場所／庄内総合支庁
●受付期間／６月18日㈮～７月２日㈮
●問／狩猟免許試験について
　　　山形県みどり自然課　☎023-630-3404
　　　初心者向け狩猟免許講習会について
　　　山形県猟友会　☎023-624-0382

●日時／６月25日㈮　午後６時30分～７時30分
●場所／生涯学習センター大会議室
●内容／少年町長他に当選証書を付与した後、当選

者全員がこれからの意気込みを所信表明と
して読み上げます。

●問／遊佐町少年町長・少年議員公選事業事務局
　　　☎72-2236

水稲・大豆の無人ヘリコプターによる防除作業が
各地域で始まります。期間中はご迷惑をお掛けしな
いように、万全の対策を講じ、安全作業に努めます
のでご理解くださいますようお願いします。
●防除期間／６月下旬～９月上旬
●問／ＪＡ庄内みどり営農企画課内
　　　ＪＡ庄内みどり無人ヘリ防除連絡協議会事務局
　　　☎26-5643

●日時／７月４日㈰　午後１時～５時
●場所／やまがたハッピーサポートセンター庄内支

所（鶴岡市）
●対象／結婚を希望する方またはそのご家族（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
●申込締切／６月30日㈬
●問・ ／やまがたハッピーサポートセンター庄内

支所　☎0235-64-8895
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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
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●福祉車両（マイクロバス）購入
期間　令和3／5／19～令和3／12／28
契約金額　9,589,930円
契約者　株式会社庄交コーポレーション 酒田工場

［その他の入札参加者］太平興業株式会社 荘内支店

●令和3年度小型動力ポンプ整備事業
期間　令和3／5／19～令和4／2／28
契約金額　3,928,100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

●令和3年度小型動力ポンプ付積載車整備事業
期間　効力発生の日～令和4／2／28
契約金額　12,837,000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

●新庁舎東側用地防災倉庫・車庫建設及び駐車場整備工事
期間　効力発生の日～令和3／11／30
契約金額　59,400,000円
契約者　協栄建設株式会社

［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、伊藤建
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3年度西浜海浜駐車場除砂工事
期間　令和3／6／1～令和3／7／9
契約金額　5,610,000円
契約者　有限会社一道建設

［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会
社石川工業、有限会社石山工業、金子建業株式会社、有
限会社菅原建設

●令和3年度春季松くい虫防除事業業務委託（町単）
期間　令和3／5／11～令和3／6／1
契約金額　2,145,000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3年度山形県森林病害虫等防除事業（無人ヘリコプ
ター散布・地上散布）委託
期間　令和3／5／11～令和3／7／30
契約金額　9,185,000円
契約者　北庄内森林組合

［その他の入札参加者］株式会社池田

●令和3年度山形県森林病害虫等防除事業環境影響調査業
務委託
期間　令和3／5／11～令和3／7／30
契約金額　1,430,000円
契約者　東北環境開発株式会社 酒田支店

［その他の入札参加者］株式会社エルデック、株式会社
理研分析センター、環清工業株式会社

●橋梁長寿命化修繕計画事業広畑橋上部工工事
期間　効力発生の日～令和4／3／31
契約金額　171,600,000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

●令和3年度女鹿地内配水管布設替工事
期間　令和3／5／19～令和3／9／10
契約金額　37,950,000円
契約者　庄司建設工業株式会社

［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、株式会社髙橋工業所、土門
建設株式会社

●町道江地橋楸島線道路改良工事
期間　令和3／5／19～令和3／7／30
契約金額　3,080,000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

●遊佐町都市計画マスタープラン策定業務委託
期間　令和3／5／27～令和4／2／28
契約金額　7,920,000円
契約者　株式会社協和コンサルタンツ 山形営業所

［その他の入札参加者］東日本総合計画株式会社 山形支
店、国際航業株式会社 山形営業所、株式会社パスコ 山
形支店

●遊佐小学校受変電設備更新工事
期間　令和3／5／11～令和3／9／30
契約金額　19,800,000円
契約者　ミナモト電気株式会社

［その他の入札参加者］東北電化工業株式会社 酒田営業
所、東北電機鉄工株式会社、ハクヨウ電気株式会社、株
式会社ユアテック 酒田営業所、有限会社遊佐電機工事

●遊佐中学校ランチルーム屋根等改修工事
期間　令和3／5／19～令和3／9／30
契約金額　9,350,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社

［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

入札結果５月分

＊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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がんばった人にマル
○３月31日㈬
「第1回 kid’s考古学新聞コンクール」
　<5・6年生の部>
　遺跡愛ハンパないで賞
　　石垣　凪皐（吹浦小６年：現遊佐中１年）


