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８月30日㈪に新庁舎が開庁したため、今まで使っ
ていた旧庁舎にある椅子や机などを、町民の皆様へ
お譲りします。（10円～500円以下での販売予定）興
味がある方はぜひお越しください。

なお、即売ですのでその日のうちに運び出せるよ
う、大きい備品を購入予定の方は「軽トラック」な
どを準備してください。
●日時／９月26日㈰　午前９時～午後１時
●場所／遊佐町役場　旧庁舎（正面玄関ホール、議

事所）
●持ち物／
　町民であることを証
明する運転免許証、保
険証など
※町内事業所の場合は、

会社の名刺など
●支払い方法／
　現金のみ
※領収書発行可。おつ

りが出ないように小
銭をご用意ください。

●譲渡会出品物／椅子、パイプ椅子、ハードディス
クを抜いた中古パソコン、ティー
カップ、装飾品など

●留意事項／①事前予約はできません。②購入後の
返品不可。③転売目的の購入はお断り
します。④混雑状況により入場制限を
行う場合があります。⑤旧庁舎前駐車
場は大変混み合うことが予想されるの
で、新庁舎の駐車場をご利用ください。

●問／総務課総務係　☎72-5880

水道管清掃作業のため生活用水の
くみ置きにご協力お願いします

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、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にご協力
をお願いします。
●日時／９月22日㈬午後９時～23日㈭午前１時頃
●作業区域／十里塚、松山、西浜、菅野下の一部

◎該当する集落には、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。

●問問／地域生活課上水道係　☎72-5887

７月から申請を受付している、「令和３年度遊佐
町新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援事業
（助成金）」は、申請期限を８月31日㈫としていま
したが、９月30日㈭まで延長します。要件に該当し
ていて、まだ申請していない事業者はこの機会に申
請ください。事業の詳細については、広報ゆざ７月
15日号または、町のホームページをご確認ください。
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

お済みですか？
令和3年度遊佐町新型コロナウイルス感染症
対策緊急経済支援事業（助成金）申請期限延長

町民の皆様・町内事業所の皆様へ町民の皆様・町内事業所の皆様へ
備品等譲 渡 会を開催します備品等譲 渡 会を開催します
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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
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『（仮称）遊佐洋上風力発電事業に係る
環境影響評価方法書の事業者説明会』

来年４月に小学校に入学されるお子様を対象に、
就学時健康診断を行います。保護者付き添いのうえ、
受診してください。
●日時／10月６日㈬
　　　　受　付：12時45分～午後１時15分
　　　　健診等：午後１時30分～
●場所／町民体育館
●健診料／無料
●その他／本健診終了後、同日、入学予定校におい

ても検査を受診していただきます。また、
対象となるご家庭には案内をお送りして
いますので、持ち物などについてご確認
ください。

●問／教育委員会総務学事係　☎72-5891

就学時健康診断を行います

『環境影響評価方法書の縦覧』

対象施設で1,000円（税込）以上の金額を利用し
た方の中から抽選で、町の特産品などが当たる抽選
会を開催します。色づき始める紅葉を楽しみつつ、
対象施設を利用してみてはいかがでしょうか。
●期間／９月17日㈮～10月31日㈰
●対象施設／大平山荘、さんゆう
●問／企画課観光物産係　☎72-5886

９月30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。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、申請により町税等の減免対象になる場合があり
ますので、ご相談くださいますようお願いします。
●納期／９月30日㈭
　　　　国民健康保険税　　　　３期（減免可）
　　　　介護保険料　　　　　　３期（減免可）
　　　　後期高齢者医療保険料　３期（減免可）
●問／（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

9月30日㈭は町税等納期

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７月に75歳、８月に65歳になられた皆様へ９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、お支払い忘れのないようにお願いします。
●送付物／７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

８月に65歳になられた方
……介護保険料の納入通知書

●納付日／９月30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

●日時／10月５日㈫
　　　　①午後１時30分～　②午後６時30分～
●場所／生涯学習センター１階ホール
◆体調の優れない方は参加できません。
◆新型コロナウイルス感染防止のため、座席は間

隔をあけて配置し、定員100名とさせていただ
きます。マスク着用の他、受付において、手指
の消毒・体温チェック・名簿記入にご協力をお
願いします。

◆延期となる場合は、９月30日㈬に町および事業
者ホームページでお知らせします。

●問／日本風力開発株式会社　開発本部
　　　☎03-3519-7481（担当）長谷川

【意見書の提出】
縦覧場所の意見書箱へ投函、または10月29日㈮

までに「〒100-0011　東京都千代田区内幸町１丁
目１番６号ＮＴＴ日比谷ビル９階 日本風力株式会
社」へ郵送（当日消印有効）

環境影響評価法に基づき、環境影響評価方法書
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。
【対象事業】
●事業名／（仮称）遊佐洋上風力発電事業
●事業者／日本風力開発株式会社
●出力／最大50万キロワット
●事業実施想定区域／山形県飽海郡遊佐町の沿岸

海域
【縦覧】
●期間／９月15日㈬～10月15日㈮の平日
●時間／午前８時30分～午後５時15分
●場所／役場 地域生活課前 打合せスペース
◆日本風力株式会社ホームページ
　https://data.jwd.co.jp/info/yuza/でも閲覧でき

ます。

特産品が当たる‼
秋の鳥海山大抽選会キャンペーン
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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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秋はクマが冬眠に向けて餌を求めて活発に動き回
ります。このため、行楽やキノコ採りなどで人とク
マが出合う機会が多くなり、思わぬ事故に遭う可能
性があります。

また、今年もクマの餌となるブナが凶作と見込ま
れており、今後もクマが出没し続けることが予想さ
れます。

被害に遭わないために、次のことに注意してくだ
さい。
①クマから見れば、森林は自分の領分。人は侵入者
です。クマに自分の存在を知らせましょう。

○山や林に入るときや田畑に出るときは、ラジオや
クマ鈴、笛など、音の出る物で、人の存在をクマ
に知らせましょう。

②子連れのクマに注意してください。
○子グマを見たら、近くに母グマがいて、警戒して

いると思ってください。危険ですので、周囲に注
意しながら、できるだけ早く遠ざかりましょう。

③万一、クマに出合ったら、背を向けずに、クマを
見ながらゆっくり後退してください。

○クマ撃退スプレーの使用も有効です。
④餌となる取り残しの果実や家の周辺のハチの巣を
撤去してください。

○餌付けとなる食品や生ごみを放置しないでくださ
い。

●問／産業課農業振興係　☎72-5882

ブナ凶作で秋も「クマに注意！」
町立図書館の空調設備更新工事を行っています。

工事内容によっては、館内で一部利用制限や騒音が
発生する場合があります。ご利用される方にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。
●期間／11月15日㈪まで
※工事の進捗状況により期間が変更になる場合があ

ります。
●問／教育課社会教育係　☎72-2236

図書館で工事を行っています

10月10日㈰開催の遊佐町応援デーの勝利に向けて
生涯学習センター玄関ホールに、アンバサダーの山
田康太選手と松本怜大選手
のサイン入りナツフクを展
示します。ぜひこの機会に
ご覧ください。
●日時／９月15日㈬～
　　　　10月14日㈭
　午前９時～午後９時
※月曜日は午後５時まで
●場所／生涯学習センター 

玄関ロビー
●問／生涯学習センター
　　　☎72-2236

モンテディオ山形ユニフォーム展示

●接種対象者／遊佐町に住所のある16歳以上の方
●接種追加日程／
【１回目】10月２日㈯、３日㈰　午後３時30分
【２回目】10月23日㈯、24日㈰　午後３時30分
※１回目の日程で１回目を接種し、その３週間後に

２回目の日程で２回目を接種します。
●集団接種会場／

遊佐町地域活性化拠点施設（旧え～こや八福神）
（遊佐町比子青塚31-38）

●ワクチンの種類と接種回数／
ファイザー社製ワクチンを３週間以上の間隔をあ
け２回接種（筋肉内接種）

●接種費用／無料 
●予約開始日／９月17日㈮　午前８時30分～
●予約方法／
①電話予約
　９月中： 0120-575-856
　午前８時30分～午後５時（祝日を除く月～金）
　10月以降：☎72-5922

午前８時30分～午後５時15分（祝日を除く月～金）

②WEB予約  町ホームページもしくは
右記ＱＲコード（24時間対応）

※ワクチン接種予約の際は１回目と２
回目を続けてご予約ください。

●問／遊佐町新型コロナワクチン接種相談ダイヤル
　　　☎72-5922

午前８時30分～午後５時15分
（祝日を除く月～金）

新型コロナワクチン集団接種新型コロナワクチン集団接種（１回目接種（１回目接種）10月の予約日程が追加）10月の予約日程が追加
至秋田 

至酒田 

旧青山本邸 鳥海学園 

至遊佐町内→ 

県道374号線

国道7号線

遊佐町
アンバサダーの
松本怜大です！
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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
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まちづくり町民提案を募集します
２．応募方法

住所、氏名、電話番号、メールアドレス、提案題
名、提案する内容に関する現状と問題点、具体的な
提案内容を明記のうえ、下記のいずれか方法で企画
課企画係まで応募ください。

①「広報ホットライン」へハガキ投稿
②企画課企画係へメールで応募
③遊佐町ホームページより「まちづくり町民提案

応募用紙」をダウンロードして応募
※資料などがあるときは添付ください。
※応募いただいた提案は、町の「まちづくり町民提

案審査委員会」で審査し採否を決定します。
●問／企画課企画係　☎72-4523
　　　E-mail：kikaku@town.yuza.lg.jp

まちづくり町民提案とは、『遊佐町まちづくり基
本条例』のもと、住民主体のまちづくりを推進する
ため、地域のみなさんと議会、行政が「協働」して
地域課題の解決に取り組んでいく事業です。事業の
実施は、町と提案者（団体）が、対等・平等な立場
で連携し、プロジェクトを進めます。みなさんも協
働事業に取り組んでみませんか？
１．募集内容

①行政と住民との新しい協働の仕組みづくり
②地域の安全・安心なくらし
③地域コミュニティの再構築
④若者が集う元気な地域づくり
⑤地域の人材育成（企画能力、課題解決能力）など

●日時／10月17日㈰
　　　　午前の部：午前９時30分～11時30分
　　　　午後の部：午後１時30分～３時30分
●場所／山形県立庄内職業能力開発センター
●内容／金属技術科に関する概要説明及び施設内見

学、体験学習（３次元CADモデリング）等
●対象／中学生・高校生・保護者・求職者等
●参加費／無料
●申込方法／直接電話で申込みください。
●問／山形県立庄内職業能力開発センター
　　　☎31-2700

県立庄内職業能力開発センター
「オープンキャンパス」

応急手当WEB講習受講者を対象
とした応急手当講習会

応急手当WEB講習は、総務省消防庁が提供する、
一般市民向けの応急手当講習です。パソコンなどか
ら、心肺蘇生法やAEDの使用方法などの基礎知識
を映像などで学ぶことができます。
※WEB講習受講証明書必須。
●日時／10月24日㈰　普通救命講習Ⅰ
　　　　午前９時30分～11時30分
●場所／ひらたタウンセンター
●定員／30人　※定員になり次第締切
●内容／心肺蘇生法、自動体外式除細動器（AED）

の使用方法、異物除去法、止血法
●費用／無料
●持ち物／マスク、器材消毒用タオル、筆記用具、

動きやすい服装、新型コロナウイルス感
染症に関するチェック票、WEB講習受
講証明書

●申込期限／10月10日㈰
●申込方法／申込書を酒田市区広域行政組合消防署、

または最寄りの消防署（分署）へ提出
してください。

※申込書等は酒田地区広域行政組合消防本部HPま
たは最寄りの消防署（分署）にあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により中止にな
る場合があります。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部酒田救急ワー

クステーション　☎26-9411

危険物取扱者免状・消防設備士免状
の写真書換えを忘れずに

●対象者／新規交付、再交付又は前回の写真書換え
から10年が経過される方

※写真書換え未了者に対して「写真書換えのお知ら
せはがき」が送付されます。

●申請書入手先／消防試験研究センター山形県支部、
県内各消防本部

●問／一般財団法人消防試験研究センター山形県支
部（山形市あこや町3-15-40　田代ビル２階）
☎023-631-0761

婚活の仕方、お見合い相手の紹介などお悩みをお
持ちの皆さまを対象に個別の相談会を開催します。
どうぞお気軽にお申込みください。
●日時／10月３日㈰　午後１時～５時
●会場／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）
●申込期限／９月29日㈬（事前申込制）
●問・・申／やまがたハッピーサポートセンター庄内

支所　☎0235-64-8895

『やまがた縁結びたい』結婚相談会

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方（所
得税および復興特別所得税の申告の必要がない方を
含む）は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

記帳・帳簿等の保存制度の詳細は、国税庁ホーム
ページの「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿
等の保存について」をご覧いただくか、酒田税務署
個人課税第一部門にお問い合わせください。
●問／酒田税務署　個人課税第一部門
　　　☎33-1450（代表）

個人で事業や不動産貸付け等を行う方へ
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町では、町内の空き家を新たに賃貸住宅として
活用するためのリフォーム費用を補助します。ご
希望の方は、定住促進係まで事前にご相談くださ
い。
●対象物件・対象者／空き家バンクに登録してい

る物件とその所有者。ただし、他のリフォーム
補助を受けたことがある物件、既に賃貸住宅と
して貸している（貸したことがある）物件は除
きます。

●補助条件／費用補助によるリフォーム後、10年
間賃貸住宅として活用すること。賃
貸がない場合でも空き家バンクに空
き家情報として公表すること。

●補助金額／補助率10／10　上限34万円
※工事内容が補助の対象になるか否か、事前に

お問い合わせください。
※補助にあたっては審査により決定し、予算の

範囲内で行います。
●問／企画課定住促進係　☎28-8257

町では、空き家を購入・賃貸し起業等事業を行
う方を対象に、事業を行うための空き家改修工事、
設備費用等の補助を行います。ご希望の方は、定
住促進係まで事前にご相談ください。
●対象物件／空き家バンクに登録している住宅
●対象者／申請時に本町に移住して５年未満の者

で、10年以上居住予定の者
●条件／改修後の空き家を10年以上事業目的で活

用すること。事業の実施について集落等
に説明を行い理解が得られること。年度
内に工事等を完了すること。等

●補助金額／補助率　総事業費の２／３以内　上
限170万円（ただし、改修工事費を
超えない額）

※工事内容が補助の対象になるか否か、事前にお
問い合わせください。

※補助にあたっては、工事・設備の他、改修後に
実施する事業内容も含め審査します。また、予
算の範囲内で行います。

●問／企画課定住促進係　☎28-8257

県登録ボランティア仲人
「やまがた縁結びたい」募集

●「やまがた縁結びたい」とは／
結婚を希望する独身男女の出会いの機会を拡大す

るため、県に登録してボランティアで仲人活動を
行っており、現在県内の約50の個人・団体が登録し
ています。
●活動内容／

・相談者からの相談対応
・相談者にふさわしいお相手探し（定期的な情報

交換会への参加）
・お見合いの設定

●活動経費／活動に対する報酬はありませんが、活
動経費の一部（お見合い1件につき500
円）を支援金として交付します。

●登録要件／所定の研修を受講すること。
●問・・⃞申／やまがたハッピーサポートセンター事務

所　☎023-615-8755
※詳細については、「やまがた縁結びたい」のホー

ムページをご覧ください。 男女共同参画についての理解を深めるため、活動
発表や交流などを行います。
●期日／10月２日㈯～10日㈰
●会場／遊学館（山形市緑町1-2-36）
●内容／10月２日㈯～３日㈰
　　　　ワークショップ、県民交流コーナー
　　　　10月３日㈰
　　　　「白河桃子 氏」による講演会
　　　　10月２日㈯～10日㈰　展示・発表
●参加費／無料
●その他／３日㈰の講演会は、無料託児所もありま

す。詳細はお問い合わせください。
●問・・申／山形県男女共同参画センターチェリア
　　　　　☎023-629-7751

チェリアフェスティバル山形2021

空き家を活用した賃貸住宅を
お考えの所有者の皆様へ

リフォーム費用の補助を行います

空き家を活用した事業展開のための
住宅改修工事・設備費用を補助します

●日時／10月10日㈰　午前10時～12時
●場所／東北公益文科大学大学院　セミナーハウス

（鶴岡）
　　　　※オンライン受講可能です
●テーマ／グローバリゼーションとジェンダー
●講師／伊藤　眞知子　氏（山形県男女共同参画セ

ンター　チェリア館長）
●対象／関心がある方（年齢性別不問）50名
●参加費／500円（資料およびシステム

機材代）
●申込み／右のQRコードを読み取って

ください
●問／庄内ちぇりあ　☎090-7790-2029

第10回　ジェンダー白熱教室
～社会をジェンダー視点で読み解き、

未来に活かす公開講座～
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●遊佐町役場旧庁舎解体工事
期間　効力発生の日～令和4／3／25
契約金額　113,850,000円
契約者　株式会社髙橋工業所
［その他の入札参加者］庄司建設工業株式会社、土門建
設株式会社

●遊佐PAT整備事業に伴う用地測量業務委託
期間　令和3／8／25～令和4／2／28
契約金額　12,100,000円
契約者　株式会社庄内測量設計舎
［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式
会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計、有限会社
安野測量事務所

●遊佐小学校高学年棟トイレ改修工事実施設計業務委託
期間　令和3／8／18～令和3／10／29
契約金額　854,700円
契約者　株式会社伊藤建築設計事務所
［その他の入札参加者］あべ建築設計事務所、有限会社
水口建築構造設計事務所 
 

●スクールバス（中型）購入
期間　令和3／8／18～令和4／3／31
契約金額　34,425,220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］西東北日野自動車株式会社 庄内
支店、山形いすゞ自動車株式会社 酒田営業所

＊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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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・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／９月30日㈭　午後６時30分～８時30分
　　　　10月15日㈮　午前９～11時
●場所／30日、15日どちらも遊佐町民体育館
●対象／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
●問／遊佐町民体育館　☎72-5454

10月10日㈰開催のＪ２リーグ・モンテディオ山形
vsブラウブリッツ秋田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。

詳細は、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

入札結果８月分

体成分測定して生活習慣を見直そう1,500円でモンテの試合観戦
10月10日㈰は遊佐町応援デー

がんばった人にマル
○７月11日㈰
　第45回酒田珠算連盟杯そろばん競技大会
　小学生４年生以下の部
　個人総合
　　第３位　石垣　舞桜（藤崎小学校４年）

○８月１日㈰
令和３年度　県卓球選手権大会（カデットの部）
地区予選会

　13歳以下個人戦
　　ベスト４　阿部　紗也（蕨岡小６年）

○８月９日㈪
　ホープス卓球選手権大会

　第３位　太田　珠於（高瀬小）
　

○８月22日㈰
　酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部卓球大会
　団体戦　女子団体
　　準優勝　阿部　紗也（蕨岡小６年）
　　　　　　池田　夏優（高瀬小３年）
　　　　　　佐藤　愛結（高瀬小５年）
　個人戦　ホープス男子
　　第３位　鈴木　光泉（吹浦小）
　カブ新人女子
　　第２位　石山　心晴（高瀬小）

○８月29日㈰
　第63回山形県子ども絵画展（こども県展）
　県展賞　佐藤　颯汰（蕨岡小５年）
　　　　　「牛渡川で雑魚しかめ」
　奨励賞　後藤　遙翔（遊佐小２年）
　　　　　「コロナがきえたみらい」
　　　　　梶原　秀知（藤崎小４年）
　　　　　「シュートするとき」


