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遊佐町中小企業設備投資支援事業補助金
（継続：一部要件緩和）

　本町の企業振興および雇用の拡大を図るため、町内
中小企業者が行う設備投資の経費の一部を支援します。
◇補助対象者　町内に事業所を有する法人または個人
の事業者（一定の該当要件あり）
◇補助対象経費　事業の拡大、高度化または事業の継
続のため、事業効率の向上に資する建物（工場、倉
庫、店舗等）の新増設（附帯設備含む）、構築物、
機械および装置の設置に要する経費
◇交付の要件および補助金額

◇事業実施期間（補助制度実施期間）
　平成31年度まで
　（平成27年度からの５年間）

がんばる中小企業者のみなさんを応援します！
　遊佐町中小企業技術者養成研修補助金（継続）
　町内中小企業の技術力向上を図るため、従業員の研
修や資格取得のための経費の一部を助成します。
◇補助対象者　町内に事業所を有する法人または個人
の事業者
◇補助対象事業　①業務上必要な資格の取得
　②業務上必要な技術の研修への参加および研修会の
　開催
　③その他技術向上等を図るために必要な研修
◇補助金額　①研修を主催する場合は、講師謝礼およ
　び交通費の２／３以内
　②庄内職業高等専門校の研修に参加する場合は対象
　経費の全額、その他の研修に参加する場合は受講
　料、交通費、宿泊費等対象経費の２／３以内　
　※年度内に何回でも申請は可能ですが、１社につき
　年額30万円が上限額となります。
◇補助金交付の流れ（両事業共に）

　※事業申請前の着工並びに研修会等の開催・参加は、
　交付の対象となりませんのでご注意ください。
●問・⃞申 ／産業課産業創造係　☎72－4522

交付の要件 補助率および補助金額

補助対象経費の２０％
上限額　２,０００万円

事業認定
申　請

（事業者） （町） （事業者） （事業者） （町）

事業（研修）
実施・完了

補助金
交付

実績報告
補助金交付申請

事業
認定

投下固定資産総額　３,０００万円以上
新規雇用者　３名以上

投下固定資産総額　３,０００万円以上
新規雇用者　３名未満

投下固定資産総額
　　　 １００万円以上３,０００万円未満

補助対象経費の１０％
上限額　２００万円

間）

遊佐町のイメージキャラクター
「米（べぇ）～ちゃん」がやってくる！

一緒に記念写真を撮ろう♪
1回目10：30/2回目13：00

・遊佐町の特産品等が当たる「大抽選会」開催!
・鮮魚直売所「元気な浜店」イカ焼き販売♪
・農産物直売所「ひまわりの会」肉餅販売♪

◎ＧＷ期間中（４月29日～５月６日）
は営業時間が変更になります。

5月8日～
7月14日まで
5月8日～
7月14日まで

鮮魚直売所・農産物直売所・
サンセット十六羅漢

元祖とび魚ラーメンのお店

道の駅 鳥海
食堂・ラーメン味の駅

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
十六羅漢

その他にもイベントあります♪その他にもイベントあります♪

☎77-3330

☎71-7222

9:00～17:00営業時間

9:00～17:30営業時間
9:00～18:00営業時間
8:30～18:00営業時間

18:00閉店時間

18:30閉店時間

7:00開店時間

大平山荘

とりみ亭とりみ亭とりみ亭 あぽん西浜

春山鳥海山春山鳥海山春山鳥海山春山鳥海山

豚汁の無料配布（限定100食）もございます。
雪の回廊へ是非お越し下さい。お1人様 1泊3食付

 

・チェックイン15：00、チェックアウト15：00。
・こちらは月～木の平日限定プランになります。
・送迎ご希望のお客様は、ご相談下さいませ。
・午前10時～午後1時までは男性風呂清掃の為
 ご利用できません。隣接の「あぽん西浜」を
 ご利用くださいませ。

✿10:00～15:00までご利用できます
✿手ぶらでOK！バスタオル・フェイスタオル付き
   アメニティセットもついてきます！（クレンジング・洗顔など）
✿お食事&個室休憩&温泉入浴付き
✿送迎ご希望のお客様はご相談下さい

✿10:00～15:00までご利用できます
✿手ぶらでOK！バスタオル・フェイスタオル付き
   アメニティセットもついてきます！（クレンジング・洗顔など）
✿お食事&個室休憩&温泉入浴付き
✿送迎ご希望のお客様はご相談下さい

ゆ～っくり24時間滞在

お1人様 2泊6食付

のどごしツルツルで
お待ち致しております。

消費税
入湯税込（              ）

消費税
入湯税込（              ）

大浴場タイル工事のため
臨時休館日とさせていた
だきます。

5月２２日㈪
～5月28日㈰ざるそば

ざるうどん
ざる中華

ざるそば
ざるうどん
ざる中華 520円520円

8,700円8,700円8,700円8,700円

お1人様

（税込）
3,300円3,300円3,300円3,300円

17,000円17,000円17,000円17,000円

各各

臨時休館日のお知らせ

道の駅鳥海ふらっと
『周年祭』開催！！
道の駅鳥海ふらっと
『周年祭』開催！！
道の駅鳥海ふらっと
『周年祭』開催！！

4/23㈰4/23㈰
9：00～9：00～

※他の売場は通常開店になります。

特産品売場・食堂・ファーストフード・
味の駅「ラーメン」・ベーカリー工房「ほっほ」

５月４日～５月６日は早朝営業を行います。
ファーストフード・ベーカリー工房「ほっほ」

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は4/24㈪です
次回のサービスデーは4/26㈬です
とりみ亭
（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）

11：00～14：30 16：00～19：30

りゆ くり

ゆったりぷらん

レディースプラン

鳥海
温泉

☎0234-77-3711
遊佐町吹浦字西浜2-76

当館は客室及び宴会場は
禁煙とさせていただいてお
ります。ご理解とご協力を
お願い致します。尚、喫煙を
されるお客様は、指定の場
所にてお願い致します。

お客様各位

5月8日～
6月29日まで
5月8日～
6月29日まで

お1人様でもOK！お1人様でもOK！お1人様でもOK！

町長御挨町長御挨拶・拶・鳥海太鼓の実演等鳥海太鼓の実演等町長御挨拶・鳥海太鼓の実演等
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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

GW皆様のお越しをお待ちしております！



町では、ＩＪＵターン者への支援、定住促進を図る
ため、下記支援制度を実施しています。ぜひご活用
ください！
以下①～③に記載の「圏域」とは、庄内北部定住自

立圏域（遊佐町、酒田市、庄内町、三川町）のことで
す。
①ＩＪＵターン定着促進助成金（面接時の交通費助成）
◇助成内容　圏域内で公的機関が実施する就職面接
会、採用面接等に参加する際の交通費の１／２を
助成（上限額：町内事業所の面接２万円、その他１
万円）
◇対象者　圏域外に１年を超えて住所を有し、町内
に居住する意思のある40歳未満の方（新規学卒者は
除く）

②ＩＪＵターン定着激励金（ＩＪＵターン者向け）

ＩＪＩＪＩＪＵＵＵターン関係支援事業のお知らせターン関係支援事業のお知らせターン関係支援事業のお知らせＩＪＵターン関係支援事業のお知らせＩＪＵターン関係支援事業のお知らせＩＪＵターン関係支援事業のお知らせ
◇助成内容　町内に転入し、事業所に就職した方
に、定着激励金として10万円を交付（家族で転
入した場合の上限額30万円）
◇対象者　圏域外に１年を超えて住所を有したの
ち町内に転入し、圏域内の事業所に正規雇用さ
れた40歳未満の方（新規学卒者は除く）

③ＩＪＵターン雇用奨励金（事業所向け）
◇助成内容　ＩＪＵターン者を３ヶ月正規雇用し
た事業所に、奨励金として１名につき30万円を
交付（１年度上限額60万円）
◇対象事業所　圏域内の事業所
※３事業各々申請方法が異なります。詳細につい
てはお問い合わせください。

●問・⃞申／産業課産業創造係　☎72－4522

【定期予防接種】 ……………………………………………
●日本脳炎について
平成22年度より順次積極的接種勧奨が行われており
ますが、今年度は２期について、18歳（H11.４.2～ H12.
４.１生まれ）になる方が積極的勧奨の対象となります。
今までお受けになっていない分について、個別にご案
内します。
また、３歳以上７歳半未満の方で、まだ受けていな
い方は標準的な受け方に沿って接種してください。
（個別の案内はありません。）
このほか、平成17年の積極的接種勧奨差し控えによ
り接種機会を逃した方で、平成11年4月2日～平成19
年4月1日生まれの方は、未接種分をご希望で受ける
ことができます（公費負担）。接種方法等については下
記にお問い合わせください。（ただし、20歳になると
対象外となりますのでご注意ください。）
●ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ＢＣＧ、麻しん風
しん混合、水痘、四種・二種混合については昨年度と
同様です。間隔をみながら、主治医とご相談の上、計
画的に接種してください。（麻しん風しん2期（年長
児）、二種混合（小学6年生）の方には個別にご案内し
ています。）
●高齢者肺炎球菌予防接種（定期）について
今までに肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことが
ない方で、下記の方が対象となります。個別にご案内
します。
・65歳：昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれの方
・70歳：昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれの方
・75歳：昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれの方
・80歳：昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれの方
・85歳：昭和7年4月2日～昭和8年4月1日生まれの方

・90歳：昭和2年4月2日～昭和3年4月1日生まれの方
・95歳：大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれの方
・100歳：大正6年4月2日～大正7年4月1日生まれの方
※対象の方には、一部公費負担（4,000円）します。
※以前に高齢者肺炎球菌予防接種を受けた方は、対
象になりません。

●子宮頸がん予防ワクチン接種について
平成25年4月より定期の予防接種となった子宮頸
がん予防ワクチンは、副反応の関係から、現在積極
的には接種をお勧めしておりません。国の検討会の
結果を受けて、再開時には対象の方に個別にご案内
します。

【任意予防接種】 ……………………………………………
●高齢者肺炎球菌予防接種（任意）：定期予防接種の年
齢以外の方が対象です。
今年度定期接種の対象ではなく、今まで町の助成
を受けたことがない方で、接種を希望する方に、一
部公費負担（4,000円）をしております。　
※ご希望の方は申請が必要です。下記の窓口に健康
保険証をご持参の上、おいでください。（役場庁舎
西側　防災センター1階事務室）

●風しん抗体検査及び風しん又は麻しん風しん混合予
防接種
妊娠を希望される方等への風しん抗体検査料金と、
抗体が低い方への予防接種料金を全額助成します。
対象となられる方や申請方法等については、今後広
報などでお知らせします。
●今年度も、子どもインフルエンザ予防接種費用の一
部を助成します。（10月以降の予定）
●問／ 健康福祉課健康支援係　☎72‒4111

平成29年度　遊佐町予防接種について

（2）
お し ら せ 号

ふれる　楽しむ　好きになる　鳥海山・飛島ジオパーク　●問／企画課企画係　☎72-4523



遊佐町収納代理金融機関に
鶴岡信用金庫が加わりました

75歳、65歳になられた皆さまへ

就職のための資格取得を支援します！
（就職資格取得支援助成金）

求職者の雇用促進ならびに非正規雇用者の正規雇用
への転換を支援するため、就職に役立つ資格の取得費
用の一部を助成する「就職資格取得支援助成金」制度を
ご活用ください！
●対象者／満年齢65歳未満の町内在住の求職者（ただ
し、在職求職者は除く）および非正規雇用の方
●対象経費／就職に繋がる資格や免許取得に係る研修、
講習等の受講料、登録料等
　※ただし、普通自動車免許、普通自動二輪免許、大
型自動二輪免許および原動機付自転車免許の他、趣
味的または教養的なもの、入門的または基礎的なも
のおよび職業能力を評価するものとして一般的に認
められないものは除く。
●助成金額／対象経費の１／２以内、上限額10万円
※研修等受講後の申請は交付の対象となりません。必
ず受講前にご相談、申請をお願いします！
●問・⃞申／産業課産業創造係　☎72－4522

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
2月に75歳、3月に65歳になられた皆さまへ、４月14
日に納入通知書を発送しております。内容をご確認の
上、納め忘れのないようお願いします。
●送付物／
２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
３月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／５月１日（月）
●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／金額に関するお問い合わせ
　　　              町民課課税係　☎72－5876
　　納付に関するお問い合わせ
　　              町民課納税係 ☎72‒5411

町税等納期のお知らせ
平成29年5月１日（月）は固定資産税、軽自動車税の
納期です。口座残高の確認、納め忘れのないようご確
認ください。
●納期／5月１日（月）
　　　　固定資産税　１期　　軽自動車税　全期
●問／町民課納税係　☎72－5411

４月１日より鶴岡信用金庫が遊佐町の収納代理金融
機関として取り扱われることになりました。鶴岡信用
金庫各支店にて町税・水道料等の納付、口座振替がご
利用できます。
●問／出納室　☎72‒5888  町民課納税係　☎72‒5411

地域や集落、町民の皆さんで組織する自主的な団体が
取り組む地域づくりを支援します。
●対象事業／
①コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・水車・
表示板・掲示板の設置、イルミネーションや小型除雪
機などの地域環境や景観の維持・増進のための機械等
の購入等

②郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・備品）、民
俗行事の保存活動、はんてん、みこし、舞台、やぐら、
太鼓、山車等の製作

③特産品の開発事業（材料は除く）：独創的な特産品の調査、
試作および開発、加工所の建設、特産品開発のための
研修視察（旅費を含む）

④イベントの開催事業：まつり、コンサート、漫才、落語
会、町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品代、印刷製
本費、会場使用料、備品の購入）

⑤研修、調査研究事業：地域づくり研修会、シンポジウム、
文化講演会、自然体験学習等（講師謝金、印刷製本費、
会場使用料）

●助成する金額／
助成対象事業費の2分の１以内とし、助成金額の最
高額は70万円。最低額は５万円です。ただし、公民館
の新築については最高150万円、改修については対象事
業費の100分の15以内で限度額は30万円。また、公共下
水道接続に伴うトイレ改修などについては、対象事業
費の２分の１以内で、限度額は50万円。特産品の開発
事業のうち旅費に相当するものについては、３分の１
以内です。

●交付の決定／
以前助成を受けた団体であっても、助成金の交付を
受けることが可能となりました。ただし、以前交付を
受けたものと同じ種類の事業での交付は受けることが
できません。

●申込方法／
５月１５日（月）まで、下記申し込み先に所定の申請
書を提出してください。申請用紙は、企画課まちづく
り支援係で用意しています。また、HPからダウンロー
ドすることもできます。

●問・⃞申／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

遊佐の元気を応援します

きらきら遊佐マイタウン事業きらきら遊佐マイタウン事業
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サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中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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三十路成人式実行委員募集
　今年度で第８回を迎える2017三十路成人式（でっけど）実行
委員を募集します。対象は、今年度30歳（昭和62年４月２日
～昭和63年４月１日生まれ）を迎える遊佐中学校卒業生です。
●申込方法／遊人会メールまたはフェイスブックペー
ジ www.facebook.com/yuujinkai へメッセージで氏
名と生年月日をお送りいただくか、企画課まちづく
り支援係までご連絡ください。
●問／遊人会メール　yuujinkai@gmail.com
　　　企画課まちづくり支援係　☎72-4524
※「遊人会」とは…三十路成人式で得た「繋がり」や「気づき」を忘れな
いようにと、第１回三十路成人式で結成された遊佐町民同窓会です。

ゆざ農業インフォメール
配信のお知らせ

　農業振興係では、町をはじめ、国・県から提供さ
れる農業者向けの補助事業等の情報をメール配信で
お知らせしています。
※郵送での対応はしておりません。
◎配信日／不定期（情報がある場合に随時配信）
◎発信者／産業課農業振興係
　　　　　nousin@town.yuza.lg.jp
◎配信内容／テキスト形式で情報の要旨のみ配信しま

す。詳しくはリンク先等でご確認ください。
◎登録方法／【件名】に「メール配信希望」、【本文】に

「氏名」と「住所」を明記した電子メールを以
下のメールアドレスにお送りください。こ
ちらから登録完了メールをお送りします。

　　　　送信先 nousin@town.yuza.lg.jp
◎個人情報／お申し込みいただいた氏名・住所・メー

ルアドレスの個人情報は、厳正に管理し、
当該メール配信以外に使用しません。

◎解除方法／メールで配信停止を申し込む旨をお知
らせください。

◎注意事項／迷惑メールフィルタによって受信でき
ない場合は、ドメイン

　　　　town.yuza.lg.jp から受信できるように設定
してください。

●問／産業課農業振興係　☎72－5882

健康福祉課　保健師
佐藤　菜穂

平成29年度 町職員人事異動
【退職】（平成29年3月31日付）
　工藤喜代子（健康福祉課子育て支援専門員）
【再任用】
　産　業　課　専門員　今野　信雄
　蕨岡小学校　用務員　斎藤　正一
【採用】
（平成29年4月1日付）

合併処理浄化槽とはトイレの汚水および生活雑排水（台所、お風呂の排水
等）を浄化する設備です。
単独処理浄化槽、くみ取り便槽の家庭では生活雑排水は浄化されず、その
まま側溝等に放流されるため、蚊やハエ等の発生や悪臭の原因となります。

※浄化槽本体工事費を基に所定の計算式により算出します。
※浄化槽本体工事費以外（トイレのリフォーム工事費等）は「持家住宅リフォーム支援金」との併用も可能です。
（工事費100万円まで20％補助。ただし町内建設業者と契約を締結し、下請を含め全体で町内業者が1/2以上請け負っている場合
に限ります。詳しくは地域生活課管理係までお問い合わせください。）
※申込先着順で、予算額に達した時点で受付終了となります。ご検討中の方はお早めにご相談ください。

●交付対象地域／
　褄坂、開畑、上蕨岡（唐戸岩）、広野、藤井の一部、臂曲、金俣、岩野（中村以外）、三ノ俣、蚕桑、袋地、
大井（後藤寺田）、北宮田（万部）、茂り松、東山、女鹿、滝ノ浦、鳥崎、湯ノ田、小野曽
●補助対象者／
　単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ切替えする方
●補助対象機種（本年度から要件追加）／
　所定の性能要件を満たす環境配慮型浄化槽（詳しくは地域生活課下水道係までお問い合わせください。）
●問・⃞申／地域生活課下水道係　☎72-5894　　管理係　☎72-5883

合併処理浄化槽設置補助制度のご案内合合合合合合併併併併併処処処処処理理理理理浄浄浄浄浄浄化化化化化槽槽槽槽槽槽設設設設設置置置置置補補補補補補助助助助助助制制制制制制度度度度度度のののののごごごごご案案案案案案内内内内内合合合合合併併併処処理理浄浄浄化化化槽槽槽設設置置補補助助制制度度のののごごご案案内内内合併処理浄化槽設置補助制度のご案内合併処理浄化槽設置補助制度のご案内
水質環境改善のため、合併処理浄化槽を設置する方に工事費の一部を補助します！
昨年度に引き続き、本年度さらに補助額が増額となりました！

（５人槽：+59,000円、７人槽：+73,000円、10人槽：+98,000円）
この機会にぜひ合併処理浄化槽への切替えをご検討ください！

●補助額／ 区分
５人槽
７人槽
10人槽

　　補助額
最大 　744,000円
最大 　932,000円
最大 1,217,000円

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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Ｈ29年度　高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

●対象／60歳以上の健康な方で、今まで当講座に参加し
たことのない方。（現在何らかの病気で治療されている方
は、主治医の許可をいただく場合があります）
●期間／５月23日（火）～10月24日（火）週２回（火・木曜日）
●時間／午前10時～11時
●場所／生涯学習センター、町民体育館、農業者トレーニ
ングセンター
●内容／健康運動指導士等による運動指導
ストレッチ、トレーニングマシーンを使った筋力トレーニン
グ等
●参加費／無料　ボール代実費1,300円程度
●問・⃞申／５月８日（月）まで健康福祉課健康支援係
　　　　  ☎72-4111

「生涯学習推進計画・スポーツ推進計画策定に
向けた町民意識調査」報告書の閲覧について
　昨年10月14日～31日に実施いたしました「生涯学習推
進計画・スポーツ推進計画策定に向けた町民意識調査」
につきましては、多くの方々からご協力いただき誠にあり
がとうございました。
　今般、調査の集計・分析結果から報告書を作成し、
生涯学習センター、各地区まちづくりセンターに設置いたし
ました。本町の生涯学習・スポーツの現状と課題、町民
の皆さまが抱く将来像についてまとめております。ぜひご覧く
ださい。
　本町ではこの調査結果をもとに、計画策定・事業推進
を図ります。これからもご協力よろしくお願いいたします。
●問／教育課社会教育係　☎72-2236

松くい虫防除事業を実施します
　庄内海岸林の松枯れ防止のため、比子・藤崎・菅里
地区において松くい虫被害木の伐採作業を実施します。期
間中、事業区域の山林、畑等に立ち入ることがありますの
で、所有者および周辺住民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
●期間／４月中旬～６月中旬
●問／産業課水産林業係　☎72-4521

～ゆざエブリワンズ・カレッジ日本語講座～
日本語学習支援ボランティアの募集
　外国出身者へ日本語の学習支援をしてくださるボランティ
ア講師を募集しています。日本語を日本語で教えます。外
国語がわからなくても、熱意があれば誰でも教えることがで
きます。日本語の指導だけではなく日本での生活の話や悩
みを相談する場にもなります。
●基本、ボランティア講師と学習者とのマンツーマン指導に
なります。
●学習日（曜日・時間）はボランティア講師と学習者で相談
の上、調整します。週一回、1～ 2時間／回程度。
●学習場所は生涯学習センターです。
●学習内容は、学習者の希望を優先とし、指導方法は有
償ボランティア講師におまかせしています。
●教材は日本語講座で所持しているものや学習者個人のも
の、新聞、雑誌、インターネットニュースなどを使用します。
興味のある方、まずはお問い合わせください！
●問／ゆざエブリワンズ・カレッジ日本語講座ボランティア
　　　事務局（生涯学習センター内）  
　　　☎72-2236　FAX71-1222

●対象者／１.平成28年１月１日に遊佐町に住所がある方
　　　　　２.平成28年度の町民税が非課税の者
　　　　　　ただし、課税者に扶養されている方や生活保護制度の被保護者等は支給対象外です。
　　　　　※該当すると思われる方には、４月下旬に申請書を送付します。
●金額／１人 15,000円
●受付日時と会場／

消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、
所得の低い方々に対し、臨時福祉給付金（経済
対策分）を支給することになりました。

●申請の方法／
　会場に来て申請をするか、郵送で申請してください。郵送での申請の場合は、「申請時に必要なもの」を同封してください。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

臨時福祉給付金の申請について
●対象者／１平成28年１月１日に遊佐町に住所がある方

消
所
対

臨臨臨臨臨臨時時時時時福福福福福祉祉祉祉祉祉給給給給給給付付付付付金金金金金金金ののののの申申申申申申請請請請請にににににつつつつついいいいいててててて臨時福祉給付金の申請について臨時福祉給付金の申請について

５月10日（水）～７月24日（月）
健康福祉課福祉介護保険係（役場１階）

４月24日（月）～５月９日（火）
役場１階101会議室（※集中受付期間）

日時
会場

●受付時間／午前８時45分～午後５時（土、日、祝日を除きます）

①印鑑、郵送された申請書（申請書は受付会場にもあります。）
②本人確認できるもの　運転免許証・保険証・住基カード・個人番号カード・外国人登録書など
③新規の方、または前回申請した方で今回違う口座に振り込みたい方は
　振込先金融機関口座番号が確認できるもの（通帳もしくはキャッシュカードなど）
　※現在使用している口座を指定してください。※前回の振込先は、郵送された申請書に記載されています。

臨時福祉給付金の申請時に必要なもの ①、②は必ずご準備ください・③は該当する場合にご準備ください。

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



ゆざ健康マイレージ対象事業
献血にご協力くださいすてっぷ　遊びのひろば

遊佐町優良特産品推進部会
会員募集

　発達が気になるお子さんを対象に、親子でゆったり遊
ぶ会を開催します。みんなで楽しい時間を過ごしません
か？お気軽にご参加ください。
●日時／5月21日（日）　午前10時～ 11時30分
●場所／県立鳥海学園（遊佐町藤崎）
●活動内容／ぷるるん♪フルーチェ作り
●対象／幼児から小学生までのお子さんと保護者
●費用／無料
●問・⃞申／5月17日（水）まで鳥海学園へ
　　　　　☎75－3334・FAX 75－3872

遊佐町優良特産品推進部会は、町内および町外へ遊佐
町の特産品の普及と販売拡大をめざし、生産者が集まっ
て物産展への参加や商品の開発などの活動をしている団
体です。年に10回程度県内・県外の物産展に参加し、特
産品の販売をしています。そのほかにも特産品詰め合わ
せの商品開発や、視察研修事業などを行っています。
現在、当部会では部会員を募集しています。詳細につ

いては下記までお問い合わせください。
●問／遊佐町優良特産品推進部会事務局
　☎／ FAX　72－3966

皆さまからの安心で安全な血液により、たくさんの
命が救われております。町内での今年度第1回目の献
血を実施します。
●日時／5月3日（水・祝）午前9時30分～ 11時30分、
午後1時～3時30分
●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ
　※ゆざ健康マイレージポイントカード（当日会場で
　発行可能）をお持ちの方が400ml献血にご協力頂
　くと、7ポイント貯まります。
　※今年度の献血日程については、町ＨＰをご覧くださ
　い。
　※受付でお申し出いただくと、骨髄バンクのドナー
　登録を行うことができます。
●問／献血に関して…健康福祉課健康支援係
　　　☎72－4111
　　　骨髄バンクに関して…庄内保健所医薬事担当
　　　☎0235－66－4738

平成２９年度 アグリウーマン塾
受講生募集

経営に意欲的な若い女性農業者を対象に、実践力と
経営感覚を養い、その活躍を支援することを目的とし
た経営塾です。
●研修期間／全5回（平成29年５月～ 30年１月）
●場所／村山総合支庁本庁舎（山形市）または西村山地
域振興局（寒河江市）（予定）
●募集人員／ 20名程度（概ね40歳未満の女性農業者）
●受講料／無料（実費負担あり）
●申込締切／5月10日までに最寄りの農業技術普及課
へお申し込みください。
●問／山形県立農林大学校研修部　☎0233-22-8794
　詳細は「やまがたアグリネット」（http://agri.jp/）をご
　覧ください。

『鳥海山　おもしろ自然塾』
春の山野草ハイキングとそば打ち体験
しらい自然館周辺で、春の山野草を探しながらハイキ

ング。その後しらい自然館で、そば打ちを体験。採取し
た山野草を天ぷらにして、一緒にいただきます。
●日時／5月13日（土）午前9時～午後2時（集合8時45 分）
●場所／しらい自然館
●対象／どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定員／ 20名
●受講料／ 2,000円
●持ち物／歩きやすい服装・靴、エプロン、タオル
●申込締切／5月8日（月）　※定員になり次第締切
●問・⃞申／四季の森しらい自然館 内
　　　　　鳥海山おもしろ自然塾推進協議会事務局
　　　　　☎72-2069

甲種・乙種（全類）・丙種危険物取扱者
試験および準備講習会

【試験】
●日時／7月8日（土）午前中
●場所／県立酒田光陵高等学校
●受付期間／［電子申請］5月19日（金）～5月28日（日）
　　　　　［書面申請］5月22日（月）～5月31日（水）
　　　　　※願書は消防本部、各消防署にあります。

【準備講習会】
●丙種／5月30日（火）午前9時30分～午後4時30分
　酒田地区広域行政組合消防本部（飛鳥）
●乙種第４類／5月31日（水）、6月1日（木）の2日間
酒田地区広域行政組合施設管理棟（広栄町三丁目）
※申込用紙は消防本部、各消防署にあります。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部
　　　予防課危険物保安係　☎61‒7114

裁判所見学会
5月１日から7日までの憲法週間にちなみ、裁判所見

学会を開催します。刑事裁判の傍聴もしくはビデオ視聴、
裁判員制度説明、裁判所施設見学などが行われます。
●日時／5月17日（水）午後１時15分～3時15分
●場所／山形地方・家庭裁判所酒田支部
●定員／予約受付順30人程度
●申込み／下記問い合わせ先まで電話でお申し込みく　
　　　　　ださい。（平日午前９時から午後５時まで）
●問／山形地方裁判所酒田支部庶務課　
　　　☎23-1234　FAX 22-4959
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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／企画課企画係　☎72-4523



●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／４月21日（金）～６月１日（木）
　　　　　　　　　　　まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／5月25日（木）～６月１日（木）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　
　　　☎23-1246　  物件情報HP http://bit.sikkou.jp/

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／５月８日（月）～７月６日（木）
　　　　　　　　　　　まで
●閲覧場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階閲覧室
●入札期間／６月29日（木）～７月６日（木）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　物件情報HP http://bit.sikkou.jp/

くらしの無料相談所（予約不要）
　借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見制度の
活用などの無料相談所を開設します。
●日時／４月22日（土）、午前９時30分～正午
●場所／酒田市交流ひろば2階
●費用／無料（駐車券出ます）。予約不要です。
●問／ NPO法人ライフサポート庄内　佐藤☎33-4378

【日にち】平成29年5月28日（日）
【受付時間】午前9時30分～ 10時45分
【供養開始】午前11時～   
※ご寺院様より読経いただきます。
読経終了後の持ち込みはご遠慮願います。
【持ち込み対象】ひな人形・節句人形・ぬいぐるみ等。
※附属ケースや備品はお受けできません。
【供養料】（税込） 1体300円。4～ 10体は1,000円 。
11体以上は1体につき300円。
※人形の全長10㎝以下は2体で1体となります。
【お申し込み方法】お電話で事前にお申し込みの上、当
日、セレモニーホール遊佐へご持参ください。
※お申し込みの際①人形の個数　②お客様のお名前
③ご住所　④お電話番号　をお伺いいたします。 

☆お問合せ先☆
セレモニーホール遊佐 
住所：遊佐町遊佐字川端６
電話：0234-72-4655
フリーダイヤル：0120-24-7633

高濃度炭酸泉でヘアカラー後の
残留薬除去、キューティクル引
き締めで髪と頭皮を健康・清潔
に。髪本来のツヤ、柔らかな指
とおり、血行促進、頭や肩のコ
リ、目の疲れを和らげます。
今ならカラーをされる方が「広
報ゆざを見た」と言うと炭酸泉
を無料サービス中です。
（H29.4.30まで）

特産品開発助成不動産競売のお知らせ
遊佐ブランド推進協議会では、農水産加工開発・販
路開拓に係る事業に対し助成をしています。助成を希
望される方は、下記をご参照の上ご連絡ください。
●対象者／
①町内に本社または支社を有し、農水産加工品の生
産・開発を行う企業
②町内で農水産加工品生産・開発を行う団体、個人
③その他協議会が特に必要と認めたもの
●助成事業／
①農水産加工品等の販売促進を目的として使用する新
たなパッケージ、ラベル、パンフレット作成に係る
デザイン料および印刷代
②農水産加工品等の生産・開発に関する視察研修に係
る交通費（公共交通機関の利用料およびバス等借上
げ時の運転手代、ガソリン代、高速道路使用料金、
駐車料金）
③農水産加工品等の販路拡大に関する商談会・展示会
等への参加に係る出展料、交通費（公共交通機関の
利用料および自家用車利用時の高速道路使用料金、
駐車料金）、宿泊費、商品送料
④その他農水産加工品等の開発・販路開拓に係る事業
経費
●助成手順／事業実施前に助成申請書、事業終了後に
事業実績報告書を提出していただきます。
●助成額／助成対象事業に係る経費の3分の2以内で、
１企業・団体・個人につき１年度当たりの上限額は
次のとおりとし、予算の範囲内で交付します。
①遊佐町優良特産品に推奨されているものに係る事業
の場合、30万円
②上記以外の場合、10万円
※今年度から、助成事業の③について対象経費に宿
　泊費が追加となりました。（1泊あたり上限12,000円）

●問・⃞申／遊佐ブランド推進協議会／遊佐町創業支援
センター
遊佐町遊佐字広表6－1（Ａコープゆざ店2階）　
☎／FAX　72－3966
E-mail：info@yuza-brand.jp

アークベルグループ    

セレモニーホール遊佐人形供養

高濃度炭酸泉
９９９円（税抜）

◆ヘアカット　  ９９９円（税抜）
◆持込カラー　 ９９９円（税抜）
◆オーガニックカラー １，４９９円～（税抜）

無料キャンペーン中！
カットルームカラー遊佐店

遊佐町小原田字沼田12-1（エルパ敷地内）
営/9:00～19:00（カラー受付は18:00まで）
休/月曜日、第3日曜日
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サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民課町民係　☎72-5885



○４月２日（日）
　平成29年度　第23回興武館杯争奪剣道大会
　個人戦（５･６年生の部）
　　優　勝　大宮　輝星　　第３位　髙橋　優太
　　準優勝　阿部　　奏
※大会結果については、各競技団体より掲載依頼のあった
　ものについて掲載しております。

　旧青山本邸および語りべの館は、毎週月曜日が休館日となっておりますが、GW期間中は下記のように開館いたします。
旧青山本邸では端午の節句展を開催していますので、お誘い合わせの上ぜひお越しください。
※青山邸は午前９時30分～午後４時30分開館、端午の節句展は６月４日（日）まで開催予定
※語りべの館は、平日午後３時～５時、土日祝日は午前10時～午後５時開館
●問／旧青山本邸　　　☎75－3145　　語りべの館　　　☎72－4440
　　　歴史民俗学習館　☎77－3727　　教育課文化係　　☎72－5892

GW期間中の開館について

開館
開館
開館

4/29
（土）

開館
開館
開館

4/30
（日）

臨時開館
休館
休館

5/1
（月）

開館
開館
休館

5/2
（火）

開館
開館
休館

5/3
（祝・水）

開館
開館
休館

5/4
（祝・木）

開館
開館
休館

5/5
（祝・金）

開館
開館
開館

5/6
（土）

開館
開館
開館

5/7
（日）

休館
休館
休館

5/8
（月）

旧 青 山 本 邸
語 り べ の 館
歴史民俗学習館

山形県看護協会 「健康まつり」
　山形県看護協会では、５月７日から13日の「看護週間」に
あわせて健康まつりを開催します。「１日まちの保健室」で
の健康チェック・相談、体験コーナーの他、塗り絵コーナー
や講話も行われます。
●日時／５月13日（土）午前10時～午後３時
●場所／山形県看護協会会館（山形市松栄一丁目５番45号）
●参加費／無料
●問／山形県看護協会　☎023－685－8033

介護福祉等修学資金、
保育士修学資金の貸与について

介護福祉等修学資金、
保育士修学資金の貸与について

　山形県社会福祉協議会が、介護福祉士・社会福祉士お
よび保育士の資格取得をサポートします。卒業後５年間
継続して介護・福祉および保育士の仕事に従事すると、
返還が免除となります。詳細については、下記までお問
い合わせください。
●申込締切／５月19日（金）必着
●問／山形県社会福祉協議会
　　　山形県福祉人材センター　☎023－633－7739
　　　HPアドレス http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/

入札結果 3月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

●鳥海山御浜公衆トイレ改築工事
期　　間　平29／3／17～平29／10／31
契約金額　119,880,000円
契  約  者　株式会社髙橋工業所
[その他の入札参加者] なし

●平成28年度春季松くい虫防除事業（町単）
　業務委託（その１）（明許）
期　　間　平29／3／17～平29／6／15
契約金額　24,408,000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

●平成29年度春季松くい虫防除事業（町単）
　業務委託（その２）（明許）
期　　間　平29／3／17～平29／5／15
契約金額　5,832,000円
契  約  者　出羽庄内森林組合
[その他の入札参加者] 有限会社遠田林産、北庄内森林組合

●空手用マット購入
期　　間　平29／3／2～平29／3／31
契約金額　933,120円
契  約  者　ユザスポーツ
[その他の入札参加者] 有限会社とがしスポーツ

●旧西遊佐小学校備品等撤去処分委託事業
期　　間　平29／3／2～平29／3／17
契約金額　1,166,400円
契  約  者　有限会社石山工業
[その他の入札参加者] 有限会社石川工業、株式会社共栄
建材、有限会社菅原建設
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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

土門医院

■雇用の広場

募 集 職 種
必 要 資 格

給 与・待 遇

勤 務 条 件

就 業 期 間

選 考 方 法
締 切
　 問 　

看護職員　２名　
正看護師、または准看護師

月給制、賞与年２回
正職員は雇用・労災・社会保険加入、通勤手当あり

正職員またはパート可

午前９時～午後６時、２時間休憩あり
日曜祝日および木曜、土曜日午後休

面談
２名決まり次第締切
土門医院　☎７６－２３２５

遊佐町総合交流促進施設株式会社
募 集 職 種
就 業 施 設
雇 用 期 間

業 務 内 容

待 遇

選 考 方 法

締 切
　 問 　

アルバイト　１～２名　
大平山荘
４月28日～５月７日、７月１日～８月31日

レジ業務、配膳、調理補助、清掃など
１日６～８時間勤務

会社規定に基づきます

履歴書（写真貼付）をあぽん西浜まで提出してくだ
さい。履歴書選考の上、本人に連絡します。

4月末
大平山荘　☎090-2607-2326


