
宿泊プラン
消費税
入湯税込（              ）12,500円12,500円12,500円12,500円

日帰りプラン

（消費税込）6,500円6,500円6,500円6,500円

鳥海
温泉

☎0234-77-3711
遊佐町吹浦字西浜2-76

ファーストフードコーナー

ベーカリー工房「ほっほ」

道の駅 鳥海

9：00～17：00

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
元祖とび魚ラーメンのお店

十六羅漢

8：30～18：00営業
時間

営業
時間

営業
時間 9：00～17：30

食堂・ラーメン味の駅 9：00～18：00
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　遊佐町の定住促進・住環境対策の一環として、町有
地に若者・子育て世帯の定住に資する賃貸住宅（ア
パート、マンション、戸建て）を建て、経営していた
だく希望者を募集します。
　町有地を活用するため「土地を購入する費用」や
「土地の固定資産税」が軽減される制度です。より多
くの方に遊佐町に住んでいただくため、たくさんのご
応募をお待ちしております。

●貸付の対象となる町有地／

　※アパート1棟貸付・完成しています。

●建設できる建築物等／
　アパート、マンション、一戸建ての賃貸住宅
●対象／法人・個人は問いません。
●貸付条件／
費用負担／賃貸住宅の整備に要する費用（設計・建
築費・外構工事費等）および維持管理費は借受
人の負担。

町有地でアパート経営をしませんか？パート経営をしませんか？パアパア町有地でアパート経営をしませんか？？有地でアパート町有地でアパート経営をしませんか？

町有地（遊佐字五所馬場地内）の貸付に関するプロポーザル募集
家賃収入／借受人の収入。
貸付期間／定期借地権による50年（終了時、現状回
復による返還）

賃　　料／固定資産税価格の４/100（年額）
●その他／
・提案内容により敷地の分割も可能です。ただし、
敷地の有効活用のため、敷地分割については協議
させていただきます。
・賃貸住宅の建築にあたっては、「遊佐町定住賃貸
住宅新築支援金事業」の利用もできます。（１戸
当り120万円・上限1,000万円）

●募集期間／
　①登録申込：５月15日（月）～６月15日（木）
　②資料提出：６月20日（火）～７月14日（金）
　③選定委員会：７月下旬予定
　④審査結果通知：８月上旬予定

※応募状況により、日程を変更することがあります。
応募要項等は、下記窓口または町HPからダウン
ロードできます。
●問・応募先／企画課企画係　☎72-4523

500円（税込）

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

あぽん西浜 とりみ亭
次回のサービスデーは
5/21㈰と5/26㈮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

☎71-7222

☎77-3330 営業
時間

鰻を食べて、夏本番を乗り切ろう♪

スタミナ丼

300円（税込）300円（税込）300円（税込）マンガリッツァ豚のサンドマンガリッツァ豚のサンドマンガリッツァ豚のサンド
５月３０日（火）  ＮＨＫラジオ第一 「旅ラジ」
ふらっと駐車場で公開生放送!! ０：３０～ 放送開始です♪

旧ゆざ交通跡地約1,000㎡遊佐字五所馬場4-1

備考面積所在地

遊佐町産「えごま」とハン
ガリー産「マンガリッツァサ
ラミ」のコラボパン。※遊佐
町とハンガリーソルノク市
は姉妹都市です。

遊佐町産「えごま」とハン
ガリー産「マンガリッツァサ
ラミ」のコラボパン。※遊佐
町とハンガリーソルノク市
は姉妹都市です。

遊佐町産「えごま」とハン
ガリー産「マンガリッツァサ
ラミ」のコラボパン。※遊佐
町とハンガリーソルノク市
は姉妹都市です。

ご
予
約
受
付
中

同
級
会
プ
ラ
ン

■御料理はお祝い膳になります。
■飲み放題は、2時間となります。
■カラオケ無料で歌い放題！
■イス・テーブルのお席もご用意できます。
※休前日でご宿泊利用の場合、1,080円増しと
なります。
※シングル利用は、1,080円増しとなります。
※こちらのプランは10名様以上からのご予約と
なります。
※遊佐町内の同じ小学校または中学校の卒業
生で40歳未満10名以上での開催の場合、遊佐
町から助成金があります。詳しくはお問い合わ
せ下さいませ。

5
月
13
日
㈯
〜
7
月
14
日
㈮

飲み放題付

飲み放題付

〈送迎ご希望の方はご相談下さいませ〉

☎77-3333

☎090-2607-2326

☎77-3334

日帰り温泉施設 お食事処

とりみ亭

大平山荘あぽん西浜
2,500円（税込）【料金】お一人様

【期間】～6月30日まで
【予約】3 日前までご予約ください
【送迎】町内送迎します（２名様より）

5/21（日）
13：00～（14：30頃まで）
ボランティアサークル　鳥海なごみの会
●当日大広間無料開放
　（入浴券のみお買い求め下さい）
●送迎バスあり
　（あぽん西浜までお申し込みください）
●当日は「スタンプ2倍デー」です

新緑日帰りプラン
☆さなぶり歌謡ショー☆

農作業お疲れ様です！
ちょっと一服・・・ とりみ亭
でお食事はいかがですか？定
食・丼物・麺類など豊富なメニューを取り揃えて
皆様のお越しをお待ちしております。お帰りの際
は、あぽん西浜の温泉ぜひお楽しみください！

【日時】
【開演】
【出演】

【期間】５月２２日（月）～２８日（日）まで
 浴室タイル補修工事のため、７日間お休みとなります
 ●この期間のご入浴は・・・
　　　　遊楽里で受け入れいたします!

★  8：00～10：00（受付終了  9：30）
★13：00～21：00（受付終了20：30）
★  8：00～21：00（受付終了20：30）
※男女とも入浴受付は遊楽里２階にて
※２６日は「スタンプ２倍デー」

《あぽん西浜５月臨時休館日のお知らせ》

【男性】

【女性】



遊休ビニールハウスを探しています

豊かな海づくり活動を支援します

◎東日本大震災義援金
　平成29年3月31日までに9,854,311円
　（前回集約時：平成28年3月31日9,774,076円）
　の義援金が集まりました。
　３月31日までに寄託した団体（敬称略）
　●団体：遊佐町少年議会
　●その他：遊佐町役場募金箱

◎平成28年熊本地震災害義援金
　平成29年3月31日までに362,042円
　（前回集約時：平成28年6月30日327,269円）
　の義援金が集まりました。
　3月31日までに寄託した団体（敬称略）
　●団体：藤崎小学校児童会
　●その他：遊佐町役場募金箱
　義援金は、日本赤十字社山形県支部に送金し、被災
地の復興のために使わせていただきます。皆さまのご
厚情に心より感謝申し上げます。
　
　義援金の募集は平成29年3月31日までの予定でした
が、被災状況が非常に甚大であり、義援金の申し出が
引き続き寄せられている現状等から、平成30年3月31
日まで義援金の受付期間を延長することとしました。
　ただし、募金箱の設置場所は遊佐町役場のみとなり
ます。募金箱以外では遊佐町役場　健康福祉課　福祉
介護保険係（日赤遊佐町分区）で受け付けております。
　引き続きご協力くださるよう、よろしくお願いしま
す。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

　山形県沿岸域総合利用推進会議では、豊かな海づく
りに向けた地域が主体となった取り組みへの支援を行
います。
●対象／庄内地域の自治会、ＮＰＯ法人、学校など
●対象事業／海洋資源を活用した体験学習や、庄内沿
　岸の環境保全、沿岸域の利活用の促進に向けた取り
　組みなど
●補助金額／事業費の２分の１以内、上限5万円（予
　算の範囲内で採択）
●申し込み／5月31日（水）まで庄内総合支庁観光振興
　室内、「山形県沿岸域総合利用推進会議」事務局へ 
　郵送　
　住所：三川町大字横山字袖東19‒1
　※申請書は町・庄内総合支庁HPからダウンロード
　　できます。
●問／山形県沿岸域総合利用推進会議事務局
　　　☎0235-66-5493

　町では、新規就農者の育成を目的に、遊休ハウスの
活用を検討しています。現在、使用していないビニー
ルハウスをお持ちの方で、貸してもいい、売ってもい
いとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。
●目的／遊休ハウスを有効活用することで、新規就農
　　　　者の育成、定着を図る。
●条件／貸付期間や賃料、ほ場管理については個別に
　　　　相談。
●その他／骨組みしかない、一部破損しているといっ
　　　　　た場合でも情報をお寄せください。
●問／産業課農業振興係　担当：秋野　☎72‒5882

　緑のカーテンは、ツル性の植物で作る自然のカーテンの
ことです。夏の直射日光を遮り、周辺の温度の上昇を抑え
てくれるため、省エネ・節電の効果を高めます。
　町では、エネルギーを使わない省エネ対策として、多く
の町民の皆さんが緑のカーテンに取り組めるように、引き
続きゴーヤの種とゴーヤの苗を希望者へ無料でお配りしま
す。限定100本、申し込み順となります。
　身近なところから緑のカーテンに挑戦して地域に広めて
いきましょう。

●対　　象／一般町民・町内事業所 
●配布内容／ゴーヤの種１袋 と 苗２本 および 育て方 　
　　　　　　マニュアル
●配布期間／5月25日（木）～
　　　　　　※種および苗がなくなり次第終了しますの 
　　　　　　　で、あらかじめご了承ください。

　　　　　　※種をまく時期は、およそ 5月下旬ころが適
　　　　　　　しています。
●配布場所／地域生活課環境係内「遊佐町地球温暖化　対
　　　　　　策地域協議会（エコすまいる・ゆざ）緑のカー
　　　　　　テンプロジェクト」事務局　☎72-5881
 　☞“緑のカーテンからできたゴーヤをおいしく食べる　
　　 レシピ” なども募集します。

（2）
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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

東日本大震災義援金および平成28年熊本地震
災害義援金へのご協力ありがとうございます

ゴーヤの種および苗の配布のおしらせの および の のゴーヤの種および苗の配布のおしらせ
～あなたも   　　　　　　　　　　　　　　　　にチャレンジしてみませんか～

平成27年度遊佐町立藤崎小学校での取り組み平成27年度遊佐町立藤崎小学校での取り組み平成27年度遊佐町立藤崎小学校での取り組み

緑のカーテン

プロジェクト 
その1

『緑のカーテン』で笑エネライフ『緑のカーテン』で笑エネライフ『緑のカーテン』で笑エネライフ

  



遊佐町地域おこし協力隊　新隊員紹介

町政座談会
町民が暮らしやすいまちづくりを進めるため、地域
のさまざまな課題について率直な意見交換を行います。
どなたでも参加できます。
●日時・会場

開催時間は、午後6時30分～8時30分です。
各地区とも町長以下三役および課長全員とまちづく
り地域担当職員が出席します。
●問／企画課企画係　☎72-4523

平成29年度
町民協働公園づくり補助事業

公園遊具の整備や公園施設の設置に要する経費の一
部を補助します。
●補助対象公園／
　集落で維持管理を行い、敷地の利用権限が10年以上
集落で確保されている公園
　※町が設置管理している公園は対象外
●補助対象経費／
　以下の新設、補修、交換、移設、撤去に要する5万
円以上の経費
　１遊具（点検委託料も対象）
　2公園に必要な付帯施設（例：東屋、ベンチ、水飲
　み、屋外時計、トイレ、花壇等）
●補助率／
　1遊具の場合
　　補助対象経費の3/4（上限100万円）
　2公園に必要な付帯施設の場合
　　補助対象経費の1/2（上限70万円）
　　※1と2の併用も可（上限100万円）
●留意事項／
　・集落の代表者による申請をお願いします。
　・原則、申請～事業実施～補助金交付を29年度内完
　了とします。
　・予算が無くなり次第、受付終了とさせていただき
　ます。
●問・□申／地域生活課管理係　☎72-5883

５月１日付で、遊佐町地域おこし協力隊に新たな隊
員が加わりました。新たな視点と行動力で本町活性化
に取り組みます。皆さまのご支援、ご協力をよろしく
お願いします。
●新隊員／
 　髙橋　可奈絵
　（山形県中山町出身）
　【定住促進活動業務担当】

●問／企画課企画係　☎72-4523

教科書展示会のお知らせ

平成30年度から全国で使用される小学校の道徳の教
科書を展示します。町内の小学校で使用する教科書は、
この中から選ばれます。どうぞご覧ください。
●日時／５月23日（火）～６月２日（金）午前９時30分～ 
　　　　午後５時
●場所／町立図書館　特設コーナー
●問／教育課学校指導係　☎72-5891

（3）
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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

西遊佐

高 瀬

稲 川

蕨 岡

遊 佐

吹 浦

5月23日（火）

5月24日（水）

5月29日（月）

5月30日（火）

6月7日（水）

6月8日（木）

西遊佐まちづくりセンター
交流サロン
高瀬まちづくりセンター　
講堂
稲川まちづくりセンター　
講堂
蕨岡まちづくりセンター　
講堂
生涯学習センター　
２階　大会議室
吹浦防災センター
講堂

交通災害共済の受付がはじまります
交通災害共済は、会員の皆さまが、不幸にして交
通事故に遭い、災害を受けた場合に見舞金を差し
上げ、お互いを助け合うための制度です。申込用
紙は、６月初旬に各ご家庭へ郵送いたします。
●加入資格／本町に住民登録をしている方（就学の
ため他市町村の住所を有する学生の方も加入で
きます）
●申し込み方法／加入を希望される方は、必要事
項を記入した申込書を持参の上、下記金融機関
で会費を納入してください。
　※取扱金融機関（午前９時～午後３時）ＪＡ庄内
みどり遊佐支店、ＪＡ庄内みどり吹浦支店、荘内
銀行遊佐支店、きらやか銀行遊佐支店、きらや
か銀行遊佐駅前支店

　※役場では申込書・会費の受付は行いません。
●共済会費／会員一人年額400円です。
●共済期間／7月1日～平成30年6月30日
●支給対象／一般道路で起きた車両等（自転車を含
む）による交通事故で、１日でも通院されれば見舞
金の支給対象になります。ただし、警察に届出の
ない事故は支給に制限があります。
●共済見舞金／2万円～ 100万円（死亡、後遺障害、
入院・通院日数などにより支給区分があります。）
※平成28年度は18名、合計101万円の共済見舞金が
支給されました。
●申込期間／6月1日（木）～6月30日（金）までお申
し込みください。
●問／総務課危機管理係　☎72‒5895
＊詳しくは、申込書と一緒に郵送されるパンフレッ
　　トをご覧ください。

会　　  場　実 施 日     地　区



（4）
お し ら せ 号

　このたび、４月１日付けで総務大臣から菅原三康
さん、佐藤正子さんが当町担当の行政相談委員に委
嘱されました。
　行政相談委員は、国の行政機関、独立行政法人、
特殊法人の業務等、いわゆる役所の業務に対する苦
情、要望・意見等の相談を町民の皆さまより受け付け、
相手機関との間に立って、相手機関の自主的な改善
が促されるよう働きかける仕事をしています。
　困った事がありましたら、お気軽にご相談ください。

野沢下
菅原 三康氏

駅前二区
佐藤 正子氏

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

「困ったら  一人で悩まず  行政相談」
のたび、４月１日付けで総務大臣から菅原三康

「「「「困困困困っっっったたたたたたらららららら   一一一人人人人人人ででででで悩悩悩悩悩悩まままままずずずずずず  行行行行行行政政政政政相相相相相相談談談談談談」」」」」「困ったら  一人で悩まず  行政相談」「困ったら  一人で悩まず  行政相談」
遊佐町の

行政相談委員を
紹介します

水道管清掃作業のお知らせ

やまがた森の感謝祭2017
●日時／６月３日（土）午前10時～午後３時
●場所／尾花沢市　徳良湖畔子ども広場（尾花沢市大
　　　　字二藤袋地内）
●内容／①森づくり活動（ウッドチップ敷き、下草刈り）
　　　　②森のホームステイ（竹ポットで苗づくり）
　　　　③体験・物販コーナー（木工教室、ネイチャー
　　　　　ゲーム、特産品の販売など）
　　　　④森の抽選会（お子さん対象の抽選会、うれ
　　　　　しい景品がいっぱい！）
※どなたでも参加できますが、森づくり活動のみ事前
申し込みが必要です。５月26日（金）まで、下記へお
申し込みください。
●参加費／無料
●問・⃞申／やまがた森の感謝祭実行委員会
　　　   （村山総合支庁 森林整備課 ☎023-621-8156）

　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のご協力をお願いします。
●日時／５月22日（月）午後９時～
　　　　　　23日（火）午前２時ころまで
●作業区域／
　蕨岡地区：上小松、下小松、上長橋、下大内、水上
　遊佐地区：七日町、六日町、五日町、駅前一区、駅
　　　　　　前二区、十日町、八日町、下長橋
　稲川地区：千本柳、田中、出戸、田地下
　西遊佐地区：下藤崎一区、下藤崎二区
◎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。
●問／地域生活課上水道係　☎72-5887

平成29年度　国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）

常磐大学大学院心理臨床センター教授
秋山　邦久 氏　講演会

●演題／
『すべての子どもの心と能力を伸ばすために
　　　　　～教育のプロとして必要とされること～』
●日時／５月22日（月）
　　　受付：午後１時30分～１時50分
　　　開会：午後１時50分～２時
　　　講演：午後２時～３時50分
●場所／生涯学習センター　ホール
※教職員研修会となっておりますが、一般の方も参加可能
です。参加料は無料です。当日参加も受付いたします。
●問／教育課学校指導係　☎72-5891

　仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍
するバイタリティーあふれる税務職員を募集します。
国の財政を支える税務職員に、あなたもチャレンジし
てみませんか？
●受験資格／
１.高校卒業見込みの者および高校卒業後３年を経過
していない者

２.人事院が１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／
　６月19日（月）から６月28日（水）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します。
国家公務員試験採用情報NAVI
（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）
なお、インターネットで申し込めない場合は、受験
申込受付期間前に仙台国税局人事第二課試験研修係
または人事院東北事務局へ連絡してください。
●第１次試験日／９月３日（日）
●問／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

〈５月の行政相談日〉
　〇日時／５月17日（水）午後1時～ 3時
　〇場所／役場　101会議室
●問／総務課総務係　☎72-3311

総務省の行政相談員に菅原三康さん、佐藤正子さん
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平成29年度身体障がい者巡回相談

障がい者を支援する事業所の
製品販売会

　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製
品を販売します。
●日時／５月23日（火）午前11時30分～午後１時00分
●場所／役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売する製品等（予定）／

●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

平成29年度　警察官A区分採用試験
●募集期間／６月19日（月）まで
※申込書は、酒田警察署または最寄りの交番、駐在
所にあります。
●第一次試験日／７月９日（日）
●問／酒田警察署　警務課　☎23-0110

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

女性のための「ハッピーウォーキング講座」
 ～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集

号

女女女女女女性性性性性性ののののたたたたためめめめめめののののの「「「ハハハッッッッピピピピピーーーウウウウウォォォォォーーーキキキキキキンンンンググググググ講講講講講講座座座座座」」」」
 ～～～～よよよよよりりりり美美美美美美美ししししくくくく年年年年年年をををををを重重重重重重ねねねねねねるるるるるるたたたたためめめめめめにににに～～～ 参参参参参参参加加加加加者者者者者募募募募募集集集集集集
女性のための「ハッピーウォーキング講座」
 ～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集
女性のための「ハッピーウォーキング講座」
 ～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集
女性のための「ハッピーウォーキング講座」
 ～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集

6月  21日（水）

28日（水）

7月　5日（水）

12日（水）

19日（水）

1

2

3

4

5

ウォーキングのためのフットケア＆マッサージ

足首、膝、股関節のストレッチと強化

姿勢よく歩くために上半身、肩甲骨まわりのチェック！

小ボールを使って歩行筋群のトレーニング

体幹を整え、筋バランスのとれたウォーキングを！

春の粗大ごみ収集
●収集日／
蕨　岡：６月５日（月）　遊　佐：６月６日（火）
稲　川：６月７日（水）　西遊佐：６月８日（木）
高　瀬：６月９日（金）　吹　浦：６月12日（月）
●時間／朝８時まで（前日には出さないでください）
●収集場所／集落ごみステーション
●一個あたりの料金／
重さ50㎏未満　400円
重さ50㎏以上　800円
出して良い粗大ごみ（例）
自転車、ストーブ、ラジカセ、こたつ、電気毛布、
炊飯器、電子レンジ、机、ふとん、畳、シャベル、
スキー用品、物干し竿
出して悪い粗大ごみ（例）
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコン、自
動車部品、建築廃材、農・漁業用具、ドラム缶、消
火器、風呂浴槽
※ご家庭の『ごみ分別ガイドブック』で確認してく
ださい。
※粗大ごみは各集落の環境推進員がとりまとめます。
　粗大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従って
ください。
※粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず
貼ってください。
※粗大ごみは、自分で直接処理場に持ち込むことが
できます。詳しくは酒田地区広域行政組合（☎
31-2882）にお問い合わせください。

 ご注意ください
今年度分の各集落ごみステーションからの粗大ごみ収
集は、今回のみとなります。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

　山形県身体障がい者更生相談所が、巡回による医学
の判定や検査、相談と指導等を行います。
●日時／６月７日（水）、９月15日（金）、11月17日（金）
　　　　受付時間はいずれも午後１時～３時まで
●場所／酒田市身体障害者福祉センター
　　　（酒田市北今町3-8　☎26-3715）
●対象／18才以上で次に掲げる事項を必要とされる方
①聴覚、平衡、音声言語および肢体の各障がい程
度の検査
②補装具の交付および再交付並びに修理に関する
医学判定
③専門的知識および技術を要する更生相談・指導
※９月15日と11月17日は、骨格構造義肢および電動
車いす交付に関する相談も併せて実施します。

●持ち物／身体障害者手帳
　　（新規の方は健康保険証）、認印
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

●対象／50歳以上の健康な女性
●時間／午後１時30分～３時
●場所／町民体育館
●講師／健康運動指導士　佐藤しおり 氏
●参加費／無料
●問・⃞申／６月15日（木）まで
　　　　健康福祉課健康支援係　☎72-4111 
※「ゆざ健康マイレージ」の対象事業となります。

参加事業所　　　　　 　販売する製品

ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

多機能型事業所
ゆうとぴい

障がい福祉サービス事業所
たぶの木

鉢植え、陶芸作品（豆皿、小物、
茶わん等）、さをり製品、エコた
わし、鮭加工品

刺し子ふきん、刺し子コース
ター、手すき紙のメッセージ
カード、手すき紙ぽち袋、まつ
ぼっくり細工

シフォンケーキ、プリン、
クッキー

50歳からの

内　容日　時
●日程／（全５回）



デマンドタクシー
お得な回数券を販売します

『鳥海山 おもしろ自然塾』
新緑の高瀬峡ハイキングと打ちたてそば昼食
　ガイドの案内で新緑の高瀬峡をハイキング。その後
は地元金俣の打ちたてそばを昼食でいただきます。
●日時／６月11日（日）午前８時30分～午後１時
●集合場所／しらい自然館　集合後各自高瀬峡駐車場
　　　　　　へ（ご案内します）
●対象／一般
●定員／ 20名
●受講料／ 2,200円（ガイド料、保険料、そば代を含む）
●持ち物／山歩きできる服装、飲み物、雨具など
●申込締切／６月６日（火）※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

デマンドタクシーの利用促進のため、6月１日から 
６月30日までの間、回数券を11枚から14枚に増やして
販売します。ただし、この期間に販売した回数券の有
効期限は8月31日までとなります。
※通常の有効期限のない11枚つづりの回数券もお求め
　いただけます。
　●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　　デマンドタクシー車内
　●問／産業課産業創造係　☎72-4522

鶴岡高等養護学校
第１回学校公開

鶴岡高等養護学校では、自立と社会参加に向けて
日々の教育実践に取り組んでいます。その内容を広く
地域の方々に知っていただくため、学校公開を行いま
す。
●日時／６月14日（水）午前10時～正午　　　　　　　
　　　　※事前申し込み不要
　●内容／施設見学・授業参観
　　　　　※受付簿にご記入後、案内図をもとにご自由
　　　　　に参観ください。
　　　　　※当日校内の案内を希望される方は、事務室
　　　　　にお声がけください。
●対象／特別支援教育などに関心をお持ちの方、障が
　　　　い者雇用を考えている事業所の方、一般の方
　　　　など
●問／県立鶴岡高等養護学校　川田（教頭）
　　　または堀（教務）まで　☎0235-22-0581　
　　　※詳細はHPをご覧ください。

　遊佐町の地価調査の結果概要と地価公示の遊佐
町分の結果概要をお知らせします。

※地価調査とは…国土利用計画法施
行令に基づき、各都道府県が、毎
年７月１日現在における基準値の
正常価格を９月に公表するもので
す。

基準地の所在 基準値価格
（円/㎡）

変動率
（％）

前年価格
（円/㎡）

①遊佐字広表16番7
②吹浦字物見峠5番9外2筆
③吉出字境田6番4
④遊佐字京田65番
⑤藤崎字茂り松2番1179

15,300
9,000
10,400
19,800
4,710

15,600
9,230
10,600
20,200
4,760

△1.9
△2.5
△1.9
△2.0
△1.0

※地価公示法に基づき、国土交通省
土地鑑定委員会が、毎年１月１日
現在における標準地の正常価格を
３月に公表するものです。

町民ウォーク
「西遊佐地区探訪コース」へのおさそい
●日時／５月21日（日）午前８時30分集合
●集合場所／西遊佐まちづくりセンター
●参加費／無料
●問／町民体育館　☎72-5454

●平成28年度　地価調査（H28.7.1時点）

●平成29年　地価公示（H29.1.1時点）

●問／企画課企画係　☎72-4523
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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

●日時／５月26日（金）午前９時~11時　　
●場所／認定こども園杉の子幼稚園　　 　　　
　　　　※参加無料
●対象／就園前のお子様はどなたでもどうぞ
●内容／楽しいシール遊び（こいのぼり）
　　　　・手あそび、歌あそび
　　　　・パネルシアター
　　　　・絵本のよみきかせ
　楽しみに来てくださいね！！
　※親子共 上履きをご持参ください　　
●問／認定こども園 杉の子幼稚園　☎72-2345

認定こども園 杉の子幼稚園 すぎのっこ広場
●日時／５月26日（金）午前９時~11時
認認定認定認定認定こどどこどこどこども園も園も園も園 杉の杉の杉の杉の杉の子幼子幼子幼子幼稚園稚園稚園稚園 すすすすすぎのぎのぎのぎのぎの こっこっこっこ広広場広場広場広場認定こども園 杉の子幼稚園 すぎのっこ広場認定こども園 杉の子幼稚園 すぎのっこ広場

地価調査・地価公示について地価調査・地価公示について

基準地の所在 基準値価格
（円/㎡）

変動率
（％）

前年価格
（円/㎡）

①遊佐字古川92番2
②菅里字菅野304番40

12,900
9,650

13,200
9,900

△2.3
△2.5

遊佐町の地価調査の結果概要と地価公示の遊佐
町分の結果概要をお知らせします。

※地価調査とは…国土利用計画法施
行令に基づき、各都道府県が、毎
年７月１日現在における基準値の
正常価格を９月に公表するもので
す。

※地価公示法に基づき、国土交通省
土地鑑定委員会が、毎年１月１日
現在における標準地の正常価格を
３月に公表するものです。

●日時／５月21日（日）午前８時30分集合
●集合場所／西遊佐まちづくりセンター
●参加費／無料
●問／町民体育館　☎72-5454

●平成28年度　地価調査（H28.7.1時点）

●平成29年　地価公示（H29.1.1時点）

●問／企画課企画係　☎72-4523

遊佐町の地価調査の結果概要と地価公示の遊佐

△1.04,7604,710⑤藤崎字茂り松2番1179
△2.020,20019,800④遊佐字京田65番
△1.910,60010,400③吉出字境田6番4
△2.59,2309,000②吹浦字物見峠5番9外2筆
△1.915,60015,300①遊佐字広表16番7

変動率
（％）

前年価格
（円/㎡）

基準値価格
（円/㎡）基準地の所在

地地地地地価価価価価価調調査査査・・・地地地地地価価価価価価公公公公公示示示示ににににつつつついいいいてててて価 査・地価公 について地価調査・地価公示について

基準値価格基準地の所在 （円/㎡）
変動率
（％）

前年価格
（円/㎡）

①遊佐字古川92番2
②菅里字菅野304番40

12,900
9,650

13,200
9,900

△2.3
△2.5



バスに乗って国指定最上川河口鳥獣保護区を回りな
がら、猛禽類をはじめとする野鳥のほか自然観察を行
います。
●日時／６月10日（土）午前８時～午後２時
●場所／最上川河口鳥獣保護区内
　　　　（酒田市飯森山公園駐車場集合）
●持ち物／双眼鏡（貸出可）、昼食、行動食、飲み物
●募集人数／ 20名
●費用／一人500円（保険料、資料代）
●⃞申／６月８日（木）午後５時まで下記へお申し込み
　　　ください。
●問／猛禽類保護センター　
　　　☎64-4681　Email：moukin@raptor-c.com

６月１日～１０日は
「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です
　電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私
たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不
法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの
生活や、人命の安全を脅かします。電波の混信・妨害
については、下記までお問い合わせください。
●問／総務省東北総合通信局　相談窓口
　　　☎022-221-0641

５教科対応１回からできます。個別に指導するから安心です。
まずはお電話でお気軽にご相談ください。

緑地管理補助員（剪定）講習会鳥海イヌワシみらい館　観察会
「最上川～西海岸探鳥会  身近に感じる鳥獣保護区」

樹木の整枝や剪定、ガーデニング、雪囲い基礎知識
や技能講習等の講習会を行います。
●対象者／
　60歳以上で遊佐町シルバー人材センターの会員にな
れる方
●期日／６月下旬～７月上旬
●場所／町内福祉施設
●持ち物／筆記用具、雨具、弁当
●受講料／無料
●受講人数／ 15名
●申込締切／６月15日（木）
●問・⃞申／遊佐町シルバー人材センター　☎72-3424

世界禁煙デーキャンペーン
●日時／６月３日（土）午前10時～午後３時
●場所／イオンモール三川　１階レーヴルモリタ前
●内容／健康チェック・健康相談・クイズ大会（景品
　　　有り）など。肺・血管年齢測定や健康相談、
　　　喫煙に関するパネル展示、未就学児童による
　　　「けむけむイヤイヤ体操」の実演も行います。
●対象／どなたでも無料で参加できます
●問／庄内保健所保健企画課　☎0235-66-5476

※５月31日は「世界禁煙デー」、５月31日～６
月６日は「禁煙週間」として、国を挙げてた
ばこ対策を推進しています。

庄内総合支庁出前講座
地域ふれあい講座

庄内総合支庁の事業や新しい制度について、地域の
皆さんが知りたいと思っていることはありませんか？
概ね10人以上で町内会の集まり、小中学校の行事、会
社の研修などへお伺いし、お話しさせていただきます。
講師派遣は無料です。
●講座メニュー／防災対策、消費者生活など35の講座。
詳細はお問い合わせください。
　※開催日の２週間前までにお申し込みください。
●問・⃞申／庄内総合支庁総合案内窓口　　　　　　　
　　　  ☎0235-66-2121
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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

【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】
　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。

アークベルグループ
セレモニーホール遊佐 

☆お問合せ先☆　セレモニーホール遊佐

☆相続セミナー同時開催☆
午前10時～10時45分（予約不要・参加無料）
☆お楽しみ抽選会同時開催☆　空くじなし！！
☆当日アークベル互助会にご入会されたお客様へ☆
焼菓子の詰合せをプレゼントいたします！！

短期テスト対策　受付中

後藤総合学園 遊佐教室 tel 24-4044
29年度入試 20人全員第１志望高校合格

人形供養



○４月16日（日）
　第32回飛鷲旗争奪少年剣道大会
　個人戦（高学年）
　　準優勝　大宮　輝星
　　敢闘賞　土門　未來
※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。

入札結果 4月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。
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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

障害者支援施設　吹浦荘

■雇用の広場

募 集 職 種

雇 用 期 間

業 務 内 容

必 要 資 格

給 与

就 業 期 間

　 問 　

生活援助員（契約職職員）　
平成29年5月1日から平成30年3月31日（契約更
新可能性有り）1名
施設利用者の生活支援全般（夜間業務　月３回位
有り）
特になし
月額149,100～162,900円+通勤割増分
賞与年2回（実績に応じて、時間外勤務手当、休日
勤務手当、夜間勤務手当有り）
週40時間（夜勤を含む変則勤務）（午前6時30分
～午後9時までのうちの8時間勤務）
障害者支援施設　吹浦荘　☎76-2516
担当 伊藤、本間

遊佐石油販売株式会社
募 集 内 容
必 要 資 格
勤 務 地
業 務 内 容
給 与・待 遇
選 考 方 法
締 切
そ の 他

　 問 　

コミュニケーション研修
●日時／５月29日（月）、30日（火）午前９時15分～午後４時
●場所／山形県立山形職業能力開発専門校
●対象／コミュニケーションスキルを身に付けたい方
●募集人数／15人
●受講料／6,000円
●⃞申／５月15日（月）まで本校HPから、または下記問い合
わせ先まで所定の申込用紙を請求の上、郵送または
FAXでお申し込みください。
●問／山形県立山形職業能力開発専門校 能力開発支援課
　　　☎023-644-9227　FAX023-644-6850
　　　※詳細についてはお問い合わせください。

　食を通した健康習慣を学習し、周りの人や地域の人に
「食の大切さ」を伝えていく活動を担うボランティア養
成講座です。
●対象／町内在住の69歳以下（平成29年度末）の方で、
２年間（平成29､30年）で８回の講座を受講できる方。
（※６回以上受講した方に修了証が発行されます。）
●日時／６月22日（木）、７月27日（木）、９月６日（水）、
　　　　10月５日（木）　いずれも午前９時30分～午後２時
●内容／テキスト学習、調理実習（うす味でもおいしい

メニュー、血液サララ健康食メニュー等）、体験
実習（代謝アップの運動、リラックスタイム等）

●場所／生涯学習センター
●受講料／無料（受講内容により
　　　　  教材代の一部負担あり）
●申込期限／５月26日（金）
●問・⃞申／健康福祉課健康支援係
　　　　　☎72-4111

正職員1名、アルバイト1名
普通自動車免許
西浜SS　遊佐町菅里菅野2（道の駅ふらっと前）
給油接客作業、洗車補助、清掃など
当社規定に基づきます
履歴書持参の上面談
２名決まり次第締め切り
経験者、未経験者問いません。笑顔で元気な方をお
待ちしております。
遊佐石油販売(株)　☎72-2316

●上小松地内無蓋防火水槽改修工事
期　　間　平29／４／24～平29／７／21
契約金額　2,754,000円
契  約  者　有限会社石山工業
[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、有限会社一道建設、金子建業株式会社、有限会社菅
原建設、ヤマ五建設株式会社

●平成29年度春季松くい虫防除事業（町単）業務委託
期　　間　平29／４／14～平29／７／10
契約金額　9,180,000円
契  約  者　北庄内森林組合
[その他の入札参加者]有限会社遠田林産、出羽庄内森林組
合

●町道赤坂線　側溝整備工事
期　　間　平29／４／27～平29／７／20
契約金額　3,078,000円
契  約  者　有限会社菅原建設
[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、有限会社一道建設、金子建業株
式会社、ヤマ五建設株式会社

●町道八日町北線　側溝整備工事
期　　間　平29／5／2～平29／７／20
契約金額　1,836,000円
契  約  者　有限会社石川工業
[その他の入札参加者]赤塚建設工業株式会社、有限会社石
山工業、有限会社一道建設、金子建業株式会社、有限会社菅
原建設、ヤマ五建設株式会社

●町道遊佐稲川丸子線　舗装補修工事
期　　間　平29／5／1～平29／７／31
契約金額　23,565,600円
契  約  者　株式会社髙橋工業所
[その他の入札参加者]有限会社一道建設、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、土門建設株式会社

●各小学校電子黒板機能付きプロジェクター等物品購入
期　　間　平29／４／24～平29／６／７
契約金額　2,095,200円
契  約  者　株式会社日情システムソリューションズ
[その他の入札参加者]株式会社管理システム、キューブワ
ン情報株式会社、株式会社メコム酒田支店、山形教育用品
株式会社庄内支店、山形サンダー株式会社酒田支店

食生活改善推進員養成講座
食のボランティア大募集！

ヘルス
メイト
です。


