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広 報

お知らせ 4 15

4/24（日）9：00～

19年間の感謝を込めて

一緒に記念写真を撮ろう♪
1回目10:00/2回目13:00

イベントが盛りだくさん☆
・遊佐町の特産品が当たる「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

皆様のご来店をお待ちしております♪

ベーカリー工房ほっほ

〈大〉40個入　1,500 円（税込）
〈中〉25個入　1,100 円（税込）

さくらコロコロパン
（～4/28）

こどもの日コロコロパン（4/29～ 5/5）

【前日お昼まで要予約】

道の駅鳥海ふらっとにて
GW期間中のアルバイト募集中！
詳細はお電話ください。

道の駅内のトイレが新しくなりまし
た♪ぜひご利用ください。工事期間
中は、ご迷惑をおかけ致しました。

道の駅 鳥海 71-7222 8：30～18：00
9：00～18：00
9：00～17：30
9：00～17：00

☎

77-3330☎

営業時間

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
食堂・ラーメン味の駅

元祖とび魚ラーメンのお店サンセット十六羅漢

営業時間
営業時間

営業時間

道の駅鳥海ふらっと
『周年祭』開催!!
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！

大平山荘

とりみ亭

4/28（木）大平山荘オープン !4/28（木）大平山荘オープン !

春の特別メニュ～春の特別メニュ～

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。

春山鳥海山春山鳥海山

1,080円1,200円

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は4/25（月）です
次回のサービスデーは4/26（火）です

11：00～14：30 16：00～19：30
（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）
とりみ亭

★とりみ特製お花見御膳★★とりみ特製お花見御膳★
○ミニ海鮮丼　○揚げ物
○そば（冷・温選べます）
○つけ物　　　○デザート
期間限定（4/15～4/22）※平日のみ
1日限定5食です1日限定5食です

再開しました
★海鮮丼★

鳥海
温泉

遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

お客様各位
　当館は、4月1日から客室
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。

レディースプランレディースプラン

3,300円3,300円3,300円3,300円

8,700円8,700円8,700円8,700円
17,000円17,000円17,000円17,000円

お一人様

1人様～
1泊3食付

ゆ～っくり24時間滞在ゆ～っくり24時間滞在
＊こちらは月～木曜日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。
＊あぽん温泉も無料でご利用できます。

＊こちらは月～木曜日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。
＊あぽん温泉も無料でご利用できます。
＊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。
＊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。

1人様～
2泊6食付

（税込）

5月8日～
　6月末まで
5月8日～
　6月末まで

5月8日～6月末まで5月8日～6月末まで

女性同士だけの特典満載！
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・ボディソープなど）

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・ボディソープなど）

お食事＆個室休憩＆温泉入浴付きお食事＆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送迎ご希望のお客様はご相談下さい

ゆったりぷらんゆったりぷらん春の春の

税込・
入湯税込（　 ）

税込・
入湯税込（　 ）

遊楽里
のおすすめ

遊楽里
のおすすめ

　地域や集落、町民のみな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、試作及び開発、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、公共下水道接続にともなうトイレ改
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
付を受けられるようになりました。
※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／

　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、
ホームページからダウンロードすることもできます。
●申込期限／₅月16日（月）
●問・申込み／
　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
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

三十路成人式実行委員募集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）

　今年度で第₇回を迎える2016三十路成人式（でっけ
ど）実行委員を募集します。
　対象は、今年度30歳（昭和61年₄月₁日～昭和62年
₃月31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。
※「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。

●問／遊人会メール　yuujinkai@gmail.com
　　　企画課まちづくり支援係　☎72－4524

　平成28年度から、求職者の雇用促進並びに非正規雇
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「遊佐町就職資格
取得支援助成金」制度を新設しました。
●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）及び非正規雇用の方
●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

型自動二輪免許及び原動機付自転車免許の他、趣
味的又は教養的なもの、入門的又は基礎的なもの
及び職業能力を評価するものとして一般的に認め
られないものは除きます。

●助成金額／対象経費の₁／₂以内、上限額10万円
●助成金交付の流れ／

※研修等受講後の申請は交付の対象となりませんの
でご注意ください。

●問・申請先／産業課産業創造係　☎72－4522

　教育委員会では、平成24年₄月、『遊佐町立小学校適正整備に関する基本方針』を策定し、「複式学級は設置
しない」という基本方針のもと、稲川小学校と西遊佐小学校を統合し、平成26年₄月に藤崎小学校が開校して
います。また、「将来的には、町内の児童総数の推移を見ながら、各学年₂学級規模になると見込まれる時点で、
遊佐町1小学校に統合する」こととしています。
　しかしながら、少子化等による児童生徒の減少が想定以上に進んでいることから、平成27年12月₁日に「遊
佐町立小学校の適正整備に関する当面の対応方針」を定め、蕨岡小学校を遊佐小学校に統合する方向で、地域
や学校関係者との協議を開始することとしました。
　その後、蕨岡地区の関係者との協議の結果、平成28年₃月24日に「当面の方針」を下記のとおり改定し、蕨
岡小学校を現在のまま存続することとしました。小学校の適正整備については、今後も町民の意見をふまえて
対応してまいります。

●問／遊佐町教育委員会　教育課　総務学事係　☎72－5891

助成認定
申　請

（対象者）

実績報告
助成金交付申請

（事業者）

助成
認定

（町）

助成金
交付

（町）

研修等終了
（資格取得）

（対象者）

➡ ➡ ➡ ➡

小学校の適正整備について
蕨岡小を現在のまま存続

１．蕨岡小学校と遊佐小学校の再編協議について
　　　地域や学校関係者等との協議をふまえ、現在校のまま存続とする。　　　
２．今後の取り組みについて
　　　今後も各校の将来の児童生徒数を把握し、町民にも定期的に情報提供するとともに、小中学校

PTAを中心とした町の小中学校全体の適正整備を考える場を設ける。

遊佐町教育委員会
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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／町民係　☎72－5885

新たな津波浸水想定・被害想定に
関する説明会の開催について

東日本大震災義援金への
ご協力ありがとうございます

　平成28年３月に「山形県津波浸水想定・被害想定検
討委員会により取りまとめられた遊佐町の津波浸水想
定・被害想定に関して下記の通り説明会を開催します。
●日時・場所／平成28年₄月24日（日）
　10：30～　西遊佐まちづくりセンター
　13：30～　吹浦まちづくりセンター
●説明者／山形県危機管理課担当職員

　どなたでもご参加いただけます。当日直接会場へ
お出でください。
●問／危機管理係　☎72－5895

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの
恩恵がおよびにくい低年金受給者への支援と所得全
体の底上げを図る観点から、年金生活者等支援臨時
福祉給付金（以下「臨時福祉給付金」）を実施する
こととなりました。
　臨時福祉給付金は、平成27年度町民税非課税者で、
平成28年度中に65歳以上になる方が支給対象とな
ります。（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、申請書を送付します。
●受付期間と会場／

●受付時間／
　午前₈時45分～午後₅時（土日祝日を除きます）

●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎72－5884

●寄託していただいた団体（敬称略）／
　団　体：なし
　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、東日
本大震災被災地の復興のために使わせていただきます。
皆様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28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29年₃月31
日まで義援金の受付期間を延長することといたしまし
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
祉子育て支援係（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いますよう、よろしくお願い
申し上げます。
●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎72－5884

平成28年3月31日までで

9,774,076円
（前回集約時：平成27年3月31日 9,756,076円）

年金生活者等支援臨時福祉給付金を実施します

期　　間 会　　場
4月18日(月) ～

4月20日(水)
役場1階 議事所
(※集中受付期間)

4月21日(木) ～
4月22日(金)

役場1階 101会議室
(※集中受付期間)

4月25日(月) ～
（7月19日(火)まで）

健康福祉課 福祉子育て
支援係 (役場1階)

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。
　申請時にコピーを取らせていただきます。

※現在利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。）

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
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）
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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

75歳、65歳になられた皆様へ平成28年度
税金・保険等の仮徴収のお知らせ

　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歳になられた皆様へ、₄月15
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₂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／金額に関して…町民課課税係　☎72－5876
　　　納付に関して…町民課納税係　☎72－5411

　65歳以上の年金受給者で一定の要件を満たす方の税
金・保険料等は、年金からの差し引きにより納付いた
だいております。昨年の納税通知書にも記載させてい
ただきましたとおり、今年2月の年金から下記の税金・
保険料等が差し引かれた方については、平成28年度
の正式な額が決まるまで、引き続き4月・6月・8月に
も2月と同額が年金から差し引かれます。
　なお、今年₄月から仮徴収が新規該当になる方には、
仮徴収のお知らせを₄月初旬にお送りしています。
【対象となる税金・保険料等】

・町県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高
齢者医療保険料

※平成28年度の正式な税額・保険料額と10月以降の
差し引き額は、₆月から₇月に通知いたします。

●問／町民課課税係　☎72－5876

　税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が下記のとおり変更となります。
●原付、軽二輪、小型特殊自動車等／

●三輪・四輪の軽自動車／初度検査年月に応じて、税率が決定されます。

●グリーン化特例について／
　平成27年₄月₁日～平成28年₃月31日に取得した三輪・四輪自動車で、排ガス性能と燃費性能の優れた環
境負荷の小さいものが対象となります。

●問／町民課課税係　☎72－5876

軽自動車税の税率が変わります

車　　種 区　分 旧税率(現在) 新税率

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超～

90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超～
125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

車　　種 区　分 旧税率(現在) 新税率
軽自動車二輪車
(側車付のものを含む。)

125超～
250cc以下

2,400円 3,600円被けん引自動車（ボートトレーラー等）
雪上車

小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

車種区分
税率（年税額）

現行 平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

三　輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上
乗　用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

営業用 3,000円 3,800円 4,500円

区　　分 税　率
A B C

軽自動車

三輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪
乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

Ａ：電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)

Ｂ：乗　用/★★★★かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
　　貨物用/★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

Ｃ：乗　用/★★★★かつ平成32年度燃費基準達成車
　　貨物用/★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
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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

軽自動車税の納付はお早めに町税等納期

サンデー窓口のご案内

　₅月₂日（月）は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。軽自動車
税は、₄月₁日現在の軽自動車等の所有者等に₁年分
が課税され、₄月₂日以後に名義変更や廃車の手続き
をしても税額は変わりませんので、ご注意ください。
●口座振替の方の軽自動車税納税証明書／

　口座振替を利用している方の軽自動車税納税証明
書（車検証交付時に提示要）は、₅月中旬に郵送する
予定です。その前に証明書が必要な方は、町民課町
民係（受付）で交付しますので、次のものをご持参く
ださい。
・ 口座振替された通帳（振替の記帳があるもの）
　※写し不可
・ 車検証（写し可）
●問／課税内容、金額について　…町民課　課税係

☎72－5876
　　　口座振替、納税証明書　　…町民課　納税係

☎72－5411

　平成28年₅月₂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２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

　住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書の交付
を平日に電話で予約すると、日曜日の午前₈時30分～
正午の間に受け取ることができます。
●予約できるもの／住民票の写、印鑑証明、所得・納

税・資産の証明、個人番号カードの交付など
●予約できないもの／戸籍謄（抄）本の交付、住民票

の写しの広域交付、印鑑登録、転入・転出・転居の
届出、公簿の閲覧など

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
●問・予約／町民課町民係　☎72－5885

【定期予防接種】
○日本脳炎
　　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（H10.4.2
～ H11.4.1に該当する方）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、個別にご案内いたします。

　　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₈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。（※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、ＢＣＧ、麻しん風しん混
合、水痘、三種・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。
○高齢者肺炎球菌予防接種（定期）
　　平成28年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85

歳、90歳、95歳、100歳になられる方で、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
方が対象となります。対象の方には個別にご案内
いたします。一部公費負担（4,000円）となります。

　※以前に自費で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
　　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。
　今まで町の助成を受けたことがなく、₅年以内
に肺炎球菌の予防接種を受けていない方で、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。健康保険証をご
持参の上、健康支援係（役場庁舎西側防災セン
ター１Ｆ）へお越しください。

○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い
たします。対象とな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。
○インフルエンザ予防接種

　今年度も、子どものインフルエンザ予防接種費
用の一部を助成します。助成時期は10月以降の予
定です。　
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

平成28年度　遊佐町予防接種について
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

ソルノク派遣事業帰国報告会

山形県看護協会「健康まつり」

遊佐町白ゆり会　無料学習塾

危険物取扱者・消防設備士の
免状をお持ちのみなさまへ

甲種・乙種（全類）・丙種
危険物取扱者試験および準備講習会

遊佐町優良特産品推進部会
会員募集のお知らせ

　₃月18日～25日にかけて実施したハンガリーソルノ
ク市派遣事業での交流内容を町民のみなさまに広くお
伝えするため、帰国報告会を開催します。国際交流に
関心をお持ちの方、今後の派遣事業への参加を考えて
いる方など、どなたでも参加できます。
●日時／₄月24日（日）　午前11時～正午
●場所／遊佐町生涯学習センター　₂階　大会議室
●内容／・写真を交えての交流内容報告
　　　　・団員による感想発表
●参加申込／申込は不要です。当日直接会場にお越し

ください
●問／企画課企画係　☎72－4523

●日時／₅月14日（土）　午前10時～午後₃時
●場所／山形県看護協会会館
●内容／

○１日まちの保健室：測定・相談コーナー、体験コ
ーナー、白衣を着て記念撮影、進路相談

○講話：より健康な生活のための食事づくり（試食）、
音楽で心と体もリフレッシュ、転ばない身体づくり

○幼児の絵画展
●参加費／無料
●問／山形県看護協会　☎023－685－8033

　シングルファミリーの子ども達を対象に毎月３回開
催します。
●期間／平成28年₄月～平成29年₃月　土曜日に開催
　　　　※詳細は下記連絡先にお問い合わせ下さい。
●時間／午前₉時～11時30分
●場所／遊佐町生涯学習センター
●問／社会福祉協議会　☎72－4715

　危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令
では、免状交付の日から10年以内毎に写真の書換えを
しなければならない規定となっております。
　まだ写真の書換をされていない方は、速やかに手続
きをされますようお知らせいたします。
※写真の書換えとは、交付後10年以内毎に免状の写真

を新しい写真に取り替えることです。
※書換申請書は各消防本部、（一財）消防試験研究セン

ター山形県支部などにあります。
●問／（一財）消防試験研究センター山形県支部
　　　☎023－631－0761

【試　験】
●日時／₇月₉日（土）　午前中
●場所／酒田光陵高校
●受付期間／₅月23日（月）～₆月₂日（木）
　（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25日（水）　午前₉時30分～午後₄時30分
　　　　場所：酒田地区広域行政組合消防本部（飛鳥）
●乙種第４類／₅月26日（木）　27日（金）の₂日間
　　　　場所：酒田地区広域行政組合施設管理棟
　　　　　　　（広栄町三丁目）
　※申込み用紙は消防本部、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
　　　☎61－7114

　遊佐町優良特産品推進部会は、町内及び町外へ遊佐
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。
　年に県内・県外へ10回程度物産展に参加し、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

【退　職】（平成28年₃月31日付）
　菅原　　聡（総務課長）
　富樫　　茂（町民課課長補佐兼課税係長）
　杉山　芳樹（町民課課長補佐兼納税係長）
　今野　好子（吹浦保育園管理保育園長）
　斎藤　伸子（健康福祉課主査保健師）
　今野　信雄（農業委員会次長兼農地管理係長）
　斎藤　正一（蕨岡小学校主任用務員）
　五十嵐順子（藤崎小学校主任調理師）
　富樫江利佳（地域生活課土木係主任）
【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28年₄月₁日付）

平成28年度 町職員人事異動

町民課 主事
池田　有彦

企画課 主事
小田原　茜

教育課 主事補
渋谷　咲智

社会教育係 主事
佐藤　大智

産業課 主事補
菅原　　梓

吹浦保育園 保育士
髙橋美悠紀

健康福祉課 主事補
大場　裕也



お し ら せ 号
（7）

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／町民係　☎72－5885

町民ウォーキング第１ステージ
「桜コース」へのおさそい

『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

エンジョイ金峯山登山

「憲法記念日」週間行事
裁判所見学会

くらしの無料相談所（予約不要）

申請直前！鳥海山・飛島ジオパーク登録祈念
鳥海イヌワシみらい館特別企画展示「水の猛禽　ミサゴ」

司法書士無料法律相談

　歩くことを通して健康づくり、体力づくりに取り組
んでみませんか。町民ウオークの第一ステージ「桜コ
ース」を下記のとおり実施します。
●日時／₄月17日（日）　午前₈時30分集合
●集合場所／町民体育館
●持ち物／水筒、雨具等（雨天でも歩きます）
●コース／₅キロコース、10キロコース
●申込み／町民体育館　☎72－5454　FAX 72－2811

　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15日（日）　午前₉時～午後₂時
●場所／しらい自然館（集合₈時45分）
●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10日（火）　※定員になり次第締切
●問・申込み／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

　登山をしながら金峯山の草木・花などの自然を楽し
みます。山頂から見える庄内平野の景色は最高です。
●日時／₅月₈日（日）　●費用／20円（保険代）
●定員／20名　　　　　●締切／₅月₆日17時まで
●対象／高校生～一般成人
※持ち物等、詳細はHP参照
●問・申込み／金峰少年自然の家　☎0235－24－2400

●日時／₅月11日（水）　午後₁時～午後₃時　
●場所／山形地方・家庭裁判所酒田支部
●内容／刑事裁判傍聴、裁判員制度説明、裁判所施設

見学など
●定員／予約受付順30人程度
●問・申込み／山形地方裁判所酒田支部庶務課
　　　　　　　☎23－1234へ電話申込み
　　　　　　　（平日午前₉時～午後₅時まで）

　借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見制度の
活用などの相談に応じます。
●日時／₄月23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
●問／ NPO法人ライフサポート庄内　佐藤☎33－4378

●期間／₅月12日～ H29年₃月₉日（計19回）
　※隔週で木曜日を予定しています。
　《前期日程》₅月12日・26日・₆月₉日・23日・
　　₇月₇日・21日（₆回）※₈月はお休みします。
　☆後期は₉月～₃月（13回）
●時間／午後₇時半～₉時まで
●場所／生涯学習センター　₃階 視聴覚室
●年会費／4,000円
●講師／遊佐町ALT
　　　　フィリップ先生＆ベンジャミン先生
●内容／簡単な英語でコミュニケーションをとる

練習を中心に、欧米の文化や習慣、日本との違
いを楽しく学習します。（中高生レベルです）
●対象／どなたでも（※中高生は保護者が送迎を

お願いします）
●募集人数／20名　₅月₆日（金）締切
　（定員を超えた場合は、町内に在住、または勤務

している方を優先に、抽選とさせていただきます）
●問・申込み／生涯学習センター　☎72－2236
※日程・会場が変更になることがあります。

　水辺に生息する猛禽類ミサゴについて、生態的な面
と文化的な面から迫る展示です。
●期間／₄月23日（土）～₅月31日（火）
　　　　午前₉時～午後₄時30分
●場所／鳥海イヌワシみらい館展示室
●問／鳥海イヌワシみらい館　☎64－4681
　　　Mail:moukin@raptor-c.com

○展示期間中の体験イベント「お鷹ぽっぽの絵付け」
●期間／₅月₃日（火）～₅日（木）
　　　　午前₉時～午後₄時30分
●場所／鳥海イヌワシみらい館特設会場
●参加費／一人500円（材料代）

●日時／₄月27日（水）　午後₅時～₇時　
●会場／酒田勤労者福祉センター₂階（酒田市緑町）
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人

の登記、金銭トラブル、成年後見等　など
　（秘密は厳守します）　　※要予約
●問・申込み／午前₉時～午後₅時まで
　　　　　　　（土・日・祝日除く）
　　　　　　　山形県司法書士会酒田支部　高橋
　　　　　　　☎43－4000

英会話講座『EIGOのすすめ』
受 講 生 募 集
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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

不 動 産 競 売

高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／₄月28日（木）～₆月16日（木）
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／₆月₉日（木）～16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
　インターネットでも物件をご覧いただけます。
　http://bit.sikkou.jp/

●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24日（火）～10月27日（木）
　　　　※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・申込み／₄月28日（木）まで
　　　　　　　健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　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、お誘いあわせのうえぜひお越しください。
※青山邸は午前₉時～午後₄時30分開館、端午の節句展は₆月₅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　　　遊佐町教育委員会文化係　☎72－5892

▪雇用の広場

がんばった人にマル

入札結果₃月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎産業課
●平成27年度保全松林健全化整備事業（衛生伐）
　業務委託（作業区その１）（明許）
期　　間　平28／3／30～平28／7／8
契約金額　22,140,000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
◎産業課
●平成27年度保全松林健全化整備事業（衛生伐）
　業務委託（作業区その２）（明許）
期　　間　なし
契約金額　なし
契 約 者　なし
［その他の入札参加者］有限会社 遠田林産、北庄内森林
組合、出羽庄内森林組合

○３月20日（日）
　第34回酒田地区少年少女バレーボール新人大会
　第３位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
○第13回斎藤茂吉ジュニア短歌コンクール
　入選　石垣　千里（遊佐中３年）
※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。

大山食品株式会社
募集内容 調理員（パート）
職　　 種 海浜自然の家・分館
募集人員 ３名
雇用期間 ５月中旬～10月中旬
資　　 格 調理経験あれば尚可
給与・待遇 時給800円～900円　
勤務条件 午前６時～午後７時30分の６時間程度
選考方法 面接
問 大山食品株式会社　☎0235－22－1122

鶴屋旅館 華み寿喜
募 集 人 員 ３～５名 ３～５名

業 務 内 容 客室清掃、配膳
（パート）

営業・配達、
ホールサービス

（パート）
必 要 資 格 特になし 特になし
給 与 時給750円～
就 業 期 間 ５～６時間程度（ご希望に応じます）
選 考 方 法 面接

問 ☎72－2053 ☎72－4187

4/29
（金）

4/30
（土）

5/1
（日）

5/2
（月）

5/3
（祝・火）

5/4
（祝・水）

5/5
（祝・木）

5/6
（金）

5/7
（土）

5/8
（日）

旧 青 山 本 邸 開館 開館 開館 臨時開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館
語 り べ の 館 開館 開館 開館 休館 開館 開館 開館 開館 開館 開館
歴史民俗学習館 休館 開館 開館 休館 休館 休館 休館 休館 開館 開館

GW期間中の開館について


