
遊佐町役場　1（0234）72－3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

Yuza  Town  Public  Relations

広
告

JU
NE

　2
01

4　
No.482

6
15

毎月１回15日発行

お知らせ
広 報

　少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化が進む中

で、結婚を希望する男女の出会いの機会を創出するた

め、ボランティアで仲人活動を行う「やまがた縁結び

たい」の拡大及びスキルアップを図ることを目的とし

て仲人養成講座を開催します。

●日時／７月11日㈮　午後１時30分～３時10分

●場所／庄内総合支庁分庁舎２号会議室

●内容／

　⑴仲人活動の基礎知識　

　　やまがた縁結びたい　井上眞規　氏

　⑵「やまがた縁結びたい」としての活動

　　やまがた縁結びたい　三浦明弓　氏

　⑶個人情報の取扱いについて　

　　山形県学事文書課

井上眞規氏　山形市在住。仲人歴20年。これまで、数

多くのお見合いを行い、成婚51組の実績があります。

三浦明弓氏　鶴岡市在住。やまがた婚活応援団＋団員、

庄内恋愛教習所実行委員会代表。庄内恋愛教習所では、

参加者自らイベントの企画運営を行うという、成婚に

つながる効果的なイベントを実施しています。

●—・申込み／電話又はＦＡＸにて、７月７日㈪まで、

山形県子育て支援課に申し込んでください。

　山形県子育て推進部子育て支援課

　☎023−630−2668　FAX 023−632−8238

　農業者年金を受給している方は、年１回現況届を提

出しなければなりません。６月中に届け出をしないと、

支給停止になりますのでご注意ください。

●対象者／平成25年６月30日以前に受給開始された方

（対象者には５月下旬に農業者年金基金から現況届

の用紙を直接郵送しています）

●手続き／現況届の用紙に住所・氏名・生年月日等を記

入のうえ、農業委員会（役場２階）に提出してください。

●—／農業委員会　☎72−5890

　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13日付で発送を予定しておりま

す。内容をご確認のうえ、口座残高を確認し、納め忘

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

●—／町民課納税係　☎72−5411

仲人養成講座 農業者年金を受給している皆様へ
６月中に現況届を忘れずに!!

町税等納期のお知らせ

日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン

222,,,9809809802,9802,980 込）（税込）（税込）

お　一　人　様

入浴＋食事＋
個室休憩

¡送迎有り
　（5名以上）
¡2名以上からの
　ご利用となります

9：00～16：00

1090-2607-2326
遊佐町吹浦字鳥海山１
（鳥海ブルーライン四合目）

国民宿舎

円円円円

大平山荘

（7/18～8/15は除く）

遊楽里外壁等
改修工事日程のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
遊楽里外壁等改修工事の日程は下記の
とおりに実施させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご
理解頂きますようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら何なりと
お問い合わせくださいませ。

足場設置及び調査期間：
平成26年6月23日～7月22日

作業期間：
平成26年8月18日～11月22日

10234-77-3711
山形県遊佐町吹浦字西浜2-76

鳥海温泉

祝 第1回東北「道の駅」大賞受賞!!第1回東北「道の駅」大賞受賞!!
おかげさまで、　　　　　　　　当駅が表彰されました。おかげさまで、　　　　　　　　当駅が表彰されました。

平成26年6月16日㈪～7月11日㈮までの

道の駅鳥海ふらっとお客様感謝祭道の駅鳥海ふらっとお客様感謝祭祭駅鳥海ふら とお客様感謝駅鳥海ふら とお客様感謝謝道 駅鳥海 とお客様感謝道 鳥 客様っとお客様感謝祭感謝祭道の駅鳥海ふらっとお客様感謝祭道の駅鳥海ふらっとお客様感謝祭道の駅鳥海ふらっとお客様感謝祭記念イベント

日頃のご愛顧に
感謝して・・・
日頃のご愛顧に
感謝して・・・

道の駅 鳥海

道の駅 鳥海

8:30～18:00
（産直9:00～17:30）

営業時間

171－7222

平日20日間限定特別企画平日20日間限定特別企画♭

177－3330 9:00～17:30営業
時間

1,000円以上
お買上げの方に
鳥海山水（500ml）
進呈 1日限定30本

夏季限定天然岩がきや
銀カレイ焼きなど
人気商品がいっぱい！

夏季限定天然岩がきや
銀カレイ焼きなど
人気商品がいっぱい！

1日限定
70個

ジェラート
シングル料金で
ダブル食べられます！
1日限定50個

岩ガキ販売
始まりました！

1日限定
30食

50円引き50円引き
とび魚らーめんとび魚らーめんお食事の方に

ゼリープレゼント

1日限定
50個

お食事の方に
ゼリープレゼント

人気No.1
ハイジの白いパン
人気No.1
ハイジの白いパン
50円引き50円引き
1日限定50個

トマト、きゅうり他、新鮮夏野菜や
加工品が盛りだくさん！
トマト、きゅうり他、新鮮夏野菜や
加工品が盛りだくさん！

新鮮野菜試食販売（数限定）新鮮野菜試食販売（数限定）

お買上げのお客様に特典あります！（数限定）お買上げのお客様に特典あります！（数限定）



お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

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。　●—／町民係　172－5885

ご注意
ください!! 　総務省と経済産業省は、７月１日に、平成26年経済

センサス‐基礎調査と平成26年商業統計調査を一体的

に実施します。全国のすべての事業所及び企業が対象

です。

　統計調査員が調査票を６月下旬に配布し、７月上旬

に回収します。（オンライン回答もできます。）

●経済センサスHP／

　http://e-census-syougyo.stat.go.jp/index.htm

●—／総務課情報統計係　172−5893

●日時／７月５日㈯

　　　　午前９時（遊佐駅集合）～午後３時（予定）

●内容／丸池様、牛渡川、神子の水、釜磯海底、まち

めぐりパークなどの湧水観察と岩ガキむき体験

※天候により内容を一部変更する場合があります。

●参加費／ 3,000円（バス、昼食、ガイド、保険など）

●募集人員／30名（最少催行人員15名）

●申込締切／６月25日㈬※定員になり次第締切

●—／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　172−5666

　鳥海山の七合目、御浜周辺の

花を訪ねる山旅です。写真家斎

藤政広氏のガイドで、鳥海山に

咲くいろいろな花を楽しんでみ

ませんか。またカメラの興味の

ある方もぜひトライしてみてく

ださい。（撮影登山ではありま

せん）

※天候の具合を見ながらコース等を決めます。悪天候

の場合は中止する場合もあります。

●日時／６月21日㈯　午前８時～午後３時

●集合／道の駅鳥海ふらっと　駐車場

●対象／山歩き可能な大人の方

●定員／20名

●受講料／5,000円（ガイド料、保険料含む）

●持ち物／山歩きに適した服装・靴、昼食、飲み物、

雨具、着替え等

●申込締切／６月18日㈬※定員になり次第締切

●—・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　172−2069

　レターパックや宅配便で現金を送ることは法律

などで禁じられています。加えて、真っ当な商

取引では、送金記録の残らないレターパックや宅

配便で現金を送ることはあり得ません。どんな名

目であれ「レターパック、宅配便で現金送れ」は、

全て詐欺の手口なので、絶対に送らないようにし

てください。

　山形県内でも平成25年中に同様の手口による詐

欺被害が約10件（被害総額約１億円）確認されて

います。少しでも怪しいと思ったら、家族や関係

機関に相談するようにしてください。

●—／警察安全相談　1＃9110

　　　酒田警察署　　123−0110

　　　産業課商工振興係　172−4522

●日時／７月12日㈯、19日㈯　※参加はどちらか１日

●内容／遊佐町吹浦海岸又は、月光川・牛渡川での

　　　　海および川カヌー体験

●対象／小学生以上（親子参加も可）※小学生１～３

年生は保護者同伴

●参加費／ひとり1,000円（昼食代・保険料等）

●募集人数／２日間とも先着32名

　　　　　（海コース16名＋川コース16名）

●募集期間／６月20日㈮～６月29日㈰

　　　　　　午前９時～午後５時

※23日㈪は休所日となっております。

※電話での申込後、参加申込書を提出していただきます。

●—／山形県海浜自然の家・研修担当　177−2166

　秋田県側で自転車レース開催のため、鳥海ブルーラ

インの交通規制があります。

●日時／６月22日㈰　午前７時～正午

●交通規制区間／鳥海ブルーライン象潟口

　　　　　　　（栗山交差点～鉾立間）

※山形県側の吹浦～鉾立間は通行可能ですが、規制時

間内は、鉾立を経由して秋田県側（象潟方面）には降

りられませんのでご注意ください。

●—／にかほ市スポーツイベント開催実行委員会

　　　1・FAX 0184−74−5535

鳥海ブルーラインの交通規制

平成26年 経済センサス−基礎調査
商業統計調査

あっ!!と驚く海底湧水と
旬の「岩ガキ」バスツアー

〜 鳥海山　おもしろ自然塾 〜
斎藤政広さんと行く

『花と風景の山旅』体験教室

海浜カヌー塾　参加者募集

全て 詐欺 です

「レターパック、
　宅配便で現金送れ」は



お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

　６月28日㈯開催のＪ２リーグ戦第20節ジュビロ磐田

戦は、県民応援デーとして開催されます。この試合で

は来場の皆様先着１万名様に「スタジアム名物　オリ

ジナルカリーパン」をプレゼントいたします。

　元日本代表の松井大輔選手・駒野友一選手・前田遼

一選手を擁する強豪ジュビロ磐田に勝利して、歓喜の

瞬間をスタジアムで味わいましょう。

　多くの山形県民のみなさまにモンテディオ山形を応

援いただくため、他にもたくさんのイベントと特典を準

備してお待ちしております。チケットの購入方法など詳

しくはモンテディオ山形ホームページをご覧ください。

●開催概要／Ｊリーグ　ディビジョン２　第20節

　　　　　　モンテディオ山形vsジュビロ磐田

●日時／６月28日㈯　午後６時キックオフ

●会場／ＮＤソフトスタジアム山形

　　　　（山形県天童市山王１−１）

●モンテディオ山形ホームページ／

　　　　　　　　http://www.montedioyamagata.jp/

●—／モンテディオ山形　1023−666−8882

　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宜

しくお願いします。

●防除期間／６月下旬～９月上旬

●—／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　126−5631

　町民の皆様へ、地元鳥海山岳会の企画第２弾「初夏

講座」のお誘いです。梅雨の晴れ間を期待して、初夏

の外輪山を訪ねます。今年は残雪が多いため、個人山

行される方は十分ご注意ください。

●日時／６月28日㈯　大平～御浜～外輪山

　※悪天候の場合は翌日に順延（集合時に判断）

●集合／午前８時　遊佐交番裏駐車場

●対象／体力のある方、先着５名程度

●会費／1,000円程度の実費

●持ち物／残雪期登山の装備、昼食等。ストックは石

突きカバーを着用ください。

●—・申込み／６月24日㈫まで

　鳥海山岳会　髙橋　務　1070−5622−3388

●日時／７月20日㈰　午前９時30分～12時30分

●場所／酒田地区広域行政組合　消防署西分署２階

　　　　酒田市大浜一丁目４−83　133−3519

●内容／心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方（講習終了後、

普通救命講習修了証を交付します）

●対象／どなたでも　　●定員／30名

●講師／応急手当指導員

●費用／500円（テキスト代、教材費）

●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装

●申込み／７月10日㈭まで酒田地区広域行政組合消防

署、または最寄りの消防署へ　※申込書は、酒田地区

広域行政組合消防署ホームページからダウンロードい

ただくか、最寄りの消防署へお問い合わせください。

●—／酒田地区広域行政組合消防署　123−3131

　　　遊佐分署　172−4100

　生活情報や災害情報などの情報を共有できるよう、

外国出身者同士のネットワークづくりを目的とした研

修会を開催します。

●日時／前編７月６日㈰　午後１時30分～４時

　　　　後編７月26日㈯　午後１時30分～４時

●場所／いろり火の里「なの花ホール」

●対象／庄内地域在住の外国出身者及びそのご家族、

外国人支援に関わる日本人等

●テーマ／前編：就職活動のノウハウ

　　　　　　　講師　大泉多美子氏

　　　　　後編：こころのケア

　　　　　　　講師　五十嵐善雄氏・五十嵐郁代氏

●参加費／無料　　●申込み締切／７月３日㈭

●—／山形県国際交流協会

　　　1023−647−2560　FAX 023−646−8860

　　　E-mail：info@airyamagata.org　担当：川向　有希

応急手当普通救命講習会

庄内地域に暮らす外国出身者の
ための研修会 in三川町

6.28だよ！山形県民全員集合！
モンテディオ山形　県民応援デー

無人ヘリコプターによる
一斉防除が始まります

鳥海山岳会の初夏講座

●日時／７月４日㈮ 午前９時～11時
●場所／杉の子幼稚園ホール
●対象／子育て中の方ならどなたでも（親子でどうぞ）
●内容／手遊び、パネルシアター、おもちゃを作
ろう、大型絵本、年中組さんからのプレゼント
●参加費／無料
●—／学校法人杉の子幼稚園　172−2345

杉の子幼稚園
すぎのっこ広場



お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

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。　●—／町民係　172－5885

　キャッチフレーズは、「家事場のパパヂカラ」です。

男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち

合い、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮すること

ができるよう、この期間に男女共同参画について改め

て考えてみましょう。

●—／山形県子育て推進部

　　　若者支援・男女共同参画課　1023−630−3269

　地域の精神保健福祉を支える保健所では、こころの

健康やひきこもりに関する様々な相談に応じています。

自分のことでも、ご家族や知人のことでも構いません。

相談者の秘密は守られます。相談費用は無料です。

精神保健福祉相談

＊庄内総合支庁

●日時／月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

●担当者／保健師

＊庄内保健所酒田出張所（旧酒田保健所）

●日時／第１月曜日午後１時30分～３時30分

　　　　…６月・８月・９月・12月・27年２月・３月

　　　　第１水曜日午前10時～正午…７月、27年１月

　　　　第１木曜日午後２時30分～４時30分…５月、10月、11月

●担当者／精神科医師

ひきこもり相談

●日時／第４火曜日　午後１時30分～午後３時30分

※９月は30日、12月は16日となります。

●場所／庄内総合支庁

●担当者／保健師

※相談を希望する方は、あらかじめ日時を電話で予約
してください。

●予約受付時間／月曜日～金曜日　午前８時30分～午

後５時15分

●—／庄内保健所地域保健福祉課

　　　精神保健福祉担当　10235−66−4931

　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／６月26日㈭　午前11時～午後１時

●場所／遊佐町役場正面玄関ホール

●参加事業所と販売する製品／

●—／健康福祉課福祉介護保険係　172−5884

●講師／ 藤井正寿法律事務所　弁護士  藤井正寿氏

●日時／６月29日㈰午前10時30分～正午

●場所／特別養護老人ホーム松濤荘　１階地域交流室

●参加費／無料

●その他／事前予約等は不要です

●—／松濤荘　伊藤まで　176−2103

●日時／６月28日㈯　午後２時～４時　

　　　　開場　午後１時30分

●場所／酒田市公益ホール　　●参加費／無料

●対象／市民、医療・介護関係者、学生ほか

●講演テーマ／「あなたはひとり家で最期を迎えられますか」

●主催・後援／第13回庄内高齢者ケア学会・庄内保健

所、酒田市、庄内町、遊佐町

●—／学会事務局　老人保健施設うらら　128−3131

●期間／６月27日㈮～６月30日㈪

●場所／生涯学習センター３階展示室

　＊抽選で色紙のプレゼントがあります。

●問／岡田尻引　土門　172−2431

６月23日から29日は
「男女共同参画週間」です

障がい者を支援する事業所の
製品販売会

地域福祉講座
「わかりやすい相続問題」

上野千鶴子講演会

遊佐書道会・游石会主催
「書と篆刻」会員展

精神保健福祉・ひきこもり相談

参加事業所 販売する製品

障がい福祉サービス事業所
ゆうとぴい

ねこのお手玉、布製ブローチ、
刺し子布巾など

ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

陶芸作品、鉢植え、エコたわし、
さをり織など

障がい福祉サービス事業所
たぶの木

シフォンケーキ、チーズケーキ、
タルトなど

支援センター
なのはな畑

おからかりんとう、さをり織り
製品など

多機能型事業所さごし ふくろうストラップ、ふくろう
マグネット、座いす

障がい福祉サービス事業所
いっぽ

流木花台等木工製品、陶芸製品、
山野草
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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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

●日時及び場所／
　◎７月20日㈰　午前９時～午後４時30分
　　村山会場：山形市平久保100番地
　　山形ビッグウイング４階　402・403会議室
　◎７月24日㈭　午前９時～午後４時30分
　　庄内会場：三川町大字横山字袖東７−１
　　庄内総合支庁分庁舎　※旧消防学校３階１・２号会議室
●申込方法／受講を希望する日の５日前まで、一般社
団法人山形県猟友会又は猟友会の各地区支部に受講料
を添えて申し込んでください。
●受講料／4,000円（テキスト代等含む）
●—／一般社団法人山形県猟友会　1023−624−0382
　　　山形市あこや町三丁目15番40号（田代ビル内）

●受付期間／７月15日㈫～24日㈭
●第一次試験／９月14日㈰
●受験資格／平成26年４月１日において高等学校卒業
後２年以内の方及び平成27年３月までに高等学校を卒
業する見込みの方（平成26年４月１日において中学校
卒業後２年以上５年未満の方も受験可）
●—／〒990-8531　山形市旅篭町二丁目４番22号
　　　山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
　　　1023−623−9511　HPアドレスhttp://www.courts.go.jp/

●日時／６月25日㈬　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

●—・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143−4000

●日時／６月28日㈯　午前９時30分～正午

●場所／酒田市交流ひろば２階（酒田市中町３−４−５）

●内容／借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見

制度の活用など

●費用／無料（駐車券出ます）

●—／NPO法人ライフサポート庄内 佐藤1090−7930−3901

　東北財務局山形財務事務所では、借金に関する相談窓

口を開設しております。相談員が借金の状況等をお伺い

し、必要に応じて、弁護士等の専門家に引継ぎを行いま

す。相談は秘密厳守・無料です。お気軽にご相談ください。

●相談専用電話／1023−641−5201

●場所／山形財務事務所１階理財課

　　　　山形市緑町２−15−３（山形工業高校東側）

●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

午前８時30分～正午、午後１時～４時30分（原則として）

●—／財務省東北財務局山形財務事務所理財課 1023−641−5178

平成26年度
狩猟免許（初心者）講演会

司法書士無料法律相談

くらしの無料相談所（予約不要）を
開設します！

借金に関する相談窓口

裁判所職員採用一般職試験
（高卒者試験）

日本海総合病院・酒田医療センター
職員採用試験

●採用時期／平成27年４月
●募集職種、採用予定人数および受験資格／

●申込み／６月16日㈪～７月15日㈫の午前８時30分～
午後５時15分（土曜・日曜、祝日を除く）
●試験日・会場など／

※薬剤師の試験は８月３日㈰のみ
●合格発表／看護師の一次試験は８月中旬、二次試験
は９月中旬、薬剤師は８月下旬　※詳しくは、日本海
総合病院・酒田医療センターに置いてある「受験案
内」をご覧ください。病院機構ホームページからもダ
ウンロードできます。
●—／地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
　　　法人管理部総務課職員係　126−2001

職　種 人　数 受験資格

看護師 30人程度
昭和50年4月2日以降に生まれた方で、看護
師（婦）免許を有する方、または平成27年5月
末までに当該免許を取得する見込みの方

薬剤師 ５人程度
昭和50年4月2日以降に生まれた方で、薬剤
師免許を有する方、または平成27年5月末ま
でに当該免許を取得する見込みの方

職　種 区　分 試験日 内　　容 試験会場

看護師
一次試験 8月３日㈰

職場適応性検査、
専門試験 日本海

総合
病院

二次試験 8月30日㈯ 面接試験

薬剤師 試　験 8月３日㈰
職場適応性検査、
専門試験、面接試験

●職種／嘱託保育士　　●募集人員／若干名
●勤務地／町立保育園　●応募要件／保育士資格
●任用期間／平成26年８月１日～平成27年３月31日
●待遇／月額報酬　154,000円以内
　　　　　（保育士経験年数に応じて支給）
　勤務時間　１日７時間15分（１週36時間15分）

各種社会保険加入、その他、遊佐町非常勤嘱託
職員取扱規程に基づきます。

●申込時提出書類／
①平成26年度遊佐町非常勤嘱託職員（保育士）申込書
②履歴書（写真貼付）
③職務経歴書（職務経験がある方）
④保育士証の写し

●応募締切／７月15日㈫ 
●—・申込み／総務課総務係　☎72−5880

非常勤嘱託職員（保育士）募集



⑹

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。　●—／町民係　172－5885
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■雇用の広場 遊佐町総合交流促進施設株式会社
職　　種 駐車場整理、受付、清掃（夏期臨時アルバイト）
募集人員 若干名
勤 務 地 西浜海水浴場、西浜コテージ・キャンプ場等
雇用期間 ７月16日㈬～８月18日㈪
待　　遇 賃金は会社規程に基づきます
就業時間 1日8時間勤務

選考方法 履歴書を西浜コテージ村管理棟まで提出してくだ
さい。書類選考の上、本人に連絡いたします

応募締切 6月30日㈪
そ の 他 雇用期間は職種により異なります。
問 西浜コテージ村管理棟　☎77−3600

特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）３名
雇用期間 採用日～平成27年３月31日（契約更新の可能性有り）
業務内容 施設利用者の日常介護全般（夜勤月３回程度有り）
賃　　金 日額：6,640円＋通勤割増分　賞与年２回
待　　遇 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険加入

就業時間 週40時間（夜勤を含む変則勤務）
（６時30分から22時までのうち８時間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘
☎76−2103　担当　伊藤

○５月３日㈯　第34回庄内少年武道大会
　団体戦　小学生男子の部
　　準優勝　遊佐剣道スポーツ少年団
○５月６日㈫　第19回小学生ソフトテニス大会山形カップ
　　第３位　　尾形里菜（高瀬小６年）
○５月11日㈰　第32回ホープス卓球大会（団体）
　小学生男子団体
　　準優勝　西荒瀬チーム　※県大会出場
　　　加藤　　涼（高瀬小）
　　第５位　遊佐町卓球スポーツ少年団※県大会出場
　　　石垣　道真（藤崎小）、本間　広大（藤崎小）
　　　渋谷　大雅（蕨岡小）、佐藤　瑞輝（蕨岡小）
　小学生女子団体
　　第５位　遊佐町卓球スポーツ少年団※県大会出場
　　　本間　　萌（藤崎小）、那須英璃花（吹浦小）
　　　本間　千尋（藤崎小）、高橋日華里（遊佐小）
○５月17日㈯　全日本小学生ソフトテニス選手権大会県予選
　　第３位　　尾形　里菜（高瀬小6年）
　　　　　　　※全国小学生大会出場
○５月17日㈯　第68回酒田市体育祭剣道大会
　団体戦　小学校の部
　　優　勝　遊佐剣道スポーツ少年団
○５月18日㈰　第36回山形県道場少年剣道大会
　個人戦　中学生男子の部
　　優　勝　　小松　　聖（神子免館道場）
　　　　　中学生女子の部
　　準優勝　　阿部　羽奏（神子免館道場）
　　　　　小学生男子の部
　　準優勝　　髙橋　亨修（神子免館道場）
　　　　　　　※いずれも全国大会出場
　団体戦　中学生の部　神子免館道場、さわらび道場
　　　　　小学生の部　神子免館道場
　　　　　※いずれも全国大会出場
○５月24日㈯　平成26年度山形県卓球選手権大会
　カブの部　ベスト16　加藤　　涼（高瀬小４年）
○５月24日㈯・25日㈰
　第４回アテネ杯ミニバスケットボール交流大会
　女子　優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　大会ベスト５プレイヤー賞
　　　　　　佐藤　綾音（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　　　　　高橋　　李（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
○５月25日㈰　第45回山形県少年剣道錬成大会
　団体戦　小学生男子の部　三組
　　優　勝　遊佐剣道スポーツ少年団

がんばった人にマル

※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。

入札結果 ５月分
◎教育課
●総合運動公園管理用芝刈り機（中型1台、小型1台）
期間　H26/5/2～H26/5/31　契約金額　2,521,800円
契約者　ヤンマーアグリジャパン株式会社藤島支店

［その他入札参加者］株式会社南東北クボタ遊佐営業所、
庄内みどり農業協同組合遊佐支店
◎地域生活課
●平成26年度大楯浄水場機械設備更新工事実施設計業務委託
期間　H26/5/12～H26/12/19　契約金額　3,402,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新日
本設計株式会社庄内営業所、新和設計株式会社庄内営
業所、有限会社安野測量事務所
●平成26年度十里塚地内横断管布設替工事実施設計業務委託
期間　H26/5/12～H26/12/19　契約金額　3,456,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新日
本設計株式会社庄内営業所、新和設計株式会社庄内営
業所、有限会社安野測量事務所
●橋梁長寿命化修繕計画事業西浜橋補修工事（H25繰越）
期間　H26/5/12～H26/10/31　契約金額　26,352,000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、株式会社高橋工業所、土門
建設株式会社
●平成26年度八日町地内配水管布設工事実施設計業務委託
期間　H26/5/30～H26/12/15　契約金額　2,160,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新日
本設計株式会社庄内営業所、株式会社出羽測量設計
●平成26年度駅前二区地内給水管取出工事実施設計業務委託
期間　H26/5/30～H26/12/15　契約金額　1,998,000円
契約者　新和設計株式会社庄内営業所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、新日
本設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所
●平成26年度吹浦統合簡易水道事業　吹浦第１水源電
気計装機械設備工事実施設計業務委託
期間　H26/5/30～H26/12/15　契約金額　1,458,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所

［その他の入札参加者］新和設計株式会社庄内営業所、
株式会社出羽測量設計、有限会社安野測量事務所
◎企画課
●遊楽里外壁等改修工事
期間　H26/5/12～H26/11/30　契約金額　41,936,400円
契約者　土門建設株式会社

［その他の入札参加者］庄司建設工業株式会社、株式会
社高橋工業所
◎産業課
●平成26年度山形県森林病害虫等防除事業　環境影響調査
期間　H26/5/28～H26/7/25　契約金額　756,000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、環清工業
株式会社
●平成26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）
期間　H26/5/28～H26/7/31　契約金額　9,396,000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

＊契約金額には、消費税が
含まれています。


