
当日参加大歓迎

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
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コース スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

各出発時間の15分前から出発式を行います。

●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）　＊両日参加及び１日のみ参加同額

●—／鳥海ツーデーマーチ事務局　☎72−4114

町内全域一斉清掃日 ８月31日㈰ ボランティアスタッフ募集
　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好

の機会です。きれいな自然環境の中で気持ち良く歩い

ていただくために、歓迎の心をこめて町内全域の一斉

清掃にご協力をお願いします。

●清掃場所／①自宅周辺　②道路端・公園等　③海岸

●—／地域生活課環境係　☎72−5881

　第22回のツーデーマーチを成功させるた

めには、町民の皆さんの協力が必要です。

スタッフとして、ツーデーマーチを盛り上

げてくれるボランティアを募集しています。

●—／鳥海ツーデーマーチ事務局

　　　☎72−4114

道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

道の駅 鳥海

パン工房ほっほ

8:30～18:00
（産直9:00～17:30）171－7222

177－3330 9:00～17:30営業
時間

営業
時間

大人のかき氷大人のかき氷

メロン
スイカ 各350円
メロン
スイカ 各350円
遊佐町産のメロンとスイカを利用した
果肉入りのフレッシュシロップ♪
フルーツの自然な甘さが際立つ
プレミアムなかき氷です。

遊佐町産のメロンとスイカを利用した
果肉入りのフレッシュシロップ♪
フルーツの自然な甘さが際立つ
プレミアムなかき氷です。

かき氷かき氷
いちご・レモン・メロン・ブルーハワイ 各250円いちご・レモン・メロン・ブルーハワイ 各250円
あずきミルク 350円あずきミルク 350円
遊佐町産遊佐町産

100円100円
きゅうりの一本漬けきゅうりの一本漬け ※遊佐町産の食材を使用した商品は、

　収穫時期に合わせた限定メニュー
　なので、お早めにどうぞ!!

※遊佐町産の食材を使用した商品は、
　収穫時期に合わせた限定メニュー
　なので、お早めにどうぞ!!

もも
ファーストフードコーナー

200円200円
カットスイカカットスイカ

暑さが厳しい残暑も、ひんやりメニューで気分リフレッシュ！暑さが厳しい残暑も、ひんやりメニューで気分リフレッシュ！
産 直産 直

鮮 魚鮮 魚 元気な浜店元気な浜店

ひまわりの会ひまわりの会

※遊佐町産の食材を使用した※遊佐町産の食材を使用した商品

連日大盛況
営業中♪
連日大盛況
営業中♪

10234-77-3711 FAX.0234-77-3722

詳しくはホームページをご覧ください
http://www.yamagata-yurari.com/

遊佐町総合交流促進施設株式会社
〒999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

お気軽にお問合せ下さい

遊楽里の日帰りプラン
個室休憩&温泉&食事付個室休憩&温泉&食事付

お一人様
（税込）3,600円
8/18㈪
より再開

鳥海温泉

●2名様以上のご予約をお願いします。●10：00～
15：00までのご案内です。●送迎ご希望のお客様
はご相談くださいませ。●タオルは付いておりませ
んので各自でお持ちください。
午前中は男性風呂清掃の為、入浴できません。
隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」をご利用くださいませ。

↓酒田

↑秋田
R7
道の駅鳥海
ふらっと
●

あぽん西浜●
　　　●
とりみ亭

検 索遊楽里

神の棲む山 鳥海山  聴こう！山のささやき  波の高鳴り  大地の鼓動

第22回 奥の細道 鳥海ツーデーマーチ
2014年 9月6日㈯・7日㈰

９月６日㈯　【緑と庄内砂丘・日本海コース】
距 離 受 付 スタート ゴール

40km 午前６時 午前７時15分
午前11時30分

～

午後４時

25km 午前７時 午前８時30分

10km 午前８時 午前９時

５km 午前８時 午前９時

9月7日㈰　【水と鳥海山麓、自然コース】
距　離 受　付 スタート ゴール

30km 午前６時 午前７時15分
午前11時

～

午後３時

20km 午前６時 午前８時

10km 午前８時 午前９時

５km 午前８時 午前９時



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

　９月１日㈪は町県民税、国民健康保険税、介護保険

料、後期高齢者医療保険料の納期です。通知書の発送

は８月15日を予定しておりますので、内容をご確認の

うえ、口座残高の確認、納め忘れのないようにお願い

します。

●納期／９月１日㈪

　　　　町県民税　　　　　　　　２期

　　　　国民健康保険税　　　　　２期

　　　　介護保険料　　　　　　　２期

　　　　後期高齢者医療保険料　　２期

●—／町民課納税係　172−5411

　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

６月に75歳、７月に65歳になられた皆様へ、８月15日

付で納入通知書を発送します。内容をご確認のうえ、

納め忘れのないようお願いします。

●送付物／

　６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

　７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１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で口座振替

手続きをお願いします。

●—／金額について　町民課課税係　☎72−5876

　　　納付について　町民課納税係　☎72−5411

　平成６年12月６日以前に生まれ、年間90日以上漁業

に従事している人は、選挙人名簿登載資格があります

ので、９月１日から５日までに、町選挙管理委員会に

申請書を提出してください。

　なお、提出しない場合は、委員の選挙

権及び被選挙権がなくなりますのでご注

意ください。申請用紙は、前年登録され

た人に配布します。それ以外の人は、町

選挙管理委員会に申し出ください。

●—／遊佐町選挙管理委員会

　　　☎72−5880

　介護予防に効果のある「いきいき百歳体操」は継続

することにより筋力がついて、転倒や骨折を予防し寝

たきりを防ぐことができます。この「いきいき百歳体

操」を地域で取り組んでいただけるサポーターを募集

します。歳をとってもみんなで元気に過ごしたいと思

っている方、参加してみませんか？

●対象／この体操に興味のある方、ご近所ぐるみで元

気になりたい方等どなたでも

●日時／８月27日㈬　●時間／午前９時30分～11時

●場所／生涯学習センター２階第二研修室（和室）

●内容／○介護予防の理解　　〇運動の効果について

　　　　○サポーターの役割

　　　　〇百歳体操の実技　他

●参加費／無料　

●—・申込み／８月25日㈪まで

　　　　　　　健康福祉課健康支援係　172−4111

●期日／９月６日㈯、７日㈰

●場所／トレーニングセンター周辺

●出店料／テント１張　１日2,500円　２日5,000円

　　　　　※１／２張でも可

　　　　　机500円、いす100円（１日、２日とも同額）

●申込締切／８月20日㈬

●—・申込み／企画課観光物産係　☎72−5886

●日時／８月31日㈰　正午～午後２時

●会場／県立遊佐高校体育館

●入場料／無料

●—／YUZAGALA実行委員会事務局（遊佐高内）

　　　☎72−3423

　８月１日号でお知らせした町民講座「糖尿病から足

を守ろう・腎臓を守ろう！～糖尿病の合併症、その予

防と治療～」の終了時間を変更します。

●変更前／８月30日㈯　午後１時30分～３時

●変更後／８月30日㈯　午後１時30分～３時30分

●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

町税等納期のお知らせ

75歳、65歳になられた皆様へ

鳥海ツーデーマーチ
売店出店者募集

町民講座
「糖尿病から足を守ろう・腎臓を守ろう！」

終了時間を変更します

合併60周年記念事業
第6回 男子新体操演技会 YUZAGALA2014

山形海区漁業調整委員会委員選挙人
名簿登載申請書を提出してください

介護予防推進支援モデル事業
「いきいき百歳サポーター養成講座」 

参加者募集



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

　町では、地球環境の保全に寄与するとともに、地域

のエネルギー自給率を高め、地域経済の活性化を図る

ため再生可能エネルギー設備を導入する方への補助制

度を拡充しました。皆さんも太陽光発電設備や薪・ペ

レットストーブなどを使った生活を始めてみませんか。

●補助金の交付対象となる方／

・町内に住所を有し、かつ、町内の住宅、事業所又

は農業用施設等に設備を設置する方

・工事着工前に申請し、３月末までに実績報告書が

提出できる方

・県内施工業者が施工する工事によって新たに設置

または増設する方

●補助金の交付対象となる設備及び補助金／　　

・太陽光発電設備…太陽光の１kWあたり30,000円

（上限４kW）（太陽電池の公称最大出力は10kW

未満であること）

・木質バイオマス燃焼機器…設置工事費の３分の１

（上限50,000円）（ペレット・チップ・薪・モミガ

ライトストーブやボイラー）

・太陽熱利用装置…設置工事費の10分の１（上限

25,000円）

●—／地域生活課環境係　☎72−5881

　県内でマイマイガが大量発生したという事例が報告

されています。成虫や卵塊の鱗
り ん

毛により発疹や皮膚炎

を引き起こす場合がありますので注意してください。

●生態について／

・成虫は７月下旬～８月下旬に発生し、８月上中旬

にピークを迎えます。

・大量発生すると雌成虫は照明に大量飛来し、近く

の電柱や壁などに産卵します。

・一度の産卵で500～600個の卵を産み付けます。産

卵後の成虫は飛翔しなくなります。

・成虫の寿命は雌が10日、雄が６日ほどです。

●対策について／

・照明の消灯や、誘虫性が低いとされるナトリウム

灯やLEDへ交換する。

・成虫に対しては、殺虫剤などで対処する。

・卵塊に対しては、先が平らなものを使ってはがし

たり、ガンノズルなどで洗い落とすなどします。

尚、鱗
り ん

毛が舞い上がることがありますのでマスク

やゴーグルをつけて作業してください。（卵塊に対

する殺虫剤の有効性は証明されていません。）

●—／地域生活課環境係　172−5881

　家庭から出るごみの多くが生ごみで、生ごみの約８

割が水分です。水分の多いごみは水分を蒸発させるた

め、大量のエネルギーが必要となります。また、水分

が多いと異臭が発生する原因となります。

　ごみの分別、減量をよろしくお願いします。

●—／地域生活課環境係　172−5881

●日時／９月13日㈯　午後０時30分～５時45分

●場所／由利本荘市文化交流館「カダーレ」

●受講定員／30名

●受講料／2,000円（大会参加費、弁当代、バス代）

　　　　　当日集金します。

●大会プログラム／

◎基調講演：「古代における鳥海山信仰」新野直吉氏

（元秋田大学長）

◎講演１：「鳥海山信仰に見る祈りのかたち」高橋正

氏（秋田県教育庁主任学芸主事）／講演２：「鳥海

山修験」神田より子氏（敬和学園大学教授）

◎鳥海山修験の芸能：小滝のチョウクライロ舞（にか

ほ市）／「吹浦田楽舞」「蕨岡延年」（遊佐町）／本

海獅子舞番楽（由利本荘市）

◎午前10時45分　遊佐町生涯学習センター駐車場集

合・バスで出発　午前７時帰着予定

●—・申込み／９月１日までに、教育委員会文化係

　　　　　　　172−5892、FAX72−3313

●日時／９月９日㈫　午後２時～４時

●場所／日本海総合病院　がん診療支援室

●対象／がん患者さんとそのご家族

●内容／「がん予防の食事について」

●参加費／無料

●—／日本海総合病院　がん診療支援室　126−5282

　山形地方法務局酒田支局では、不動産、商業・法人

登記に関するご相談をご希望の皆様に、待ち時間なく

相談窓口をご利用いただけるよう、９月１日㈪から登

記相談を予約制といたします。

●予約先電話番号／125−2221

●—／山形地方法務局酒田支局登記部門

　　　125−2221　お問合せ番号２

生ごみを捨てる時は
よく水切りをして捨てましょう

山形地方法務局からのお知らせ
登記相談が予約制となります

ミニ学習会「まなびあい」と
患者サロン

マイマイガに注意しましょう

ゆざ学講座第2回
史跡鳥海山国指定記念

「鳥海山学術大会−鳥海山の修験−」

お得なエコ情報
今年の夏もかしこく節電 −再生可
能エネルギー設備導入に補助金−



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

　男女共同参画の基本を学び、問題解決に向けて行動

する力が身につく女性リーダー育成講座です。参加者

同士や講師とのコミュニケーションを深め、学び合い、

新しい仲間づくりをすすめます。

●対象／地域で活動している、またはこれから活動し

たい女性

●定員／25名（先着順）

●参加費／3,000円　託児あり（要申込）

●時間／午前10時～午後３時

●内容／

　第１回　９月13日㈯　会場：三川町公民館

　・男女共同参画の基本の話

　・女性に魅力ある地域をつくるには（ワーク）

　第２回　10月13日㈪　会場：東北公益文科大学　

　・こころのケア講座（公開講座）

　・自分も相手も尊重するコミュニケーション（ワーク）

　第３回　11月１日㈯　会場：東北公益文科大学

　・自分も地域もイキイキとなる、新しいワークスタイル

　第４回　11月30日㈰

　　　　　会場：庄内町文化創造館「響ホール」

　・椿ぜみなーる（公開講座）

　・想ったことをカタチにするための第一歩 

●申込締切／８月31日㈰

●申込方法／電話、FAX、メールまたは郵送

●—・申込み／山形県男女共同参画センター　チェリア

　〒990-0041　山形市緑町一丁目２番36号（遊学館２階）

　☎023−629−7751　FAX023−629−7752

　庄内の魅力を上手に伝えたいあなたに「庄内おもて

な士養成講座」を開催します。

●日時／①９月17日㈬　午後７時～９時

　　　　②９月25日㈭　午後７時～９時

　　　　③11月８日㈯　午後２時～４時

●場所／①②庄内総合支庁　12号会議室

　　　　③三川町公民館　研修室

●内容／①②庄内地域の見どころ発掘と庄内のおもて

なしコースづくり、③庄内おもてなしコース体験報

告会

●対象／ 庄内地域在住の若者

●費用／無料

●申込み／９月５日㈮まで

●—／庄内総合支庁子ども家庭支援課

　　　☎0235−66−2104

●日時／１回目　９月13日㈯～14日㈰

　　　　２回目　９月27日㈯～28日㈰

●場所／金峰少年自然の家

●参加対象／小学校１年生～３年生　各回定員20名

●費用／2,500円

●内容／金峰登山、野外炊飯、テント泊など

●申込み／希望日（第１希望・第２希望）や必要事項

を電話で申込み。多数の場合は、抽選。

●締切り／８月27日㈬　午後５時

●—／金峰少年自然の家　☎0235−24−2400

●日時／９月21日㈰　午前９時～午後３時

●場所／眺海の森（酒田市土淵字甚治郎向20−1）

●対象／子供～一般　　●定員／15名

●内容／秋に去っていくワシタカの仲間を観察します。

●講師／簗川堅二氏（日本野鳥の会山形県支部長）

●費用／一人３００円

●申込み／９月17日㈬　午後５時まで

●—／鳥海イヌワシみらい館　☎64−4681

●日時／９月６日㈯　午前９時～午後４時

●会場／山形県農業総合研究センター水田農業試験場

　　　（鶴岡市藤島字山ノ前25）

●テーマ／山形が誇る「つや姫」とそのルーツ！おいしさを全国へ！

●内容／・こうしてつくる「つや姫」（つや姫試験圃場案内）

　　　　・「つや姫」と「先祖品種」の食味比較

　　　　・クイズに答えて「つや姫」精米プレゼント

　　　　・産直組織の協力による出店販売　など

●—／山形県農業総合研究センター　水田農業試験場

　　　研究主幹　松田裕之　☎0235−64−2100

●日時／９月13日㈯　午前10時～正午

●場所／酒田市総合文化センター３０７

●内容／認知症の介護相談、情報交換、お茶タイム、

　　　　体験者によるアドバイスなど

●対象者／認知症本人、介護者、関心のある方どなたでも

●主催／（公益社団）認知症の人と家族の会 山形県支部

●—・申込み／遊佐町地域包括支援センターゆうすい

　　　　　　　庄内担当　佐藤ひとみ　171−2130

わんぱく自然塾～ちびっこの巻～
元気もりもりちびっこキャンプ

ワシタカ観察会
「秋の渡りを見よう！」

水田農業試験場 参観デー

平成26年度 女性リーダー育成事業
チェリア塾基本コースin庄内

「若者のための庄内おもてな士
養成講座」参加者募集

認知症庄内のつどい
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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

●募集対象／遊佐町・酒田市の小学生
●募集期間／８月25日㈪まで
●表彰式／９月７日㈰午後３時～４時30分　酒田市民

会館希望ホール「防災・減災セミナー みんなで学
ぼう！ファミリー防災!!」内で行います。１Ｆホワ
イエにて全作品展示します。
最優秀賞２作品…賞状及び副賞図書カード3,000円
優秀賞６作品…賞状及び副賞図書カード2,000円
特別賞６作品…賞状及び副賞図書カード1,000円
入選10作品…賞状
※応募いただいた方全員に参加賞をお渡しします。
●テーマ／地震、津波、豪雨、豪雪など自然災害を対象

にした防災・減災に関することや大切だと思うこと
　（例）家庭・地域・学校における日頃の備え、家族で話

し合ったこと、自分の身を守ることや助け合うこと
の大切さ、防災訓練・災害ボランティアの重要性など。

※個人の未発表図案で標語を入れたものとします。１
～３年生は標語のない絵画だけでも構いません。

※八つ切判Ａ３画用紙を使用してください。画材は自
由ですが立体は不可とします。　
●応募方法／ポスター裏面に「学校名」「学年」「氏名」
「住所」「電話番号」をご記入のうえ、所属の小学校に
提出していただくか、下記住所へ郵送してください。
またご不明な点などございましたらお気軽にお問い
合わせください。（応募いただいた方の個人情報は当
コンクール以外の目的には使用いたしません。）
●—／〒998-0858　酒田市緑町12−25　
　公益社団法人酒田青年会議所　☎24−9192
　（受付時間 月～木／午前９時30分～正午、午後１時30分～５時）

●受験資格／18歳以上27歳未満の男女（平成27年4月1日現在）

●受付期間／９月９日㈫まで

●種目／自衛官候補生、一般曹候補生、航空学生、

　　　　防衛大学校等

●試験日／９月19日㈮以降順次　※試験の詳細、申し

　込みなど詳しくは酒田地域事務所まで

●—／自衛隊酒田地域事務所　☎27−3532

●日時／８月27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☎43−4000

●日時／９月７日㈰　午前10時30分～午後３時

●場所／鶴岡市藤島体育館

●内容／～ここに庄内の食が集結～

庄内の食を満喫できる多数のブースが出店するほか、

「食の都庄内」親善大使による料理の実演、ペロリ

ンやつや姫レディが来場します。

●—／庄内総合支庁産業経済企画課　☎0235−66−5490

●募集科／溶接技術科（各種溶接作業等に関する職業

訓練）、住宅リフォーム技術科（住宅リフォーム技術

に関する職業訓練）

●訓練期間／平成26年10月１日㈬～平成27年３月30日㈪

●実施場所／ポリテクセンター山形

●定員／溶接技術科：15名、住宅リフォーム技術科：15名

●対象者／ハローワークに求職登録している方

●費用／受講料は無料（ただしテキスト代などは自己負担）

●申込み／応募締切日　８月28日㈭

　　　　　選考日　　　９月４日㈭

●—／ポリテクセンター山形　☎023−686−2016

　普及員とは、自主防災組織等の構成員または事業所等の

従業員に対して行う普通救命講習の指導が行える資格です。

●日時／９月13日㈯～15日㈪（３日間）

　　　　午前８時30分～午後５時まで

●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）☎33−3519

●内容／心肺蘇生法全般、傷や骨折等の手当、搬送法

及び指導要領などを習得します。

（注）３日間出席できない場合は、応急手当普及員認

定証が交付されません。

●対象／どなたでも

●定員／30名　※定員になり次第締切り

●講師／救急救命士と応急手当指導員

●費用／3,100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／９月３日㈬まで、酒田地区広域行政組

合消防署（酒田市千石町一丁目12−１）☎23−3131

または最寄りの消防署へ

※申し込み申請書は、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。

「食の都庄内」10周年フェスタ

応急手当普及員講習会

離職者に対する職業訓練10月生募集

小学生防災ポスターコンクール
作品募集

司法書士無料法律相談

陸海空自衛官採用試験
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■雇用の広場
焼き鳥専門店「鈴」
募集人員・職種 １名（パート・アルバイト）
資　　格 普通自動車免許（徒歩、自転車で通勤できる方は必要なし）
給与・待遇 時給800円～
勤務条件 18時から24時、勤務時間は相談に応じます
選考方法 履歴書、面接
問 合 せ やき鳥専門店「鈴」　☎72−3355

○７月18日㈮
　第23回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック大会
　総合優勝　高橋秀雄（稲川支部）
　最上川コース　第３位　池田末太（蕨岡支部）
○７月18日㈮～ 20日㈰
　山形県中学校総合体育大会（結果はすべて遊佐中）
　●陸上競技
　女子400ｍリレー　第２位（東北大会出場）
　女子低学年400ｍリレー　第７位
　●ソフトテニス
　団体戦　女子　第２位（東北大会出場）
　●剣道
　団体戦　女子　第１位（全国・東北大会出場）
　個人戦　男子　第３位　小松　聖（東北大会出場）
　　　　　女子　第３位　阿部羽奏（東北大会出場）
　　　　　　　　第５位　阿部琴乃（東北大会出場）
　●水泳
　100m平泳ぎ　第４位　奥山直人（東北大会出場）
　400m自由形　第４位　村上拓海（東北大会出場）
　　　　　　　　　　　梅津　総（標準記録突破・
　　　　　　　　　　　　　　　　東北大会出場）
　1500m自由形　第３位　村上拓海（東北大会出場）
　　　　　　　　第７位　梅津　総（東北大会出場）
　400m自由形　第２位　大塲妃優（東北大会出場）
　800m自由形　第２位　大塲妃優（東北大会出場）
○７月19日㈯・20日㈰
　第42回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部サッカー大会
　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団
○７月21日（月・祝）
　第30回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会兼
　山形県小学生陸上競技大会
　女子800ｍ　総合４位　髙橋　李
　（遊佐小６年　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　　　　　　総合７位　佐藤　綾音
　（遊佐小６年　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
○７月27日㈰　
　県卓球選手権地区予選（カデットの部）
　小・中学生男子13歳以下の部
　　　　　　県大会出場　石垣道真（藤崎小）

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 ７月分
◎総務課
●吹浦防災倉庫整備工事
期間　H26/7/3 ～ H26/9/30　契約金額　11,664,000円
契約者　伊藤建設株式会社

［その他入札参加者］赤塚建設工業株式会社、金子建業株式
会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業
●吹浦まちづくりセンター講堂解体工事
期間　H26/7/3 ～ H26/8/8　契約金額　5,724,000円
契約者　有限会社石山工業

［その他入札参加者］有限会社石川工業、有限会社菅原建設
●平成26年度小野曽集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期間　H26/7/29 ～ H26/10/31　契約金額　7,236,000円
契約者　協栄建設株式会社

［その他入札参加者］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、伊藤建設株式会社、金子建業株式
会社、株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設
●平成26年度遊佐町防災行政無線屋外拡声子局新設工事
期間　H26/7/30 ～Ｈ27/2/27　契約金額　4,860,000円
契約者　株式会社ハムシステム庄内

［その他入札参加者］日東通信株式会社 山形支店、山形通信
設備株式会社 庄内営業所
●平成26年度鹿野沢集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期間　H26/8/1 ～ H26/10/31　契約金額　7,020,000円
契約者　有限会社石川工業

［その他入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石山
工業、伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、協栄建設株式
会社、株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設
◎教育課
●遊佐小学校校地等整備工事
期間　H26/7/8 ～ H26/8/29　契約金額　10,800,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社

［その他入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工業、
有限会社一道建設、有限会社菅原建設
◎企画課
●稲川まちづくりセンター改築工事
期間　効力発生の日～Ｈ27/6/30　契約金額　335,880,000円
契約者　土門建設株式会社

［その他入札参加者］庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所
◎地域生活課
●平成26年度遊佐町給水車購入
期間　H26/8/1 ～ H26/12/19　契約金額　10,670,400円
契約者　株式会社セフティ両羽

［その他入札参加者］太平興業株式会社 荘内支店、株式会社
日本海防災、有限会社本間商会
●平成26年 吹浦統合簡易水道事業 電気計装機械設備工事
期間　H26/8/1 ～ H26/12/19　契約金額　38,664,000円
契約者　山形富士電機株式会社

［その他入札参加者］三和メイテック株式会社 酒田営業所、
美和電気工業株式会社 山形営業所、山形三菱電機機器販売
●平成26年度 吹浦統合簡易水道事業 吹浦第1配水場場内
　整備工事
期間　H26/8/1 ～ H26/10/20　契約金額　6,264,000円
契約者　有限会社石山工業

［その他入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石川
工業、金子建業株式会社、有限会社菅原建設
●平成26年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
　（第1工区）
期間　Ｈ26/8/6 ～Ｈ27/3/5　契約金額　74,412,000円
契約者　株式会社高橋工業所

［その他入札参加者］伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、土門建設株式会社

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

　消費者から信頼される適正な食品表示に向けて、表

示適正化技術講座を開催します。

●対象者／食品の製造業者、小売・卸・流通業者等

●日時・会場／

　①９月25日㈭　午後１時～４時 最上総合支庁502会議

　②10月７日㈫　午後１時～４時 庄内総合支庁4階講堂

●参加費／無料

●定員／各会場先着30名

●—／東北農政局酒田地域センター　食品表示担当

　　（田村・三浦）133−7247

食品事業者表示適正化技術講座


