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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

新型コロナウイルス感染症対策住宅支援事業が拡充されます
【新・生活様式リフォーム総合支援事業を開始します】
　町民の皆さまの「新・生活様式」に対応した住ま
いづくりを推進するため、特定のリフォームにかか
る費用の一部を助成します。
●受付期間／12月14日㈪～令和₃年₃月15日㈪
※年度内に実績報告をする必要があります。
●対象工事／令和₂年₉月₁日以降に着工した、
　○住宅内にウイルスを持ち込まない工事
　　 •宅配ボックスを設置する工事
　　 •モニター付きインターホンを設置する工事など
　○住宅内の感染拡大を防止する工事
　　 •全熱交換型換気扇等を設置する工事
　　 • �感染リスクを少なくするためトイレを₁か所

以上増設する工事など
　○テレワーク又はリモート授業に対応する工事など
　　 •テレワーク等を行うための防音に配慮した工事など
●支援金の額／�交付対象工事費の₁/₂とし、上限

は20万円とします。
【定住住宅建設整備支援事業が拡充されます】
　住宅を新築、または新築住宅を購入する際に、特
定の要件を満たすと従来の補助制度に加えて、より
多くの補助を受けることができます。
●受付期間／12月14日㈪～令和₃年₁月29日㈮
※年度内に実績報告をする必要があります。
●対象となる住宅／
　�　令和₂年₉月₁日以降に着工し、耐久性基準及

び一定の省エネルギー基準を満たしており、次の
いずれかに該当する住宅。

　○�県産木材多様型…県産木材を多く使用している住宅
　○�寒さ対策・断熱化型（やまがた健康住宅）…「や
まがた健康住宅認定証」の交付を受けた県産木
材使用住宅

　○�子育て支援型（三世代同居・近居）…₃世代以
上が同居し、平成14年₄月₂日以降に出生した
世帯員が居住する県産木材使用住宅。または、
平成31年₄月₁日以降に親世帯と子世帯の居所
が新たに近居区域内になった世帯が居住する県
産木材使用住宅

　○�移住促進型…平成27年₄月₁日以降に県外から
町へ住み替えた世帯、または平成23年₃月11日
に東日本大震災の被災地（岩手、宮城、福島）
に居住しており、平成27年₃月11日までの間に
町に転入した世帯員がいる世帯が居住する県産
木材使用住宅

●�支援金の額／定住住宅建設整備支援事業で受けら
れる補助金（上限120万円／140万円）に、最大50
万円上乗せした補助を受けることができます。

　�　各種制度は、予算に達した場合等により終了す
る場合がありますので、お申し込みの際にはご確
認をお願いします。

●□申申・問／地域生活課管理係　☎72-5883

●申休業日／12月29日㈫～令和₃年₁月₃日㈰
●申窓口臨時開設日／
　【町民課受付窓口・公金収納(納税等)窓口】
　12月29日㈫・30日㈬　午前₈時30分～12時
※�戸籍、住民票、印鑑・課税・納税・所得等の各種
証明書の発行、納税等の公金収納業務を取り扱い
ます。資産に関する証明（評価・公課等）について
は発行できないものがあります。通常の窓口業務
内容とは異なりますのでご了承ください。

　�　なお、死亡届などの戸籍届は、年末年始休業期
間中も受け付けます。

●申休業期間中のお問い合わせ／☎72-3311

●申診 療 日／�20日㈰、27日㈰、31日㈭
●申診療時間／午前₈時30分～11時30分
　　　　　　午後₁時～₄時30分
●申場　　所／酒田市船場町二丁目₁-31
　　　　　　市民健康センター別館
※�発熱などの症状がある時は、新型コロナ受診相談
センター70120-880006へ相談してください。
●申問／（診療日）☎21-5225
　　　（平日）酒田市健康課健康係　☎24-5733

遊佐町役場　年末年始休業のお知らせ酒田市休日診療所12月の診療日

●申12月31日／午前₈時30分～午後₅時
●申₁月₁日／休業
●申その他の日は通常営業／午前₈時30分～午後₆時

遊佐駅 年末年始 営業時間のお知らせ
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休日窓口／平日の電話申込みで土・日・祝日（8：30〜17：00）に住民票など受取可能です。 ●問／町民課町民係　☎72-5885

軽自動車の名義変更・廃車は届出を
　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。譲渡や廃棄処分をしていても、廃車や所有
権移転の届出を済ませていないと課税されますので、手続きされていない場合は、販売店又は下記の窓口で
手続きをしてくださるようお願いいたします。

確定申告は便利なｅ-Ｔａｘで
　マイナンバーカードがあれば、自宅からパソコン
やスマートフォンで確定申告（ｅ-Ｔａｘ）ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告
会場での人との接触機会を減らすため、便利なｅ-Ｔａｘ
での確定申告をご利用ください。
【必要なもの】
　 • �マイナンバーカード
　 • �パソコンの場合：インターネットに接続できる
パソコンとICカードリーダライタ

　 • �スマートフォンの場合：マイナンバーカードの
読み取りに対応したスマートフォン

●問／酒田税務署個人課税第一部門　☎33-1450（代表）

①原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車について
　問／町民課町民係　☎72-5885
　　　※ナンバー、印鑑を持参してください。
②₄輪の軽自動車、₃輪の軽自動車について
　問／軽自動車検査協会　山形事務所庄内支所
　　　☎050-3816-1836（コールセンター）
③�₂輪の軽自動車（125cc～250cc以下）、₂輪の小
型自動車（250cc超）、山形99・庄内99ナンバーの
農耕用トラクターについて
　問／東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所
　　　☎050-5540-2014（ヘルプデスク）

※�₄輪・₃輪の軽自動車、₂輪の軽自動車（125cc
～250cc以下）、₂輪の小型自動車（250cc超）、山
形99・庄内99ナンバーの農耕用トラクターの手続
きについては、以下の機関でも代行しています。
（代行手数料が必要となります）
　問／山形県自家用自動車協会酒田支部
　　　☎24－3367
※�②③の窓口受付は、平日午後₄時までとなってい
ますので、ご注意ください。

　電話での問い合わせは17時までとなります。
※普通自動車については③にお問い合わせください。

75歳、65歳になられた皆様へ
　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10月に75歳、11月に65歳になられた皆様へ12月
15日付で納入通知書の発送を行います。内容をご確
認のうえ、納め忘れのないようにお願いします。
●送付物／
　10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
　11月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／令和₃年₁月₄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
にて口座振替手続きをお願いします。

●問／金額に関するお問合せ…町民課課税係�☎72－5876
　納付に関するお問合せ…町民課納税係�☎72－5411

町税等納期のお知らせ
　１月４日㈪は固定資産税、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。新型コ
ロナウイルスの影響で事業等の収入が大幅に減少し
た方については、町税等の減免、徴収の猶予を受け
ることができます。内容については、ご相談くださ
いますようお願いします。
●納期／令和₃年１月４日㈪
　　　　固定資産税　　　　 ４期（徴収猶予）
　　　　国民健康保険税　　 ６期（減免・徴収猶予）
　　　　介護保険料　　　　 ６期（減免・徴収猶予）
　　　　後期高齢者医療保険料　６期（減免・徴収猶予）
●問／（徴収猶予）町民課納税係� ☎72－5411
　　　（減免：国保・介護）町民課課税係� ☎72－5876
　　　（減免：後期）健康福祉課国民健康保険係�☎72－5875

　12月27日㈰に開催を予定していました、ユザブル
ームジュニアによる第11回Xmａsコンサートは、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とさ
せていただきます。演奏会を楽しみにされていた皆
様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません
が、ご理解いただきますようお願いします。
●問／生涯学習センター　☎72-2236

令和2年度オータム・アートフェスタ
演奏会中止のお知らせ

　毎年12月に開催していたフード・フェスタは、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とします。
　代替として、試食や飲食を伴わない形に規模縮小
し、新たなイベントとして来年３月に延期して開催
予定です。今後の感染状況により中止になる場合も
あります。
●問／遊佐ブランド推進協議会　☎72-3966

12月のフード・フェスタを中止します
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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

　令和₃・₄年度の競争入札参加資格審査申請の受
付を、次の要領で行います。申請書類等は、町のホ
ームページに掲載しています。
●受付期間／令和₃年₂月₄日㈭～25日㈭
　　　　　　（当日消印有効）
●受付方法／郵送のみの受付としますのでご注意ください。
●業種区分／�○建設工事○測量・建設コンサルタン

ト等○物品役務等
●問・受付場所／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　　　　　　　　総務課財政係　☎25-5808（直通）

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。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
門家に引き継ぎます。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】☎023－641－5201
【場所】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～12時、午後₁時～₄時30分
●問／山形財務事務所理財課　☎023－641－5178

【山形県最低賃金】
●効力発生日／令和₂年10月₃日
　　　　　　　₁時間　793円
　この最低賃金は、県内で働くすべての労働者（臨
時・パート・アルバイト含む。）に適用されます。
【特定（産業別）最低賃金】
●効力発生日／令和₂年12月25日
●一般産業用機械・装置等製造業／� ₁時間 862円
●電気機械器具等製造業／� ₁時間 846円
●自動車・同附属品製造業／� ₁時間 861円
●自動車整備業／整備に携わる者に限る�₁時間 865円
　特定（産業別）最低賃金は、県内４つの産業の基
幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額
で設定されている最低賃金です。
●問／山形労働局労働基準部賃金室　☎023-624-8224

山形県最低賃金が改正されました

病児・病後児保育事業の広域利用について

（郵送のみ）遊佐町競争入札
参加資格審査申請書の受付

東北公益文科大学図書館の
冬季開館時間と休業日のお知らせ

　障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職
業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理
念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合
で障碍者を雇用する義務があります。（障害者雇用
率制度）
　この法定雇用率が、令和₃年₃月₁日から以下の
ように変わります。
• �民間企業　2.3％（現行2.2%）
• �国、地方公共団体等2.6％　（現行2.5％）
• �都道府県等の教育委員会　2.5％（現行2.4％）
●相談・問／�最寄りのハローワーク又は、山形労働

局職業対策課　☎023-626-6101

令和3年3月1日から障害者の法定
雇用率が引き上げになります

●大学冬期休業期間の開館時間／
　12月26日㈯～令和₃年₁月11日（月・祝）
　≪平　日≫午前10時～午後₆時
　≪土日祝≫午前₉時～午後₄時30分
●図書館休館日／
　12月26日㈯～令和₃年₁月₃日㈰
　　　　　　　図書館の情報はこちら⇒
●問／東北公益文科大学　図書館　☎41-1177

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

　病児・病後児保育事業は、病気または病気の回復期にあって、ご家族のお仕事等で家庭での保育ができな
いお子様を一時的にお預かりする事業です。
　遊佐町内のお子様は、酒田市・庄内町・三川町の病児・病後児保育事業を利用することができます。
利用にあたっては、事前の利用者登録が必要ですので、詳しくは施設所在地自治体または各事業者にお問い
合わせください。
　また、病児・病後児保育事業は幼児教育・保育の無償化の対象事業となります。町から子育てのための施
設等利用給付の認定を受けた場合の利用は上限の範囲内で無償（償還払い）となります。
※�ただし、保育園・認定こども園・小規模保育事業所を利用中の方は子育てのための施設等利用給付の認定
を受けることができないため幼児教育・保育の無償化の対象外となります。

≪病児・病後児保育施設>
• �あきほ病児・病後児保育所（日本海総合病院）
　酒田市あきほ町10　☎23-4700
※�あきほ病児・病後児保育所の事前利用者登録は酒
田市役所子育て支援課（☎26-5735）まで

• �余目保育園　病児・病後児保育施設『ほっと』
　庄内町余目字大塚62-1　☎43-2308
• �いのこ保育園　病児・病後児保育施設『にこっと』
三川町大字猪子字大堰端333　☎0235-66-5877
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72-5897
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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

　心肺蘇生等応急手当に関する講習会として、心肺
蘇生法及び自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方
法を講習します。
●日時／令和₃年₁月31日㈰午前10時30分～12時
●場所／酒田市総合文化センター402・403、 407和室
　　　　（酒田市中央西町２番59号）
●定員／30名
●参加費用／無料
●申込期限／令和3年1月18日
●□申申・問／�酒田地区広域行政組合消防署☎23－3131

または最寄りの消防署（分署）

　町では町民の健康意識及び運動習慣の普及啓発と
継続のため、筋肉量と脂肪量等を測定できる体成分分
析装置での「体成分測定会」を下記日程で実施します。
この機会にご自身の筋肉量・脂肪量等を把握し、生活
習慣の見直しやスポーツに取り組んでみませんか。
●日　時／12月20日㈰午前10時～12時
　　　　　12月23日㈬午後₅時30分～₇時30分
●会　場／遊佐町民体育館
●対象者／高校生以上
※�ペースメーカー使用の方は測定できません。運動
前に測定するのが理想です。
●料　金／無料
●□申／遊佐町民体育館　☎72-5454
●問／生涯学習センター　☎72-2236

体づくり応援事業「体成分測定会」のご案内 救命入門コース講習会

遊佐町若者移住世帯水道料金補助金交付事業
　遊佐町に定住する目的で移住した若者世帯に対し、
基本料金を超える上水道使用料の一部を補助します。
●�対象となる世帯（すべてに該当すること）
₁�若者世帯※1であって、構成員全員が移住者※2であ
る世帯
₂移住の日から₅年以上継続して遊佐町に定住できる方
₃納税等の未納がない世帯
※�既に居住者がいる世帯（実家など）に移住する場
合は該当になりません。
※₁…�世帯の構成者のうちいずれか₁人が40歳未満

である世帯をいいます。
※₂…�遊佐町から転出して、₅年以上経過している

人も含みます。

●補助の内容
₁補助金額：（₁か月分の上水道使用量－10㎥）×140円
₂補助期間：移住した翌月分から最大36か月
　�　交付は３か月分ずつ（₁月・₄月・₇月・10月
中）お支払します。

　�　転入日から３か月以内の申請が必要ですので、
対象となる方は下記にお問い合わせください。
•【注意】補助金の返還について
　�　移住の日から３年未満で転出したときは、補助
金を返還していただきます。

●□申申・問／企画課定住促進係　☎28-8257
　　　　　FAX72-3315　E-mａil：tｅiju@town.yuzａ.lg.jp

医療法人社団順仁堂　　順仁堂遊佐病院
職種・募集人員 調理員　若干名（正職員、パート）
資 格 要 件 調理師免許

給 与��・ 待 遇 当法人給与規定による。昇給：年₁回　賞与：
年₂回　健康保険、厚生年金保険、労働保険

勤 務 条 件
勤務表による（土日勤務有り）
早番：午前₆時～午後₂時30分
遅番：午前10時30分～午後₇時

応 募 手 続 き 履歴書（写真貼付）、免許証（既卒）を郵送
又はご持参ください。

選 考 方 法 書類審査、面接
問 順仁堂遊佐病院事務長　佐藤雅之　☎72-2522

■雇用の広場 　令和₃年₁月10日㈰に開催予定の成人式は、新型
コロナウイルス感染症の状況を鑑み、実行委員会で
協議した結果、令和₃年11月₆日㈯に延期すること
としました。成人式のご準備をされていた方をはじ
め、楽しみにされていた方々には大変申し訳ござい
ませんが、何卒ご理解くださいますようお願いします。
　令和₃年₉月頃を目途に、今回の成人式対象の
方々に再度、案内状を送付する予定です。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
り、再度延期、または中止になる場合があります。あ
らかじめご了承いただきますようお願いいたします。
●申問／総務課総務係　☎72-3311

成人式を延期します

冬期間の水道使用についてのお願い
　寒い季節になりました。冬期間は水道管や水道設備の凍結、破損が心配されます。
各ご家庭でも水道設備の冬支度、管理について以下の点についてご理解とご協力をお願いします。
①�水道メーター器周辺の除雪にご協力願います。積雪等によりメーター検針ができない場合は、メーター
検針ができるようになった段階で、使用量全体で料金を調整しますので、あらかじめご了承ください。
②�冷え込みが厳しく凍結の恐れがある場合は、水抜栓等の凍結防止装置を使用して下さい。凍結防止、
融雪等のため水道を少量出し続けた場合でもメーターは回るため、使用水量分の料金が増加します。
③�長期間ご不在となる場合は、凍結防止等のため、一旦水道を止めておく（閉栓する）ことをお勧めし
ます。

●問／地域生活課上水道係　☎72－5887
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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

●マイナンバーカードとは…
　マイナンバーカードは、プラスチック製のＩＣ
チップ付きカードで券面に氏名・住所・生年月日・
性別・マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真
等が表示されます。

●マイナンバーカードがあれば…
　〇�運転免許証などと同様に顔写真入りの公的身
分証明書として使えます。

　〇e-taxなどの電子申請に利用できます。
　〇�インターネットバンキングの口座開設や各種
の民間企業のオンライン契約に利用できます。

　〇�マイナンバーの提示と本人確認が同時にでき
ます。

　〇健康保険証として使えるようになります。
　　（令和₃年₃月からの予定）
　※医療機関・薬局などによって開始時期が異な
ります。

　〇マイナポイントがもらえます。
　※2020年₉月₁日～2021年₃月31日のキャッシュ
レス決済サービスによるチャージまたは買い
物に対してポイント付与（上限5000円分）。（マ
イナポイントをもらうためには、事前の申込
みが必要です。国の予算に達した場合、締め
切る可能性があります。）

　※詳細につきましては「マイナポイント事業サイト」
（https://www.mynumbｅrcａrd.point.soumu.go.jp/）
をご覧ください。

●マイナンバーカードをつくるには…
①スマートフォン・パソコンで申請
　　通知カードと一緒に送られてきた交付申請書
（ＱＲコード付）とスマホまたはデジカメで撮
影した写真を用意し、申請用ＷEＢサイトで必
要事項を入力、顔写真を登録すれば申請完了
です。

②郵便で申請
　�　交付申請書に必要事項を記入し、証明写真を
貼付して郵送すれば申請完了です。

③ �①②での申請が困難な方には役場町民課窓
口で電子申請をサポートしております。

　�　町のタブレット端末で写真を撮影して申請し
ます。窓口の混雑状況・タブレットの通信状況
によりかなり時間が掛かる場合がございます。
交付申請書と身分証明書をお持ちください。

※交付申請書を紛失された場合は再発行可能です
のでご相談ください。

●マイナンバーカードを受け取るには…
　申請から約１か月後、「交付通知書」が届いたら、
通知書に書かれた必要書類を持参のうえご本人が
役場町民課窓口にお越しください。
※ご本人が病気・身体の障害・その他のやむを得
ない理由によりお越しになることが難しい場
合に限り、代理人にカードの受取りを委任で
きます。（事前連絡が必要です。）

※マイナンバーカードをオンラインでの身分証明
書として使用するためには、ICチップに「電
子証明書」を搭載し、カード受け取り時にパス
ワードを設定する必要があります。

　詳細につきましては「マイナンバーカード総合
サイト」（https://www.kojinbａngo-cａrd.go.jp/）
をご覧ください。

●問／町民課町民係　☎72-5885
　　　マイナンバー総合フリーダイヤル
　　　70120-95-0178

マイナンバーカードをつくりませんか
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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／企画課観光物産係　☎72-5886

○11月₁日㈰
　第39回親子卓球大会・第47回少年卓球大会
　≪親子の部≫　　　準優勝　太田　　伸
　　　　　　　　　　　　　　太田　珠於
　≪団体戦の部≫　　優　勝　遊佐スポ少
　≪個人戦の部≫　
　≪小学男子≫　　　優　勝　髙橋　彪夏
　　　　　　　　　　第₃位　太田　珠於
　≪小学女子≫　　　第₃位　阿部　紗也
　≪中学男子≫　　　第₃位　太田　琥於
○11月₃日（火・祝）
　第26回遊佐町こばえちゃ駅伝大会
　　　　　　　　　　第₂位　遊佐中学校A
　　　　　　　　　　第₅位　遊佐中学校B
　　　　　　　　　　第₆位　遊佐町役場
○11月₃日（火・祝）
　第59回遊佐町剣道大会
　第28回遊佐中学校剣道選手権大会
　≪個人の部≫
　小学校₃年生以下　優　勝　鈴木　海璃
　　　　　　　　　　準優勝　佐藤　心優
　　　　　　　　　　第₃位　鈴木　颯真
　小学校₄年生以上　優　勝　石垣　広斗
　　　　　　　　　　準優勝　金子　碧杜
　　　　　　　　　　第₃位　髙橋　　向

がんばった人にマル 　中学校男子　　　　優　勝　大宮　輝星
　　　　　　　　　　準優勝　佐藤　晴一
　　　　　　　　　　第₃位　石垣　　壮
　中学校女子　　　　優　勝　阿部　　奏
　　　　　　　　　　準優勝　佐藤ミリア
　　　　　　　　　　第₃位　阿部　寧桜
○11月15日㈰、21日㈯、22日㈰
　第35回　酒田飽海地区ミニバスケットボール選手権大会
　≪男子≫　優勝　遊佐バスケットボールクラブ　
　【優秀選手賞】 阿部　聖、梅津　翔真、髙橋　正弥
　≪女子≫　準優勝　YUZAgirls
　【優秀選手賞】齋藤　凛
○11月19日㈭
　「中学生の税についての作文」コンクール
　山形県納税推進協議会長賞　大宮　輝星（遊佐中学校₃年）
○11月22日㈰
　第45回前田杯　酒田地区少年少女バレーボール交歓大会
　第₂位　遊佐ビクトリーズ
○11月26日㈭
　第64回山形県学校新聞コンクール
　毎日新聞社賞
　≪学級新聞の部≫遊佐中学校　₃年₄組「もっけだの」
　≪学習新聞の部≫遊佐中学校　₃年₁組
○第21回「未来に残そう青い海」海上保安庁図面コンクール
　海上保安協会　東北地方本部長賞
　　　　　　　　遠田　幸太郎（藤崎小学校₂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。

●［物品］新庁舎応接備品購入（債務負担行為）
　期間　令和2／11／16～令和3／4／30
　契約金額　5,170,000円
　契約者　遊佐家具センター
　�[その他の入札参加者]�カメラのこんの、後藤家具店
●［物品］新庁舎委員会室及び更衣室備品購入（債務負担行為）
　期間　令和2／11／16～令和3／4／30
　契約金額　5,610,000円
　契約者　遊佐家具センター
　[その他の入札参加者]�カメラのこんの、後藤家具店
●［物品］新庁舎備品購入（債務負担行為）
　期間　効力発生の日～令和3／4／30
　契約金額　81,400,000円
　契約者　株式会社善しょう
　�[その他の入札参加者]�株式会社大谷事務機、オビ
サン株式会社　庄内支店、カメラのこんの、後藤家
具店、フタバ商会、遊佐家具センター

●船森地内駐車場整備工事
　期間　効力発生の日～令和3／3／30
　契約金額　19,360,000円
　契約者　株式会社髙橋工業所
　�[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、庄司建設工業株式
会社、土門建設株式会社、ヤマ五建設株式会社

●令和2年度　遊佐町林道橋点検診断業務
　期間　令和2／11／17～令和3／1／15
　契約金額　1,760,000円
　契約者　有限会社安野測量事務所
　[その他の入札参加者]�株式会社石川測量事務所
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●スクールバス購入（中型）
　期間　効力発生の日～令和3／3／31
　契約金額　30,481,360円
　契約者　山形いすゞ自動車株式会社　酒田営業所
　�[その他の入札参加者]�西東北日野自動車株式会社　
庄内支店
●スクールバス駐車場舗装工事
　期間　効力発生の日～令和2／12／25
　契約金額　2,420,000円
　契約者　有限会社菅原建設
　�[その他の入札参加者]�有限会社石川工業、有限会
社石山工業
●[物品]遊佐町立小学校電源キャビネット物品購入
　期間　令和2／11／10～令和3／3／31
　契約金額　2,530,000円
　契約者　NECネッツエスアイ株式会社　山形営業所
　�[その他の入札参加者]�株式会社日情システムソリュー
ションズ

＊契約金額には、消費税が含まれています。
＊辞退等された業者については、記載しておりません。�

お詫びと訂正
　11月15日号の入札結果10月分にて誤りがありました。
お詫びして訂正します。
◎教育課
●[物品]小中学校学習用タブレット端末物品購入
誤）契約者　株式会社日清システムソリューションズ
正）契約者　株式会社日情システムソリューションズ
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