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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

☎77-3334
お食事処

●次回のサービスデーは12/26㈫です
●次回の休館日は12/25㈪です

あぽん西浜 とりみ亭
12/28～1/3まで運休いたします
●年明けは1/4㈭より運行再開となります

《年末年始のあぽんバス》
☎77-3333

日帰り温泉施設

あぽん西浜

ごみ収集
酒田地区広域行政組合
（ごみ処理施設）

1月1日（月・祝）～1月3日（水）

12月30日（土）～1月3日（水）
※29日も運行します

年末年始中の各施設は以下の通り休業・休館します。

年末年始の休業・休館日
年末年始中の各施設は以下の通り休業・休館します。

年末年始の休業・休館日年末年始の休業・休館日年末年始の休業・休館日年末年始の休業・休館日
施設名 休業・休館期間

12月29日（金）～1月3日（水）
※窓口臨時開設日：12月29日
（金）午前8時30分～正午

　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。

※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。

※休業期間中のお電話は、
☎72-3311（代表）へ

12月29日（金）～1月3日（水）
※12月26日、27日、28日、1月4
日、5日の運行は、土曜日と同様
に、上りは7時便、下りは12時頃
の1便のみとなります。

生涯学習センター
町立図書館
子どもセンター
町内体育施設
各地区まちづくり
センター
旧青山本邸

遊佐町役場

12月29日（金）～1月3日（水）

スクールバス

デマンドタクシー

鳥海温泉

☎0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜2-76

新春 ディナーショー新春 ディナーショー新春 ディナーショー

※ご宿泊はお一人様6,000円（朝食付・税込）で承ります。

（期間中商品がなくなり次第終了）詳しくは当館まで

遊佐町プレミアム旅行特産品ギフト事業

ご宿泊の方へ選べる特産品をお送りします！

冬の“得旅”宣言！
泊まってもらおう！ゆざの特産品

【遊楽里】恒例

平成30年

1月26日㊎ 酒田市発ものまね女芸人
シンディー

13,000円13,000円13,000円13,000円

3,000円3,000円3,000円3,000円

前売り券

「遊楽里」1F・鳥海文化ホール
（お食事付・税込）

平成29年12月1日㈮～平成30年3月15日㈭
営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

ベーカリー工房『ほっほ』

特産品売場食堂

700円（税込）

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

8：30～17：00

9：00～17：00
食堂・ラーメン味の駅 9：00～17：00

☎71-7222

☎77-3330

年末年始の営業 ●12月31日 15：00閉店  ◎1月1日 休業  ◉1月2日 初売

福袋各種販売♪福袋各種販売♪福袋各種販売♪
初売初売初売1月2日・3日1月2日・3日1月2日・3日

冬季限定
メニュー 鍋焼きうどん

《11：30から販売》

クリスマス
オードブル
クリスマス
オードブル
クリスマス
オードブル

12月25日までの
　  期間限定
5日前まで要予約

1,200円1,200円1,200円1,200円
ふらっと御膳ふらっと御膳ふらっと御膳

土・日・祝日
限定メニュー！

各日
限定5食！ （

税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

数に限りが
ございますので
お早目にどうぞ！

新型ビジュアル系演歌歌手最上川  司

チケット好評販売中！！

　町では、灯油価格の高騰により、家計への影響の大きい
低所得者を中心に緊急的に灯油購入費の一部を支援します。
●対象者／
平成29年12月１日現在住民基本台帳に登録され現に居住し、
平成29年度の町民税が世帯員全員非課税であって、次の条件
のいずれかに該当する世帯および生活保護世帯とします。ただ
し、福祉施設入所世帯や長期入院世帯、分離世帯は除きます。
①高齢者世帯：
65歳（平成29年度中に65歳に達する方）以上の高齢者の
みで構成される世帯。
高齢者と児童（平成29年度中に18歳に達する方）のみで
構成される世帯。
②障害者世帯：
身体障害者手帳１･２級または療育手帳（A）、精神障害
者健康福祉手帳1級を所持する方が属する世帯。
③ひとり親世帯：
18歳（平成29年度中に18歳に達する方）以下の子どもの
いるひとり親世帯
④生活保護世帯
※②、④いずれも平成29年12月１日現在により確認します。
●助成内容／一世帯あたり5,000円の灯油引換券を交付します。
●申請受付期間および受付場所／
12月18日（月）～平成30年１月５日（金）役場101会議室
（集中受付期間）
平成30年1月9日（火）～役場健康福祉課 福祉介護保険係 窓口
※該当予定世帯の世帯主へ申請書をお送りします。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

福祉灯油購入助成のお知らせ
―灯油購入費の一部を助成します―
町では 灯油価格の高騰により 家計 の影響の大きい

福祉灯油購入助成のお知らせ
―灯油購入費の一部を助成します―
福祉灯油購入助成のお知らせ
―灯油購入費の一部を助成します―
福祉灯油購入助成のお知らせ
―灯油購入費の一部を助成します―

一年のご愛顧 誠にありがとうございました！

12/31・1/1の営業時間
午前10：00～午後14：30まで
（ラストオーダー14：00）
元旦特典！お食事来店
先着30名様へ記念品進呈！

縁起物記念品進呈！
入浴来店先着150名様へ

（あぽん券入）数量限定お早めに！

平成30年１月１日（元旦）

・年頭挨拶
・アトラクション
　詩吟　舞踊
・餅つきと餅の振る舞い【健康サロン参加者募集】平成30年1/31と2/28

詳しくはあぽん西浜までお問合せください

❖元旦特典❖

❖開運福袋販売❖午前11：00～12：00

●年末年始の営業は平常通りです●
午前6：00～午後22：00（受付最終21：30）

とりみ亭
X'mas オードブルX'mas オードブルX'mas オードブル とりももの照焼きとりももの照焼きとりももの照焼き

◆期間～12/25まで◆◆期間～12/25まで◆◆期間～12/25まで◆
3,000円3,000円3,000円3,000円 （

税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

◆期間～12/24まで◆◆期間～12/24まで◆◆期間～12/24まで◆

1ヶ1ヶ1ヶ350円350円350円350円 （
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

Merry X'mas
只今予約受付中！
Merry X'mas
只今予約受付中！

予
約
受
付
中
！！
AM11：00から販売致します♪

数量限定販売1月2日・3日

パン福袋パン福袋パン福袋パン福袋
1,080円1,080円1,080円1,080円

（
税
込
）
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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

特別支援教育支援員募集
●業務内容／特別な支援を必要とする児童生徒の指導
補助
●任用期間／平成30年４月２日～平成31年３月30日内
の205日程度
●勤務場所／町立小中学校
●報酬額／日額報酬　9,000円　※通勤加算額別途
●勤務時間／1日　７時間45分
●資格要件／教員免許状
●採用予定人数／３名程度
●提出種類／①申込書　②履歴書（写真貼付)　③教
員免許状の写しを下記までご持参ください。
●応募締切／平成30年１月19日（金）
●問・⃞申／教育委員会総務学事係　☎72-5891

町税等納期のお知らせ
　平成30年１月４日（木）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。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／平成30年１月４日（木）
　　　　固定資産税　　　　　　４期
　　　　国民健康保険税　　　　６期
　　　　介護保険料　　　　　　６期
　　　　後期高齢者医療保険料　６期
●問／町民課納税係　☎72-5411

平成29年度遊佐町福祉タクシー
利用券の交付はお済ですか？

　町では、運転免許証を所有しない高齢者および運転
が困難な障がいを有する方の社会参加や生活圏の拡大
をすすめるため、タクシー利用券を交付しています。
※今年度すでに交付されている方は対象になりません。
●交付要件／
町内に住所を有し、かつ現に居住している方で、次
のいずれかに該当している方。
①：平成29年度内に65歳以上となる方で運転免許証
（原付含む）を所有していない方
②：下記の障がいを有する方
⑴身体障害者手帳の所持者で
ア）上肢障害１級～３級の方
イ）下肢・体幹及び重複障害１級～５級の方
ウ）視覚・内部障害（心臓、腎臓、肝臓、呼吸器）
１級～６級の方
⑵療育手帳の所持者及び養護学校に通学している方
⑶精神障害者保健福祉手帳の所持者
●年間交付枚数／
交付要件①に該当する方：24枚/年
交付要件②に該当する方：28枚/年
●申請方法／
印鑑、②に該当する方は手帳を持参し、健康福祉課
福祉介護保険係へおいでください。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

75歳、65歳になられた皆さまへ

　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歳になられた皆さまへ、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
上、納め忘れのないようお願いします。
●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／平成30年１月４日（木）
●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／
　金額に関するお問い合わせ … 町民課課税係　☎72-5876
　納付に関するお問い合わせ … 町民課納税係　☎72-5411

【山形県ＨＰ】 山形県総合的な雪対策

　１月19日（金）から２月４日（日）は、「雪害事故
防止週間」です。
　雪による事故被害の原因でもっとも多いのは、自宅
など建物の屋根の雪下ろし作業中の事故で、特に高齢
者の方が事故に遭うケースが多くなっています。
　次のポイントに注意して、雪下ろし作業は安全に行
いましょう。
～安全な雪下ろし作業『７つのポイント』～
①作業は２人以上で！
（やむを得ず一人の時は携帯電話を携帯して）
②服装は濡れないもの汗をかきすぎないもの
（防水・防汗）
③はしごはしっかり固定！
（足元も先端も。角度は75度に）
④高所作業（２ｍ以上）では命綱は必須！

⑤道具はスキルに合わせて。メンテもしっかり！
⑥気温が高い時は屋根の雪のゆるみに注意！
⑦体調管理は万全に
（準備運動で体を温める。
早めの水分補給）
また、除雪機での作業も十
分注意しましょう！！

山形県からのお知らせ

検 索

安
全
な
雪
下
ろ
し
作
業
例

安
全
な
服
装
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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

踏切事故の防止について

１．踏切の手前では必ず一旦停止し、安全を確認して
から渡ってください。特に冬期間は、路面凍結によ
るスリップに備えて充分に減速しましょう。また、
積雪等により踏切が確認しにくい場合があります。
はっきり確認してから通行してください。
２．警報機が鳴ったら、踏切内への無理な侵入はやめ
てください。
３．踏切の中に閉じ込められた場合は、ゆっくり車を
前進させてください。（遮断棒は車で押せば前方に
跳ね上がります。）
４．踏切内で動けなくなった場合は、非常ボタンを押
しまずは列車を止めてください。非常ボタンが無い
時は、列車に向かって大きく手を振るなどして危険
を知らせてください。発煙筒や赤色のものを使用す
ると効果的です。脱出後は、最寄りの駅に連絡して
ください。
●問／山形県踏切道事故防止対策委員会事務局
　☎023-630-2196

歩行型除雪機による事故を防止しましょう

　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多
発しています。除雪機を使う際には、正しく、安全に
作業を行ってください。
１．安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用
しない。
２．使用の際には周囲に人がいないことを確認し、人
を絶対に近づけさせない。不意に人が近づいた場合
には、除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪
を行う。
３．詰まった雪を取り除く際は必ずエンジンを停止し、
回転部が停止したことを確認してから雪かき棒を使
用して雪を取り除く。
４．使用の際は、特に後進時は
足元や周囲の障害物に注意し、
無理のない速度で使用する。
●問／一般社団法人日本農業機
　械工業会／除雪機安全協議会
　☎03-3433-0415

　マイナンバーカードは個人番号の確認だけではなく、
身分証明書としても使用でき、e-Taxなどの電子申請
をするときに必要なカードです。ぜひ、カードの申請
をご検討ください。
　申請する場合、通知カードと一緒にお届けしている
「個人番号カード交付申請書」の返信用封筒について
は、有効期限が平成29年10月4日となっておりますが、
平成31年5月31日までは切手を貼らずに使用できます。

封筒がお手元にない場合は、マイナンバーカード総
合サイトからダウンロードをするか、役場受付でも
配布しております。
●マイナンバーカード総合サイト
　https://www.kojinbango-card.go.jp
●問／町民課町民係　☎72-5885

酒田税務署からのお知らせ
【マイナンバーの記載が必要です】
○税務署へ提出する申告書や申請書等には、マイナン
バー（個人番号）の記載が必要となります。
○マイナンバーを記載した申告書等を提出する際には、
ご本人のマイナンバーを確認できる書類とマイナン
バーの持ち主であることを確認できる書類の提示また
は写しの添付が必要です。
【申告書作成会場を２月16日（金）に開設します】
●開設場所／酒田税務署（酒田市光ケ丘2-2-36） 
●開設期間／平成30年２月16日（金）～３月15日
（木）《土、日を除く》 
※会場開設期間前は、申告書作成会場を設置しており
ません。会場開設期間中にお越しください。
●問／酒田税務署　☎33-1450（代表）

弾道ミサイル発射を想定した国民保護情報に
関する全国瞬時警報システム（Jアラート）の
一斉情報伝達訓練のお知らせ
　全国瞬時警報システム（Jアラート）の一斉情報伝
達訓練が12月に行われます。弾道ミサイルの発射を想
定した国民保護情報に関するアラームと音声が、防災
行政無線から町内に流れますが、訓練ですのでお知ら
せします。
●訓練日時／12月27日（水）午後２時頃
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

自衛官等募集
　【陸上自衛隊高等工科学校生徒】将来、陸上自衛隊
の部隊の中核として勤務
●対象／17歳未満（中卒見込含）（平成30年４月１日
　現在）
●受付／１月９日（火）まで
●試験日／１月20日（土）
●試験会場／鶴岡地方合同庁舎
●その他／ご要望によりご説明に伺います。
●問／自衛隊酒田地域事務所
　（ハローワーク酒田となり。上安町一丁目）
　☎27-3532

まだマイナンバーカードを作っていない皆さんへ
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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

東北公益文科大学図書館の年末年始休館日

消火器の悪質な訪問販売・詐欺等について

消火器の悪質な訪問販売、詐欺等が多く発生してお
ります。一般住宅は、消火器の設置および点検義務は
なく、あくまでも任意による設置です。また、消防署
では、消火器等の販売目的で訪問することはありませ
ん。消火器を購入する際は、防災用品販売店または
ホームセンター等で確認の上、適正な価格で購入する
ようにお願いします。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　　　☎61-7113

二級河川月光川水系河川整備計画(素案 )公聴会

月光川の河川整備計画を策定するにあたり、地域の
方から意見を聞くために公聴会を開催します。どなた
でも参加できます。
●日時／12月22日（金）午後６時30分～８時
●場所／生涯学習センター２階　大会議室
●内容／月光川水系河川整備計画（素案）について
●問／庄内総合支庁建設部 河川砂防課 河川海岸工事
　担当　☎0235-66-5715
山形県 県土整備部 河川課 河川計画担当
☎023-630-2688

平成２９年度　山形県金峰少年自然の家主催事業　
「KINBOW　ふゆフェスタ」

●日時／平成30年１月20日（土）
　午前９時30分～午後２時50分
●場所／山形県金峰少年自然の家
●内容／チューブすべり、そり遊び、クラフト製作、
　雪遊び、かんじき森さんぽ
●対象／どなたでも
●定員／先着88名
●経費／ひとり500円（昼食代・保険料）、クラフト
　資材代（100円程度）は別途。
●申込み／平成30年１月４日（木）～14日（日）午前
　９時～午後５時にお電話にてお申し込みください。
　※休所日１月８日は除く。
●問・⃞申／山形県金峰少年自然の家
【研修担当】　☎0235-24-2400

●期間／12月25日（月）～平成30年１月３日（水）
●問／東北公益文科大学図書館　☎41-1177

平成３０年　元旦初詣マラソン

新しい年を迎え、１年を健康で元気に過ごせるよう
祈念して、初詣マラソン＆新年会を開催します。参加
者みんなで一緒にゆっくりと走りますので、どうぞお
気軽にご参加ください。マラソンのみ、新年会のみの
参加も結構です。
●日時／平成30年１月１日（月・祝）
　午前７時45分～
●日程／午前７時45分　生涯学習センター集合
　午前８時　スタート
　午前９時　大物忌神社吹浦口の宮初詣参拝、記念撮影
　　　　　※お賽銭を忘れずにお持ちください
　午前10時　あぽん西浜にて新年会、もちつき
●参加費／１人2,000円（新年会参加者のみ。入浴代
　が別途必要です）
●問／元旦初詣マラソン代表　
　髙橋春一　☎72-5637　または☎090-7799-5637
　阿部勝志　☎090-2271-9777

遊佐町優良特産品推奨審査会出品者募集遊佐町優良特産品推奨審査会出品者募集遊佐町優良特産品推奨審査会出品者募集遊佐町優良特産品推奨審査会出品者募集
　町では、特産品の付加価値を高めるとともに品質
向上や販路拡大につなげることを目的として、2年毎
に優良特産品を選定しています。平成30・31年度の
遊佐町優良特産品推奨審査会を下記のとおり行いま
すので、ご応募ください。
●申請可能な商品／
１．町の町内産品（製造または加工の最終段階が
町内で行われた商品）のうち土産品としてふさ
わしい食料品、民芸品、工芸品等。

２．原材料生産または、販売が町内でされている
商品のうち、地域イメージが強く定着している
商品。また、工芸品については町内在住者に
よって作成された商品。

３．一定期間一定量その商品の安定的な生産供給
が可能であり、一般流通経路において消費者が
購入可能なものであること。

４．商品及び生産加工の設備、施設が「食品衛生

法」その他関係法令に適合していることなど、
町の特産品としてふさわしい商品。

●申込期限／平成30年１月15日（月）
　　申込用紙は、遊佐ブランド推進協議会HPでダウ
　ンロードできる他、遊佐町創業支援センターにて
　配布しております。
【審査会】
●日時／平成30年２月８日（木）
●場所／生涯学習センター　
【出品希望者説明会】
　下記により開催しますので、出席される方はご連
　絡ください。
●日時／12月26日（火）午後1時30分
●場所／遊佐町創業支援センター　
●問・⃞申／遊佐ブランド推進協議会／遊佐町創業支
　援センター　TEL／FAX：72－3966
　E-mail：info@yuza-brand.jp
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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

山形県の特定（産業別）最低賃金が
改正されました！

●一般産業用機械・装置等製造業／時間額816円
●電気機械器具等製造業／時間額800円
●自動車・同附属品製造業／時間額815円
●自動車整備業／時間額819円
●効力発生日／12月25日（月）
●問／山形労働局労働基準部賃金室　☎023-624-8224

20代・30代対象！ 健康教室と検診・検査

●日時／12月～平成30年３月（月２回１時間程度）
●場所／やまがた健康推進機構庄内検診センター
●検診・検査／大腸がん・肺がん検診、胃リスク検査、
　乳房超音波検査（女性のみ）
●料金／各検診・検査500円（税込）
●問／やまがた健康推進機構庄内検診センター
　☎0234-26-1882

受講者募集！
「Excel 活用（マクロ／VBA）」
●日時／平成30年１月23日（火）～25日（木）（３日
　間）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（山形市松
　栄二丁目２番１号）
●対象者／エクセルの基本操作ができる方。（合計や
　平均の簡単な関数を使った表が作成できる方）
●募集人数／15名
●参加費／受講料7,800円　テキスト代2,808円
●⃞申／本校HPから、または下記問い合わせ先まで申
　込用紙を請求し、平成30年１月９日（火）までお申
　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

司法書士無料法律相談

●日時／12月27日（水）午後５時～７時
●場所／酒田市勤労者福祉センター２階
●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、成年後見など（秘密は厳守
　します）
●予約／要予約。土日、祝日を除く午前９時～午後５
　時に下記までお申し込みください。
●問・⃞申／山形県司法書士会酒田支部　
　　　　　髙橋　☎43-4000

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
「国の教育ローン」は高校、短大、大学、専修学

校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学する
お子さまをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制
度です。
●ご融資額／お子さま１人につき350万円以内
●金利（平成29年11月10日現在）／年１.76％
　※母子家庭の方などは年１.36％
●ご返済期間／15年以内　※母子家庭の方などは18年
　以内
●問／教育ローンコールセンター
　☎0570-008656（ナビダイヤル）
　または☎03-5321-8656

鳥海山二ノ滝氷柱トレッキング

●期日／２月11日（日・祝）
●集合場所／鳥海温泉遊楽里（集合後バスで移動）
●時間／①午前７時30分～午後１時30分
　　　　②午前９時～午後３時
※混雑回避と安全のため、２回に分かれて出発します。
　申し込み時に希望時間をお伝えください。
●募集人数／各30名（定員になり次第締め切ります）
●参加費／４,000円（昼食・入浴・保険料込み）
●問・⃞申／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　☎72-5666
　※冬山のため悪天候により実施できない場合もあり
　　ますので、あらかじめご了承ください。

■雇用の広場広告
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 め 切 り
そ の 他

問

正職員１名、アルバイト１名
普通自動車免許
西浜 SS　遊佐町菅里字菅野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。
履歴書持参の上面接となります。
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　株式会社　☎72-2316
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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

入札結果 11月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。

総
務
課

地
域
生
活
課

●平成２９年度富岡地区防火水槽整備工事
期　　間　平29／11／21～平30／3／23
契約金額　6,469,200円
契 約 者　赤塚建設工業株式会社
[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、

金子建業株式会社、有限会社菅原建設
●新庁舎建設基本計画策定業務
期　　間　平29／11／21～平30／3／23
契約金額　1,782,000円
契 約 者　株式会社エーシーデー計画
[その他の入札参加者]有限会社赤谷建築設計事務所、あべ建
築設計事務所、株式会社伊藤建築設計事務所、畠中・ブレン経
常設計共同企業体、有限会社水口建築構造設計事務所

●平成29年度日沿道（茂り松地内）建設工事に伴う水道管
布設替工事
期　　間　平29／11／22～平30／2／9
契約金額　13,878,000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、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポ
ンプ設置工事（その１）
期　　間　平29／11／30～平30／3／9
契約金額　15,768,000円

地
域
生
活
課

契 約 者　阿部エンジニアリング株式会社
[その他の入札参加者]三和メイテック株式会社酒田営業所、
敦井産業株式会社酒田営業所、株式会社テイデイイー、東北
電機鉄工株式会社、株式会社メカニック、山形空調株式会社
酒田支店

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポ
ンプ設置工事（その２）
期　　間　平29／11／29～平30／3／9
契約金額　18,133,200円
契 約 者　環清工業株式会社
[その他の入札参加者]阿部エンジニアリング株式会社、三和
メイテック株式会社酒田営業所、株式会社テイデイイー、東北
電機鉄工株式会社、株式会社メカニック、山形空調株式会社
酒田支店

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポ
ンプ設置工事（その３）
期　　間　平29／11／29～平30／3／9
契約金額　9,601,200円
契 約 者　環清工業株式会社
[その他の入札参加者]阿部エンジニアリング株式会社、三和
メイテック株式会社酒田営業所、敦井産業株式会社酒田営業
所、株式会社テイデイイー、東北電機鉄工株式会社、株式会社
メカニック

○10月22日（日）
　第33回酒田地区少年少女バレーボー
ル交流大会

　第３位　遊佐ビクトリーズ
○11月３日（金・祝）
　平成29年度飽海地区３種１年生大会
　第３位　遊佐中学校サッカー部
○11月５日（日）
　第25回遊佐中学校剣道選手権大会
　小学校個人トーナメント
　優　勝　土門　未來
　準優勝　大宮　輝星
　第３位　阿部　奏
○11月12日（日）
　第１回ニカホWin-sカップU-12大会
　準優勝　遊佐町サッカースポーツ少年
　　　　　団（U-12）
○11月12日（日）
　第28回山形県ジュニア選抜空手道選
手権大会

　小学４年生男子　形
　第５位　藤原　心紀（藤崎小４年）
○11月19日（日）
　第31回前田巌杯争奪地区対抗剣道大会
　準優勝　酒田飽海地区（遊佐町より代表）
　監督　本間悦郎（千本柳）
　先鋒　小学生男子　大宮　輝星
　　　　　　　　　（藤崎小６年）
　次鋒　小学生女子　阿部　奏
　　　　　　　　　（高瀬小６年）
　十将　中学生男子　髙橋　亨修
　　　　　　　　　（遊佐中３年）
　九将　中学生女子　池田　鈴
　　　　　　　　　（遊佐中３年）
　七将　高校生女子　髙橋　京花
　　　　　　　　　（酒田光陵高２年）
　四将　成年男子18歳以上29歳以下

○10月９日（月・祝）
　遊佐町ロードレース
　小学校５年以下男子１.２ｋｍの部
　１位　阿部　太惺（遊佐小）
　２位　佐々木　優生（遊佐小）
　３位　伊藤　翔（遊佐小）
　小学校５年以下女子１.２ｋｍの部
　１位　池田　桜子（遊佐小）
　２位　菅原　爽乃（遊佐小）
　３位　芦野　美空（遊佐小）
　小学校６年男子１.２ｋｍの部
　１位　菅原　悠聖（遊佐小）
　２位　友野　澪亜（遊佐小）
　３位　齋藤　新太（遊佐小）
　小学校６年女子１.２ｋｍの部
　１位　髙橋　苺（吹浦小）
　２位　髙橋　佑奈（遊佐小）
　３位　伊藤　美萌（吹浦小）
　中学校１年男子３ｋｍの部
　１位　今野　快音
　２位　今井　建汰
　３位　赤塚　陽吉
　中学校１年女子２ｋｍの部
　１位　白崎　楽羅
　２位　菅原　璃乃杏
　３位　髙橋　音
　中学校２・３年男子３ｋｍの部
　１位　伊藤　翼
　２位　遠田　結喜
　３位　那須　翔太
　中学校２・３年女子２ｋｍの部
　１位　小野　彩華
　２位　佐藤　朱莉
　３位　菅原　優衣
　一般男子（高校生以上）７ｋｍの部
　１位　斎藤　行成（大谷地）
　２位　髙橋　春一（上吉出）
　壮年（40歳以上）男子２ｋｍの部
　１位　安部　徳郎（境田）

※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います。

　佐藤　大（中吉出）
　大将　成年男子60歳以上
　土門　脩（五日町）
○11月19日（日）、23日（木・祝）、25日
（土）、26日（日）

　第32回酒田飽海地区ミニバスケットボール
選手権大会

　男子の部
　第３位　吹浦男子ミニバスケットボール
　　　　　スポーツ少年団
　大会ベスト５　畠中　詩央
　女子の部
　準優勝　YUZAgirlsミニバスケットボール
　　　　　スポーツ少年団
　大会ベスト５　髙橋　苺
○11月26日（日）
　第７回山形剣道場小学剣道選手権大会
　第３回山形剣道場中学剣道選手権大会
　小学生の部
　５年男子　優良賞　本間　幹野（西遊佐道場）
　６年女子　第３位　阿部　奏 （高瀬道場）
　６年男子　準優勝　大宮　輝星（西遊佐道場）
　　　　　　優良賞　石垣　壮   （西遊佐道場）
　中学生の部
　２年男子　準優勝　阿部　響（真武館）
　　　　　　優良賞　川俣　敬輔（真武館）
○11月28日（火）
　第61回山形県学校新聞コンクール
　学級新聞の部
　毎日新聞社賞　遊佐中３年４組
　佳作３席　　　遊佐中３年３組
　学習新聞の部
　荘内日報社賞　遊佐中３年４組
　　　入選　　　遊佐中１年１組
　　　　　　　　遊佐中１年２組
　　　　　　　　遊佐中１年３組
　　　　　　　　遊佐中１年４組
　　　　　　　　遊佐中３年１組
　　　　　　　　遊佐中３年３組


