
「鳥海山・飛島」ジオパークの町 遊佐町の
魅力を再発見！　
黄金色の稲穂の中を一緒に歩いてみませんか。
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第25回 奥の細道鳥海ツーデーマーチ第25回 奥の細道鳥海ツーデーマーチ
祝！ 鳥海山・飛島ジオパーク認定

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

元祖とび魚ラーメンのお店

道の駅 鳥海
食堂・ラーメン味の駅

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
十六羅漢 ☎77-3330

☎71-7222

9:00～17:00営業時間

9:00～17:30営業時間
9:00～18:00営業時間
8:30～18:00営業時間

・2名様以上のご予約をお願いします。
・ご利用時間は10：00～15：00までとなります。
・宴会場でのご案内となります。
・送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

・2名様以上のご予約をお願いします。
・ご利用時間は10：00～15：00までとなります。
・宴会場でのご案内となります。
・送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

夏といえば・・・
西浜でキャンプに海水浴！
お帰りの前には、天然温泉で
「サッパリ！」しませんか？
正面玄関前に砂落とし用の
シャワーを準備いたします
ぜひご利用くださいませ！
★あぽんバス夏期運休
　7/18～8/20まで

《あぽん西浜》《あぽん西浜》《あぽん西浜》

鳥海温泉

☎0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜2-76 ☎77-3333

☎77-3334
日帰り温泉施設

お申し込みはお早めに！

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。

納涼日帰りプラン納涼日帰りプラン納涼日帰りプラン

フェイスタオル付！ ※バスタオルは付いておりません

【7月・8月限定】

3,600円3,600円3,600円3,600円お1人様

休憩＆温泉＆食事付き
（
税
込
）

☎090-2607-2326
鳥海山
の宿 お食事処

・次回のサービスデーは
 7/26㈬です
・次回の休館日は7/24㈪です

あぽん西浜 とりみ亭

《大平山荘》 《大平山荘》 《大平山荘》 

★鳥海山ラーメン
（正油味）700円（税込）
★鳥海山カレー
　　　　800円（税込）

★鳥海山ラーメン
（正油味）700円（税込）
★鳥海山カレー
　　　　800円（税込）

好評受付中！

【主会場】町民体育館前広場
【期　日】
平成29年 9月2日㈯～3日㈰（雨もまた自然）
【主　催】遊佐町、（一社）日本ウオーキング協会、　
　　朝日新聞社、山形新聞・山形放送
【主　管】奥の細道鳥海ツーデーマーチ実行委員会
【参加料】町民一般　1,000円　高校生以下　無料
　　※町内に就職の場合は、町内扱いです。
　　※児童・生徒同伴の先生方も無料です。
　　※１日のみ、２日間参加とも同額です。参加取り
　　消しによる返金は致しませんのでご承知ください。
【申込受付】大会事前申込、弁当受付…８月10日（木）
　　参加記念に大会誌にお名前を掲載してみませんか。
　　…７月28日（金）必着分
●問／奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局
　　（生涯学習センター内）
　　　☎72-4114　FAX71-1222
　　　※料金を添えてお申込みください。

奥の細道鳥海ツーデーマーチは、「ゆざ健康マイレージ
事業」の対象です。（５ポイント）
後日、「完歩証」を健康福祉課健康支援係までご持参
ください。
※対象は遊佐町に住所を有する20歳以上の方です。
（平成30年3月31日時点の満年齢）

↑奥の細道鳥海ツーデーマーチの新しいロゴマークができました！

●夕日コンサート野外出店 17：00～
●町民花火大会延長営業
　道の駅鳥海ふらっと（ファーストフードコーナー ～20：00）
　サンセット十六羅漢 ～21：00

各

鮮魚直売所『元気な浜店』ベーカリー工房『ほっほ』

（税込）850円850円850円850円 お盆期間営業時間のお知らせ（8/12～8/14）
・ファーストフード、ベーカリー工房『ほっほ』　7：00～18：30
・特産品売場　8：00～18：30
・食堂、ラーメン『味の駅』　9：00～18：30
・直売所　9：00～18：00
・サンセット十六羅漢　9：00～18：00

ぼくの夏休み
コロコロパン
ぼくの夏休み
コロコロパン
ぼくの夏休み
コロコロパン

の季節到来！
旬の味覚をご堪
能ください。

※道の駅鳥海ふらっとにて夏休み期間中のアルバイト募集中！詳細はお電話ください。
7月1日～10月31日まで【レストラン ラ・メール】の
営業は食事会場の席に限りがあるため、予約制とさ
せていただきます。《前日まで要予約》お客様には大
変ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申
し上げます。

今年生まれた子鹿が
かわいいですよ！
ぜひおいでくださいませ！

今年生まれた子鹿が
かわいいですよ！
ぜひおいでくださいませ！

食堂おすすめメニュー食堂おすすめメニュー食堂おすすめメニュー食堂おすすめメニュー

鹿公園情報鹿公園情報鹿公園情報鹿公園情報

《とりみ亭》《とりみ亭》《とりみ亭》

ジャージャー麺ジャージャー麺

●営業延長のお知らせ●
7/22（土）・29（土）
8/11（祝・金）・12（土）・13（日）
① 11：00～14：30（注文終14：00）
② 16：00～20：00（注文終19：30）
　ぜひご利用くださいませ！

●営業延長のお知らせ●
7/22（土）・29（土）
8/11（祝・金）・12（土）・13（日）
① 11：00～14：30（注文終14：00）
② 16：00～20：00（注文終19：30）
　ぜひご利用くださいませ！650円650円

夏季
限定

「天然岩ガキ」 11：00～14：0011：00～14：00

～8/31まで～8/31まで～8/31まで
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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

オールやまがた2018
ハローワーク学生就職面接会

100人募集！ツーデーマーチの
ボランティアをしてみませんか？ 鳥海ツーデーマーチ　売店出店者募集

　ウォーカーへの給水やゴール時のサポートなど、ツ
ーデーマーチを一緒に盛り上げてくれるスタッフを募
集します！１～２時間のボランティアも大歓迎です。
●日時／９月２日（土）午前９時～午後３時
●場所／遊佐町内（内容によって場所が異なりますの
　　で、ご希望をお聞かせください）
●内容／給水・スタンプ・野点・車いす補助など
●その他／場所や時間によって、お昼ご飯や交通費は
　　町で負担します。
●問／奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局
　　☎72-4114

●日時／８月10日（木）午後１時～４時30分
●場所／山形ビッグウィング（山形市平久保100）
●参加企業／山形県に本社又は就業場所を有する企業
　　（140社程度）（企業ごとに設置されたブースで
　　個別面接を行います）
●対象者／平成30年３月に大学、短大、専修学校、高
　　専を卒業予定の学生（卒業後３年以内の既卒者を
　　含む）
●問／山形労働局職業安定部職業安定課
　　☎023-626-6109
　　山形県商工労働部雇用対策課
　　☎023-630-2377
　　県内各ハローワーク

ゆざ健康マイレージ対象事業
献血にご協力ください

　皆さまからの安心で安全な血液により、たくさんの
命が救われております。町内での今年度第２回目の献
血を実施します。
●日時／８月11日（金・祝）午前９時30分～11時30分、
　　午後１時～３時30分
●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ
　　※ゆざ健康マイレージポイントカード（当日会場
　　で発行可能）をお持ちの方が400ml献血にご協力
　　いただくと、７ポイント貯まります。
　　※今年度の献血日程については、町ＨＰをご覧く
　　ださい。
　　※受付でお申し出いただくと、骨髄バンクのド　
　　ナー登録を行うことができます。
●問／献血に関して…
　　健康福祉課健康支援係　☎72-4111
　　骨髄バンクに関して…
　　庄内保健所医薬事担当　☎0235-66-4738

●期日／９月２日（土）、３日（日）
●時間／午前６時30分～午後４時（最終ウォーカー　
　　ゴールまで）
●場所／大会主会場内（トレーニングセンター周辺）
●出店料／テント１張1,000円／日　※1/2でも可
　　机１台500円、イス１脚100円
●申込締切／８月４日（金）
●問・□申／企画課観光物産係　☎72-5886

●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・増進に資する機械等の購入等
　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、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、試作および開発、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ることが可能となりました。
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、HPからダウンロードすることもで
きます。対象事業への該当の有無等、ご不明な点
がありましたらお問い合わせください。
●申込期限／７月31日（月）
●問・□申／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ「きらきら遊佐マイタウン事業」追加募集のお知らせ遊佐の元気を応援します
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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

小山崎遺跡出土品展示と説明会

●説明会日時／７月29日（土）午前９時～９時30分、
　　　　　　　８月５日（土）午前９時～９時30分
●場所／生涯学習センター３階展示室
●展示期間／７月29日（土）～８月12日（土）
　　午前９時～午後８時30分（月曜日は午後５時ま　
　　で）
　　※８月５日（土）は、展示説明会の後、２階大会
　　議室で午前10時からゆざ学講座が開催されます。
●問／教育課文化係　☎72-5892

「求職者のための相談会」を開催します！

　求職者の生活や住まい、就職活動などのお悩みに
ついて、山形県求職者総合支援センターが「出張相談
会」を開催します。
●日時／８月４日（金）午後1時～4時
●場所／トータル・ジョブサポート酒田
　　（酒田産業会館1階）
●方法／面談による相談。予約不要、当日会場にお越
　　しください。
●費用／無料
●問／山形県求職者総合支援センター
　　☎0800-800-7867（フリーダイヤル）

平成29年度 遊佐町男女共同参画事業　「男女のセミナー」
～地域づくりは元気づくりから～

●日時／８月21日（月）午後１時30分～
●場所／生涯学習センター　２階大会議室
●内容／防災講座
　◇講演「地域防災力を高めるために」
　　　　～防災・減災に女性の力を活かす～
　○講師　特定非営利活動法人　イコールネット仙台
　　　　　代表理事　宗片　恵美子　氏
●問／生涯学習センター　☎72-2236

自然体験農園管理人募集

町税等納期のお知らせ
　７月31日（月）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。通知書
の発送は７月14日を予定しておりますので、内容ご確
認の上、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／７月31日（月）
　固定資産税　　　　　　　２期
　国民健康保険税　　　　　１期
　介護保険料　　　　　　　１期
　後期高齢者医療保険料　　１期
●問／町民課納税係　☎72-5411

　平成30年度固定資産税の評価替えに向け、標準宅地
の利用状況および道路幅員などについて、身分証明書
を携帯した調査員が現地調査を行います。
　なお調査地によっては、敷地内に立ち入りする場合
や、敷地の形状確認のために写真撮影を行う場合があ
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
●調査期間／平成29年７月中旬～平成30年３月下旬
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎23-1260
●問／町民課課税係　☎72-5412

固定資産税評価替えのための
　現地調査にご協力ください

　町では杉沢地区にある自然体験農園の管理人を募集
しています。検討したい、詳細を知りたいという方は
お問い合わせください。業務の内容は以下のとおりで
す。
●管理地／杉沢月ノ原地内
●管理期間／毎年４月から６月まで
●業務内容／園内の草刈りや肥料散布、農園利用者の
　　案内など
●問／産業課農業振興係　☎72-5882

　鳥海山・飛島ジオパークは2016年９月に日本ジオ
パークに認定されました。ジオパークは地球科学的な
価値をもつ遺産を保全し、教育やツーリズムに活用し
ながら持続可能な地域社会をつくるプログラムです。
このフォーラムは、鳥海山の湧水をテーマにし、ジオ
パークとしての保全の意識の共有化を図りながら、さ
らなるジオパーク活動の浸透を目的に開催します。ぜ
ひお気軽にご参加ください。

●日時／８月６日（日）午後１時30分～４時10分
●場所／鳥海温泉「遊楽里」１階　鳥海文化ホール
●内容／①講演Ⅰ「身近な地球を知っていますか？」

講師：俳優　中本　賢　氏
②講演Ⅱ「鳥海山の水環境と水文化」
講師：秋田大学　教授　林　武司　氏
③パネルディスカッション
「みんなで守ろう、鳥海山の水資源」
※詳細は折込のチラシをご覧ください。

●参加申込不要・入場無料
●問／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局
　　☎0184-62-9777　FAX0184-62-9788

みんな

～みんなで守ろう、鳥海山の水資源～

鳥海山・飛島ジオパーク推進事業
「環境保全フォーラム2017 in 遊佐」
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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

民生制度創設100周年記念
山形県民生委員児童委員協議会の
キャッチフレーズを募集します

ゆうすいカフェからのお知らせ

●応募資格／山形県内にお住まいの方、通勤・通学さ
れている方ならどなたでも。
●募集内容／民生委員児童委員を理解いただける覚え
やすく親しみがもてるキャッチフレーズ。
「○○○○　山形県民生委員児童委員協議会」という
ように、民生委員児童委員やその組織の名称の前につ
けて使用する予定
●応募方法／山形県社会福祉協議会HPから、応募用
紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の
上、郵送、ＦＡＸまたはEmailでご応募ください。な
お、応募用紙は役場健康福祉課にもあります。
●締切／８月20日（日）必着
●入選／最優秀賞　１点　図書カード　10,000円分
　　　　優秀賞　　３点　図書カード　2,000円分
●応募先・問／〒999-0021　山形市小白川町2-3-31
　　山形県民生委員児童委員協議会事務局
　　☎023-622-5805　FAX023-626-1623
　　Email：minkyo2@ymgt-shakyo.or.jp

～これから山林・林地の活用・手入れを考えている方へ～
休日林家を支援します

　所有する森林の活用を積極的に考えている方に対し、
作業の実演を交えながら、手入れの方法についてお手
伝い（支援）します。
●費用／無料
●⃞申／10月末まで下記までお申し込みください。
●問／庄内林業研究会事務局
　　（庄内総合支庁森林整備課）　☎0235-66-5537

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入の上、遊佐
町役場総務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求／
・申込書は総務課総務係で配布します。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験申
込書請求（上級または初級行政・社会人）」と朱書
きし、120円分の切手を貼った宛先（住所・氏名・
郵便番号）明記の返信用封筒（角型２号）を同封し
てください。
・遊佐町役場HP（http://town.yuza.yamagata.jp/）
からもダウンロードできます。
●申込期間／７月18日（火）～８月10日（木）（当

日消印有効）
●採用試験／
【１次試験】教養試験（上級行政：大学卒業程度、
初級行政：高校卒業程度）、社会人基礎試験（社会
人土木）
・上級、初級、社会人ともに専門試験は実施しません。
・試験日／９月17日（日）　（合格発表10月上旬）
・場所／庄内町役場西庁舎
【２次試験】作文試験・面接試験
試験日／10月下旬　（合格発表11月上旬）
●問・⃞申／総務課総務係　☎72-5880
　　〒999-8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

　８月のゆうすいカフェでは、「薬剤師による認知症
対策」をテーマに薬剤師さんから講話をいただきます。
認知症や薬の事について役立つ情報満載です。ぜひ皆
さんお誘い合わせの上お越しください。
●開店日／８月８日（火）午後２時～４時
　　…毎月第２火曜日に開店します。
●場所／ゆうすい喫茶コーナー
●講話／「薬剤師による認知症対策」
　　日本調剤遊佐町薬局　伊藤一喜　氏
　　午後２時30分～１時間程度
●参加費／100円（飲み物とお菓子つき）
●その他／お手伝いいただけるスタッフも随時募集中
　　です。認知症サポーターの方、大歓迎です。
●問／包括支援センターゆうすい　☎71-2130

①昭和63年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方
②大学（短期大学を除く）を卒業した方、または、平成30年３月までに卒業見込みの方

①昭和63年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方
②高校卒業程度の学力を有する方（大卒者および大学卒業見込みの方を除く）

①昭和57年４月２日以降に生まれた方
②２級土木施工管理技士以上の資格を持つ方
③平成29年７月１日までに土木に関する設計業務、施工管理等の職務経験が７年以上あり、
　かつ同一の組織での勤務経験が３年以上ある方
④採用後、遊佐町内に定住する意向のある方

りんか

遊佐町職員
採用資格試験

※上記の受験資格のほか、上級及び初級行政は住所要件として、平成29年７月１日現在で遊佐町に住所を有する方、または、就学等のため
遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有する方。なお、社会人については住所要件はありません。

職種 採用予定人員 受験資格など

上級（※）

初級（※）

社会人

行政

行政

土木

若干名

若干名

生まれ育った遊佐町で働こう！
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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

お詫びと訂正
　平成29年７月１日号にて誤りがありました。お詫び
して訂正します。
●タウンリポート　まちの話題
誤）佐藤隼人　　正）佐藤勇人
●生涯学習カレンダー
誤）９日（日）10：00～　遊佐町戦没者追悼式
　（生涯学習センター）
正）７日（金）10：00～　遊佐町戦没者追悼式
　（生涯学習センター）

平成29年度刑務官採用試験
●試験日程／
　第１次試験：９月17日（日）午前９時～
　第２次試験：10月19日（木）～25日（水）
●⃞申／申し込みは、７月18日（火）～27日（木）の期
　　間中にインターネットにより行ってください。
●問／山形刑務所庶務課人事係　☎023-686-2111
　　申し込み用HP（人事院）
　　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

酒田港臨港地区の都市計画変更に関する説明会等を開催します

消防Ａ

若干名

全区分
共通

消防Ｂ

●受付期間／
　７月20日（木）～８月15日（火）（必着）の午前８
時30分～午後５時15分（土曜、日曜日および祝日を除
く）に、受験申込書に必要事項を記入し、写真を受験
申込書と受験票に貼り、〒999-6711、酒田市飛鳥字契
約場30、酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 総務
係に郵送または持参してください。
●試験日／
第１次試験　９月17日（日）
　　　場所　酒田市総合文化センター（中央西町）
　　　科目　教養試験、適性検査

第２次試験　10月下旬に予定（１次試験合格者に通知）
　　　科目　集団討論、個人面接、作文、体力測定
●受験申込書／
　受験申込書は、消防本部予防課総務係、消防署各分
署、遊佐町総務課にあります。また、消防本部HPから
もダウンロードできます。郵送を希望する場合は、宛
先を明記し、120円切手を貼った角形２号（Ａ４判が
折らずに入る大きさ）の返信用封筒を同封して請求し
てください。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課総務係
　　☎61-7119

下記①または②どちらかの条件を満たす方
①昭和63年４月２日から平成８年４月１日までに生れた方
②平成８年４月２日以降に生れた方で、大学（短期大学を除く。）を卒業した方または大学を
　平成30年３月までに卒業見込みの方

①平成30年４月１日以降、酒田地区広域行政組合管内（酒田市、庄内町または遊佐町のいずれか）に居住できる方
②視力は、矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、片方の眼でそれぞれ0.3以上あり、色覚は、赤色、青色および
黄色の色彩が識別できる方、また、聴力は左右とも正常で、心身共に健康な方

平成８年４月２日から平成12年４月１日までに生れた方
ただし、大学（短期大学を除く。）を卒業した方または大学を平成30年３月までに卒業見込
みの方は受験できません。

酒田地区広域行政組合
消防職員採用試験

区分 職種 採用予定人員 受験資格

大学
卒業
程度

高校
卒業
程度

　酒田市と県が行う、酒田港の土地利用計画に合わせ
た都市計画の変更に関する説明会および公聴会を開催
します。
【説明会】
●日時／８月７日（月）午後７時～
●場所／総合文化センター４階会議室
【公聴会】
●日時／８月23日（水）午後２時～
●場所／庄内総合支庁41号会議室（三川町）
　◆意見を述べたい方は、８月18日（金）（必着）ま
　　で酒田市役所５階都市デザイン課または庄内総合
　　支庁４階道路計画課へ公述申出書を提出してくだ
　　さい。

　◆公述申出書様式は酒田市都市デザイン課または庄
　　内総合支庁道路計画課にあります。
　◆公述の申し出がない場合は、公聴会は開催しませ
　　ん。開催の有無は問い合わせ先に確認していただ
　　くか、山形県都市計画課のHPを参照してください。
●問／酒田市都市デザイン課都市計画係
　　☎26-5746
　　山形県庄内総合支庁
　　道路計画課
　　☎0235-66-5646
　　地域生活課管理係
　　☎72-5883



めざせ！海の事故ゼロ！！

酒田警察署協議会委員の委嘱
　山形県公安委員会より、警察法に基づき、署長の諮問
に応じ意見を述べる機関である警察署協議会の委員に
　伊藤　新一（遊佐町）　菅原　和女（遊佐町）
　阿部　敬子（酒田市）　池田　　貢（酒田市）
　石川　静子（酒田市）　岡田　真紀（酒田市）
　加藤　　功（酒田市）　相馬　亮子（酒田市）
　兵藤　清彦（酒田市）　矢作　　武（酒田市）
の10名の方が委嘱されました。任期は、平成29年６月
１日から平成31年５月31日までです。
●問／酒田警察署　警務課　☎23-0110

　酒田海上保安部のHPでは、海の事故防止に役立つ
情報を提供しています。
「酒田保安部HP」で検索
●問／酒田海上保安部交通課　☎24-0055
HPアドレス
http://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/sakata/

なんでも労働相談ダイヤル
　解雇・雇止め、賃金カット、労働相談、残業、休暇
などのほか、いやがらせ、経営危機・倒産などによる
人員整理問題、労働災害など、労働に関わる相談につ
いて対応します。
●相談日時／７月21日（金）午前10時～午後６時
●相談電話番号／☎24-5505
●相談方法／相談者が電話で相談をする方法です。
●相談料／無料
●問／連合山形酒田飽海地域協議会　☎24-5505

（6）
お し ら せ 号

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

「肝臓週間」における肝炎ウイルス夜間検査（血液検査）「「「「肝肝肝肝臓臓臓臓週週週週間間間間」」」」にににににおおおおけけけけるるるる肝肝肝肝肝炎炎炎炎炎ウウウウウイイイイイイルルルルルスススス夜夜夜夜夜間間間間検検検検検査査査査査（（（（（血血血血血液液液液液検検検検検査査査査査））））「「「肝肝臓臓週間」」にににおおける肝肝炎炎ウイイイルルルスス夜夜間検検査査査（（（血血液液検検査査）「肝臓週間」における肝炎ウイルス夜間検査（血液検査）「肝臓週間」における肝炎ウイルス夜間検査（血液検査）

としょかん古本市を開催します
　昨年度までの『本の無料交換会』が、『としょかん
古本市』としてリニューアルします！
　誰かにもらってほしい、まだ読むことのできる不要
本はありませんか？としょかん古本市は、皆さまから
ご提供いただいた本を展示し、自由にお持ち帰りいた
だく、誰でも参加できる無料のイベントです。
　８月の開催に向けて、ご家庭の不要本を募集します。
●募集期間／７月28日（金）午後５時まで。町立図書
館へ直接お持ち込みください。
●問／町立図書館　☎72-5300

平成29年度警察官B区分採用試験
●受験資格／昭和57年４月２日から平成12年４月１日
までに生まれた方で、次のいずれにも該当しない方
　①学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
　　した方、または、平成30年３月31日までに卒業見
　　込みの方
　②人事委員会などが①に掲げる方と同等の資格があ
　　ると認める方
●試験日程／第一次試験：９月17日（日）
●⃞申／７月14日（金）～８月28日（月）の期間中にお
　　申し込みください。受験申込書は下記問い合わせ
　　先、もしくは各交番・駐在所で取り扱っています。
●問／酒田警察署　警務課　☎23-0110

　７月24日から30日までは『肝臓週間』、7月28日
は『日本肝炎デー』です。
　ウイルス性肝炎は国内最大の感染症と言われ、日
本国内において、肝炎ウイルスに持続感染している
人は120～150万人（日本人の約100人に１人）と推
計されています。
　B型肝炎やC型肝炎は、本人が気づかないまま感
染していることが多く、感染したまま放っておくと、
肝硬変･肝がんに進行する恐れがあり、注意が必要
です。感染の有無は血液検査で調べることができ、
感染が分かった場合は必要な定期検査や適切な治療
を受けることで、肝硬変・肝がんの発症を減らすこ

とができます。この機会に肝炎ウイルス検査を受け
てみませんか。
　心配なことやわからないことなどありましたら、
電話にてお気軽にお問い合わせください。
　なお、通常検査日は毎週火曜日午前９時20分～正
午に行っています。電話での事前予約が必要です。
●日時／７月24日（月）　午後５時～午後８時
●場所／庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所）２階 
健康相談室
●問・⃞申／電話での事前予約が必要です。
　☎0235-66-5651（担当直通）検査は匿名･無料です。

線路等における事故を防止しましょう
１．線路に石や物を置かない
２．線路で遊ばない
３．線路に入らない
●問／山形県鉄道防犯連絡協議会連合会
　　☎023-623-0467



平成29年度　鳥海イヌワシみらい館
「夏休み体験プログラム」

●日時／７月24日（月）～８月20日（日）午前９時～
午後４時30分
●場所／鳥海イヌワシみらい館
●内容／①エコバッグ作り　②お鷹ぽっぽの絵付け
　　③蜜ろうそく作り　④木のうちわに絵付け
　　⑤鳥の羽でドリームキャッチャーづくり
　　※週替わりで①～⑤を２プログラムずつ開催
●参加費／①200円　②500円　③400円　④300円
　　⑤250円
●問／鳥海イヌワシみらい館　☎64-4681
　　Email：moukin@raptor-c.com

真夏の親子雪体験バスツアー
参加者募集

　夏に吹雪体験ができる雪氷防災研究センターや雪
を利用した雪むろ施設、雪の歴史・文化に関する資料
館を見学し、子どもたちの雪に対する興味や探究心を
育むバスツアーを行います。
●日時／８月４日（金）午前８時30分～午後４時40分
●見学先／雪氷防災研究センター新庄雪氷環境実験所、
新庄市雪の里情報館、JA新庄市ゆきむろ倉庫（予定）
●出発場所／村山総合支庁本庁舎（山形市鉄砲町）、
道の駅（天童温泉）、村山総合支庁北村山地域振興局
（村山市）
●対象／小学３～６年生とその保護者または引率者　
約40名（先着順）
●参加費／無料（希望によりお弁当を実費（500円の
予定）で準備します。）
●⃞申／７月25日（火）まで下記問い合わせ先へお申し
込みください。
　※定員になり次第終了。
●問／村山総合支庁北村山総務課連携支援室内
　　やまがたゆきみらい推進機構事務局
　　☎0237-47-8614

交通安全ファミリー作文コンクール

「第５２回山形県発明くふう展」&
「第１4回山形県未来の科学の夢絵画展」

作品募集

平成29年度  夏休み特別企画展示
「鳥の不思議展」

　鳥類の体の仕組みを紹介するほか、絶滅した鳥たち
の資料を展示します。 
●日時／７月８日（土）～９月３日（日）午前９時～
午後４時30分
●場所／鳥海イヌワシみらい館
●問／鳥海イヌワシみらい館　☎64-4681
　　Email：moukin@raptor-c.com

　自然豊かな海浜自然の家で、仲間や友達と一緒に
カヌーしませんか？初心者でも指導員が丁寧に乗り方
を教えます。
●日時／８月22日（火）　午前９時～午後０時30分
●場所／山形県金峰少年自然の家　海浜自然の家、月
光川から牛渡川
●対象／高校生から一般成人　先着20名
●参加費／20円（保険料）
●募集期間／７月25日（火）～８月12日（土）午前９
時～午後５時に、下記問い合わせ先まで電話にてお申
し込みください。　※休所日：８月７日（月）を除く。
●問／山形県金峰少年自然の家　海浜自然の家
　　【研修担当】　☎77-2166

平成２９年度 山形県金峰少年自然の家主催事業
「海浜体験デー」
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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

【第52回山形発明くふう展】
　生活を豊かにする創造的で、アイデアに富んだ作品
をお待ちしております。
●開催期間／10月20日（金）～22日（日）午前10時～
午後４時
●展示会場／長井市　タスビル２階バンケットホール
●締切／９月15日（金）
【第14回山形県未来の科学の夢絵画展】
　科学技術の発展による快適な生活環境のために役立
つ道具など「こんなのがあるといいな」という思いを
描いた作品をお待ちしております。
●開催期間／11月28日（火）午後１時～12月３日
（日）午後５時
●展示会場／山形県産業科学館　２階フリースペース
●締切／11月１日（水）
●⃞申／発明くふう展・未来の科学の夢絵画展共に、下
記問い合わせ先のURLより詳細をご確認ください。
●問／一般社団法人山形県発明協会
　　☎023-644-3316　FAX023-644-3303
　　URL：http://yamagata-i.sakura.ne.jp/

　皆さんの地域等において交通安全について考え、
話し合った内容等を踏まえて実践していることなどを
作文に書いて応募してください。
●応募期間／６月20日（火）～９月10日（日）※当日
消印有効
※その他詳細は下記問い合わせ先のHPをご覧ください。
●問／事務局　（株）海風社内
　　「交通安全ファミリー作文係」　☎06-6586-6227
　　警察庁交通局交通企画課交通安全ファミリー作文
　　コンクール担当　☎03-3581-0141
　　HP：http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/sakubun/index.html
　　Email：sakubun@kaifusha.co.jp



「介護アシスタント養成研修」受講者募集！

あなたの愛車にラグビーナンバーを
付けてみませんか？

　2019年に開催されるラグビーワールドカップに向け、平
成29年４月から平成32年１月までの間、ラグビーワールド
カップ特別仕様ナンバープレートを全国で交付することと
なりました。軽自動車にも「白ナンバー」を付けることがで
き、現在と同じ番号でも、新たにお好きな番号を選ぶこと
もできます。ぜひこの機会を利用してみんなでラグビーワ
ールドカップを盛り上げましょう。
●問／自動車整備振興会　☎023-686-4834

　介護施設内でアシスタントとして、入所者の話し相手や
散歩の同行、食事準備や片付けなど介護職員の補助的な
業務を担っていただく方を養成する研修の受講生を募集
します。
●受講対象者／施設で働くことを希望する健康な方
●受講料／無料
●⃞申／８月１日～31日の期間中に下記ＨＰよりお申し込み
ください。　※定員に達した場合は締切
●問／山形県老人福祉施設協議会
　　☎023-623-2650　FAX023-616-5570
　　Email：assist@scws.yamagata.jp
　　HP：http://scws.yamagata.jp/

受講者募集！
「エクセル活用（マクロ／VBA）」

●日時／８月29日（火）～31日（木）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／エクセルの基本操作ができる方
●募集人数／15人
●参加費／受講料7,800円　テキスト代2,808円
●⃞申／本校HPまたは下記問い合わせ先まで所定の申込
用紙を請求の上、８月10日（木）までに郵送またはFAX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

受講者募集！「コーチング」

●日時／８月31日（木）、９月１日（金）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／コーチングを知って仕事に活かしたい方
●募集人数／15名
●受講料／6,000円
●⃞申／本校HPまたは下記問い合わせ先まで所定の申込
用紙を請求の上、８月17日（木）までに郵送またはFAX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
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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

●ご葬儀セミナー　　10：00～10：45
●仏壇・お墓講座　　11：00～11：45
◆来館記念 たまご1パックプレゼント※先着50組様◆
飛魚だしラーメン試食会（11：45～）、入棺体験
事前相談会、会場見学、大抽選会

ご葬儀に関するセミナー
＆

仏壇・お墓のお手入れ講座

当日アークベル会員にご入会の方へ
プレゼントもご用意しております

Ｈａｐｐｙ＆Ｓｍｉｌｅ  アロハベアの夏休み
　酒田市出身のアロハベア作家ＭＡＫＩさんの個展を開
催します。展示期間中、体験教室も開催決定！！
●日時／７月31日（月）～８月14日（月）午前６時～午後６時
●場所／庄内空港３階多目的展示ギャラリー
●入場料／無料
【体験教室】★「はぎれちゃん」を作ろう★（予約優先）
●開催日時／８月５日（土）・６日（日）・11日（祝/金）・12日（土）
午後１時～４時（制作時間：約1時間）
●場所／庄内空港 ３階多目的展示ギャラリー
●講習料／2,000円（講習費・キット代込）　
●持ち物／特にありません
※うさぎ、くま、ねこ、いぬ、ぶた、さるの中から１種類選べます。
●問・⃞申／庄内空港ビル株式会社　☎92-4181

体験教室では「はれぎんちゃん」が待っています！

ご葬儀の不安や小規模葬、家族葬について
仏壇・仏具、お墓のお手入れ方法について
詳しくご説明いたします

８月６日（日）
午前９：30～午後１：30

セレモニーホール遊佐
遊佐町遊佐字川端６番地
お問合せ☎0234-72-4655



農林業体験教室参加者募集

借金返済に関する相談窓口
　返しきれない借金でお困りの方、まずはお電話を。
相談は秘密厳守・無料。
●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～金（祝日・年末年始除く）午前８時30分
～午後４時30分
●問／山形財務事務所理財課　☎023-641-5178

司法書士無料法律相談
●日時／７月26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
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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

　果物・野菜の収穫や加工体験等を通して、農林業の
不思議や楽しさ、苦労等を体験します。
●日時／８月８日（火）午前10時10分～午後３時50分
●場所／県立農林大学校（新庄市）
●対象者／県内中学生（全学年）約10名
●参加費／500円（昼食込、保護者同額）
●⃞申／８月１日（火）までに、参加申込用紙を郵送、
ファックスまたは農大HP（http://ynodai.ac.jp/）入力
フォームから
●問／農林大学校教務学生担当　☎0233-22-1527

法テラスをご利用ください

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、建設現場労働者の福祉の増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職
金制度です。事業主の方々が、労働者の働いた日数に
応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共か
ら退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金
制度です。詳細については最寄りの建退共支部へお問
い合わせください。
●問／建退共山形支部
　　☎023-632-8364　FAX023-624-7391

くらしの無料相談所を開設します！
　借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見制度の
活用などの無料相談所を開設します。
●日時／７月29日（土）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）
●費用／無料（駐車券出ます）。予約不要です。
●問／NPO法人ライフサポート庄内　佐藤☎33-4378

　法テラスでは、経済的に余裕のない方への無料法律
相談と弁護士・司法書士の費用等の立て替えを行って
います。ぜひご利用ください。
●対象／収入・資産が一定基準以下の方が対象です。
●予約／事前の電話予約をお願いします。
●その他／相談時間は30分ほどになります。相談回数
には限りがあります。
●問／法テラス山形　☎0503383-5544
　〒990-0042 山形市七日町2-7-10  NANABEANS８階

○５月27日（土）・28日（日）
　第３回庄内園芸緑化杯争奪少年サッカー大会
　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団
○５月28日（日）
　第48回山形県少年剣道錬成大会兼第28回安藤捴吉杯争奪剣道大会
　山形県少年剣道錬成大会
　小学校女子２組
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団（阿部・佐藤・石垣）
　小学校男子２組
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団（土門・髙橋・金子・石垣・大宮）
　安藤捴吉杯争奪剣道大会
　小学校女子
　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団（阿部・佐藤・石垣）
　小学校男子
　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団（土門・髙橋・金子・石垣・大宮）
○６月９日（金）
　第６回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック・ペア大会
　第５位　阿部　勇三・阿部　さつ枝　組（高瀬支部）
○６月10日（土）
　第71回酒田市体育大会　山王祭　奉祝剣道大会
　小学校団体戦
　準優勝　遊佐剣道スポーツ少年団Bチーム（本間・齋藤・阿部・佐藤・石垣）

○６月17日（土）・18日（日）
　第48回飽海地区中学校総合体育大会バスケットボール競技
　兼第57回山形県中学校体育大会バスケットボール競技飽海地区予選会
　優勝　遊佐中学校女子バスケットボール部
○６月24日（土）
　第39回朝日町長杯争奪剣道錬成大会
　高学年の部
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Aチーム（土門・本間・石垣・阿部・大宮）
○６月24日（土）・25日（日）
　第32回アテネシールド争奪サッカー大会
　兼2017山形県U10大会酒田地区予選
　優勝　遊佐サッカースポーツ少年団
○７月２日（日）
　第35回山形県ジュニア空手道選手権大会
　組手競技 女子 小学生３年生の部
　第５位  髙橋 心阿（遊佐小３年）
　組手競技 男子 小学生５年生の部
　第３位 大瀧 春（藤崎小５年）
　形競技 男子 小学生４年生の部
　第５位 藤原 心紀（藤崎小４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
載しています。
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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 6月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。

総
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企
画
課

地
域
生
活
課

●消防署遊佐分署改築工事
期　　間　効力発生の日～平30／2／28
契約金額　286,200,000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、株式会社髙橋
工業所

●遊佐町防災行政無線（固定系）非常用副局設備更新工事
期　　間　平29／6／29～平30／2／28
契約金額　33,588,000円　契約者　株式会社ハムシステム庄内
[その他の入札参加者]日東通信株式会社山形支店、有限会社
日出輝無線サービス、山形通信設備株式会社庄内営業所

●平成29年度西浜海浜駐車場砂除去工事
期　　間　平29／6／2～平29／7／13
契約金額　4,536,000円　契約者　有限会社菅原建設
[その他の入札参加者]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、有限会社一道建設、金子建業株式
会社、ヤマ五建設株式会社

●平成29年度十日町地内給水管取出し工事
期　　間　平29／6／12～平29／7／31
契約金額　2,700,000円　契約者　株式会社斎藤工業
[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、
株式会社髙橋工業所

●平成29年度駅前二区地内配水管布設舗装復旧工事
期　　間　平29／6／12～平29／7／31
契約金額　2,322,000円　契約者　株式会社斎藤工業
[その他の入札参加者]有限会社一道建設、伊藤建設株式会社、
協栄建設株式会社、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工
業所、土門建設株式会社

●平成29年度遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業　
　平津配水池築造工事
期　　間　平29／6／23～平30／1／15
契約金額　142,560,000円
契  約  者　株式会社安部日鋼工業東北支店
[その他の入札参加者]昭和コンクリート工業株式会社東北支
店、日本高圧コンクリート株式会社PC事業部東北支社、株式
会社ピーエス三菱東北支店、東日本コンクリート株式会社、前
田製管株式会社酒田支店、三井住友建設株式会社東北支店

●平成29年度遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業　
　上寺配水池築造工事実施設計及び地質調査業務委託
期　　間　平29／6／28～平29／12／5
契約金額　8,964,000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]新日本設計株式会社庄内営業所、株式
会社東洋設計事務所山形出張所、日本水工設計株式会社山
形事務所、山形設計株式会社

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
期　　間　平29／6／30～平29／9／29
契約金額　28,080,000円　契約者　株式会社髙橋工業所
[その他の入札参加者]有限会社一道建設、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

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託
期　　間　平29／6／28～平29／11／30
契約金額　12,873,600円　契約者　株式会社庄内測量設計舎
[その他の入札参加者]株式会社新光コンサルタント庄内事務
所、新和設計株式会社庄内営業所、株式会社大和エンジニア、
株式会社出羽測量設計、有限会社安野測量事務所

●平成29年度日沿道（日向台地内）建設工事に伴う水道管布設替工事
期　　間　平29／6／29～平29／9／15
契約金額　21,254,400円　契約者　協栄建設株式会社
[その他の入札参加者]伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式
会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社

●平成29年度遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業　
　平津配水池場内配管工事
期　　間　なし　契約金額　なし　契約者　なし

教
育
課

[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、
庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式
会社

●遊佐中学校ボイラー改修工事
期　　間　平29／6／6～平29／8／10
契約金額　11,340,000円　契約者　環清工業株式会社
[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、
新日本空調株式会社、東北電化工業株式会社酒田営業所、東
北電機鉄工株式会社、東北メンテナンス工業株式会社、山形
空調株式会社酒田支店

●遊佐中学校非常用放送設備改修工事
期　　間　平29／6／6～平29／8／10
契約金額　5,940,000円
契  約  者　東北電化工業株式会社酒田営業所
[その他の入札参加者]荘内電気設備株式会社、東北電機鉄工
株式会社、ハクヨウ電気株式会社、ミナモト電気株式会社、有
限会社遊佐電気工事

●遊佐中学校体育館他LED照明化工事
期　　間　平29／6／6～平29／8／10
契約金額　10,800,000円　契約者　伊藤建設株式会社
[その他の入札参加者]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、庄司建設工業
株式会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社

●遊佐中学校教職員用ノート型パソコン
期　　間　平29／6／13～平29／8／10
契約金額　1,867,320円　契約者　山形サンダー株式会社酒田支店
[その他の入札参加者]株式会社大谷事務機、株式会社管理シ
ステム、キューブワン情報株式会社、株式会社日情ソリュー
ションズ、株式会社メコム酒田支店

●藤崎小学校職員用駐車場整備工事
期　　間　平29／6／16～平29／8／10
契約金額　7,992,000円　契約者　ヤマ五建設株式会社
[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、
有限会社菅原建設

●遊佐中学校スクールバス車庫改修工事
期　　間　平29／6／21～平29／8／31
契約金額　4,536,000円　契約者　有限会社石川工業
[その他の入札参加者]有限会社石山工業、株式会社共栄建材、
有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社

●社会科副読本「わたしたちの町　遊佐」印刷業務
期　　間　平29／6／26～平30／2／28
契約金額　1,620,000円　契約者　株式会社小松写真印刷
[その他の入札参加者]北星印刷株式会社、株式会社光印刷

●藤崎小学校スチームコンベクションオーブン購入
期　　間　平29／6／20～平29／8／10
契約金額　864,000円　契約者　タニコー株式会社酒田営業所
[その他の入札参加者]佐藤工業所、せんじん商事株式会社、
ホシザキ東北株式会社酒田営業所

●遊佐中学校食器洗浄機購入
期　　間　平29／6／20～平29／8／10
契約金額　1,976,400円　契約者　タニコー株式会社酒田営業所
[その他の入札参加者] 佐藤工業所、せんじん商事株式会社、
ホシザキ東北株式会社酒田営業所

●蕨岡小学校遊具整備工事
期　　間　平29／6／23～平29／8／15
契約金額　3,132,000円　契約者　有限会社石山工業
[その他の入札参加者] 有限会社石川工業、有限会社菅原建
設、ヤマ五建設株式会社

●吹浦小学校外壁木部塗装等工事
期　　間　平29／7／3～平29／8／18
契約金額　4,914,000円
契  約  者　赤塚建設工業株式会社
[その他の入札参加者] 伊藤建設株式会社、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


