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毎月１回15日発行

お知らせ

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

広
告

道の駅 鳥海
食堂・ラーメン「味の駅」

12月31日  15：00閉店
 １月 １ 日  休　業
 １月 ２ 日  初　売

農産物直売所「ひまわりの会」・鮮魚直売所「元気な浜店」
9：00～17：00営業時間☎77-3330

☎71-7222

元祖とび魚ラーメンのお店 サンセット 十六羅漢

8：30～17：00営業時間

9：00～17：00営業時間

9：00～17：00営業時間

初売初売
特産品売場

食　堂

12月25日まで

冬季限定

クリスマス
コロコロパン
販売中♪ 700円（税込）

ファーストフードコーナーベーカリー工房「ほっほ」

福袋各種販売！
※数に限りがございます。

鍋焼きうどん
720円（税込）クリームコロッケカレーパン福袋パン福袋

アマハゲパン
販売!!AM11：00から販売

予約受付中

1,080円
（
税
込
） 年末年始

の営業期間12月～1月末まで

「アマハゲ」
ユネスコ無形文化遺産

登録記念
※ご宿泊はお一人様6,000円（朝食付・税込）で承ります。

TEL. 0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜 2-76

新春 ディナーショー【遊楽里】

恒例

前売り券

テツandトモの
爆笑ディナーショー
テツandトモの
爆笑ディナーショー
「遊楽里」1F・鳥海文化ホール

～宿泊するともらえます～

冬の“得旅”宣言！泊まってもらおう！ゆざの特産品

平成31年1月23日㊌

平成30年12月1日㈯～平成31年3月17日㈰
ご宿泊のお客様に選べる特産品をお送りします！

※一定条件有ります｡

なんでだろ～♪が
帰ってきたよ～♪

ものまね
TAKASHI
　　　　　 　 たかし

チケット好評販売中!!

13,000円（お食事付・税込）

鳥海温泉

あぽん西浜・とりみ亭●次回サービスデー12/26㈬●休館日は12/25㈫

【販売期間】12/22～12/24　【ご予約】～12/20まで 

☎77-3333 ☎77-3334

日帰り温泉施設 お食事処

一年のご愛顧 誠にありがとうございました！

とりみ亭
X'mas 
オードブル

Merry X'mas 只今予約受付中！

（税込）3,000円

あぽん西浜
●子育て応援企画　
小学生入浴無料～3月31日まで
●好評！くつろぎ日帰りプラン
ご予約受付中！

❖元 旦 特 典 ❖
入浴来店のお客様へ粗品進呈（おみくじ付）
❖開運福袋販売❖

（あぽん券入）数量限定！お早めに！

あぽん書道展開催
12/11～12/24まで※遊佐書道会

新春イベント開催
平成３1年１月１日（元旦）
午前11：00～12：00
・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

とりももの
照焼き

（税込）1ケ400円

《年末年始のあぽんバス》
12/29～1/6まで運休いたします

●年明けは1/7㈪より
    運行再開となります

とりみ亭12/31・1/1の営業時間
午前11：00～午後14：30まで
（ラストオーダー14：00） 

●年末年始●
通常営業いたします

午前6：00～午後22：00（受付最終21：30）

●貸付の対象となる町有地／
所 在 地 面　積 備　考

遊佐字舞鶴地内
①472.17㎡
②467.27㎡

案内図をご覧ください。

●�建設できる建築物等／一戸建ての賃貸住宅と
します。若者夫婦・子育て世帯が定住するの
にふさわしい間取り等であること。
●対象／法人・個人は問いません。
●貸付条件／
　費用負担　�賃貸住宅の整備に要する費用（設

計・建築費・外構工事費等）およ
び維持管理費は借受人の負担

　家賃収入　借受人の収入
　貸付期間　�定期借地権による50年（終了時、

現状回復による返還）
　賃　　料　固定資産税価格の4/100（年額）

　遊佐町の定住促進・住環境対策の一環として、町有
地に若者・子育て世帯の定住に資する賃貸住宅を建て、
経営していただく希望者を募集します。
　町有地を活用するため「土地を購入する費用」や
「土地の固定資産税」が軽減される制度です。より多
くの方に遊佐町に住んでいただくため、たくさんのご
応募をお待ちしております。

●�その他／賃貸住宅の建築にあたっては、「舞
鶴地内若者定住住宅地建設整備支援金事業」
の利用もできます。（地盤改良・住宅建築費
の補助。詳しくは地域生活課管理係（☎72-
5883）にお問い合わせください。）

●募集期間／
　①登録申込：12月14日（金）～ 1月15日（火）
　②資料提出： 1月16日（水）～ 1月25日（金）
　③選定委員会・審査結果通知：2月上旬頃予定
※�応募状況により、日程を変更することがあり
ます。応募要項等は、下記窓口または町HP
からダウンロードできます。

●問・応募先／企画課企画係　☎72-4523

若者定住住宅地（舞鶴地内）の貸付に関するプロポーザル募集若者定住住宅地（舞鶴地内）の貸付に関するプロポーザル募集
案内図

役場

子ども
センター

①
②

若者・子育て世帯向けの賃貸住宅経営をしませんか？
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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／企画課企画係　☎72-4523

　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14日（金）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31年 1 月 4 日（金）
●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

75歳、65歳になられた皆さまへ

　 1月 4日（金）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31年 1 月 4 日（金）
　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

町税等納期のお知らせ

　次に該当される方は、障がい（身体・知的・精神）
に関する手帳をお持ちでなくても、税申告の際に（特
別）障害者控除が受けられます。控除を受けるには
事前に申請が必要ですので、役場健康福祉課までお
越しください。
●要件／①�要介護認定において、障害高齢者ランク

が高いと判断された方
　　　　②�要介護認定において、認知症ランクが高

いと判断された方
●持ち物／印鑑
●問・申／健康福祉課福祉介護保険係　☎28-8251

要介護認定者も税の障害者控除の対象です

　デマンドタクシーの利用促進のため、12月 3 日
（月）から12月28日（金）までの間、回数券を11枚から
14枚に増やして販売しています。ただし、この期間
に販売した回数券の有効期限は翌年 2月28日（木）ま
でとさせていただきます。大変お買い得となってお
りますので、ぜひお買い求めください。
※�通常の有効期限のない11枚つづりの回数券もお求
めいただけます。
●販売／JR遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　デマンドタクシー車内
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

【期間限定】デマンドタクシー
お得な回数券を販売しています!

　2019年（平成31年）10月 1 日から消費税率が10%に
引き上げられ、それと同時に消費税軽減税率制度が実
施されます。中小企業・小規模事業者等に対しては、複
数税率対応レジの導入や、受注発注システムの改修等
が必要になる場合に、これに要する経費の一部を補助
する国の制度がございます。ぜひご活用ください。
　詳しくは「軽減税率対策補助金事務局HP（http://
kzt-hojo.jp/）」をご覧ください。
●問／軽減税率対策補助金事務所　☎0570-081-222

中小企業・小規模事業者の皆さまへ
消費税軽減税率制度が実施されます!

施　設　名 休 業 ・休 館 期 間

遊佐町役場
12月29日（土）～1月3日（木）
※�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

生涯学習センター

12月29日（土）～1月3日（木）

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

スクールバス
12月29日（土）～1月3日（木）
※�12／26～28、1／4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。

デマンドタクシー 12月29日（土）～1月3日（水）
ごみ収集 1月1日（火・祝）～1月3日（木）酒田地区広域行政組合（ごみ処理施設）

年末年始の休業・休館日　年末年始中の各施設は以下のとおり休業・休館します。
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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

　平成31～32年度の競争入札参加資格審査申請の受
け付けを、次の要領で行います。申請書類等につい
て、町HPにも掲載しています。
●受付期間／平成31年 2 月 4 日（月）～22日（金）
　※郵送、持参どちらも可
●受付時間／午前 9時～11時30分、午後 1時～ 3時
●�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　☎72-5880

遊佐町競争入札参加資格
審査申請書の受付

　平成30年 2 月26日に遊佐町教育委員会から諮問を
受けた「遊佐町立小学校の適正整備について」に関
して、第 8回遊佐町立学校適正整備審議会を下記の
とおり開催します。一般の方も傍聴することができ
ますので、ぜひお越しください。
●日時／12月20日（木） 午後 7時～
●場所／役場　議事所
●内容／・説明会での意見の確認
　　　　・最終答申について
●問／教育課総務学事係　☎72-5891

第8回遊佐町立学校
適正整備審議会の開催について●物件／宅地、建物など

●物件明細書閲覧期間／
　12月27日（木）～平成31年 2 月21日（木）まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部 1階閲覧室
●入札期間／平成31年 2 月14日（木）～ 2月21日（木）
　　　　　　午後 5時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部 1階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部 1階書記官室執行係
　☎23-1246　物件情報HP：http://bit.sikkou.jp/

不動産競売のお知らせ

　平成25年に廃止となりました酒田行きバス路線
（民間バス事業者）の代替として、同年から酒田市
内の高等学校に通学する際に利用できる、乗合タク
シーを運行しておりましたが、近年、利用者の減少
傾向に歯止めがかからず、運行を継続することが難
しい状況となったため、平成31年 3 月末をもって運
行を廃止とさせていただくこととなりました。
　ご利用をご検討されていた新高校生・保護者の
方々には大変ご迷惑をおかけしますが、JRのご利用
をお願いしたく、遊佐駅内においても通学定期券の
販売を行っておりますので、よろしくお願い申し上
げます。ご愛顧賜り、誠にありがとうございました。
●廃止予定日／平成31年 3 月31日（日）
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

高校生乗合タクシーの廃止について

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

10月の家庭ごみの収集量� （単位：t）

ごみの種類 30年度
（A）

29年度
（B）

増　減
（A－B）

もやすごみ 239.72 240.99 △1.27

資源ごみ 11.96 12.44 △0.48

埋立ごみ 5.85 6.03 △0.18

ペットボトル 2.74 2.62 0.12
※ごみの量は、酒田地区広域行政組合に搬入している量です

【今月のテーマ】

エコすまいる通信
─�広報版�─

忘新年会は、
　おいしく残さず食べ切ろう！
　忘新年会などで、宴会の予定が多くなる季節
です。宴会 5ヵ条と 3 0 1 0 運動に取り組んで
食品ロス（食べられるのに捨ててしまっている
食べ物）をなくしましょう！

3010
 運動

宴会での食べ残しを減らす運動です
乾杯後  ３０  分間　は席を立たずに料理を楽しみましょう
お開き  １０��分前　になったら席に戻って料理を楽しみましょう

①まずは、適量注文！！　
②幹事さんから「おいしく食べ切ろう！」の声掛け
③�開始直後や終了前は、席を立たずにしっかり食べる「食べ切りタイム」を設けましょう（3010運動）
④食べ切れない料理は仲間で分け合おう
⑤それでも、食べ切れなかった料理は、お店の方に確認して持ち帰りましょう

宴会
５箇条

★★★★★★★

★★★★★★★
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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

【いつでもどこでもスマホで申告】
　平成31年 1月から国税庁HP（http://www.nta.go.
jp）の「確定申告書等作成コーナー」では、スマー
トフォンでも所得税の確定申告書が作成できます。
●�ID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信すれ
ば申告完了！

●�e-Taxで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類
は提出不要！

●�申告書の控えはPDF形式でスマホに保存！
　�専用のIDとパスワードの発行を希望される方は、
税務署にお越しください！

【平成30年分確定申告書作成会場を開設します】
●開設場所／酒田税務署（酒田市光ケ丘2-2-36）
●�開設期間／平成31年 2 月18日（月）～ 3月15日（金）
　　　　　　《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

酒田税務署からのお知らせ
　返し切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）
●受付時間／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

借金返済に関する相談窓口

　12月23日（日）～ 1月 6日（日）は、大学の冬季休業
期間となっています。休業期間中の公益大図書館休
館日および開館時間は下記のとおりとなります。
●開館時間／平日：午前10時～午後 6時
　　土・日・祝日：午前 9時～午後 4時30分
●休館日／12月25日（火）～平成31年 1 月 3 日（木）
●問／東北公益文科大学図書館　☎41-1177

冬季休業期間中の
公益大図書館開館日程

　国指定大山上池・下池鳥獣保護区に指定されてい
るすばらしい環境で、大型猛禽類であるオオワシ、
オジロワシをはじめとした、冬季に訪れる多くの水
鳥の観察を行います。
●日時／平成31年 1 月26日（土） 午前 9時～正午
　　　　※荒天決行。
●場所／おうら愛鳥館（鶴岡市大山下池）
●持ち物／双眼鏡（貸出可）、飲み物、防寒着
●費用／一人300円（保険料、資料代）
●講師／簗川堅治（日本野鳥の会山形県支部長）
●定員／先着20名
●�問・申／平成31年 1 月 7 日（月）から24日（木）の�
午後 5時まで、猛禽類保護センター（☎64-4681　�
E-mail：moukin@raptor-c.com）へお申し込みく
ださい。

※�土日祝日は休館となります。メールのみ受け付け
可能です。

鳥海イヌワシみらい館  猛禽類観察会
「冬のワシ・タカさがし」　家庭から出るごみの中で、大きな割合を占めるの

が生ごみです。町では、ごみの減量を図るため、家
庭用生ごみ処理機器購入を補助しています。
●対象者／遊佐町民の方
●補助額／①自然発酵式（コンポスト）
� ：購入金額の1/2　上限 1万円
　　　　　②電気式�：購入金額の1/2　上限 5万円
●申請方法／
　①申請書（下記窓口および町のHPから入手できます）
　②印鑑
　③通帳（補助金振込用）
　④領収書
　⑤保証書または説明書
　を持参し、下記まで提出してください。
　※�過去に制度を利用された方についても、補助を
受けた日から 1年以上経過していれば、再度補
助を受けることができます。

●問・申／地域生活課環境係　☎72-5881

家庭用生ごみ処理機器購入を
補助します

　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。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、詳しくは各事業者にお問い合わせください。
≪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
　・平田保育園
　　酒田市飛鳥字堂之後75　☎52-2135
　・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

病児・病後児保育事業の
広域利用について
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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

広
告

第2展示場完成
北目地区東側　高瀬駐在所向かい

御用命をお待ちしています
自動車販売  ジャスト ワン  43-0611

●日時／平成31年 1 月26日（土）
　　　　午前10時～午後 3時
●�内容／チューブ・そりすべり、
　かまくら作り、アイス作り、
　雪上かるた、冬のフィールドビンゴなど
●費用／500円程度
　　　　（アイス作り希望者は別途一食70円）
●対象／幼児から大人まで先着100名
●�その他／�服装・持ち物等詳細はHPをご確認くだ

さい。
●�申／平成31年 1 月 4 日（金）～18日（金）の午前 9時
～午後 5時の間に、下記問い合わせ先までお申し
込みください。

●問／金峰少年自然の家　☎0235-24-2400

KINBOWふゆフェスタ

　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。
●助成内容／一世帯あたり5,000円の灯油引換券
●�対象者／�高齢者だけの世帯で、平成30年度住民税

非課税世帯等
●申請受付期間および受付場所／
　12月17日（月）～ 役場 1 0 1 会議室（集中受付期間）
　※�該当予定世帯の皆さんへ申請書を送付します。
詳しくは同封の「お知らせ」をご覧ください。

●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―

●日時／平成31年 1 月28日（月）午後 1時30分～ 4時　
●場所／荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）小ホール
●定員／50人（先着順、参加無料）
●対象／企業の経営者・管理職・人事労務担当者等
●�内容／�高橋聡子氏（さと社会保険労務士事務所）の

講演、企業 2社の事例発表
●問・申／平成31年 1 月23日（水）まで
　　　　　庄内総合支庁子ども家庭支援課
　　　　　☎0235-66-5457へ

多様な働き方セミナー
働きやすい職場づくりを考えましょう

●採用時期／平成31年 4 月
●�勤務地／日本海総合病院、日本海酒田リハビリ
テーション病院、日本海八幡クリニックのいずれか

●募集職種、採用予定人数および受験資格／
　事務職：若干名
　※受験資格等詳細についてはHPでご確認ください。
●試験日／二次試験：平成31年 2 月 2 日（土）
　※一次試験は書類選考となります。
●合格発表／一次試験合格発表：平成31年 1 月中旬
　　　　　　最終合格発表：平成31年 2 月中旬
　※�試験および申し込みについて、詳しくは受験案
内（受験申込書付き）をご覧ください。

　※�受験案内は当法人関連施設にあるほか、同病院
機構HPからもダウンロードできます。

●�申／平成31年 1 月 7 日（月）（当日消印有効）までの
午前 8時30分～午後 5時15分（土曜・日曜、祝日を
除く）に日本海総合病院総務課へ郵送または持参

●問／地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構
　日本海総合病院総務課　水越、冨士村　☎26-2001

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
職員採用試験

　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31年 1 月 1 日（火・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、餅つき

協力参加
●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

平成31年　元旦初詣マラソン
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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
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 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

●平成30年度漆曽根地区防火水槽整備工事
期　　間　平30/11/6～平31/3/20
契約金額　7,722,000円
契 約 者　株式会社髙橋工業所
［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、金子建業株式会社、協栄建設株式会
社、有限会社菅原建設
●事務用PC
期　　間　平30/11/15～平30/12/28
契約金額　1,898,640円
契 約 者　株式会社管理システム
［その他の入札参加者］NECネッツエスアイ株式会社山形営業
所、株式会社メコム酒田支店、山形サンダー株式会社酒田支店
●遊佐町新庁舎建設に伴う地質調査業務委託
期　　間　平30/11/15～平31/1/15
契約金額　2,030,400円
契 約 者　株式会社庄内測量設計舎
［その他の入札参加者］新和設計株式会社庄内営業所、東北緑
化環境保全株式会社酒田支社、山形設計株式会社庄内事務所

産
業
課

●�平成30年度女鹿漁港海岸　海岸保全施設長寿命化計画策
定業務委託
期　　間　平30/11/30～平31/2/27
契約金額　1,814,400円
契 約 者　株式会社大和エンジニア
［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社出
羽測量設計、両羽測量株式会社

地
域
生
活
課

●町道上山崎線側溝整備工事
期　　間　平30/11/13～平31/1/31
契約金額　2,268,000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
●町営住宅遊佐団地浴室改修工事設計業務委託
期　　間　平30/11/22～平31/3/5
契約金額　1,296,000円
契 約 者　あべ建築設計事務所
［その他の入札参加者］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30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30/12/3～平31/3/15
契約金額　10,702,800円
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］環清工業株式会社、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30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）
契 約 者　なし
［入札参加者］阿部エンジニアリング株式会社、環清工業株式
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、
山形空調株式会社酒田支店

特 別 支 援 教 育 支 援 員 の 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31年4月2日～平成32年3月30日

内の206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／ 2 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
●応募締切／平成31年 1 月18日（金）
●問・申／教育課総務学事係　☎72-5891

がんばった人にマル
○11月3日（土・祝）4日（日）
　天童市もみじカップ2018バスケットボール大会
　　優　勝　遊佐中学校　男子バスケットボール部
○11月4日（日）
　第37回親子卓球大会・第45回少年卓球大会
　　親子の部
　　　優　勝　太田　琥於・太田　伸
　　団体の部
　　　小学校
　　　　第 3位　遊佐スポ少
　　　中学校
　　　　優　勝　遊佐中Ａ
　　　　準優勝　遊佐中Ｃ
　　　　第 3位　遊佐中Ｂ
　　個人の部
　　　小学男子
　　　　第 3位　太田　琥於（高瀬小）
　　　　第 3位　太田　敦仁（高瀬小）
　　　中学男子
　　　　優　勝　渡邉　宥人（遊佐中）
　　　　第 3位　髙橋　侑太（遊佐中）
　　　　第 3位　伊藤　聖捺（遊佐中）
○11月11日（日）
　第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会
　　小学 1年女子　形
　　　第 3位　村上　心優（遊佐小 1年）
　　小学 5年男子　形
　　　第 5位　藤原　心紀（藤崎小 5年）
　　小学 1年女子　組手
　　　第 1位　村上　心優（遊佐小 1年）
　　小学 6年男子　組手
　　　第 5位　大瀧　春（藤崎小 6年）

○11月23日（金・祝）
　鳥海高原ヨーグルトをつかった料理レシピコンテスト
　　 2位　佐藤��心美（酒田南 1年・高瀬）・今井��愛紺（酒田南 1年・稲川）
○11月25日（日）
　第８回山形県道場小学剣道選手権大会
　第４回山形県道場中学剣道選手権大会
　　小学生の部
      3 年男子
　　　　第 3位　金子　碧杜　（高瀬道場）
　　　　敢闘賞　石垣　広斗　（西遊佐道場）
　　中学生の部
      1 年男子
　　　　第 3位　石垣　壮　　（高瀬道場）
　　　　優良賞　土門　未來　（真武館）
　　　　　　　　大宮　輝星　（真武館）
　　　　敢闘賞　髙橋　優太　（高瀬道場）
　　　　　　　　金子　東磨　（高瀬道場）
      1 年女子
　　　　優良賞　阿部　奏　　（高瀬道場）
      2 年男子
　　　　第 3位　青山　響　　（真武館）
      2 年女子
　　　　優　勝　鈴木　望愛　（神子免館）
　　　　優良賞　髙橋亜唯子　（高瀬道場）
○11月29日（木）
　第62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　遊佐中学校 1年 4組
　　学習新聞の部　入選　遊佐中学校 1年 1組
　　　　　　　　　　　　遊佐中学校 1年 2組
　　　　　　　　　　　　遊佐中学校 1年 3組
　　　　　　　　　　　　遊佐中学校 1年 4組
※�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。


