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●期日／９月３日㈯～４日㈰（雨もまた自然）
●スタート／町民体育館前
●参加料／町民一般1,000円（高校生以下　無料）
※町内に就職されている方は、町民扱いとなります。
※児童・生徒および同伴の先生方も無料です。
※１日、２日参加とも同額です。なお、参加取り消

しによる返金は行いませんのでご了承ください。
●申込み締切／大会・ウォーカーのつどい参加、弁

当の申込み…８月12日㈮まで
※ただし、大会誌への氏名掲載（希望者）は７月

29日㈮必着分までとなります。
●問・申込み／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

※参加要項について、詳しくは６月１日号広報折込
チラシをご覧ください。
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）
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営業時間

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
食堂・ラーメン味の駅

元祖とび魚ラーメンのお店サンセット十六羅漢

営業時間
営業時間

営業時間

900円900円

ラーメン味の駅
☆冷やし坦々麺・ジャージャー麺始めました♪

冷やしそば・うどん始めました♪冷やしそば・うどん始めました♪

他、新メニューをご用意しております。

ベーカリー工房ほっほ
遊佐町の食材が
たっぷり詰まった
「ポケットサンド」販売中♪

今年も の
季節が始まりました！
旬の味覚をご堪能ください。

鮮魚直売所『元気な浜店』鮮魚直売所『元気な浜店』

庄内豚の焼肉丼

スタミナ丼（うなぎ入り）

（税込）（～ 7／10まで）

500円500円（税込）
爽やかゼリー（アロエ入り）

200円200円（税込）

【
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日
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売
】

ファーストフードコーナー食
堂

「天然岩ガキ」

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は6/27（月）です
次回のサービスデーは6/26（日）です

11：00～14：30 16：00～19：30
（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）
とりみ亭

大平山荘
2,500円（税込）【料金】お一人様

【期間】～６月30日まで
【予約】３日前までご予約下さい
【送迎】町内送迎します（２名様より）

新緑日帰りプラン新緑日帰りプラン

【日時】
6/18（土）7/2（土）10:30～11：30の1時間
【料金】
Ａコース 1,000円（税込） 「教室」+「入浴」+「休憩」
Ｂコース 900円（税込） 「教室」+「入浴」
Ｃコース 600円（税込） 「教室のみ」

★りらっくすストレッチ教室★★りらっくすストレッチ教室★あぽん西浜

初心者 ご高齢者 どんどんご参加下さい

開催中

鳥海
温泉

お気軽にお問い合わせください 〒999‒8521
山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

12,500円12,500円

※休前日でご宿泊利用の場合、1,080円増しとなります。
※こちらのプランは10名様以上からのご予約となります。
※40歳未満10名様以上の開催には遊佐町から助成金が
　あります。

※休前日でご宿泊利用の場合、1,080円増しとなります。
※こちらのプランは10名様以上からのご予約となります。
※40歳未満10名様以上の開催には遊佐町から助成金が
　あります。

御料理はお祝い膳になります。
飲み放題は、2時間となります。
カラオケ無料で歌いたい放題!
イス・テーブルのお席もご用意できます。

送迎ご希望の方はご相談くださいませ

宿泊プラン

日帰りプラン

（税込・
入湯税込）

6,500円6,500円（税込）
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イラストはイメージです

飲み放題付飲み放題付

飲み放題付飲み放題付

いつも「鳥海温泉 遊楽里」をご利用いただき誠にありがとうござ
います。この度、【7Fレストラン ラ・メール】は、7月1日～10月31日
までのランチ営業を完全予約制とさせていただきます。
※予約につきましては、前日までのご連絡とさせていただきます。
尚、ディナー営業につきましては、通常通りの営業とさせていた
だきます。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを心よ
りお詫び申し上げます。
何卒、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

期　間
5/14（土）

～

7/15（金）

はじめよう！ウォーキング
風を感じ 自然を楽しみながら みんなで遊佐町を歩こう‼

第24回	 奥の細道	 参加者募集	 鳥海ツーデーマーチ 

「鳥海2236」ゆざ親善大使
早瀬あやさんも来場して
参加者を応援します！

好評受付中

（レースクイーン・オブ・ザ・イヤー14－15受賞）

皆さまの
参加を
お待ちして
おります
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

投票について
　参議院議員通常選挙は、「選挙区議員選挙」と「比
例代表選出議員選挙」があります。
●選挙区議員選挙／「候補者の氏名」を記載して投票
●比例代表選出議員選挙／「比例代表候補者の氏名又

は政党等の名称」を記載して投票
＊18歳未満の同伴者も一緒に投票所に入場できます。

入場される際は、投票の妨げ等にならないようご配
慮ください。

投票のできる方は
　投票日に満18歳以上（平成10年７月11日以前に生ま
れた人）で、平成28年３月21日までに遊佐町に住民登
録されている方が投票できます。
　平成28年３月22日以降に遊佐町に転入された方は、
以前の住所地で投票できる場合がありますので、前住
所地の選挙管理委員会にお問合わせください。

投　　票　　日
●日時／７月10日㈰午前７時～午後８時
＊入場券を忘れずに、よく確かめて投票所においでく

ださい。忘れたり紛失したりした場合は、投票所の
受付に申し出れば投票することができます。

期日前・不在者投票 6月23日～7月9日まで
　投票日に仕事や冠婚葬祭、旅行などの何らかの理由
で投票できない方は、期日前・不在者投票ができます。
●期間／６月23日㈭～７月９日㈯
●時間／午前８時30分～午後８時
＊期間中は曜日に関わらず毎日上記の時間帯で投票で

きます。
●会場／役場１階　選挙管理委員会事務室

遊佐病院などの指定施設に入院または入所中の方は、
それぞれの施設で不在者投票することができますの
で、施設の職員に申し出てください。

代理投票・点字投票
　なんらかの事情で文字を書けないときは、投票所で
申し出れば、投票所の係員がお手伝いしますので、遠
慮なく申し出てください。また、点字による投票もで
きますので、係員に申し出てください。

参議院議員通常選挙投票日は７月10日㈰です
～明日へ届け。一緒に投票。～

　第24回参議院議員通常選挙が６月22日㈬に公示され、７月10日㈰に投票が行われます。
　今回の選挙は、70年ぶりに選挙権年齢が18歳に引き下げられて最初の選挙にあたります。私達
の貴重な一票を棄権することなく必ず投票しましょう。

総 会 宣 言
平成28年度は、70年ぶりに選挙権年齢が改正さ
れ、参議院議員通常選挙、山形県知事選挙、遊佐
町長選挙が執行される予定になっております。こ
の選挙は、国、県、町を任せる代表を選ぶ選挙で
あり、私たちにとって大切な選挙であります。
この時にあたり、遊佐町明るい選挙推進協議会
は選挙民一人ひとりが投票を棄権する事なく、ま
た自らの意思に基づいて投票される事を深く念ず
るとともに、各立候補者にあっては公職選挙法の
規定に基づき、あくまでも正々堂々と選挙に臨ん
でいかれるよう強く要望するものであります。
民主政治の健全な発展のため、その基礎となる
今回の選挙が明るくきれいに行われる事をここに
祈念し総会宣言とします。

平成28年５月30日
遊佐町明るい選挙推進協議会　

平成28年５月30日開催の遊佐町明るい選挙推進協議
会の総会において、協議会の総意として上記「総会宣
言」を決議しました。有権者の皆様におかれましては、
投票を棄権せず、候補者（政党）の皆様におかれまし
ては、正々堂々と選挙に臨んでいただくようお願いし
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／町民係　☎72－5885

　身体障害者手帳の交付を受けている方で、両下肢に
重度の障害のある方、介護保険法の要介護４、５の方
は、在宅投票ができます。郵便投票証明書の交付を受
けてから、投票用紙を請求してください。
　なお、投票用紙等の請求期限が投票日前４日（７月
６日）となっていますので、お早めに手続きをしてく
ださい。証明書交付の手続きは、公示前でもできます。

開　　票　　は
　開票は、投票日当日の午後９時から町民体育館２階
アリーナで行います。
　町民体育館内は土足厳禁となっていますので、参観
に来るときは、内履きをご準備ください。

　仕事等で、投票日に帰ってこられない方でも、居住
地の選挙管理委員会で投票することができます。
＊本人か家族の方が、遊佐町選挙管理委員会に投票用

紙の請求をする必要があります。請求後に、居住地
に投票用紙を郵送しますので、居住地の選挙管理委
員会に持参し、投票してください。

※投票用紙が町の選挙管理委員会に投票日までに到着
しなければなりませんので、なるべく早く投票用紙
の請求を行ってください。

●投票場所
　入場券に記載された投票所で投票してください。
　高齢者のみの世帯の方、身体障害者手帳をお持ちの方のうち、要件を満たす方にはタクシー利用の助成制度があ
ります。詳しい要件については、健康福祉課福祉子育て支援係まで、お問合わせください。

在宅投票の方は単身赴任中の方も

遊佐町選挙管理委員会　☎72-5880　内線269

※期日前投票・不在者投票は入場券の到着前でも投票することができます。

投票区 投票所 対象集落

第１投票区 遊佐町役場　議事所
尻引岡田・七日町・六日町・五日町・駅前一区・駅前二区・
十日町・八日町・大楯・平津新田・下長橋・ゆうすい

第２投票区 遊佐小学校　体育館
広野・藤井・臂曲・金俣・岩野・三ノ俣・蚕桑・袋地・
舞台・野沢上・野沢中・野沢下・下野沢・京田・京田新田・
旭ケ丘・上吉出・中吉出・下吉出・和田・漆曽根・境田

第３投票区
蕨岡まちづくりセンター

講堂

褄坂・杉沢南・杉沢北・開畑・上蕨岡・上蕨岡坂ノ下・
大蕨岡・鹿野沢・平津・上長橋・上小松・下小松・石辻・
三川・上大内・下大内・水上

第４投票区
稲川まちづくりセンター

講堂
千本柳・田中・大井・服部・増穂・江地・出戸・田地下・
楸島・西宮田・東宮田・北宮田・十里塚

第５投票区
西遊佐まちづくりセンター

和室
※新センターではありませんのでご注意ください。

西谷地・茂り松・上藤崎一区・上藤崎二区・中藤崎・
下藤崎一区・下藤崎二区・白木・青塚・服部興野・
比子下モ山・大谷地・鳥海学園

第６投票区
高瀬まちづくりセンター

講堂

富岡・畑・北目・丸子・上戸・下当上・下当下・東山・
山崎・樽川・中山・升川・南山・谷地上・谷地下・石淵・
松山・菅野上・菅野下・月光園・松濤荘・吹浦荘

第７投票区
吹浦まちづくりセンター

講堂

女鹿・滝ノ浦・鳥崎・湯ノ田・横町一・横町二・横町三・
布倉・宿町一・宿町二・宿町三・宿町四・宿町五・西浜・
箕輪・落伏・小野曽・にしだて
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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

　水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁等を使用
して水道管の清掃作業を行います。
　作業時間中は、断水、水圧低下、濁り水等の発生す
る場合がありますので、生活用水の汲み置き等のご協
力をお願いします。また、作業で多量の水を使用する
ため作業区域外にお住まいの方も節水のご協力をお願
いします。
●日時／６月27日㈪午後９時～28日㈫午前１時頃まで
●作業区域／
　白木、青塚、服部興野、比子下モ山、上藤崎一区、

上藤崎二区、中藤崎、大谷地、西谷地
◎作業が該当する集落については、作業の詳細につい

てのチラシを回覧しますのでご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72-5887

　全国瞬時警報システムを活用した緊急地震速報の訓
練を、下記の日程で行います。町の防災行政無線を通
じて、地震速報が流れます。災害ではございませんの
でご注意ください。
●訓練日時／６月23日㈭午前10時15分頃
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

　県内で被害が深刻化している「特殊詐欺」について、
被害に遭うリスクの高い高齢者を対象に、通話録音装
置貸し出しによるモニター調査を実施します。
●募集期間／６月15日㈬～６月30日㈭
●モニター期間／７月上旬～12月31日㈯まで

※無料でご利用いただけます。（但し、別途電気代
が発生します。）

●貸出し台数／２台
●募集対象者／遊佐町にお住まいで65歳以上の方
　機器の使用に関するアンケートに回答できる方
●申込方法／「通話録音機貸与申込書」を提出してくだ

さい。（申込書は産業課内に設置しています）
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

※浄化槽本体工事費を基に所定の計算式により算出します。
※浄化槽本体工事費以外（トイレのリフォーム工事費等）は「持家住宅リフォーム支援金」との併用も可能です。

（工事費100万円まで20％補助。ただし町内建設業者と契約を締結し、下請を含め全体で町内業者が1/2以上
請け負っている場合に限ります。詳しくは地域生活課管理係までお問合わせください。）

※予算額に達した時点で受付終了となります。
●交付対象地域／

褄坂、開畑、上蕨岡（唐戸岩）、広野、藤井の一部、臂曲、金俣、岩野（中村以外）、三ノ俣、蚕桑、袋地、
大井（後藤寺田）、北宮田（万部）、茂り松、東山、女鹿、滝ノ浦、鳥崎、湯ノ田、小野曽

●補助対象者／単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切替えする方
●問・申込み／地域生活課下水道係　☎72-5894　管理係　☎72-5883

水質環境改善のため、合併処理浄化槽を設置する方に工事費の一部を補助します！
平成28年度から補助額が増額となりました！（５人槽：＋50,000円、７、10人槽：＋65,000円）

この機会にぜひ合併処理浄化槽への切替えをご検討ください！
合併処理浄化槽とはトイレの汚水及び生活雑排水（台所、お風呂の排水等）を浄化する設備です。
単独処理浄化槽、汲み取り便槽の家庭では生活雑排水は浄化されず、そのまま側溝等に放流されるため、
蚊やハエ等の発生や悪臭の原因となります。

合併処理浄化槽設置補助制度のご案内

水道管清掃作業のお知らせ特殊詐欺対策
警告機能付き通話録音機のモニターを募集します！

全国瞬時警報システム
緊急地震速報訓練のお知らせ

●補助額／
区 分 補助額
５人槽 最大� 685,000円
７人槽 最大� 859,000円
10人槽 最大� 1,119,000円
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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

　三十路成人式は、30歳を迎えた遊佐中学校卒業生が
集う場です。同級生の活動を知り、30歳の今だからこ
そ見える、この町の魅力や課題について語り合いませ
んか？
●開催日時／８月13日㈯
　午後１時～２時30分（式典）
　午後３時～５時（交流会）
●場所／遊佐町生涯学習センター（式典）
　パレス舞鶴（交流会）
●主催／遊人会・でっけど実行委員会
●参加方法／今月中に対象者のご実家にご案内が郵送

されますので、そちらをご確認のうえ、同封のハガ
キにてお申し込みください。

●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

　キャッチフレーズは、「意識をカイカク。男女でサ
ンカク。社会をヘンカク。」です。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するために、この期間に私たちのまわりの
男女のパートナーシップについて考えてみましょう。
●問／山形県子育て推進部　若者支援・男女共同参画

課　☎023-630-2101

　町民一人ひとりが節電することで、発電所に相当する「節電所」を作ろうとする取組みです。遊佐町に
お住まいの方、勤務している方ならどなたでも参加できます。
●チャレンジ期間／７月～８月
●取組み内容／期間中、節電いただきチャレンジ期間が終了したら、「ゆざ町民省エネ節電所」の結果報

告用紙に、８月・９月分の電気使用量の検針票を貼って提出いただきます。
●申込み／今月号に折り込みされているチラシについている「参加申込票」に必要事項を記入し、お近く

の郵便ポストに出してください。（切手は不要です。）
　※電話・FAXでも受付します。
●締切／７月15日㈮

　ご報告いただいた方は、全員県の省エネキャンペーン「県民省エネ節電所」の参加者として登録され、
県の省エネ賞の抽選対象になります。　

創エネと省エネで地域の
エネルギー自律をめざす『ゆざ町民省エネ節電所』

ゆざ町民エコチャレンジ

６月23日から29日は
「男女共同参画週間」です

今年度30歳を迎える皆さんへ
第7回遊佐町三十路成人式でっけど

〜 DECADE 〜 開催

今日からあなたもエコ町民

①ご報告いただいた方には、全員に「参加賞」（町内で使える商品券1,000円分）を進呈します。
②ご報告いただいた方の中から抽選で「節電特別賞（遊佐町特産品など）」をプレゼント。
③前年度と比較して電気使用量を削減できた世帯には、削減率にかかわらず、「節電達成証」を進呈。また、

世帯区分（1～2人世帯、3～5人世帯、6人以上世帯）ごとに上位３世帯を表彰し、「節電優秀世帯賞（町
内で使える商品券2,000円分）」を進呈します。

参加者特典

Ｗチャンス



お し ら せ 号
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

　町民の皆様の地震対策を支援するために、木造住宅
の耐震診断に対し費用の一部を助成します。
　地震への対策をするには、自らの地震リスクをあら
かじめ知っておくことが大切です。家で安心して暮ら
すために耐震診断をおすすめします。
●対象住宅／
　次の要件を満たす町内の木造住宅が対象となります。
　①平成12年５月31日以前に着工された一戸建て
　②在来軸組構法で２階以下、床面積が500㎡以下
　③延べ床面積の２分の１以上が自己居住用
●診断費用／図面の有り無しに関わらず個人負担

10,000円
　※診断費用10万円のうち９万円を助成します。
●募集戸数／限定３戸
　※募集戸数に達し次第、受付を終了します。
●問・申込み／地域生活課管理係　☎72-5883

●対象農用地／農振農用地区域のうち、傾斜が中山間
地域等直接支払制度の要件を満たす農用地等（ただ
し、国の中山間地域等直接支払制度を実施している
農用地を除く。）

●補助率（10ａあたり）／
・田：急傾斜16,800円、緩傾斜6,400円
・畑：急傾斜9,200円、緩傾斜2,800円
※急傾斜地（田：１／20以上、畑・草地・採草放牧

地：15°以上）緩傾斜地（田：１／100～１／20未
満、畑・草地・採草放牧地：８°～15°未満）

●要件／
⑴地区住民が協定に基づき３年間継続した共同活動

等の実施
⑵地区の農地を維持・保全する基礎的共同活動と、

地区の農地を有効活用する経済的共同活動の一体
的な実施

⑶３年間、対象農用地の面積の９割以上において農
用地が保全されていること。

●締切／６月24日㈮
なお、国の中山間地域等直接支払制度でも緩傾斜に
取り組めることになる予定ですので、１ha以上の
面積になる場合は国の中山間地域等直接支払制度を
利用していただく場合があります。
※予算額を超えた場合は、傾斜度やほ場の大きさ等

により順位を決定します。
●問・申込み／産業課農業振興係　☎72-5882

◆支援金の額／対象工事費の50％（上限120万円）
◆対象工事／持家住宅の耐震診断を行い、その診断結果に基づいて、一定水準以上の耐震性を確保する工

事（耐震改修工事）
◆耐震改修工事対象の住宅
　①平成12年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅であること。
　②在来軸組工法で階数が２階以下かつ床面積が500㎡以下であること。
　③耐震改修計画及び設計を耐震診断士が作成していること。
　④延べ床面積の２分の１以上が自己居住用であること。
　⑤当該住宅が、建築基準法その他の関係法令に違反していない住宅であること。
　⑥耐震診断を実施した結果、上部構造評点が0.7未満であること。
◆支援金の交付を受けられる方

次の全てに該当する方
○工事の際、県内に本店がある業者と契約する方。
○工事に着手していない方。
○既に下水道もしくは合併浄化槽に接続している方。または申請と同時に接続しようとしている方。
○町税等の滞納がない世帯。
○平成29年3月末までに実績報告の提出が可能な方。
※工事着工後、完成後の申込みはできません。

問・申込み／地域生活課管理係　☎72-5883

持家住宅リフォーム支援金の第1回目受付終了日は平成28年7月29日です！
※但し、予算に達し次第受付を終了する場合があります。

持家住宅リフォーム支援金耐震改修事業

木造住宅耐震診断士派遣事業【募集】
山形県中山間地域等持続的農地保全支援事業
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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／町民係　☎72－5885

　６月30日㈭は町県民税、月光川水害予防組合費の納
期です。
　通知書は６月15日に発送を予定しておりますので、
内容ご確認のうえ、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／６月30日㈭
　　　　町県民税　　　　　　　１期
　　　　月光川水害予防組合費　１期
●問／町民課納税係　☎72-5411

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済に関する
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）山形

財務事務所１階理財課
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前８時30分～正午、午後１時～４時30分（原則と

して）
●問／山形財務事務所理財課　☎023-641-5178

　高齢者宅を訪問し、「お宅の消火器は古くて使えな
いから買い換えたほうがいい」といいながら、通常価
格より高く販売する事例が町内で発生しています。一
般家庭に消火器を設置する義務はありません。（義務
はありませんが、万が一に備えて設置しておくことが
望ましいです）購入される場合は、近隣の販売店での
値段などをよく調べ、慎重に判断しましょう。
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

●参加申込期間　７月７日㈭　午後１時 ～ ７月26日㈫ 午後11時
●入札期間　　　８月２日㈫　午後１時 ～ ８月４日㈭ 午後11時
●出品物確認　　現物確認を行いたい方は、参加申込み期間中に下記へ問合わせください。
　　　　　　　　出品は上記を含む複数点を予定しております。
参加申込み期間に参加申込み手続きを行わない場合、入札には参加できませんのでご注意ください。
　入札に参加する場合は、遊佐町ホームページ掲載の『インターネット公売ガイドライン』、Yahoo！
Japan官公庁オークションホームページ内の『参加条件と必要な手続き』を確認の上、下記アドレスよ
り参加申込手続きを行ってください。
　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ymt_yuza_town　（Yahoo! Japan官公庁オークション）
　※参加申込手続きは７月７日午後１時より受け付け開始となります。
●問／町民課納税係　☎72-5411

町では滞納者から差し押さえた財産を滞納税額に充てるため、Yahoo!	Japanが
提供する公売システムを利用し、インターネット公売を実施いたします。

平成28年度 第１回インターネット公売の実施について

公売品1．ホンダ スーパーカブ 公売品2．自転車

町税等納期のお知らせ

「借金返済に関する相談窓口」
のご案内

訪問販売にご注意ください！

　山・川・海、遊佐の自然を守るための活動として、
全町美化運動を開催いたします。町民のみなさまのご
協力をよろしくお願いします。詳細は後日別途お知ら
せします。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

めざそう　鳥海山・飛島ジオパーク
「川きれい」・「海クリーン」・「道路・公園美化」運動
７月３日 全町美化及びジオパーク保全運動
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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

　しらい自然館周辺で笹の葉を採り、いぐさの輪づく
りから笹の葉の巻き方などを体験。体験の後に笹巻き
の試食を行います。
※自分で巻いた笹巻きは持ち帰り、自宅で煮ていただ

きます。
●日時／６月26日㈰　午前９時～午後１時
●場所／しらい自然館
●対象／一般
●受講料／2,200円
●定員／20名
●持ち物／エプロン・タオル等
●申込み締切／６月21日㈫※定員になり次第締切
●問・申込み／四季の森しらい自然館内　鳥海山おも

しろ自然塾推進協議会事務局　☎72-206９

　食べて、遊んで、ものづくり体験もしちゃおう！
毎年好評をいただいているサマーフェスティバルも10
回目を迎えました。
今年は新しいお店もたくさん出店します。ぜひ遊びに
来てください。
●日時／７月３日㈰　午前11時～午後２時
●場所／しらい自然館　グランド・中庭（雨天：体育

館）
※小学生以下は保護者同伴で参加してください
●入場料／300円（クーポン券付）
●問／四季の森しらい自然館内　鳥海山おもしろ自然

塾推進協議会事務局　☎72-2069

●日時／６月28日㈫午後２時30分～４時
●場所／上蕨岡大鳳館（上蕨岡字丸森50-1）
●テーマ／「史跡鳥海山がめざすもの―蕨岡で考える

文化・文化財」
●講師／佐藤正知氏（文化庁文化財部主任文化財調査

官）
●問・申込み／教育課文化係　☎72-5892　FAX72-

3313、または、蕨岡まちづくり協会　☎・FAX72-
2231へ６月23日㈭までにお申込みください。

●期日／７月31日㈰～８月６日㈯
●場所／鶴岡市由良地区
●対象／小学４年生～中学３年生
●費用／18,000円程度（予定）
●内容／由良での海遊び、釣り、いかだ、ロングウォ

ーク、テント泊、野外炊飯など
　※詳しくは、６月上旬ＨＰに掲載予定
●申込み期間／６月17日㈮～７月５日㈫午後５時
　電話で申込み、申込み多数の場合抽選
●問・申込み／山形県金峰少年自然の家
　☎0235-24-2400

　小説に描かれた山形、物語に表出する山形の心奥、山
形に生きた作家たちの姿などから山形の豊かな文学風
土を明らかにし、山形の新たな魅力を掘り起こします。
●日時／７月30日㈯～10月８日㈯　全５回
●場所／遊学館（山形市）第１研修室　ほか
●定員／80名（先着順）※託児あり（要事前申込み）
●受講料／3,500円（学生1,500円）※現地学習は別途

費用負担有り。
●内容／

第１回「語られた人物」７月30日㈯
第２回「藤沢作品に描かれた舞台を歩く」
　８月27日㈯（現地学習）
第３回「「怪異と伝承」の謎」９月17日㈯
第４回「作家はふるさと山形をどう描いたか」
　９月24日㈯
第５回「井上作品・浜田作品の原点を訪ねる」
　10月８日㈯（現地学習）

●申込み方法／「氏名・郵便番号・住所・連絡先電話
番号・託児の有無」を明記しはがき・FAX・メー
ルでお申込みください。後日案内を送付します。

●申込み期間／６月11日㈯～７月20日㈬
●問・申込み先／〒990-0041　山形市緑町1-2-36
　山形県生涯学習センター「山形学」講座担当あて
　☎023-625-6411　FAX023-625-6415
　E-mail：yama@gakushubunka.jp

●期日／７月３日㈰
●時間／午前８時30分～正午
●場所／酒田市または遊佐町
●集合／参加者にお知らせします。
●内容／「第36回全国豊かな海づくり大会」の開催を記

念して、豊かな水辺の王様「ミサゴ」を観察します。
●持ち物／双眼鏡（貸出可）、行動食、飲み物、虫よけ、

日焼けクリーム
●費用／一人300円（保険料、資料代）
●申込み期間／６月16日㈭～６月30日㈭午後５時まで
●問・申込み先／猛禽類保護センター　☎64-4681
　E-ｍail：moukin@raptor-c.com

●期間／６月25日㈯～６月28日㈫
●場所／生涯学習センター３階展示室
　＊抽選で色紙のプレゼントがあります。
●問／岡田尻引　土門　☎72-2431

●日時／７月２日㈯午前９時～正午（小雨決行）
●場所／酒田市八森パークゴルフ場
●費用／310円（コース使用料など）
●問・申込み／６月26日㈰まで酒田市パークゴルフ協

会事務局　佐々木　☎23-7650

『鳥海山　おもしろ自然塾』
笹の葉採りと笹巻きづくり体験

「鳥海山おもしろ自然塾」
第10回 サマーフェスティバル in しらい

わんぱく自然塾 〜夏の巻〜
由良でのロングキャンプ

ゆざ学公開講座
「史跡鳥海山」のご案内

「山形学」講座「小説にみる山形」

鳥海イヌワシみらい館 猛禽類観察会
第35回豊かな海づくり大会記念「水辺の猛禽ミサゴ」観察会

遊佐書道会・游石会主催
「書と篆刻」会員展

パークゴルフ講習会
参加者募集
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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

　こころの健康についてさまざまな相談に応じていま
す。「なんとなく元気がない」「精神的に不安」「お酒
による悩みがある」など、お困りの方はお気軽にご利
用ください。相談された方の秘密は守られます。
○精神科医師への相談
●場所／酒田：酒田農業技術普及課（旧酒田保健所）
　　　　鶴岡：庄内総合支庁
●日時／酒田：８月１日、10月３日、12月５日、平成

29年２月６日
午後１時30分～３時30分
９月１日、平成29年３月２日
午後２時30分～４時30分
７月６日、11月２日、平成29年１月４日
午前10時～正午
鶴岡：毎月第２火曜日　午後１時30分～３時
30分

○保健師への相談
●場所／庄内総合支庁
●日時／月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15

分
○精神科医師・保健師共に
●費用／無料
●受付時間／月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５

時15分
　※あらかじめ電話で予約してください。
●問・申込み／庄内保健所地域保健福祉課　精神保健

福祉担当　☎0235-66-4931

相談会
●場所／庄内総合支庁３階32号会議室
●内容／精神科医師による個別相談
●相談日時／10月６日㈭、12月１日㈭午後１時30分～

３時30分※予約制
つどい（ゆりの会）
●場所／庄内総合支庁３階32号室
●内容／わかち合い、ミニ講話など
●開催日時／７月12日㈫、９月１日㈭、11月16日㈬、

１月18日㈬、３月10日㈮午後１時30分～３時30分
●申込み方法／下記のお電話までお申込みください。

秘密は厳守いたします。
●その他／費用は無料です。
●問・申込み先／庄内保健所地域保健福祉課
　☎0235-66-4931

　心の中に抱え込んでいる辛い気持ちを、携帯電話、
スマートフォン、パソコンのいずれからでも相談でき
ます。山形県精神保健福祉センターホームページから
アクセスしてください。
●受付／24時間受付
※その他、電話相談も受け付けています。
　受付：午前９時～正午、午後１時～５時（土・日・

祝日を除く）
　☎023-631-7060（相談専用）
●問／山形県精神保健福祉センター　☎023-624-1217

　本人の状況と家族との関わりや、不安・焦りなどに
ついてのお話しを聴き、対応について一緒に考えてい
きます。お困りの方はお気軽にご利用ください。相談
された方の秘密は守られます。
●相談場所／庄内総合支庁
●日時／毎月第４火曜日　午後１時30分～３時30分
●費用／無料
●受付時間／月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５

時15分
　※あらかじめ電話で予約してください。
●申込み／庄内保健所　地域保健福祉課　精神保健福

祉担当　☎0235-66-4931

　水稲・大豆の無人ヘリコプターによる防除作業が各
地域で始まります。期間中はご迷惑をおかけしないよ
うに、万全の対策を講じ、安全作業に努めますのでよ
ろしくお願いします。
●防除期間／６月下旬～９月上旬
●問／ＪＡ庄内みどり営農企画課内　ＪＡ庄内みどり

無人ヘリ防除連絡協議会事務局　☎26-5631

　酒田地区広域行政組合における平成27年度の情報公
開制度および個人情報保護制度の運用状況をお知らせ
します。
○平成27年度情報公開条例に基づく情報公開

※実施機関の「管理者」には、事務局、消防本部、消防
署の組織が属します。「管理者」以外には、議会、監
査委員がありますが、公開請求はありませんでした。
○平成27年度個人情報保護条例に基づく情報開示
　開示請求はありませんでした。
●問／酒田地区広域行政組合管理課管理係
　☎61-7112

〇月～金　午前８時30分～午後４時15分【相談員対応
　午前９時～午後４時15分】

〇土、日、祝、年末年始はお休みです。
〇電子メール、FAXは24時間受け付けています。
　E-mail：yshogaku@pref.yamagata.jp
　FAX：023-630-2874
☆子育ての悩みを一人で抱えず、電話でお話しくださ

い。相談員がご一緒に考えます。
☆相談の秘密は守ります。子どもからの相談にも応じ

ます。
●問／県教育庁文化財・生涯学習課生涯学習振興室☎

023-630-3344

精神保健福祉相談　

心の健康インターネット相談

ひきこもり相談

無人ヘリコプターによる
一斉防除が始まります

情報公開・個人情報保護条例に基づく
情報公開・開示状況をお知らせします

家庭教育電話相談のご案内
ふれあいほっとライン ☎（023）630-2876

実施
機関

請求
件数

公開などの決定の状況 不服申
立ての
状　況公開請求の内容 公開 部分公開 非公開

管理者 ２件 地下タンク貯蔵施設一覧ほか １件 １件 ０件 ０件

自死遺族相談会および
つどいのお知らせ
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　●問／企画課企画係　☎72－4523

●種目／自衛官候補生（陸海空）
●対象／27歳未満の男子（入隊時）
●受付／７月15日㈮まで
●試験／７月24日㈰
●入隊／９月又は平成29年４月上旬
●採用数／数百名（全国）
●問／自衛隊酒田地域事務所（酒田市上安町一丁目）
　☎27-3532

国立宮古海上技術短期大学校
オープンキャンパス

　在校生の案内により、体験航海・施設見学・操船シ
ミュレーター体験など、本校ならではの学校体験がで
きます。お気軽にご参加ください。
●日時／６月11日㈯、７月２日㈯、７月23日㈯、10月

８日㈯　午前10時～午後２時
●申込み／国立宮古海上技術短期大学校のホームペー

ジ（http://miyakai.com/）よりお申込みください。
●問／国立宮古海上技術短期大学校　☎0193-62-5316

産業技術短期大学校庄内校
社会人向け公開講座

　企業などで働いている方および一般の社会人を対象
に、技術・技能の習得、また自己啓発等を支援するた
め、「社会人向け公開講座」を行います。
●場所／山形県立産業技術短期大学校庄内校の各教室
●コース／
シーケンス制御入門　７月28日㈭、29日㈮午前９時
～午後４時　定員５名　受講料6,000円
基本情報技術者試験午前試験免除対策「修了試験合
格コース」　７月５日㈫、７日㈭、12日㈫、14日㈭、
19日㈫、21日㈭　午後６時30分～８時30分　７月23
日㈯　午前10時～正午　定員10名、受講料6,000円
　受験料1,000円
電子会計入門　７月30日㈯、８月20日㈯　午前８時
50分～午後４時10分　定員５名　受講料6,000円　
テキスト代4,212円
　上記の他にもさまざまなコースの公開講座が行わ
れています。詳しくは下記ホームページよりご確認
ください。

●申込み／本校にて申込み用紙を用意しておりますの
で、電話、FAX、eメールにて申込みください。また、
本校のホームページからも申込み用紙をダウンロー
ドできます。

●締切／定員になり次第締め切ります（先着順）。最
終締切は講座初日の２週間前です。

●問／山形県立産業技術短期大学校庄内校
　☎31-2300　FAX31-2770

E-mail：all-kyomu@shonai-cit.ac.jp
ホームページ：http://www.shonai-cit.ac.jp

●一次試験／７月24日㈰
●対象／採用日に60歳未満で受験時に有効な免許を所

有している方
※受験資格など詳しくは下記問合せ先までご連絡く

ださい。
●受付／６月30日㈭まで、申込み用紙は海上保安庁ホ

ームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/）からダ
ウンロードしてください。

●問／第二管区海上保安本部総務部人事課
　☎022-363-0111

●受験資格／１．警備官⑴平成28年４月１日において
高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日か
ら起算して５年を経過していない方および平成29年
３月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込
みの方⑵人事院が上記に準ずると認める方

　２．警備官（社会人）昭和51年４月２日以降に生ま
れた方（上記１⑴に規定する期間を経過した方およ
び人事院がそれに準ずると認める方に限ります）

●受付期間／インターネット　７月19日㈫午前９時～
７月28日㈭

　郵送または持参　７月19日㈫～７月21日㈭
※できるだけインターネット申込みを利用してくだ

さい。
●第一次試験／９月25日㈰
●第一次合格発表／10月12日㈬
●第二次試験／10月25日㈫～10月27日㈭
●最終合格発表／11月22日㈫
●問／法務省仙台入国管理局総務課　人事担当　上石

・赤井・三塚　☎022-256-6076

●受付期間／インターネット申込み　７月12日㈫午前
10時～７月21日㈭［受信有効］

　郵送　７月12日㈫～７月15日㈮［消印有効］
●第１次試験日／９月11日㈰
●受験資格／平成28年４月１日において高等学校卒業

後２年以内の方および平成29年３月までに高等学校
を卒業する見込みの方（平成28年４月１日において
中学校卒業後２年以上５年未満の方も受験可）

●問／山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
　☎023-623-9511
　詳しくは（http://www.courts.go.jp/）へ

●日時／６月29日㈬午後５時～７時
●場所／酒田勤労者福祉センター２Ｆ
●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
　（秘密は厳守します）
●申込み／午前９時～午後５時（ただし土・日・祝日

を除く）※要予約
　山形県司法書士会酒田支部　髙橋まで　☎43-4000

自衛官募集海上保安庁職員採用試験

入国警備官採用試験

平成28年度裁判所職員採用
一般職試験（高卒者試験）

司法書士無料法律相談
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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／町民係　☎72－5885

●日時／７月14日㈭午後７時～８時30分まで
●受付／午後６時45分から
●場所／酒田市飛鳥字契約場35番地
　ひらたタウンセンター（タウンセンター内集会室）
　☎52-3911
●対象／どなたでも
●定員／30名程度
●内容／心肺蘇生法、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

の使い方
●講師／応急手当指導員
●費用／無料
●申込み／７月１日㈮まで、申込み書を酒田地区広域

行政組合消防署☎23-3131、または最寄りの消防署
へ提出してください。
※申込み書は、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していただくか、最寄り
の消防署にあります。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装

●日時／７月16日㈯　午前８時30分～正午
●場所／酒田市大浜一丁目4-83
　　　　酒田地区広域行政組合　消防署西分署
●内容／放水訓練、救助訓練、はしご車訓練、消火訓

練等
●募集人員／酒田市、庄内町、遊佐町在住の小学校３

年生～６年生（定員35名）
●申込み方法／参加申込用紙を消防本部または最寄り

の消防署まで提出もしくは、ＦＡＸしてください。
　申込用紙は各小学校、消防本部または最寄りの消防

署、酒田市ホームページからもダウンロードできます。
●申込み期限／７月６日㈬まで
●費用／無料
●その他／雨天時は内容を一部変更して実施します。

参加児童については、消防本部でレクレーション保
険に加入いたします。

●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　☎61-7113　FAX52-3491

●日時／７月27日㈬
●会場／山形ビッグウイング（山形市平久保100番地）
●講習種別／①甲種及び乙種第１類②甲種及び乙種第

４類③乙種第６類
●受付期間／６月20日㈪から７月８日㈮まで
●申込申請書／協会ホームページ（http://www3.ic-

net.or.jp/~ymsyoho/）からダウンロードできます。
●問・申込み／一般社団法人山形県消防設備協会
　山形市鉄砲町2-19-68　☎023-629-8477

　危険物取扱者免状を所持し危険物業務に従事する方
は、３年に１度の受講が必要です。
●申請期間／６月27日㈪から７月21日㈭まで先着順
※受講案内・申請書については消防本部（消防署）か

ら直接、お受取りください。
●問・申込み／山形県危険物安全協会連合会
　☎023-632-5744　E-mail：contact@y-kenki.jp
　URL：http://www.y-kenki.jp/

　遊佐ブランド推進協議会では、町内の求職者の方、
独立開業や新規事業分野への進出などお考えの個人や
企業を対象とした相談会を開催します。
●日時／６月29日㈫午後１時30分～４時30分
　　　　※完全予約制です。
　個別面談方式となります。事前にご希望の時間や相

談内容等をお知らせください。
●場所／遊佐町創業支援センター（Ａコープゆざ店２

階）
●その他／ハローワーク酒田の職員が臨席します。
　※相談内容等の個人情報は保護されます。
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会（遊佐町創業

支援センター）
　☎・FAX　72-3966　E-mail：info@yuza-brand.jp

救命講習入門コースのお知らせ

第29回一日消防士体験勤務開催

消防設備士試験受講
準備講習会のご案内

平成28年度
危険物取扱者保安講習

創業・就職相談会　

遊佐町総合交流促進施設株式会社
職 種 駐車場整理、受付、清掃
雇用形態 夏期臨時アルバイト
人 数 若干名

勤 務 先 西浜海水浴場
西浜コテージ・キャンプ場等

雇用期間 ７月13日㈬～８月18日㈭
給与待遇 賃金は会社規定に基づきます
就業時間 １日８時間勤務

選考方法
履歴書を西浜コテージ村管理棟まで提出し
てください。書類選考の上、本人に連絡い
たします。

締め切り ６月30日㈭
そ の 他 雇用期間は職種により異なります。
問・提出先 西浜コテージ村管理棟　☎77-3600

やき鳥専門店　鈴
職 種 飲食店・居酒屋（接客、皿洗い）
雇用形態 パート・アルバイト
人 数 ２名

勤 務 先 遊佐町遊佐字鶴田33-3
やき鳥専門店　鈴

資 格 普通自動車第一種免許（通勤用）
給与待遇 時給750円～（昼）／時給900円～（夜）
就業時間 10時から15時／18時から24時
選考方法 履歴書・面接
問・提出先 やき鳥専門店　鈴　☎72-3355

大山食品株式会社
職 種 調理員
雇用形態 パート
人 数 ２名
勤 務 先 海浜自然の家・分館
雇用期間 ６月中旬～10月中旬
資 格 調理経験あれば尚可
給与待遇 時給800円～900円
就業時間 午前６時～午後７時30分の６時間程度
選考方法 面接
問・提出先 大山食品株式会社　☎0235-22-1122

▪雇用の広場
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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

がんばった人にマル

入札結果５月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎地域生活課
●町道赤坂線側溝整備工事
期　間　平28／5／13～平28／7／29　　契約金額　3,078,000円
契約者　金子建業株式会社
［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、有限会社 菅原建設、ヤマ五建設 株式会社
●町道福田線側溝整備工事
期　間　平28／5／16～平28／7／29　　契約金額　2,916,000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
●除雪ドーザ（８ｔ級）購入
期　間　平28／5／17～平28／11／30　　契約金額　9,388,440円
契約者　キャタピラー東北株式会社酒田営業所
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、コマツ山形株式会社庄内支店、
昭和建機株式会社、日立建機日本株式会社庄内営業所、ユニキャリア株式会社
庄内支店
●除雪ドーザ（11ｔ級）購入
期　間　平28／5／17～平28／11／30　　契約金額　14,124,240円
契約者　ユニキャリア株式会社庄内支店
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、キャタピラー東北株式会社酒田
営業所、コマツ山形株式会社庄内支店、昭和建機株式会社、日立建機日本株式
会社庄内営業所
●平成28年度遊佐町上水道事業・簡易水道事業統合変更認可届出書作成業務委託
期　間　平28／5／17～平28／10／31　　契約金額　5,940,000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］株式会社 庄内測量設計舎、新日本設計株式会社庄内営
業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社 安野測量事務所
●平成28年度吹浦統合簡易水道事業 直世取水施設等工事実施設計業務委託
期　間　平28／5／26～平29／2／28　　契約金額　7,506,000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］株式会社 庄内測量設計舎、新日本設計株式会社庄内営
業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所
●除雪ドーザ（８ｔ級）購入その２
期　間　平28／5／26～平28／11／30　　契約金額　9,388,440円
契約者　キャタピラー東北株式会社酒田営業所
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、コマツ山形株式会社庄内支店、
昭和建機株式会社、日立建機日本株式会社庄内営業所、ユニキャリア株式会社
庄内支店
●平成28年度上寺配水池基本設計業務委託
期　間　平28／5／31～平28／12／15　　契約金額　3,132,000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］株式会社 庄内測量設計舎、新日本設計株式会社庄内営
業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所
●平成28年度駅前二区地内配水管布設工事実施設計業務委託
期　間　平28／5／31～平28／12／26　　契約金額　4,212,000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］株式会社 庄内測量設計舎、新日本設計株式会社庄内営
業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所
●町道和田下長橋線　栄橋補修設計業務委託
期　間　平28／5／30～平28／12／26　　契約金額　3,780,000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 石川測量事務所、株式会社 庄内測量設計舎、
株式会社 出羽測量設計、有限会社 安野測量事務所
●町道船橋線用地測量及び道路詳細設計業務委託
期　間　平28／5／30～平28／12／26　　契約金額　2,052,000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 石川測量事務所、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
◎産業課
●平成28年度山形県森林病害虫等防除事業（無人ヘリコプター散布・地上散布）委託
期　間　平28／5／19～平28／7／29　　契約金額　8,748,000円
契約者　北庄内森林組合
［その他の入札参加者］株式会社 池田
●平成28年度山形県森林病害虫等防除事業環境影響調査業務委託
期　間　平28／5／19～平28／7／29　　契約金額　648,000円
契約者　東北環境開発株式会社酒田支店
［その他の入札参加者］株式会社 エルデック、株式会社 理研分析センター、
環清工業株式会社
●平成28年度デマンドタクシー車両購入
期　間　平28／5／24～平28／8／31　　契約金額　3,122,387円
契約者　有限会社赤塚自動車
［その他の入札参加者］株式会社 オートショップ今野、有限会社 齋藤モータ
ース
●平成28年度東山飲雑用水道減圧弁交換工事
期　間　平28／5／18～平28／6／30　　契約金額　2,808,000円
契約者　東北企業株式会社酒田支店
［その他の入札参加者］共立株式会社庄内支店、株式会社 宮本商店
◎教育課
●遊佐中学校第２音楽室屋根改修工事
期　間　平28／5／19～平29／9／15　　契約金額　4,320,000円
契約者　協栄建設 株式会社
［その他の入札参加者］赤塚建設工業 株式会社、伊藤建設 株式会社、金子建
業 株式会社、株式会社 斎藤工業、ヤマ五建設 株式会社
◎企画課
●西浜セミナーハウス解体工事
期　間　平28／5／30～平28／7／15　　契約金額　3,844,800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、株式会社 共
栄建材

●平成28年度西浜海水浴場駐車場除砂工事
期　間　平28／5／30～平28／7／8　　契約金額　3,996,000円
契約者　有限会社 一道建設
［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、金子建業 株式会社、有限会社 菅原建設、ヤマ五建設株式会社
◎総務課
●蕨岡地区防災倉庫整備工事
期　間　平28／5／30～平28／9／30　　契約金額　10,422,000円
契約者　庄司建設工業 株式会社
［その他の入札参加者］赤塚建設工業 株式会社、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、株式会社 髙橋工業所
●（仮称）吹浦地区防災センター外構・既存建物解体工事
期　間　平28／5／30～平28／10／31　　契約金額　39,420,000円
契約者　土門建設 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、庄司建設工業 株式会社、株式会社 髙橋工業所
●高瀬地区防災倉庫整備工事
期　間　平28／5／30～平28／9／30　　契約金額　9,558,000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、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、庄司建設工業 株式会
社
●平成28年度消防署遊佐分署移転候補地用地測量業務委託
期　間　平28／5／30～平28／8／10　　契約金額　1,490,400円
契約者　株式会社 大和エンジニア
［その他の入札参加者］酒田コンサル株式会社、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 出羽測量設計
●西遊佐防災倉庫・車庫建築工事
期　間　なし　　契約金額　なし
契約者　なし　　落札者　なし
［その他の入札参加者］赤塚建設工業 株式会社、伊藤建設 株式会社、金子建
業 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

○５月３日（火）
　第36回庄内武道大会　剣道　小学校の部
　団体　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団A
　団体　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団B
○５月14日（土）
　第70回酒田市体育大会　剣道　小学校の部
　団体　優勝　　遊佐町剣道スポーツ少年団A
　団体　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団B
○５月15日（日）
　第47回山形県少年剣道錬成大会　小学校の部
　女子団体　コート優勝　　遊佐町剣道スポーツ少年団
　男子団体　コート第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団A
○５月15日（日）
　第27回安藤捴吉杯争奪剣道大会　小学校の部
　女子団体　優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
○５月７日（土）
　飽海地区駅伝競走大会
　総合２位　　遊佐中学校女子
　３区区間賞　佐藤　綾音
　総合３位　　遊佐中学校男子
　１区区間賞　鈴木　陽祐
　３区区間賞　伊藤　祐星
　４区区間賞　菅原　賢人
○５月14日（土）
　酒田市体育大会卓球競技
　女子シングルⅡ部　２位　那須英璃花　遊佐中学校１年生
　　　　　　　　　　３位　齋藤　楓菜　遊佐中学校１年生
○５月21日（土）、22日（日）
　第６回『アテネ杯』ミニバスケットボール交流大会
　準優勝　あすなろフェニックスミニバスケットボールス

ポーツ少年団
○５月３日（火）
　第69回憲法記念中学校ソフトテニス選手権大会
　男子の部　第３位　加藤紫苑、藤枝将史ペア

　遊佐中学校男子ソフトテニス部
　　　　　　第３位　阿曽拓真、佐藤　駿ペア

遊佐中学校男子ソフトテニス部
○５月22日（日）
　第70回酒田市体育大会ソフトテニス競技
　中学生男子Bチームの部　第３位　遊佐中Cチーム

※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。


