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平成29年度 スクールバス運転手、点呼者の募集について

₁

700円
（税込）

（1月2日～1月31日まで）

道の駅 鳥海 71-7222 8：30～17：00
9：00～17：00

9：00～17：00

☎

77-3330☎

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

11月～２月末まで冬期営業時間になります

ベーカリー工房「ほっほ」
●手づくりもつ煮●手づくりもつ煮 ●新春コロコロパン●新春コロコロパン

ハンガリー商品販売中！！ハンガリー商品販売中！！

食　堂

特産品売場

ワイン・ソーセージ・サラミ等♪

1杯 300円（税込）
1,500円（税込）
200円（税込）
200円（税込）

（1月15日～2月3日まで）

（1月15日～2月3日まで）

●恵方巻きパン●恵方巻きパン

●節分コロコロパン●節分コロコロパン

（1月15日～2月3日まで）

（1月15日～2月3日まで）●鬼パン●鬼パン
●鬼に金棒パン●鬼に金棒パン

350円（税込）

●鍋焼きうどん
　 （漬物付）

ファーストフードコーナー 冬期限定

冬期限定

好評予約
受付中です♪
好評予約
受付中です♪

この冬一番の
オススメ♪

寒い日には
これが一番♪

遊佐町とソルノク市は
姉妹都市です♪

次回の

とりみ亭

あぽん西浜

あぽん西浜 とりみ亭
休館日は1/23（月）です
サービスデーは 1/26（木）です

11：00～14：30
16：00～19：30

とりみ亭

（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）

第４回 あぽん西浜将棋大会
・日　時 ２月26日（日）
・時　間 10：00～15：00（受付開始9：30）
・会　場 あぽん西浜別館大広間
・参加費 1,000円（昼食・参加賞含）

開運2017! 酉年開運2017! 酉年

750円
鴨南蛮そば
かもなんばん

初心者から上級者まで老若男女問わず、
皆様奮ってご参加下さい

初心者から上級者まで老若男女問わず、
皆様奮ってご参加下さい

期間
限定

山形県
遊佐町

鳥海山二ノ滝氷柱
トレッキングツアー

自然が造り出す驚異の造形美　日本百名山「鳥海山」自然が造り出す驚異の造形美　日本百名山「鳥海山」

平成29年 2月12日㈰開 催 日 【日帰り】
8：30（鳥海温泉 遊楽里集合）～14：30（解散予定）時　　間

お一人様3,000円
（昼食・保険付）※子供も同額です

参加費用

同行します
※ガイドが現地までご案内します

添 乗 員

60名
（最少催行人員40名）

募集人数

平成29年2月2日㈭申込締切

旅行実施・お申込み

片道約２時間のスノートレッキングです。銀世界に
造り出された氷柱は圧巻です！安全の確保には万全
を期して準備しておりますが、冬山のため実施でき
ない場合もありますので予めご了承ください。

内　　容

　トレッキング参加で宿泊を
ご希望の方は鳥海温泉 遊楽里
までご連絡ください！

※土曜日・休前日またはお一人様ご利用
　の場合は別途料金がかかります

一泊二食 7,800円～　

TEL.0234（72）5666　FAX.0234（72）3999
TEL.0234（77）3711

NPO法人 遊佐鳥海観光協会

【旅行企画・お問合せ】遊佐町鳥海温泉 遊楽里

●業務内容／スクールバスの運転
●募集人員／若干名
●応募要件／大型自動車一種免許以上を有する、昭

和27年₄月₂日以降に生まれた方で、健康な方
●任用期間／平成29年₄月₁日～平成30年₃月31日
　※勤務成績によっては、次年度以降の更新有り。
●待遇／月額給料　202,700円
　　　　勤務時間　₁日₇時間15分（₁週36時間15分）
  　各種社会保険加入、その他、遊佐町一般職の非

常勤職員の給与および勤務条件に関する規則によ
ります。
●申込時提出書類／

①平成29年度遊佐町非常勤職員（自動車運転手）
申込書

②履歴書（専用用紙、写真添付）
③運転免許証の写し（両面）

●応募締切／₂月₃日（金）
　書類は教育課で配布しております。また、遊佐
町のHPからダウンロードもできます。
●問・申／防災センター₂階　教育課総務学事係
　　　　　☎72－5891

面接・実地試験
●試験日時／₂月中旬予定

※日時・会場等の詳細については、後日連絡
します。

●業務内容／点呼業務
　　　　　　（必要な場合スクールバスの運転）
●募集人員／１名
●応募要件／運行管理者等指導講習（基礎講習）を

修了し、点呼業務が可能な方で、大型自動車一種
免許以上を有する、昭和24年₄月₂日以降に生ま
れた方で、健康な方
●雇用期間／平成29年₄月₁日～平成30年₃月31日
●待遇／賃金（時給）1,340円、
　　　　勤務時間　₁日₄時間（週₅日勤務）
　　各種社会保険加入、その他、日々雇用職員取扱

い規程によります。
●申込時提出書類／

①平成29年度日々雇用職員登録申込書
②運行管理者等指導講習（基礎講習）修了証書の

写し
③運転免許証の写し（両面）

非常勤職員（スクールバス運転手） 臨 時 職 員（点呼者）



お し ら せ 号
（2）

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

平成29年度　遊佐町臨時職員の登録受付について

●対象／原則として町内に住所があり、心身ともに健康な方
●登録方法／日々雇用職員登録申込書を総務課に提出してください。申込書は総務課にお越しいただくか、町

のHPからダウンロードしてください。申込書の記載は本人の自筆とします。資格の必要な職種を希望する
方は、資格証明書の写しを添付してください。
●登録の受付期間／₂月₁日（水）～₂月10日（金）
●登録の有効期間／平成29年₄月₁日から₁年間
●雇用決定と勤務条件／登録期間中に臨時職員を必要とする状況になった場合に、適性等を考慮し、総務課か

ら連絡します。勤務条件は日々雇用職員取扱規程によりますが、雇用期間は業務により一定ではありません。
　※求人状況等により、登録有効期限内に必ず就労できるとは限りませんのでご了承ください。
●問・登録受付／総務課総務係　☎72－5880

　平成29年度の事務補助、保育士、保育士助手、調理師などの臨時職員を登録制により募集します。登録いた
だいた方の中から条件に合う方を選考し、採用します。
●募集職種

●職種／嘱託保育士
●人数／若干名
●勤務地／町立保育園、子どもセンター
●資格要件／保育士資格
●任用期間／平成29年₄月₁日～平成30年₃月31日
●待遇／
　月額報酬　171,000円以内
　勤務時間　₁日₇時間15分（₁週36時間15分）
　その他、遊佐町非常勤嘱託職員取扱規程によります。

非常勤嘱託職員（保育士）募集 ●提出書類／
　①平成29年度遊佐町非常勤嘱託職員（保育士）申込書
　②履歴書（写真貼付）
　③職務経歴書（保育業務の経験がある方）
　④保育士証の写し
●応募締切／₂月10日（金）※必着
●問・申込書提出先／総務課総務係　☎72－5880

〒999－8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
※申込書等は、総務課総務係、健康福祉課福祉子育

て支援係にあります。町のHPからもダウンロー
ドできます。

職　　種 資　格　等 勤務場所 賃　金（日額） 勤務時間

一 般 事 務 パソコン操作
（エクセル・ワード）

役場・生涯学習
センター

6,445円 ₇時間15分

5,580円 ₆時間

旧青山本邸 6,445円 ₇時間15分

小　学　校 5,580円 ₆時間
（年間120日～150日勤務）

中　学　校 6,445円以内 ₇時間15分以内

保　育　士 要 保　育　園 6,808円 ₇時間15分

保育士助手 不　要
保　育　園

6,445円 ₇時間15分

時給　930円 ₄時間

子どもセンター 5,580円 ₆時間

調　理　師 要

保　育　園 5,640円 ₆時間

小　学　校
6,990円 ₇時間45分

5,640円 ₆時間

調　理　員 不　要
保　育　園
小　学　校

（代替臨時職員のみ）

6,790円 ₇時間45分

5,520円 ₆時間

用　務　員 普通自動車
運転免許 中　学　校 6,351円以内 ₇時間15分以内



お し ら せ 号
（3）

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

　11月23日～12月₅日に開催しました「歳末助け合い
展」「おさがりボックス」は、町民の皆さまのご協力
により無事に展示終了することができました。誠にあ
りがとうございます。
　皆さまから入札・募金していただいた結果、 49,497円 
のお金が集まりました。その全額を、遊佐町社会福祉
協議会の「歳末たすけあい運動」に寄付いたしました。
今後とも、本事業にご理解とご協力を賜りますよう、
お願いします。
●問／生涯学習センター ☎72－2236

　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／₂月₃日（金）　午後₁時～₄時
●会場／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）

　最近よく耳にする糖尿病。血糖値が気になる方もそ
うでない方も、お誘い合わせの上、お申し込みください。
●日時／₁月30日（月）　午後₂～₃時
●会場／生涯学習センター　₂階大会議室
●内容／講演「血糖値！ちょっと高めからご用心」
　　　　講師　中

な か の め

目　千
ち ゆ き

之　医師
　　　　　　　中目内科胃腸科（鶴岡市）
●対象／どなたでも
●参加費／無料
●その他／ゆざ健康マイレージ対象事業です。マイレ

ージポイントカードをお持ちの方はご持参ください。
（₃ポイント）
●申込締切／₁月27日（金）まで下記にご連絡ください。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　₁月31日（火）は町県民税、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／₁月31日（火）
　町県民税　　　　　　　　₄期
　国民健康保険税　　　　　₇期
　介護保険料　　　　　　　₇期
　後期高齢者医療保険料　　₇期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　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
11月に75歳、12月に65歳になられた皆さまへ、₁月16
日付で納入通知書を発送します。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／11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
　　　　　12月に65歳になられた方　…　
　　　　　　　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／₁月31日（火）
●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せ　…
　　　　　　　　　　　　町民課課税係　☎72－5876
　　　納付に関するお問い合せ　…
　　　　　　　　　　　　町民課納税係　☎72－5411

　町では、若者の定着・回帰を促進するため、県と連
携して、日本学生支援機構の奨学金（₁種・₂種）貸
与を来年度から受ける（または受けている）学生に対
し、奨学金の返還支援事業を実施します。ただし、卒
業後₃年間、地元への居住や就業等が要件となります。
●募集人数／若干名
●募集期間／₁月20日（金）から₂月20日（月）まで
●問／企画課企画係　☎72－4523

　かつて鳥海山ガイドが年月をかけ撮影した貴重な写
真を厳選して紹介します。どうぞこの機会に皆さまの
ご来場をお待ちしています。
●展示期間／₁月17日（火）～₁月31日（火）
●場所／生涯学習センター₁階　ロビー
●テーマ／鳥海山山頂と釜磯湧水
●問／教育課社会教育係　☎72－2236

歳末助け合い展の御礼

「求職者のための相談会」を
開催します！

町税等納期のお知らせ

75歳、65歳になられた皆さまへ

奨学金返還支援制度のご案内

鳥海山・飛島ジオパーク認定記念
写真展示企画

　　　　得するまめ講座ちょっと

●日時／₂月23日（木）～25日（土）
　　　　午前10時～午後₅時
●費用／無料
●相談内容／求職者の生活資金、住まい、就職活動に

関する悩みなど
●相談方法／電話相談。事前申し込みは不要です。

当日お電話ください。
●電話番号／☎0800－800－7867（フリーダイヤル）
●問／山形県求職者総合支援センター
　　　☎0800－800－7867

求職者の生活・就労相談会



お し ら せ 号
（4）

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

●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、冬季間は路面凍結によ
るスリップに備え、踏切手前では充分に減速しまし
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。誤って線路に進入しないよう、はっき
り確認してから通行してください。

●警報機が鳴ったら、踏切内への無理な進入はやめて
ください。

●踏切の中に閉じ込められた場合は、そのままゆっく
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。

●踏切内で動けなくなった場合（脱輪等）は、まず列
車を止めてください。
・非常ボタンがある時は、カバーの上から強く押し

てください。信号機が作動し、列車に異常を知ら
せます。

・非常ボタンがない時は、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
や赤色の物を使用すると効果的です。

・列車が停止した後、付近の人等の協力を得て脱出
してください。

＊脱出後は、最寄の駅に連絡してください。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

【申告書作成会場の開設について】
●開設場所／酒田税務署（酒田市光ケ丘2－2－36）
●開設期間／₂月16日（木）～₃月15日（水）
　　　　　　《土、日を除く》

※会場開設前は、申告書作成会場を設置しておりま
せん。少ない職員での対応となり、長時間お待ち
いただく場合がございますので、会場開設期間中
にお越しください。

●開設時間／午前₉時～午後₅時
※申告書作成会場は大変混雑し、申告書の作成に₁

時間以上要する場合があります。会場を利用され
る際には、開設時間内に申告書を作成できるよう、
午後₄時前のご来場にご協力願います。

●問／酒田税務署　☎33－1450
　　　（自動音声でご案内します）

　平成17年₁月～平成26年12月までの10年分の広報の
縮刷版第₅巻を販売しております。冊子のほか、持ち
運びや閲覧に便利なDVD－Rもあります。
●販売価格／冊子 3,000円　DVD－R 1,000円
●購入方法／企画課企画係までお越しいただくか、代

金と送料（冊子 590円、DVD－R 360円）を現金書
留にてお送りください。
※縮刷版第₃巻、第₄巻（₄巻はCD－R付）も3,500円

で販売しています。
●問／企画課企画係　☎72－4523　FAX72－3315
　　　E-mail：koho@town.yuza.yamagata.jp

　福祉・体育・文化活動をしている町民の任意団体（営
利・政治・宗教団体は除く）で、町民を対象とした会員
募集記事を、広報ゆざ₃月₁日号に掲載予定です。掲
載を希望する団体は以下のとおりお申し込みください。
●申し込み方法／①団体名
　　　　　　　　②連絡先（氏名、電話番号）
　　　　　　　　③対象と簡単な活動内容（40字以内）
　　　　　　　　④活動日時と場所
　　　　　　　　⑤費用（入会費、会費等）

を記入のうえ、はがき、FAX、メールのいずれか
で企画課企画係まで
●申込期限／₁月31日（火）（消印有効）
●問・申／〒999－8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　　　　　企画課企画係　☎72－4523　FAX72－3315
　　　　　メール：kikaku@town.yuza.yamagata.jp

　平成29・30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。なお、申請書類等につ
いて、町のＨＰにも掲載しています。
●受付期間／₂月₁日（水）～28日（火）
　　　　　　※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（内線216）

踏切事故の防止について酒田税務署からのお知らせ

『広報ゆざ』縮刷版を販売します

広報ゆざで会員募集記事を
掲載します

遊佐町競争入札参加資格審査
申請書の受付

　住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書の交付
を平日に電話で予約すると、日曜日の午前₈時30分～
正午の間に受け取ることができます。
●予約できるもの／住民票の写し、印鑑証明書、所得

・納税・資産の証明書、個人番号カードの交付など
●予約できないもの／戸籍謄（抄）本の交付、住民票

の写しの広域交付、印鑑登録、転入・転出・転居の
届出、公簿の閲覧など

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
●問・予約／町民課町民係　☎72－5885

サンデー窓口のご案内
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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

●日時／₂月₄日（土）　午前11時20分～午後₀時₅分
●場所／鶴岡高等養護学校（鶴岡市稲生1－20－33）
●対象／特別支援教育や本校教育に関心をお持ちの方、

地域の方、その他一般の方
●内容／生徒製作の製品販売
●問／山形県立鶴岡高等養護学校　☎0235－22－0581

　遊佐町内の子どもたちが一年かけて学んだ地域学習
の成果を発表します！昨年₉月に日本ジオパークに認
定された遊佐町の「地域の宝」を、子どもたちがどう
勉強してきたのか、ぜひお聞きください。講師には、
総合地球環境学研究所名誉教授の秋道智彌先生をお迎
えして、ご講評・ご講演していただきます。
●日時／₁月29日（日）　午前₉時30分～午後₀時30分
●場所／遊佐町生涯学習センター₂階　大会議室
●内容／○地域学習発表
　　　　　遊佐町立高瀬小学校・同遊佐小学校・
　　　　　同遊佐中学校・山形県立遊佐高等学校
　　　　○秋道智彌先生による講評・特別講演
●問／遊佐町地域おこし協力隊本部　☎25－5125

●日時／₂月₅日（日）　午前₈時開館、₉時開会
●場所／町民体育館₂階
●内容／団体戦：₁チーム₄～₆名（女性₁名以上）
　　　　個人戦：男女共　経験者・未経験者の部
●参加料／団体戦：₁チーム1,000円
　　　　　個人戦：無料
●申込締切／₁月27日（金）
●問・申／町民体育館　☎72－5454　FAX72－2811

●日時／₂月19日（日）
　　　　第₁回公演　午後₁時開演
　　　　第₂回公演　午後₄時30分開演
●場所／やまぎんホール（山形県県民会館）
●料金／入場無料、自由席
●応募方法／インターネットまたは往復ハガキにて応

募してください。応募の詳細は第₆師団HPをご覧
ください。
※FAXでの応募受付はしておりません。応募多数

の場合は抽選となります。
●応募締切／₂月₆日（月）必着
●問／陸上自衛隊第₆師団司令部広報室
　　　☎0237－48－1151　「第₆師団」で検索

　生活に関する法律、多重債務、労働、家庭問題、就
労相談などを電話でご相談に応じます。
●日時／₂月23日（木）～25日（土）
　　　　午前10時～午後₅時
●費用／無料
●相談方法／電話相談。事前申し込みは不要です。

当日お電話ください。
●電話番号／☎0120－39－6029（フリーダイヤル）
●問／生活あんしんネットやまがた　☎0120－39－6029

　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）
　　　　山形財務事務所１階　
●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

●日時／₂月12日（日）　午前₉時～正午
●場所／鶴岡市大山下池（ラムサール条約登録湿地）
●対象／小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 
●定員／先着20名
●内容／冬にやってくるオオワシ、オジロワシなどの

大型の猛禽類のほか、水鳥の観察会
●講師／宮川道雄氏（鳥獣保護区管理員）
●費用／一人300円 
●申込締切／₂月₉日（木）午後₅時まで下記にご連絡

ください。（土日は休館となります）
●問・申／猛禽類保護センター活用協議会
　　　　　☎64－4681　E-mail：moukin@raptor-c.com

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として
石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認
められた場合は、労災保険法に基づく各種の労働保険
給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給され
ます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから長い年月を経
て発症することが大きな特徴です。心当たりのある方
は、山形労働局または最寄りの労働基準監督署へご相
談ください。石綿に関する情報は、厚生労働省HPで
もご覧になれます。
●問／山形労働局労働基準部労災補償課
　　　☎023－624－8227　FAX023－624－8235

鶴岡高等養護学校
ほのぼの・ふれあいバザー

遊佐町地域学習合同発表会
ジオパークの町で学ぼう！「地域の宝」発表会

第46回 遊佐町卓球選手権大会
参加者募集

第12回 第６師団音楽まつり

生活なんでも相談ダイヤル

「借金返済に関する相談窓口」の
ご案内

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」

石綿による疾病の補償・救済



お し ら せ 号
（6）

編
集
遊
佐
町
広
報
委
員
会 

発
行
遊
佐
町
長
時
　
田
　
博
　
機

 

印
刷
株
式
会
社
　
光
　
印
　
刷

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

がんばった人にマル

入札結果12月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●公用自動車購入（普通自動車）
期　間　平28／11／28～平29／3／10　契約金額　2,626,544円
契約者　株式会社オートショップ今野

［その他の入札参加者］有限会社赤塚自動車、有限会社齋藤モータース
●公用自動車購入（小型自動車）
期　間　平28／11／28～平29／3／10　契約金額　2,164,952円
契約者　株式会社オートショップ今野

［その他の入札参加者］有限会社赤塚自動車、有限会社齋藤モータース
●平成28年度消防署遊佐分署用地造成工事
期　間　平28／12／28～平29／3／21　契約金額　8,748,000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、伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、株式会社
斎藤工業、有限会社菅原建設
◎産業課
●平成28年度里山林整備事業業務委託
期　間　平28／12／20～平29／2／24　契約金額　6,696,000円
契約者　出羽庄内森林組合

［その他の入札参加者］有限会社遠田林産、北庄内森林組合
●平成28年度冬季松くい虫防除事業（町単）業務委託
期　間　平28／12／20～平29／3／15　契約金額　29,808,000円
契約者　有限会社遠田林産

［その他の入札参加者］北庄内森林組合、出羽庄内森林組合
◎地域生活課
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第4工区）
期　間　平28／12／22～平29／3／10　契約金額　13,716,000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
●平成28年度日沿道（菅野南山地内）建設工事に伴う水道管布設替
工事実施設計業務委託

期　間　平28／12／21～平29／3／10　契約金額　4,806,000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年度日沿道（茂り松地内）建設工事に伴う水道管布設替工
事実施設計業務委託

期　間　平28／12／21～平29／3／10　契約金額　3,456,000円
契約者　有限会社安野測量事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社新光コン
サルタント庄内事務所、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
◎教育課
●サンスポーツランド受電設備更新工事
期　間　平28／12／8～平29／2／28　契約金額　2,764,800円
契約者　有限会社遊佐電気工事

［その他の入札参加者］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、ハクヨウ電気株式会社、ミナモト電気株式会社

○12月4日（日）
　第29回庄内地区ジュニア体操競技選手権大会
　　〈女子Aクラス　種目別〉
　　 ゆ　か　第３位　阿曽　紗來（遊佐小３年）
　　 平均台　第５位　菅原　爽乃（遊佐小３年）
　　〈女子Aクラス　個人総合〉
　　　　　　 第５位　菅原　爽乃（遊佐小３年）
○12月4日（日）
　遊佐町初心者バドミントン大会
　　〈少年男子シングルス　小学生の部〉
　　 優　勝　髙橋　正宗（遊佐小）
　　 第２位　高橋　晴（遊佐小）
　　 第３位　友野　澪亜（遊佐小）
　　〈少年女子シングルス　小学生の部〉
　　 優　勝　池田　咲菜（遊佐小）
　　 第２位　本間　結菜（遊佐小）
　　 第３位　阿部　ことみ（遊佐小）
　　〈少年男子シングルス　中学生の部〉
　　 優　勝　齋藤　健人
　　 第２位　遠田　鼓太郎
　　 第３位　伊藤　大陽
○12月11日（日）
　第35回親子卓球大会・第43回少年卓球大会
　　〈親子の部〉
　　 優　勝　渡邉　宥人（蕨岡小）・渡邉　忠司
　　 準優勝　高橋　彩香（蕨岡小）・高橋　真理子
　　 第３位　高橋　侑太（蕨岡小）・高橋　秀明
　　 第３位　伊藤　あゆみ（蕨岡小）・伊藤　俊徳
　　〈団体戦の部　小学校〉
　　 準優勝　遊佐スポ少A
　　 第３位　遊佐スポ少B
　　〈団体戦の部　中学校男子〉
　　 優　勝　遊佐中A
　　 第３位　遊佐中B
　　〈団体戦の部　中学校女子〉
　　 優　勝　遊佐中
　　〈個人戦の部　小学校男子〉
　　 第３位　渡邉　宥人（遊佐スポ少）
　　〈個人戦の部　小学校女子〉
　　 準優勝　高橋　彩香（遊佐スポ少）
　　 第３位　伊藤　あゆみ（遊佐スポ少）
　　 第３位　本間　瞬（遊佐スポ少）
　　〈個人戦の部　中学校男子〉
　　 優　勝　渋谷　大雅（遊佐中）
　　 第３位　本間　広大（遊佐中）
　　〈個人戦の部　中学校女子〉
　　 優　勝　那須　英璃花（遊佐中）
　　 第３位　大塲　祈凛（遊佐中）
　　 第３位　齋藤　楓菜（遊佐中）
○12月18日（日）
　第17回川原秋一杯剣道大会
　　〈団体〉
　　 準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Aチーム
　　　　　（今野・鈴木・髙橋・齋藤・青山）
　　 第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団Bチーム
　　　　　（土門・髙橋・金子・石垣・大宮）
　　〈個人男子〉
　　 優　勝　青山　響（遊佐町剣道スポーツ少年団）
　　 準優勝　今野　快音（遊佐町剣道スポーツ少年団）
　　〈個人女子〉
　　 優　勝　鈴木　望愛（遊佐町剣道スポーツ少年団）
　　 第３位　髙橋　亜唯子（遊佐町剣道スポーツ少年団）

※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おります。

●日時／₁月25日（水）　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、成年後見など
●予約・申し込み／要予約。土日祝日を除く午前₉時

～午後₅時に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
●問／山形県司法書士会酒田支部　担当：髙橋
　　　☎43－4000

●日時／₂月₃日（金）、₄日（土）
　　　　午前₉時30分～正午、午後₁時～₄時
●場所／酒田市総合文化センター
●対象／どなたでも
●内容／税に関する相談
●問／東北税理士会酒田支部広報係　☎22－5965

①相続無料相談会
●日時／₂月₄日（土）　午前10時～午後₄時
　　　　（最終受付午後₃時30分）
●場所／酒田勤労者福祉センター
　　　　（酒田市緑町19番10号）
●相談方法／面談にて相談を行います。相談料無料。

予約は必要ありません
②相続手続き無料電話相談
●日時／₂月₁日（水）～28日（火）　午後₁時～₅時
●相談先／☎023－664－2088（期間中のみ）
●問／山形県司法書士会総合相談センター
　　　☎023－642－3434　FAX023－624－8078

司法書士無料法律相談税理士記念日「無料税務相談会」

山形県司法書士会からのお知らせ


