
　本日、光の湊グランドオープン誠におめでとうございます。酒田市民の皆様の悲

願である本事業の船出を迎えることができ、大変喜ばしく思います。

　これまで、長期間に渡りご苦労された、酒田市、日新開発株式会社、株式会社月見、

庄交コーポレーショングループ、株式会社マリモをはじめとする事業関係者の皆様。業務推進に従事さ

れた、株式会社アール・アイ・エー、西松建設・大場建設・菅原工務所ＪＶ他関係者の皆様。関係権利

者や酒田駅周辺住民皆様。数多くの皆様の、これまでの本事業へのご理解・ご協力を大変感謝申し上げ

ます。

　「光の湊」という名称は、湊町酒田において、人々が出会い・集い・学び、公益の心を磨ける場所に

なることを願い、本間光丘氏から一文字いただきました。酒田駅前から、市内に留まらず、全国・全世

界に希望の光を届けたいという思いを込めてこの名前に致しました。これからは酒田市民皆様が、この

場所を育てていただければと思います。

　酒田駅前が「光の湊」の名前のように、光り輝く場所になることを祈念しご挨拶と致します。

　本日、多くの市民の期待と関心が寄せられた酒田駅前再開発工事がようやく完成

し、ＪＲ酒田駅前の交流拠点としてグランドオープンを迎えたことを市民の皆様と

共に喜びたいと思います。

　これまでご支援いただきました国土交通省及び山形県の皆様に対しましては、心から感謝申し上げま

す。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めながら、猛暑や豪雪など厳しい環境下で工事に

従事された西松建設株式会社をはじめとする関係者の皆様に対しましては、深甚なる敬意を表します。

　酒田駅前交流拠点施設「ミライニ」という名称は、「人が集まり、交流し、対話をしながら学び、未

来で活躍していく」という想いが込められています。この「ミライニ」が、未来を担う若者たちの大切

な場所となり、また、街を支え、街を活性化する人材が数多く輩出される場所となることを大いに期待

しています。

　結びに、「ミライニ」が酒田市民に末永く愛される場所となることを祈念申し上げ挨拶といたします。

事業前

酒田市長　丸 山  　 至
ご　挨　拶

光の湊株式会社  代表取締役社長　平 澤  資 尊
ご　挨　拶

事業後

����年�月��日撮影

����年�月��日撮影

（　　　　　　　　）
株式会社アール･アイ･エー

事業計画作成・基本設計
実施設計・工事監理
権利変換計画作成

管理運営計画策定支援

西松・大場・菅原JV
（施設建築物等新築工事）

大場建設株式会社
（既存建築物解体工事）

株式会社安田池田組
（周辺道路関連工事）

有限会社日出輝無線サービス
（電波障害対策工事）

植松不動産鑑定事務所
（従前・従後不動産鑑定評価）

出羽測量設計株式会社
（建物調査・用地測量・道路設計）

新和設計株式会社
（地盤調査）

株式会社都市整備
（法��条・���条登記書類作成）

【 公共施設保留床取得者 】
酒　田　市

※（会計税務）ＩＳパートナーズ会計事務所、（エリマネ支援）山下裕子

※主要業務のみ記載【 ホテル保留床取得者 】

【 西松建設株式会社 】

事業施行者

光の湊㈱

【 審査委員 】

建築・解体工事
土木工事

調査設計業務 その他業務

株式会社月見

補助金
申請等

SPCに出資
指導・認可・補助金交付資金融資

SPC設立
職員出向

事務委託

（入札）

業務等発注

権利変換等

基本協定

【 住宅保留床取得者 】
株式会社マリモ

【 商業保留床取得者 】
株式会社庄交コーポレーション

事務局業務・税務・法務・商業計画・不動産登記・
マーケット調査・協議調整・エリマネ企画

【 金融機関 】
荘内銀行・山形銀行・きらやか銀行

【 地権者等 】
従前土地建物所有者

酒　田　市
日新開発株式会社

株式会社月見

阿部  和宏　不動産鑑定士
加藤　  栄　弁護士
齋藤  俊勝　公認会計士・税理士

過　程

施行体制

事業概要

光の湊株式会社
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SPC（光の湊株式会社）の設立
　基本協定締結
　　都市計画決定
　　　事業施行認可
　　　　権利変換計画認可
　　　　民家解体工事着工
　　　　　　新築工事着工
　　　　　　　上棟式
　　　　　　　　既存ビル等解体工事着工
　　　　　　　　　A棟オープン（図書館は一部のみオープン）
　　　　　　　　　　C棟マンション入居開始
　　　　　　　　　　　B棟駐車場供用開始
　　　　　　　　　　　　図書館オープン
　　　　　　　　　　　　　グランドオープン
　　　　　　　　　　　　　　バス停留所運用開始
　　　　　　　　　　　　　　　事業終了認可（予定）

光の湊株式会社
（酒田市と西松建設㈱で��％ずつ出資する施行者法人）

第一種市街地再開発事業（個人施行）
山形県酒田市幸町一丁目地内
光の湊
約�.�ha
��人（共有は�人）
約���.�億円

事業施行者

事業手法
事業地
エリア名称
区域面積
従前土地所有者
総事業費

［ ����年�月��日発行 ］
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����.�.��
グランドオープン記念

●　　　　　　　　　　　　　　　
●　　　　　　　　　　　　　　

●　　　　　　　　　　　　　
●　　　　　　　　　　　　

●　　　　　　　　　　　
●　　　　　　　　　　

●　　　　　　　　　
●　　　　　　　　

●　　　　　　　
●　　　　　　

●　　　　　
●　　　　

●　　　
●　　

●　
　●

A棟竣工

上棟式

図書館オープン



Ａ棟

Ａ棟

月のホテル

月のみち

ミライニ広場

酒田駅前バス停留所

バンケット

ル・ポットフー
展望デッキ

酒田駅前観光案内所

酒田市立中央図書館

ポレスター

市営酒田駅前駐車場

庄交トラベル

庄内観光物産館
庄交バスターミナル

Ａ棟 Ｂ棟

Ｃ棟

それが 光の湊光の湊 です。
ヒト ･ モノ ･ コト ･ 情報が集まり、
事業や観光 ･ 暮らしなど、あらゆる活動の拠点に。

ひかりのみなと

酒田市立中央図書館

「酒田らしさ」があふれるコミュニティ・ホテル。全���室（客室３～８階）、
鳥海山か月山が望める、ふたつの大窓で開放感たっぷりの「スーペリア
ツイン」、畳敷き・座敷タイプの和のテイスト「スタンダードツイン」、
ビジネスユースで寛ぎ深い「スタンダードダブル」など、目的に合わせ
たリラックス空間をご提供します。

朝と夜、異なる顔を持つ「オール・デイ・ダイニング」。ご宿泊の朝食と
して、夜は、庄内の旬の幸と地酒が味わえるディナーとして、ゆったり
と美味なメニューをご堪能いただけます。和モダンな雰囲気の中、様々
な体験やコミュニティプレイスとしてもご活用いただけます。

蔵書数��万冊まで収容可能。縁側ベンチ
や閲覧用ソファーを設けるなど座席数も
多く、開放的な空間で居心地の良い滞在
型の図書館です。

Ａ棟酒田駅前観光案内所
市民参加型のウォールマップを設置。デ
ィープな情報や新たな発見に出会えるか
も。酒田の観光をもっと便利に、もっと
楽しくするためのお手伝いをいたします。

ミライニ広場・酒田駅前バス停留所
芝生やウッドデッキを設けたミライニ広
場。多様な活動が可能な賑わいと交流の
空間です。これまで分散していた駅前の
バス停留所をここに集約します。

Ａ棟レストラン
����年創業の酒田フレンチの老舗「ル・
ポットフー」。地元庄内の食材にこだわ
り、型にはまらない「フランス風郷土料
理」をご提供しています。

Ａ棟バンケット
移転を機に、人前式が行える挙式場や最
大���名が収容できる宴会場を整備しま
した。レストランウエディングやご宴会、
会議まで幅広くご利用いただけます。

市営酒田駅前駐車場
全���台収容可能な立体駐車場。８～��
時は２時間まで無料（以降��分毎に���
円）で、酒田駅前地区に訪れる皆さまに
ご利用いただけます。

酒田市が推進する “まちづくり” の一端を担う住まいとして、街の中心へ
と進化する酒田駅前にふさわしいライフスタイルをご提案しています。
全邸南向きのため、フロアは明るく、広い窓からは四季を通して霊峰月山、
酒田の街中の眺望が楽しめます。

ル・ポットフーは「火にかけた鍋」を意味する、肉と野菜を煮込んだフ
ランスの代表的な家庭料理です。家庭料理は家族が大好きな食材を使い、
手間と愛情をたっぷり注いで作られる料理。それこそが理想の料理だと
いう思いが込められています。

庄交バスターミナル、庄交トラベルが、光の湊に移転しました。
路線バスや高速バスの発着が一箇所にまとまり、より便利に。
寛ぎと憩いの時間を過ごしていただけるよう、“おもてなし”
の施設とスタッフ達の真心いっぱいで、皆様のご利用をお待ち
しております。

Ｂ棟旅行窓口
航空券・ＪＲ券・宿泊券の販売をは
じめとした、国内旅行・海外旅行に
関する商品を取り扱っています。 

バスチケットカウンター
高速バス乗車券、ICカード（ショウ
コウチェリカ）、バス定期券などの
販売と、バスに関するご案内を行い
ます。

Ｂ棟

Ｂ棟Ｂ棟

バス待合
冷暖房完備の室内には、��席のベンチ、
１台のテレビが設置され、快適にお待
ちいただけます。バス出発時には、日
本語と英語でアナウンスも放送されま
す。

庄内観光物産館 ミライニ店

電動レンタサイクル事業を行います。
ご利用の際は、身分証明書の提示で手
続きも簡単です。売店では、庄内のお
土産品などを取り扱います。

酒田駅前交流拠点施設「ミライニ」は、酒田市立中央図書館、酒田駅前観光案内所、ミライニ広場、酒田駅前バス停留所、市
営酒田駅前駐車場から構成される公共施設です。

「ミライニ」という名前は、「未来に」向かう、「未来に」はばたく、目線を上にして前に進むようなポジティブなイメージを与え
ます。ここから始まる、酒田から「未来に」向かって発信していくという、未来への期待が込められています。

歴史と伝統がある　
「湊町・酒田」の陸の玄関口に、

人やモノが出会う湊が完成しました。
ここで育まれる本間光丘の
公益の心や明日への希望は、
未来への道しるべ、
灯台の光となります。

歴史と伝統がある　
「湊町・酒田」の陸の玄関口に、

人やモノが出会う湊が完成しました。
ここで育まれる本間光丘の
公益の心や明日への希望は、
未来への道しるべ、
灯台の光となります。

施設概要

棟 名 称

敷地面積

延床面積

階　　数

高　　さ

構　　造

主な用途

�階

�階

図書館図書館

立体駐車場立体駐車場

ホテル
（フロント）

ホテル
（フロント）

ホテルホテル

レストランレストラン
共用
ロビー
共用
ロビー

共用
ロビー
共用
ロビー

店舗店舗

分譲マンション分譲マンション

分譲マンション分譲マンション

分譲マンション分譲マンション

立体駐車場立体駐車場

立体駐車場立体駐車場

図書館図書館

広場広場

店舗店舗

バス停留所バス停留所観光案内所観光案内所

トラベル
バス待合
トラベル
バス待合

図書館図書館

展望デッキ展望デッキ

バンケットバンケット

レストランレストラン

�階

Ａ棟

約�,���㎡

約��,���㎡

地上�階

約��ｍ

鉄骨造

図書館
観光案内所

ホテル（���室）
レストラン
バンケット

店舗

Ｂ棟

約 �,���㎡

約 �,���㎡

地上�階

約��ｍ

鉄骨造

立体駐車場（���台）
トラベル・バス待合

店舗

Ｃ棟

約 �,���㎡

約 �,���㎡

地上��階

約��ｍ

鉄筋コンクリート造

分譲マンション
（��戸）

広場等�,���㎡

敷地面積：約��,���㎡　／　延床面積：約��,���㎡

配置図

A棟

広場

B棟

C 棟


