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, 円, 円2,980円

鳥海温泉 遊楽里  10234－77－3711

御食事代 休憩代 入浴代

8月17日㈪～12月25日㈮まで

◎2名様以上限定 ◎女性のお客様限定 ◎フェイスタオル付 ※送迎希望のお客様はご相談ください。

（税込）

ご予約は

レディースプラン
＋ ＋ 全部入って

　この料金W
全部入って
　この料金W

遊佐町合併55周年記念事業

　新生遊佐町が誕生して55年目を迎えるこの年に、町では『笑い』を統一テ
ーマとして合併55周年事業特別文化講演会を実施することになりました。
　講師には、新劇や映画・テレビ・ラジオと幅広くご活躍の小沢昭一氏をお
迎えいたします。ラジオの「小沢昭一の小沢昭一的こころ」は放送開始37年
目となり、多くの方々に親しまれています。
　観覧をご希望の方は、下記要領で前売り券をお求めください。

1.日　時　９月19日㈯　開場 18：00／開演 18：30／終演 20：00
2.場　所　生涯学習センターホール
3.入場料　前売り550円　※前売り券の販売は、８月24日㈪から生涯学習センター、遊佐鳥海観光協会、ブックスほんま、

遊楽里で行います。お釣りのないようにお求めください。尚、前売り券が売切れ次第終了とさせていただきます。

4.問合せ　遊佐町総務企画課企画係　172－5880（平日午前９時～午後５時）

講師：小沢 昭一　テーマ：「明日のこころ」

特別文化講演会

遊佐町合併55周年記念事業

●日　時／9月12日㈯・13日㈰ ［ 12：30開場 ］
　　　　　13：00 シアタートーク（ジェームス三木 他）
　　　　　13：30 開演
●場　所／遊佐町生涯学習センターホール
●入場料／前売券　一般 2,000円（当日2,500円）高校生以下 1,000円（当日1,200円）
●チケット販売所／生涯学習センター・各地区公民館・観光物産係 他
●—／生涯学習センター172－2236、観光物産係172－5886
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遊佐町商工会プレミアム商品券 水道管清掃作業のお知らせ

お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用電話　1（0234）72－5922

消費者の皆様へ…使い忘れはありませんか
使用期限が８月20日までとなっています。

その後はどのお店でも使用できなくなりますので使

い忘れのないように気をつけてください。

登録業者の皆様へ…換金忘れはありませんか
換金期限は８月31日までとなっています。

毎週月曜日が換金日ですので、お忘れのないように

お気をつけください。

●—／遊佐町商工会　172－4422

　水道水の濁り水防止のため、消火栓と排水弁からの

排泥作業を行います。区域内外で水圧低下や濁り水の

発生する場合がありますので、生活用水のくみ置き等

のご協力をお願いします。また、大量の水道水を作業

で使用しますので、節水のご協力もお願いします。

●日時／８月30日㈰午後９時より

翌日31日㈪午前３時頃まで

●作業区域／平津配水池給水区域内

（旭ヶ丘、上吉出、中吉出、舞台、野沢全域）

●—／地域生活課上水道係172－5887 夜間・休日172－3311

2009年9月5日㈯・6日㈰ コース・スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。
9月5日㈯【緑と庄内砂丘・日本海コース】 9月6日㈰【水と鳥海山麓、自然コース】

区　分 距　離 受　付 スタート ゴール 区　分 距　離 受　付 スタート ゴール
Ａ 40㎞ 6：00 7：15

11：30～
16：00

Ｅ 30㎞ 6：00 7：15
11：00～
15：00

Ｂ 25㎞ 7：00 8：30 Ｆ 20㎞ 6：00 8：00
Ｃ 10㎞ 8：00 9：15 Ｇ 10㎞ 8：00 9：00
Ｄ ５㎞ 8：00 9：15 Ｈ ５㎞ 8：00 9：00

9月6日㈰【エコウォーク、玉縄の滝コース】
　　　 参加料2,000円（エコウォークのみ）

区　分 距　離 受　付 スタート ゴール
S 6.5㎞ 8：00 9：00 14：00

各出発時間の15分前から出発式を行います。
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）　＊５日・６日の両日あるいは１日のみ参加が同額です。
●—／奥の細道鳥海ツーデーマーチ　172－4114

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機会です。きれい
な自然環境の中を気持ちよく歩いてもらうために、また、歓迎の心を込め
て町内全域の一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／①自宅周辺　②道路端・公園等　③海岸
●—／地域生活課生活環境係　172－5881

町内全域一斉清掃日 8月30日㈰
　第17回のツーデーマーチを成功させるためには、
町民の皆さんの協力が必要です。スタッフとして、
ツーデーマーチを盛り上げてくれるボランティアを
募集しています。
●—／ツーデーマーチ事務局　172－4114

ボランティアスタッフ募集

知っていますか？建退共制度知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、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。事業主が労働日数に応じて掛金と
なる共済証紙を共済手帳に貼り、労働者が建設業界で働くこと
をやめたときに退職金を支払う、業界全体の退職金制度です。
●加入できる事業主：建設業を営む方
●対象となる労働者：建設業現場で働く人
●掛金：日額310円
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が負担します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要
経費として扱われ、税法上全額非課税となります。

◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
—／勤労者退職金共済機構 建退共山形県支部 1023－632－8364

光ファイバーケーブル
敷設工事が始まります

　遊佐町地域情報通信基盤整備事業（光ファイバーケ
ーブル敷設）について、８月中旬以降、町内各所にお
いて工事が開始されます。この工事において道路上で
の作業を行う場合もありますので、通行にはご注意く
ださい。
　尚、工事状況及びインターネット接続サービスの提
供開始時期については、随時お知らせ致します。

—／総務企画課文書情報係　172－5880

ご注意ください
　サービスの提供開始にあたり、電話または訪問
による悪質な勧誘を受けることが想定されます。
事実と反する悪質な勧誘には充分ご注意ください。

　　　　  奥の細道  奥の細道  
鳥海ツーデーマーチ鳥海ツーデーマーチ

神の棲む山 鳥海山　聴こう！ 山のささやき 波の高鳴り 大地の鼓動

第17回 当日参加
大歓迎W



エンゼルヘルパーを派遣します税関で保管している
通貨・証券等の返還

お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用メールアドレス　hotline@town.yuza.yamagata.jp

　出産後間もない時期に、昼間、お母さんと赤ちゃん

だけになる核家族等にヘルパーを派遣し、身の回りの

世話や育児などを援助し、子育てを支援します。

●サービス内容／

１．家事に関する援助、食事の準備や後かたづけ・衣

類の洗濯など　

２．育児に関する援助、授乳・おむつ交換など

●利用できる期間／出産後１年以内

●利用できる日数／１ヶ月に20日間以内

●利用できる時間／午前８時30分～午後８時

（１日３時間以内）

●利用料金／１時間当たり300円　※所得税非課税世

帯、生活保護・町民税非課税世帯は無料

●—・申込み／健康福祉課子育て支援係　172－5897

　税関では、終戦後の混乱期に戦地から引き揚げてき

た方々が、当時国内に持ち込めず、税関などに預けら

れた通貨や証券などをお返ししています。

●お返しする通貨等の種類／

◎終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が上陸地

の税関・海運局に預けた通貨・証券など

◎外地の集結地において総領事などに預けた証券のう

ち、その後日本に返還されたもの

通　貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票等

証券類：国債、公社債、郵便貯金簿、預金証書、生命

保険証書等

　手続きは電話・郵便などで、本人または家族の方で

も可能です。また、実際に預けたかどうか不明の場合

でも調査できることがあります。

●電話相談時間／８時30分～17時15分

　　　　　　　　（土・日曜、祭日を除く）

●—／東京税関酒田税関支署　122－1024

広
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シフォンド・
お米・ケーキ
また、新鮮野菜・郷土料理・惣菜品コーナー・繭工芸品等の手作
り品、遊佐町の特産品がいっぱいあります。ふるさとのおみやげ
品のお求めに、ぜひお越しください。まってまーす。

—／エキプ・ド・ゆざ（桜庭）172－4306

【 遊佐町優良特産品 】

ゆざ街かどサロンにて8月2日より販売しています。
9時～16時まで（休日：毎週水曜日）

毎日販売していま
す

１受講対象者　消防設備士は、免状交付日から２年以内及び講習受講
日から５年以内ごとに講習を受けねばなりません。今年度の受講者
は次のとおりです。
⑴平成19年度に消防設備士免状の交付を受けた方
⑵平成16年度に消防設備士講習会を受講した方
⑶その他の未受講者
２講習区分・日程及び会場
講習区分 消防設備士の種類 日　程 会　場

警報設備講習 甲・乙種第４類
乙種第７類

10月２日㈮ 山形県消防学校
10月14日㈬ 山形ビックウィング

消火設備講習
甲・乙種第１類
甲・乙種第２類
甲・乙種第３類

10月15日㈭ 山形ビックウィング

避 難 設 備・
消火器講習

甲・乙種第５類
乙種第６類 10月16日㈮ 山形ビックウィング

　■受付時間／９時～９時30分　■受講時間／９時30分～17時
３受講手数料（7,000円）
４受講申請書の受付期間等
　⑴受付期間　平成21年９月１日㈫～９月14日㈪
　⑵提出先　山形県消防設備保守協会
５申請書は消防署（123－3131）・消防本部（161－7113）にあります。

消 防 設 備 士 講 習 会

佐渡ケ島の旅佐渡ケ島の旅遊佐町合併55周年記念事業遊佐町合併55周年記念事業

第23回遊佐町民号第23回遊佐町民号

■旅行期間：2009年10月25日㈰～26日㈪ 1泊2日
■旅行代金：お一人様 和室4～6名様

1室ご利用

■募集人員：40名様（最少催行人員30名様）
■お申込み：申込金5,000円を添えて、遊佐鳥海
　観光協会（☎72-5666）へお申込みください。
■申込〆切：9月25日㈮
　＊但し、募集人員に達し次第〆切となります。
■予定行程：添乗員が全行程同行いたします。

25㈰
10 遊佐駅 …… 酒田駅 …… 新潟駅 ─ 新潟港 ～～～～～ 両津港 ── トキの森公園 ─ 朝×

昼○

夕○

いなほ6号 フェリー/2等客室 ＊トキの野生復帰を!

＊真野鶴酒造元

弁

弁

朝○

昼○

夕×

弁

8:36 11:00 12:30 15:00 15:30～16:008:49/8:54

── アルコール共和国尾畑酒造 ── 相川（泊）・伝統と風格の宿 ホテル万長
16:20～16:50 17:30 10259－74－3221

ホテル ─ 尖閣湾揚島遊園（水族館・展望台）─ 佐渡金山 ── 大佐渡スカイライン ─
＊日本最大の金銀鉱山＊荒波に耐えた岸壁

買い物

8:00 9:10～9:508:15～9:00

─ 白雲台 ── かもこ観光センター ─ 両津港 ～～～～～ 新潟港 ─ 村上 ─ 遊佐町
11:10～11:50 12:40 15:10 19:50

フェリー/2等客室

弁

＊上記時刻は、天候、交通など諸事情により、変更になる場合があります。 …… JR　── バス　～～ フェリー

36,000円
追加料金…2名様1室利用（お一人様）3,000円／3名様1室利用（お一人様）1,500円

26㈪
10



応急手当普通救命講習会 危険物取扱者試験（甲・乙・丙種）

お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用電話　1（0234）72－5922

●日時／９月６日㈰　午前９時30分～午後12時30分

●場所／酒田地区広域行政組合消防署３階（酒田市千

石町）

●内容／・心肺蘇生法と大出血時の止血法・学科と実技
　　　　・AEDの使い方
＊講習終了後、普通救命講習Ⅰの修了証を交付します。

＊筆記用具持参　動きやすい服装で

●対象／どなたでも

●定員／30人　

●費用／500円（テキスト代、教材費）

●講師／救急救命士と応急手当指導員

●—・申込み／酒田地区広域行政組合消防署救急係

123－3131

●日時／10月17日㈯　集合時間 午前９時30分

●試験地／酒田工業高校

●受付期間／９月７日㈪～９月16日㈬

＊最終日の消印有効

　願書は消防本部及び最寄の消防署にあります

●準備講習会／乙種第４類　10月８日㈭・９日㈮

　　　　　　　丙種　　　　10月７日㈬

　　　　いずれも時間は午前９時30分～午後４時30分

　　　　　　　＊下記問合せ先まで申込みください

　　　　　　　＊受講料・テキスト代が必要です

●場所／酒田地区広域行政組合施設管理棟２階会議室

●—／酒田地区広域行政組合　予防課危険物保安係

161－7114

警察官Ｂ区分の募集について
●受験資格及び採用予定人員

受験資格 採用予定人員

男性
昭和49年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた男性（大学
（短大を除く。）を卒業した方又は平成22年3月までに卒業見込
みの方を除く）

34人

女性
昭和49年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた女性（大学
（短大を除く。）を卒業した方又は平成22年3月までに卒業見込
みの方を除く）

５人

●受験申込期間
・郵送・持参による申込み
【期　間】7月31日㈮～8月31日㈪（郵送の場合は8月31日㈪までの消印有効）
【提出先】郵送：警察本部警務課又は最寄りの交番、駐在所
・インターネットによる申込み（「やまがたｅ申請」（http://www.e-yamagata.lg.jp）
【期　間】7月31日㈮～8月26日㈬（8月26日午後11時59分までの受信有効）
●—／酒田警察署　123－0110

8月23日㈰午前10時、訓練のため
蕨岡地区のサイレンを鳴らします。

　日本福祉大学では、学生の「大学で何がしたいか」
という「目的意識」「やる気」を評価し、家庭状況や
居住地を勘案し、奨学金支援する制度を新設しました。
●対象者／高い学習意欲・目的意識を持ち、職業意識

が明確で、学費など支払いに困窮している者
●採用要件／①家庭状況・居住地・家計状況等②国家

試験、資格等への挑戦意欲を持つ者であ
ること③入試区分（AO入学試験、スポー
ツ推薦入学試験で受験する者）

●採用人数／学費減免特例奨学生Ａ
　 40人　４年間　学費・施設維持費半額

　　　　　　学費減免特別奨学生Ｂ
100人　初年度　学費・施設維持費半額

●—／日本福祉大学　入学広報部　10569－87－2212

日本福祉大学
学費減免特別奨学制度新設

平成22年度日本福祉大学
自治体（遊佐町）推薦入学試験

　自治体推薦入学試験は、日本福祉大学と友好協力宣言を締結して
いる自治体（全国で遊佐町ほか１市２町２村）が日本福祉大学で学
ぼうとする高校生等のうち希望者を選考の上、大学に推薦し福祉等
のエキスパートを育成していこうとするものです。

学　　部 学　　科 コース 募集数

社 会 福 祉 学 部
社会福祉学科

デイタイム 1名
アフタヌーン 1名

保健福祉学科 ― 1名
子ども発達学部 心理臨床学科 ― 1名

福 祉 経 営 学 部 医療・福祉
マネジメント学科 ― 1名

国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 ― 1名

健 康 科 学 部 福祉工学科
健康情報専攻 1名
バリアフリー
デザイン専攻 1名

経 済 学 部 経済学科 ― 1名

【入試説明会】９月２日㈬午後７時～９時　場所未定
内容：自治体推薦について、学費減免奨学制度について
参加希望者は８月25日㈫までに総務企画課企画係へご連絡ください。
＊自治体推薦入学試験により日本福祉大学に進学した場合、今後の
募集や大学生活への対応事務の参考とするため、大学での成績等

を必要に応じて遊佐町に開示いただきます。あらかじめご了承く
ださい。

●応募資格
①遊佐町に住所を有する者の子で、高校卒業（平成22年３月卒業
見込みを含む）の者、又は大検合格者
②高校生及び卒業生は、高校の評点平均値が3.5以上の者

●募集期間／９月４日㈮～25日㈮
●応募方法／所定の応募書類を役場総務企画課企画係に持参してく
ださい。応募書類は役場総務企画課企画係にあります。

【推薦者の決定・出願手続き】
　遊佐町の推薦者決定は、10月16日㈮まで行い、本人及び保護者に
通知します。この決定通知書に大学が指定する書類を添えて本人が
日本福祉大学に出願手続きをしてください。
●出願期間／11月２日㈪～13日㈮　最終日消印有効
●選抜試験／11月22日㈰、日本福祉大学美浜キャンパス（愛知県美浜町）
●試験内容／講義受講（90分）・レポート作成（60分）、面接
●合格発表／11月25日㈬
●—／総務企画課　企画係　172－5880
　　　メール　yuzamati＠town.yuza.yamagata.jp

　遊佐町と日本福祉大学が締結した友好協力宣言の一環として、日本福祉大学の自治体推薦入学試験の受験者を募集
します。推薦入試の受験者は、応募者の中から選考委員会が選考し、決定します。

日本福祉大学受験生募集
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役場に対する相談等は　行政ホットライン専用メールアドレス　hotline@town.yuza.yamagata.jp

A雇用の広場
順仁堂遊佐病院
（ブランクがあっても大丈夫。しっかりサポートいたします。）

職 種 ・
募集人員

①看護師 ５名　②准看護師 若干名
③助産師 １名　④理学療法士 １名

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士

給与・待遇 委細面談

選考方法 面接（電話連絡の上、履歴書を提出してください）

そ の 他

①ブランクのある看護職の皆さん、当院で働いて
みませんか？
最近の看護知識や看護技術に不安があって再就
職をためらってる方を対象に支援セミナーを実
施しています。どうぞお申込ください。

②奨学金制度のご案内
〈看護師・助産師及びコ・メディカルを目指す方
の夢を実現します。〉（貸与額・月額6万円）

問 合 せ 順仁堂遊佐病院 事務　池田 充まで172－2522

○７月５日　第46回亀ヶ崎剣道大会
　小学生女子団体　優勝　西遊佐剣道スポーツ少年団

○７月28日　第44回全日本少年剣道練成大会（道場連盟）
　小学校の部　第11コート　優勝　神子免館

8月24日㈪ 蕨 岡 地 区 8月27日㈭ 西遊佐地区

8月25日㈫ 遊 佐 地 区 8月31日㈪ 吹 浦 地 区

8月26日㈬ 稲 川 地 区 9月　1日㈫ 高 瀬 地 区

◎出して良い粗大ごみ
自転車、ストーブ、ミシン、トタン、リヤカー、ラジカ
セ、炊飯器、電子レンジ、掃除機、扇風機、机、タンス、
ふとん、じゅうたん、ビーチパラソル、畳、チャイルド
シート、など
◎出して悪い粗大ごみ
洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、パソコン、エアコン、テレビ、
自動車部品、バイク、タイヤ、モーター類、消火器、ド
ラム缶、焼却炉、農業用資材、農機具、建築資材など

●収集／集落ごみステーション（当日午前８時までに出し
てください）

●１個あたりの料金／重さ50㎏以上800円、50㎏未満400円
＊粗大ごみは、集落の環境推進員が取りまとめます。粗

大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従ってください。

粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず貼って

ください。

●—／地域生活課生活環境係 172－5881

秋の粗大ごみ収集

＊契約金額には、消費税が含まれています。
◎地域生活課
●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道工事に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託
期　間　H21/7/10～H22/1/29　契約金額　4,357,500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]　山形設計株式会社、新日本設計株式会社庄内
営業所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社日本水道設計社山形営
業所

●平成21年度上水道石綿セメント管布設替工事実施設計業務委託
期　間　H21/7/10～H21/12/15　契約金額　1,785,000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]　山形設計株式会社、新日本設計株式会社庄内
営業所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社日本水道設計社山形営
業所

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第1工区）
期　間　H21/7/15～H22/1/29　契約金額　31,500,000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、
株式会社高橋工業所、土門建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会
社斎藤工業

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第2工区）
期　間　H21/7/13～H22/1/29　契約金額　47,250,000円
契約者　株式会社高橋工業所
［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、
土門建設株式会社、協栄建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会社
斎藤工業

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第3工区）
期　間　H21/7/15～H22/1/29　契約金額　33,600,000円
契約者　株式会社佐藤組
［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、
株式会社高橋工業所、土門建設株式会社、協栄建設株式会社、株式
会社斎藤工業

●平成21年度箕輪地区農業集落排水事業管路施設工事（第1工区）
期　間　H21/7/30～H21/12/25　契約金額　30,450,000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、株式会社高橋工業所、土
門建設株式会社、株式会社斎藤工業

●平成21年度箕輪地区農業集落排水事業管路施設工事（第2工区）
期　間　H21/7/30～H21/12/25　契約金額　28,665,000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、庄司建設工業株式会社、
株式会社高橋工業所、株式会社斎藤工業

●平成21年度八日町地内配水管布設工事
期　間　H21/7/30～H21/12/18　契約金額　13,650,000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、庄司建設工業株式会社、
株式会社高橋工業所、株式会社斎藤工業

●町道杉沢本線ガードレール工事
期　間　H21/7/21～H21/8/31　契約金額　3,465,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社菅原建設、有限会社石山工業、有限
会社石川工業

●町道前田北線他　側溝整備工事
期　間　H21/7/17～H21/10/15　契約金額　5,040,000円
契約者　有限会社石山工業
［その他の入札参加者]　有限会社菅原建設、有限会社石川工業、ヤマ
五建設株式会社、金子建業株式会社、有限会社一道建設

●町道下当下大内線　舗装補修工事
期　間　H21/7/17～H21/8/31　契約金額　9,082,500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、庄司建設工業株式会社、
株式会社高橋工業所、協栄建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会
社斎藤工業

●町道畑・藤井・金俣線　岩野橋補修工事
期　間　H21/8/4～H21/10/15　契約金額　5,775,000円
契約者　株式会社佐藤組
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、株式会社高橋工業所、協
栄建設株式会社、株式会社斎藤工業

●町道蚕桑・杉沢・綱取線　杉沢橋補修工事
期　間　H21/8/3～H21/10/15　契約金額　5,880,000円
契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者]　株式会社高橋工業所、協栄建設株式会社、株
式会社佐藤組、株式会社斎藤工業

◎産業振興課
●鳥海自然文化館　遊楽里　中央監視装置等更新工事
期　間　H21/7/10～H21/9/30　契約金額　10,762,500円
契約者　株式会社山形ビルサービス庄内支社
［その他の入札参加者]　環清工業株式会社、東北電機鉄工株式会社、
株式会社エルデック、三和メイテック株式会社酒田営業所、東北電
化工業株式会社酒田営業所、株式会社ユアテック酒田営業所

◎教育委員会
●中学校スクールバス
期　間　契約効力発生の日～H22/1/29　契約金額　53,544,120円
契約者　山形いすゞ自動車株式会社酒田営業所
［その他の入札参加者]　西東北日野自動車株式会社庄内支店、日産デ
ィーゼル株式会社天童支店

●平成21年度重要文化財旧青山家住宅保存修理工事
期　間　H21/7/27～H21/12/15　契約金額　25,200,000円
契約者　株式会社高橋工業所
［その他の入札参加者]　庄司建設工業株式会社　土門建設株式会社、
林建設工業株式会社、株式会社みなと、株式会社丸高、大場建設株
式会社

入札結果7月分
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投票の種類は

　投票は、衆議院小選挙区選出議員選挙、同比例代表

選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の３回行い

ます。

投票できる人

　投票日に満20歳以上（平成元年８月31日以前に生ま

れた人）で、平成21年５月17日までに遊佐町に住民登

録されている人が投票できます。

　なお、平成21年８月17日以降、町内で転居した人は、

前の住所地で投票することになります。また、平成21

年５月18日以降、遊佐町に転入してきた人は前の市町

村で投票することができます。

投票の日時

　投票日は８月30日で、午前７時から午後８時までと

なっております。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。もし、忘れたり紛失したりし

たときは、投票所の受付に申し出れば投票することが

できます。

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。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。

投票日に投票できない人は

　投票日に仕事や冠婚葬祭、体育大会や旅行など何ら

かの理由で投票できない人は期日前投票または不在者

投票ができます。

　期日前投票・不在者投票のできる期間は、８月19日

㈬から８月29日㈯までの毎日、午前８時30分から午後

８時まで、役場選挙管理委員会事務室で行うことがで

きます。ただし、最高裁判所裁判官国民審査について

は、８月23日㈰から８月29日㈯までの期間となります

のでご注意願います。

　また、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。

　なお、期日前投票は、期日前投票所において、投票

所と同じように投票を行うことができます。（投票用

紙を直接投票箱に入れることができます）

他の市町村に滞在の人も

　仕事や就学のため、投票日に帰ってこられない人で

も、居住地の選挙管理委員会で投票することができま

す。

　この場合は、本人か家族のかたが遊佐町選挙管理委

員会に投票用紙の請求をしなければなりません。請求

がありますと、居住地に投票用紙を郵送します。その

投票用紙を居住地の選挙管理委員会に持参し、投票で

きます。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。

郵便投票の人は

　身体障害者手帳の交付を受けている人で、両下肢に

重度の障害のある人、介護保険法上の要介護者で要介

護５のかた（いずれも自書することが可能な人）は在

宅投票ができます。

　なお、自宅で「郵便による不在者投票」するために

は、選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が

必要になりますので、希望される人はお早めに申請の

手続きを行ってください。

　投票用紙等の請求期限が投票日前４日（８月26日）

となっています、お早めに手続きをしてください。

開票は

　開票は、投票日当日の午後９時から町民体育館１階

児童高齢者体育室で行います。（内ばきをご準備くだ

さい）

8月30日㈰は衆議員議員総選挙の投票日です。
同時に裁判官の国民審査も行われます。

遊佐町選挙管理委員会 172－3311 内線269

わたし、行きます。

第45回 衆議院議員総選挙
投票は午前7時か

ら

午後8時まで


