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お知らせ
広報

鳥海温泉 遊楽里 10234-77-3711

8月1日㈯～8月12日㈬期間

場所

（13:30までご入場ください）（13:30までご入場ください）
好評
発売中!

料金 ・大　人 1,500円
・小学生 800円
・幼　児 400円

・大　人 1,500円
・小学生 800円
・幼　児 400円

時間 11:00～14:0011:00～14:00

入浴券付前売り券
遊楽里の

入浴券付前売り券
遊楽里1階文化ホール遊楽里1階文化ホール

ランチバイキングランチバイキングランチバイキング
当日券は
200円増し
　になります。

遊佐町合併 55 周 年 記 念 事 業

第21回 ゆざ町夕日まつり
午後５時45分～　◎ダンス／ポップキッズ・ちゃっきりパワフルズ・funny's beat
　　　　　　　　◎よさこいソーラン／遊佐高ソーラン同好会・遊め組
　　　　　　　　◎フラダンス／ハウオリガールズ　　　◎鳥海太鼓
午後７時頃～　　◎バンド／Moon Dogs・ELVIS TOCKY ＆ THE70KINGS
＊会場では、軽食やビールを販売しています。お得な飲食券販売中！ 飲食開始17:00～
●—・飲食券販売／遊楽里177－3711・道の駅ふらっと171－7222

7月19日㈰
17:45～21:00夕日コンサート〈遊楽里前ふれあい広場〉

＊雨天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催

遊佐中高生が選んだヒット曲にのせて、海上スターマインが夜空を彩ります。
●出演／鳥海太鼓・ポップキッズ・ちゃっきりパワフルズ
●—／遊佐鳥海観光協会　172－5666

7月25日㈯
18:45～20:35西浜町民花火大会〈西浜海水浴場〉

＊荒天時は26日㈰に順延します。

第1夜

第2夜

交通規制（午後６時～９時）デイリーヤマザキから海岸へ抜ける道は立入
禁止です。駐車場は、誘導員の指示に従ってください。

西浜・釜磯海水浴場
西浜キャンプ場西浜キャンプ場
交通規制にご協力をお願いいたします。

●交通規制実施機関
　7月17日～8月16日

７７月月１７１７日㈮ 日㈮ オープン!オープン!
十六羅漢まつり

7月25日㈯
午後6時15分～午後7時

◎十六羅漢岩・出羽二見ライトアップ
7月17日㈮～8月16日㈰
午後6時～午後10時

第19回

第21回 ゆざ町夕日まつり

至ブルーライン

駐車禁止区域 関係者以外通行禁止区域

道の駅
ふらっと

西浜海水浴場

あぽん
西浜

遊楽里

西浜コテージ

マルチドーム
ふれんどりぃ

シャワー・トイレシャワー

キャンプ場
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モンテディオ山形
「市町村応援デー」のお知らせ

「つや姫」生産者の募集

鳥海自然ネットワーク
森づくり学習会参加者募集

しらい自然館 おもしろ自然塾
ペットボトルロケット制作と打ち上げ体験教室

遊佐町緑化推進事業
（グリーンプラン事業）の募集

第５回「ゆざっと軽トラ市」
出店者募集

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

　今年度の遊佐町の応援デーが下記により開催されま

す。町民の皆さんより熱いご声援をいただきますよう

お願いいたします。

●応援デー／８月２日㈰キックオフ18時

●対戦カード／モンテディオ山形vsガンバ大阪

●場所／NDソフトスタジアム山形（天童市）

●応援デー実施概要／

　①対象者／遊佐町に在勤・在住の方

②入場方法／遊佐町に在勤、在住を証明できる証

明書（運転免許証・健康保険証等）を持参すると、

当日発券売場でバックスタンド南席が50％引き

（通常当日価格3,000円→1,500円）で観戦できます。

小中学生は無料（中高生は生徒手帳を提示）。＊

前売券が完売の場合は入場できない場合もありま

すので、ご了承願います。

●—／教育委員会生涯学習係　172－5892

●日時／８月１日㈯午前９時～12時

●対象／小学校高学年と保護者（定員10組）

＊保護者も一緒に参加してください。

●受講料／1,000円

●内容／当日はペットボトルロケットを製作し、その

後グラウンドで実際に発射台を使って飛ばします。

●持ち物／炭酸飲料用1.5リットルの空ペットボトル

５本。どうしても用意できない方は、ご相談ください。

●申込締切／７月28日㈫＊定員になり次第締切

●—・申込み／四季の森しらい自然館　172－2069

　今年度２回目の「軽トラ市」を開催します。多数の

出店をお待ちしています。

●日時／８月２日㈰午前９時～午後１時

●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎　南側広場）

●出店料／軽トラック１台500円

●申込期限／７月21日まで

●—・申込み／遊佐町商工会　172－4422

　「緑の募金」を活用した、町内の緑化推進事業を募

集します。学校、公民館、公園など公共施設で、緑を

増やして整備したいところがございましたら、担当ま

でご相談ください。緑に囲まれた憩いの場所をみんな

でつくりませんか？

＊平成21年度「緑の募金」集計実績のご報告＊

　４月15日から５月14日まで行われた緑の募金運動で、

町内での募金総額は、４５２，１５７円でした。この募

金は、山形県みどり推進機構に送られ、県内での緑化

事業に使用されます。皆様のあたたかいご協力誠にあ

りがとうございました。

●—／産業振興課農林水産係　172－5882

　平成22年デビューの「つや姫」を「品質・食味・安

全の三位一体の栽培法を重視した高級感のある、おい

しい米」として流通させるため、技術力の高い生産者

を一定の要件で認定します。

　認定を受けるには、「つや姫」栽培適地内で、①基

本要件、②面積要件、③栽培要件、④販売要件の4つ

の要件を満たすことが必要です。

●募集期間／９月10日㈭まで

＊詳しくは最寄りのＪＡ、米穀集荷業者及び農業技術

普及課へ問い合せください。

●—／産業振興課　農業振興係172－5882

●日時／７月25日㈯８時～12時

●対象／自然を守るトラスト活動や森づくりに興味あ

る人（子ども連れ可）

●参加費／300円（飲料・保険など）

●申込み期日／７月23日㈭まで

●—・申込み／鳥海自然ネットワーク1・672－2455

　　　　　　　E-mail chokainet@yahoo.co.jp

●日時／９月27日㈰14：00～
●場所／遊佐町生涯学習センター
　　　　大ホール
●内容／マジック・かげえ（仮）
　　　　街頭紙芝居
●入場料／小学生以上300円
●—／QRコード
　　　HP  http://syonai-obata.spaces.live.com/

いどばたショーいどばたショー
20092 0 0 9

　実際の災害時のサイレン吹鳴ではありませんの
で、ご協力をお願いします。
●日時／７月26日㈰午後２時30分
　　　＊吹鳴時間　午後２時30分から約10秒間
　　　＊総合避難訓練　午後２時30分～午後３時
●場所／月光園　●—／月光園　172－5611

月光園の総合避難訓練と非常時サイレン吹鳴のお知らせ



2009夏・高校生
一日看護体験のご案内

庄内町
だし風ウォーキング

山形県中高一貫教育校
設置構想説明会

エイズ（HIV）・肝炎ウイルス
特別終日検査（匿名・無料）

7月は「社会を明るくする運動」
強化月間です

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

　看護師を目指す高校生のみなさんを対象に下記の日

程で開催します。ぜひ、ご参加ください。

●日時／８月４日㈫・11日㈫９時～15時

●ところ／順仁堂遊佐病院

●内容／実際の患者さんの看護・ケアを見学・体験し

て看護師の役割について理解を深める

●—・申込み／８月３日㈪16時まで電話で申込みくだ

さい。　 順仁堂遊佐病院　看護科　信夫　172－2522

●日時／８月４日㈫午前９時30分～午後８時

●場所／庄内保健所保健企画課健康相談室（庄内総合

支庁東庁舎２階）

●—・申込み／

庄内保健所保健企画課10235-66-4920（担当直通）。

事前予約が必要です。検査後、HIV検査は約1時間

で結果を、肝炎ウイルス検査は2週間後に結果をお

知らせします。

＊通常検査日／毎週火曜日午前9時30分～12時　

　10235－66－4920事前予約が必要。＊性器クラミジア
感染症の検査も受けることができます。検査結果に

ついては、１週間後にお知らせします。

●日時／７月31日㈮午後７時～午後８時10分

●場所／鶴岡市文化会館　大ホール

●内容／山形県中高一貫教育校設置構想の概要の説明

と質疑応答　～探究型の学習を通して自分の

未来を切り拓く～

●参加方法／直接会場にお越しください

●その他／託児サービス（無料）を実施します。

詳細については、ホームページをご覧ください。

＊ホームページアドレス

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700013/

●—／県教育庁高校教育課高校改革推進室

　1023－630－3067

●日時／８月８日㈯

受付開始：８時～　開会：８時45分　スタート：９時

●集合／庄内町楯山公園（風車村ウインドーム立川）

●コース／約8.8キロ

●参加費／500円　＊保険料込み

●申込み／開催日前になるべく早くお申し込みください。

●その他／ラベンダーアイス、民話の語りなど随所に

体験、休憩コーナーあり

●—／庄内町総合体育館　143－3347

　「社会を明るくする運動」は、犯罪、非行の防止と

罪を犯した人たちの更正への理解を深め、それぞれの

立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築

こうとする全国運動です。犯罪のない明るい社会を築

くために何ができるか、皆さんも考えてみませんか。

●—／健康福祉課　福祉介護保険係　172－5884

広
告

●期日／８月14日㈮＊雨天の場合は翌日に延期
●時間／午後６時～８時30分
●場所／グリーンストアさん～旧きらやか銀行
　　　　駅前支店さん（車道を通行止め）
●内容／花笠音頭・鳥海音頭で踊ります。
　　　　屋台村をお楽しみください。
●—／遊佐町商工会172－4422
参加団体、募集中!! 今年も、各団体の踊りを厳
正に審査。３団体を表彰します。

第40回 町民盆踊り大会のお知らせ

　下記の路線を運行するバスを増やしました。皆さま
のご利用をお願いいたします。
【 広 野 線 】　14時３分　広野新田 発　エルパ前 行
【 女 鹿 線 】　８時11分　遊佐駅前 発　女　　鹿 行
　　　　  　　８時57分　女　　鹿 発　遊佐駅前 行
　　　　  　　14時35分　遊佐駅前 発　女　　鹿 行
【 小野曽線 】　14時50分　小 野 曽 発　エルパ前 行

町営バスを増発しました

　平成20年度分の国民年金保険料免除申請は、平成21
年７月末日まで受付け可能です。申請がお済でない方
は、お早めに手続きをお願いします。

免除期間 受付締切日

国民年金
免除申請

平成
20年度

平成20年7月～
平成21年6月 平成21年7月末日

平成
21年度

平成21年7月～
平成22年6月 平成22年7月末日

●—・申請先／町民課町民係　172－5885

国民年金保険料免除申請の手続は、お済みですか



全国一斉
生活保護・多重債務110番

旬の味覚と豚フェスタ！－砂丘の夏2009－
庄内産地研究室 養豚試験場 参観デー

セーフティネット貸付等融資制度

8月は行方不明者捜索
強化月間です

休日林家を始めたい方募集

成年後見無料相談会

くらしの無料相談所
相続・契約・成年後見ナイター相談

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

●実施日／８月１日㈯

●受付時間／午前10時～午後4時

●相談形態／電話による無料相談

●相談電話番号／フリーダイヤル　10120-052-088

●相談内容／・生活保護の内容や相談

・消費者金融やクレジット会社への支払いの悩み

●—／山形県青年司法書士協議会

庄内地区担当　128－9303

　日本政策金融公庫では、中小・小規模企業の皆様へ

資金繰り支援を強化するため、「セーフティネット貸

付」等の融資制度を実施しています。

●セーフティネット貸付の金利引下げ等（最大で

0.7%引き下げ）／

　①雇用の維持・拡大を図る場合、0.1%引き下げ

②第３保証人等を不要とする場合の上乗せ金利0.3%

引き下げ

　③景況が特に悪化している場合、0.3%引き下げ

●新創業融資制度／上乗せ利率を0.45%引き下げ

●—／酒田支店　国民生活事業　122－3120

　プライバシーは厳守しますので、ご家族の中で、連

絡のとれない方がおりましたら、お気軽に警察署また

は交番駐在所までご相談ください。

●酒田警察署／生活安全課　123－0110

●日時／８月１日㈯９時～15時

●内容／

☆試食コーナー…豚肉（焼肉）、パプリカ、ブルー

ベリー、イチゴ等

☆技術研修会…パプリカ、イチゴ、カキ等

　詳細は後日配布のチラシをご覧ください

☆生産物即売コーナー…花き類、パプリカ等

☆プレゼント…養豚試験場の堆肥（数量限定）

●—／10234－91－1250（庄内産地研究室）

　　　10234－91－1255（養豚試験場）

●募集期間／７月末まで

●内容／所有する山の手入れを自分でやってみたいと

考えている方を、庄内林業研究会では支援します。森

林整備は地球温暖化防止に役立ちます。支援基準・内

容は事務局まで問い合わせください。費用は無料。た

だし、支援後も森林整備を継続する意欲のある方に限

ります。

●—・申込み／庄内林業研究会事務局（庄内総合支庁

森林整備課）10235－66－5537

●実施日／８月８日㈯午前10時～午後３時

●会場／鶴岡市コミュニティープラザセントル　

●相談形態／面談による無料相談＊予約不要

●相談内容／高齢者を狙った悪徳商法の被害にあわな

い方法、母の年金が息子に使われて困っているなど

●—／成年後見センター・リーガルサポート山形支部

1023－623－3322

　ライフサポート庄内は成年後見事業をサポートする

ＮＰＯ法人です。５人の行政書士のメンバーで対応し

ます。ご相談ください。

●日時／８月５㈬18時～20時30分

●場所／酒田市総合文化センター（４階408号室）

●内容／相続、離婚時などでの財産や権利に関するト

ラブル、認知症、高齢者等などの財産管理の問題、消

費生活の契約等のトラブル、成年後見制度の活用等　

＊秘密は厳守します。　

●費用／無料

●—・申込み／当日会場にて　

　NPO法人ライフサポート庄内　石井　145－1362

　全県・酒田市では交通事故が減少する中で、遊佐町
では事故が増えています。
◎遊佐町での交通事故　平成21年7月1日現在

区分　　年別 H21 H20 増　減 増減率

件　数 31 20 ＋11 ＋55％

死亡者 　1 　0 ＋　1 ─

負傷者 42 26 ＋16 ＋62％

◎酒田警察署からのお願い
・シートベルトは全席でしましょう！
・飲酒運転は絶対に「しない させない ゆるさない！」
・交差点では「しっかり止まってはっきり確認」しま
しょう！

◎警察官募集開始 7月31日～8月31日
・平成22年４月１日現在、36歳未満の大卒以外の男女
　申込み・ご相談は遊佐交番・お近くの駐在所、また
は、酒田警察署警務課へ　123－0110

交通事故を減らそう!



ＵＩＪターン・学生
庄内就職ガイダンス

正社員へチャレンジ（再チャレンジコース）
受講者募集

お　 し　 ら　 せ　 号
⑸

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

●日時／８月３日㈪13時～（受付開始12時～）

●会場／いろり火の里「なの花ホール」(三川町)

●対象者／ＵＩＪターン希望者、平成22年３月大学･

短大・高専・専門学校・能開校卒業予定者及び平成21

年３月卒業者

●参加企業／山形県庄内地域に就業場所を有する企業

参加企業については、随時決定したものから

山形県ホームページ（http://www.pref.yamagata.jp/

regional/syonai_bo/news/news/）に掲載します。

●内容／就職希望者と企業採用担当者との個別面談

●実施団体／庄内地域雇用対策連絡会議

●—／庄内総合支庁産業経済企画課　商工労政班

　　　　　　　　　　　　　　　10235－66－5499

　概ね25～40歳未満の非正規雇用の在職者又は離職者

で、正規雇用の就職を目指す方の公共職業訓練です。

●コース／ビジネスパソコン科（アスプコンピュータ

ースクール酒田校）

●定員／15人

●訓練期間／９月１日㈫～11月30日㈪

●訓練期間／９時10分～15時50分

●受講料／無料（テキスト代等は個人負担）

●応募締切日／８月10日㈪

●選考日／８月21日㈮

●—・申込み／独立行政法人雇用・能力開発機構山形

センター　訓練課委託訓練係　1023－686－2009

A雇用の広場
順仁堂遊佐病院
職 種 ・
募集人員

①助産師（１名）②看護師・准看護師・夜勤専従看護師（５名）
③理学療法士（１名）

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士（パート可）

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＜奨学金制度のご案内＞看護師、助産師及びコ・メディカル
を目指す方の夢の実現を応援します。（貸与額　月額６万円）
②＜再就業支援看護技術セミナーのお知らせ＞看護師等免許を
保持し、現在未就業で再就業を希望している方を対象に再就業
支援看護技術セミナーを実施しています。ブランクのある看護
職のみなさんどうぞお申込ください。

問 合 せ 順仁堂遊佐病院 事務　池田 充まで172－2522

平成21年度緊急雇用臨時職員の募集
～ 平成21年度遊佐町緊急雇用創出事業 ～

　緊急雇用対策の一環として作業員１名、事務員１名（どちらも臨時
職員）を募集します。
●業務内容と勤務地／作業員…施設維持補修（生涯学習センター）
　　　　　　　　　　事務員…高速道路対策室（役場地域生活課内）
●応募要件／①遊佐町内に住所を有する方。

②現在求職中の方（在職求職者は含みません）または採
用予定日までに現在の雇用期間が満了する方。
③事務員については、パソコン基本操作のできる方。

●採用者の決定／書類または、面接による選考を経て決定します。決
定は７月28日㈫の予定です。
●申込方法／平成21年度遊佐町緊急雇用臨時職員申込書に履歴書（市
販のもの、写真貼付）を添付し申込みしてください。申込書は遊佐町の
ホームページでダウンロードするか、総務企画課に配置しております。
※平成21年度遊佐町日々雇用職員登録に申込をされている方で、緊
急雇用臨時職員に応募をご希望の方は、下記までお問合せください。
●受付期間／平成21年７月15日㈬～７月24日㈮まで
●勤務条件／①賃金／時給700円～725円
　　　　　　②勤務時間／１週間（月～金）の勤務時間は40時間以内
　　　　　　③雇用期間／作業員…５ヶ月（８月～12月）
　　　　　　　　　　　　事務員…６ヶ月未満（８月～22年１月）
　　　　　　④社会保険等に加入
●問・申込先／遊佐町役場総務企画課総務係　172－5880

遊佐町職員採用資格試験
●職種／一般行政（初級）

●採用予定者数／若干名

●受験資格／昭和55年４月２日から平成

４年４月１日までに生まれた者で、平

成21年７月１日現在遊佐町に住所を有

する者。【満18歳以上30歳未満】（平成

22年３月まで卒業見込みの者を含む）

就学等のため遊佐町外に居住している

場合は、父母等が町内に住所を有する

者。

●申込方法／申込用紙は総務企画課で

交付しています。申込用紙に必要事項

を記入のうえ、遊佐町役場総務企画課

に提出してください。（郵送可）。申込

書を郵送で請求する場合は、封筒の表

に「職員試験申込書請求」と朱書きし、

120円分の切手を貼った宛先（住所・

氏名・郵便番号）明記の返信用封筒（角

型２号）を同封してください。

●申込期間／７月29日㈬～８月18日㈫

（当日消印有効）

【１次試験】教養試験・適応検査

●試験日／９月20日㈰

（合格発表10月中旬）

●場所／庄内町役場西庁舎

【２次試験】作文試験・面接試験

●試験日／10月下旬（合格発表11月上旬）

●—・申込先／

　総務企画課総務係　172－5880

　〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211



遊佐町公式ホームページ　http://www.town.yuza.yamagata.jp/
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◎６月13・14日　全日本少年サッカー大会山形県大会
　　遊佐サッカースポーツ少年団　ベスト16

　　（県リーグ二部出場権獲得）
◎６月21日　第22回東北ミニバスケットボール大会
　　　　　　　　東北電力旗　酒田飽海地区予選大会
　第３位　あすなろフェニックス

入札結果6月分

職　　種 採用予
定人員 受　　　験　　　資　　　格

消　　防
（大学卒業程度） 若干名

①昭和55年４月２日から昭和63
年４月１日までに生れた方
②昭和63年４月２日以降に生れ
た方で、大学（短期大学を除く。）
を卒業した方又は大学を平成22
年３月までに卒業見込みの方

消　　防
（高校卒業程度） 若干名

・昭和63年４月２日から平成４
年４月１日までに生れた方
ただし、大学（短期大学を除く。）
を卒業した方又は大学を平成22
年３月までに卒業見込みの方は
受験できません。

大学卒業程度及び高校卒業程度共通
①平成22年４月１日以降、酒田地区広域行政組合管内（酒
田市、庄内町、遊佐町）に居住できる方
②視力は、矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、色覚は、
赤色、青色及び黄色の色彩が識別できる方、また、聴力
は左右とも正常で、身体が正常な方

■募集職種／消防（大学卒業程度及び高校卒業程度）
■受付期間／７月23日～８月18日（消印有効）の午前８時30

分～午後５時15分（土・日曜日を除く）に、受験申込書に必
要事項を記入し、写真を受験申込書と受験票に張って、酒田
地区広域行政組合事務局総務課に郵送又は持参してください。
■試験日／第１次試験　９月20日㈰
　　　　　　場所　酒田中央高等学校　科目　教養試験
　　　　　第２次試験　10月中旬予定
　　　　　　科目　体力測定、面接、作文、健康診断
■受験申込書／
　受験申込書は、酒田地区広域行政組合事務局総務課、酒田
市職員課、酒田市各総合支所地域振興課、庄内町総務課、庄
内町立川支所総務課及び遊佐町総務企画課にあります。
　郵送を希望する場合は、あて先を明記し、120円切手を張
った角形２号（Ａ４判が折らずに入る大きさ）の返信用封筒
を同封して請求してください。（希望する申込書も朱書きで
記載）
　また、酒田市のホームページからもダウンロードできます。
■採用予定人数／消防（大学卒業程度）　若干名
　　　　　　　　消防（高校卒業程度）　若干名
■—／酒田地区広域行政組合事務局総務課　161－7119

酒田地区広域行政組合消防職員採用試験

◎産業振興課
●平成21年度西浜コテージ等外壁塗装替え工事
期　間　H21/6/9～H21/7/15　契約金額　4,305,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者]　協栄建設株式会社、株式会社佐藤組、和田塗装
●平成21年度西浜コテージ5号棟増築工事
期　間　H21/6/9～H21/7/15　契約金額　2,667,000円
契約者　金子建業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、有限会社石川工業、ヤマ五建設株式会社、
赤塚建設工業株式会社

●平成21年度西浜海水浴駐車場除砂工事
期　間　H21/6/19～H21/7/10　契約金額　1,543,500円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、有限会社石川工業、金子建業株式会社、有
限会社一道建設

●西浜キャンプ場等電気設備取付・撤去業務委託
期　間　H21/6/30～H21/8/31　契約金額　1,417,500円
契約者　有限会社遊佐電気工事
［その他の入札参加者]　三共工事株式会社、有限会社土門工務店
◎地域生活課
●月光川大橋塗替塗装工事
期　間　H21/6/25～H21/9/15　契約金額　30,870,000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

●町道駅前・十日町線　道路改築工事（第1工区）
期　間　H21/6/22～H21/10/15　契約金額　16,275,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、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、赤塚建設工業株式会社、有限会社一道建設

●町道駅前・十日町線　道路改築工事（第2工区）
期　間　H21/6/23～H21/10/15　契約金額　23,625,000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、協栄建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会社斎藤工業

◎教育委員会
●遊佐小学校空調設備設置工事
期　間　H21/6/1～H21/7/15　契約金額　6,825,000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

●蕨岡小学校プール改築工事
期　間　H21/6/12～H21/10/30　契約金額　75,075,000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、赤塚建設工業株式会社

●遊佐小学校敷地内舗装整備工事
期　間　H21/6/23～H21/7/31　契約金額　5,145,000円
契約者　株式会社佐藤組
［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、協
栄建設株式会社、ヤマ五建設株式会社、有限会社一道建設

●稲川小学校グラウンド整備工事
期　間　H21/6/17～H21/9/4　契約金額　21,315,000円
契約者　株式会社斎藤工業
［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、株式会社佐藤組

◎総務企画課
●平成21年度宿町五地内防火貯水槽新設工事
期　間　H21/6/19～H21/10/9　契約金額　3,864,000円
契約者　金子建業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、有限会社石川工業、有限会社一道建設、赤
塚建設工業株式会社

定期の日本脳炎予防接種について
　日本脳炎予防接種は、日本脳炎ワクチン接種後の副

反応で、急性散在性脳脊髄炎（ADEM）が発生した

事例があったことから、平成17年５月より接種につい

て積極的勧奨の差し控えが行われていましたが、今年

５月に、従来のワクチンと異なる製法の新ワクチン（乾

燥細胞培養日本脳炎ワクチン）が発売になりました。

　新ワクチンは現在、定期の第１期予防接種（従来の

ワクチンを接種していない方）にのみ使用するワクチ

ンとして位置づけされていますが、供給予定量が必要

量に満たないことや、安全性の確認等における観点か

ら、現時点においては積極的に勧奨する段階には至っ

ておりません。（第２期の接種についても有効性、安

全性が確認していないとされており、実施する場合は

従来のワクチンを使用することになります。）

　勧奨接種の差し控えの間に、接種をせずに対象の年

齢を過ぎてしまったお子さんは、現段階では、定期の

予防接種では受けられませんが、今後ワクチンの供給

量等を考慮したうえで、経過措置での実施を国で検討

しています。

　日本脳炎の流行地域への渡航などで、特に接種を希

望される場合は、主治医の先生にご相談ください。

●—／健康福祉課 健康支援係172－4111

＊契約金額には、消費税
　が含まれています。


