
広 報

お知らせ
Yuza　Town　Public　Relations 毎月1回15日発行

J
U

N
E
 2

0
2
0 

No.5
54 

6
15

洋上風力発電の事業化検討のための

事業者による調査実施について

１ 調査実施者

　　 洋上風力発電の事業化を検討している30

事業者（共同で実施）

２目的　 事業化を検討するうえで自然条件を

把握するため

３調査内容等

　⑴海域調査

　　①場　所　遊佐町沖想定海域内

　　②期　間　₆月下旬～₉月上旬（予定）

　　③方法等

　　 •音波探査

　　 　 調査船が機器を曳航し、海底面の状況

（障害物の有無等）及び海底下の地層

を調査するもの

　　 •ボーリング調査

　　 　 海域にやぐらを設置し、海底下まで掘

進し、地質を調査するもの

　　 •海底微動アレイ調査

　　 　 海底に微動計を設置し、地盤を伝わる

微動の伝播速度を測定し、地盤造を調

査するもの

　⑵風況調査

　　①場　所　 遊佐町沖想定海域の沿岸

　　　　　　　（北側、南側計２箇所）

　　②期　間　９月～令和４年８月頃

　　　　　　　（約２年間）（予定）

　　③方法等

　　 •風況観測塔による風況観測

　　　上空約40～60ｍの風況を観測するもの

　　 •ドップラーライダーによる風況観測

　　　より上空の風況をレーザー光で観測するもの

遊佐町役場　☎（0234）72-3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

問／共同調査代表事業者　加藤総業株式会社　☎23-5418

　　山形県エネルギー政策推進課　☎023-630-3049

　　地域生活課環境係　☎72-5881

　山形県が遊佐町沖で導入の検討を進めている洋上風力発電に関して、複数の事業者が事業化を検討するた

め、海域調査と風況調査を共同で実施することになりましたので、お知らせします。

ボーリング調査イメージ 音波探査イメージ

海底微動アレイ調査イメージ
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休日窓口／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／町民課町民係　☎72-5885

　令和２年度の地籍調査事業を行いますので、境
界の立ち会いと付近の刈り払いなどにご協力をお
願いします。
◆地籍調査とは…
　国土調査法に基づき、市町村が主体になって、
一筆ごとの土地の所有者・地番・地目・境界・面
積を正確に調査測量するものです。調査の成果は、
不動産登記に反映されるほか、公共事業の実施や
町づくりに活用されるなど、私たちの生活に重要
な役割を果たしています。
●調査区域
　吉出字金俣（０．０８㎢）

無人ヘリコプターによる
一斉防除が始まります

　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。周辺の方々にご迷惑をお掛け
しないよう、万全の対策を講じ、安全作業に努めま
すので、防除についてご理解とご協力の程よろしく
お願いいたします。
◆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　☎26-5643

●開 催 日／川コース…₇月１１日㈯
　　　　　　海コース…₇月１2日㈰
●場　　所／山形県金峰少年自然の家
　　　　　　分館　海浜自然の家
●対　　象／ 小学生以上（小学生は親子での参加にな

ります。小学１～₃年生は₂人乗り限定です。）
●参 加 費／１９０円（保険料）
●定　　員／各コース先着3０名
　　　　　　（定員になり次第、締め切り）
●申込期間／₆月１6日㈫～₆月26日㈮午前₉時～午後₅時
　　　　　　（休所日：₆月2１日㈰は休所日）
●申込方法／ ①電話にて申し込み　②電話申し込み

後、郵送またはＦａｘにて参加申込書を送付
　　　　　　※ 詳しくは当所HPで募集要項をご覧ください
●申 込 先／山形県金峰少年自然の家
　　　　　　分館　海浜自然の家
　　　　　　指定管理者　庄内アソビバプロジェクト
　　　　　　☎77-2１66　ＦＡX77-3725

地籍調査事業にご協力を！
境界の立ち会いを行います

令和２年度　山形県金峰少年自然の家
　　　　　　海浜カヌー塾

　仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活
躍するバイタリティーあふれる税務職員を募集して
います。国の財政を支える税務職員に、あなたもチ
ャレンジしてみませんか？
●受験資格
　１． 令和２年４月１日において高校卒業後₃年を

経過していない者及び令和₃年₃月までに高
校を卒業する見込みの者

　２．人事院が１に掲げる者に準ずると認める者
●受験申込受付期間
　₆月22日㈪から₇月１日㈬まで
●受験申込方法
　　受験申し込みはインターネット申込みとする。
　国家公務員試験採用情報NＡVI
　（http://www.jinji.go.jp/sａiyo/sａiyo.html）
●第１次試験日
　₉月₆日㈰
●試験に関する問合せ先
　仙台国税局人事第二課試験研修係　☎０22-263－１１１１
　内線3236　人事院東北事務局　☎０22-22１-2０22

●調査時期／₆月中旬～１１月下旬
　　　　　　（関係者には別途通知）
●問／地域生活課管理係　☎72-5８８3

2020年度　国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）のお知らせ

令和２年度　危険物取扱者保安講習
　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。
●申請書の受付
　₆月22日㈪から₇月１7日㈮まで
●受講案内・申請書
　最寄りの消防本部、消防署（各分署）から直接受領。
●申請書の提出・問
　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/

特別定額給付金の申請はお済みですか？

募集　鯉のぼり

　₅月11日㈪から申請受付を開始していますが、ま
だ申請をされていない方は、期限が₈月₇日㈮まで
となっておりますので、お忘れのないようお願いい
たします。
●申請期限／₈月₇日㈮
　　　　　　問い合わせ先が変更になりました
●問／企画課企画係　☎72-4523

　中山河川公園の桜の時期に合わせて鯉のぼりの川
渡しを行っており、訪れる人たちから好評を得てお
ります。長年使用してきたため古くなった鯉のぼり
を交換したいと思っております。皆さまのご家庭で
使用されなくなった鯉のぼりがありましたら、遊佐
鳥海観光協会までご提供ください。
●問／遊佐鳥海観光協会（遊佐駅１階）☎72-5666
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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

第２回わくわくスターウォッチング
●日　時／₆月21日㈰　午後₃時30分～₆時
●会　場／金峰少年自然の家
●内　容／部分日食を専用眼鏡で観察しよう！
●対　象／部分日食に興味のある方
●持ち物／飲み物（必要な方）
　　　　　 　先着40名です。雨・曇天時は「クラフト：

星座プラ板キーホルダー作り」を開催し
ます。代金は₁個80円（当日集金します）

●問・□申／山形県金峰少年自然の家　☎０235-24-24００

　犬の飼い主には、飼い犬（生後90日を超える犬）
の登録、毎年₁回（４～６月）の狂犬病の予防注
射、犬の鑑札と注射済票を犬に装着することが、
狂犬病予防法により義務付けられています。
　令和２年度の予防注射がお済みでない方は、郵
送されているハガキをお持ちのうえ、動物病院で
必ず注射を受けていただくようお願いします。

＊ 料金等詳しくは、各動物病院に直接お問い合わ
せください。 

＊ 登録に変更（死亡、所有主、所在地等）がある
場合は、届出が必要です。

＊ 登録がお済みでない方にはハガキが郵送されて
いません。

＊ 初めて犬（生後90日を超える犬）を登録する方は、
動物病院にて登録と狂犬病予防注射をお願いし
てください。犬の登録のみの場合は、役場でも
可能です。

「借金返済に関する相談窓口」
のご案内

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困

りの方の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）

●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

　　　　午前₈時3０分～１2時、午後₁時～₄時3０分

●問／山形財務事務所理財課　☎０23－64１－5１7８

自転車保険の加入が義務化されます！
（令和２年７月１日～）

　山形県では自転車の安全で適正な利用を促進して
いくために、昨年１2月に「山形県自転車の安全で適
正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
●条例の主な内容
・交通ルールの遵守
・自転車の安全利用（大人も子供もヘルメットの着用）
・自転車損害賠償責任保険の加入義務化
・自転車交通安全教育の充実
・自転車の適正な管理（施錠の徹底、放置禁止）
●問／山形県消費生活・地域安全課　☎０23-63０-26８2
　　　総務課危機管理係　☎72-5８９5

「いつでも、どこでも、だれでも」学べる放送大学
2020年度第２学期（10月入学）の学生募集
　放送大学はBS放送やインターネットを通して学
ぶ通信制の正規の大学です。
　心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など、
幅広い分野が１科目から学べ、教養学士の学位が取
得できます。看護学士、認定心理士などの学位・資
格も取得可能です。
●出願締切／ 第１回募集は₈月31日、第２回募集は

９月15日まで
●問／放送大学　山形学習センター☎０23-646-８８36

令和２年度山形県介護支援専門員
実務研修受講試験のお知らせ

●日時／10月11日㈰　午前10時

●会場／山形市内

● 受験資格／保健、医療、福祉の分野で₅年以上か

つ900日以上の実務経験がある方。

● 受験の手引の配布・請求／郵送での請求・配布と

します。請求方法については、お問い合わせくだ

さい。

≪受付期間≫

　₆月₈日㈪～₆月30日㈫【当日消印有効】

≪提出方法≫

　持参での提出は受け付けません。

　必ず郵送（簡易書留）で提出してください。

≪合格発表≫

　12月₂日㈬

●問／社会福祉法人　山形県社会福祉協議会

　　　人材研修部　人材係　☎023-622-2776

狂犬病の予防注射はお済みですか？
　すでに死亡している場合でもハガキが届いてい

る場合は死亡届を提出いただいておりませんので

急ぎお手続きください。

※ 日本国内では、人は昭和32年（１９57年）を最後

に狂犬病の人における発生がなく、世界でも狂

犬病の発生が少ない国ですが、狂犬病はすべて

の哺乳類に感染するおそれがあり、人にも感染

します。発症するとほぼ100％死亡する治療法

がない恐ろしい病気です。

　 　飼い犬が死亡した場合は、死亡届の提出が必

要です。

●問／地域生活課環境係　☎72-5８８１
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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

今日からあなたも
エコ町民

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
　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
●取り組み内容／ 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。）

※ＦＡXでも受け付けします。
●締切／７月10日㈮
参加賞

　ご提出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。
節電特別賞

　ご提出いただいた方の中から抽選で10名様に
「節電特別賞（遊佐町特産品など）」をプレゼント。

節電優秀世帯賞
　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、「節電達成認定証」
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。
Wチャンス 　
　ご提出いただいた方は、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。

離岸流に注意！
目指せ海の事故ゼロへ！

　海水浴をする時は、定められた海水浴場や期間を
守り遊泳しましょう。場所により沖合に流される離
岸流があるので、注意して下さい。
　新型コロナウイルス感染防止のため屋外において
も、密集・密接を避けましょう。
　海上保安庁への緊急通報は１１８番
　ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。
　酒田海上保安部交通課　☎２４‐００５５

未来の海上保安官募集中！
　海上保安大学校、海上保安学校、有資格者採用試
験日程等を次のコードに掲載しています。ご不明な
点がありましたらお気軽にお問い合わせ
下さい。
●問／酒田海上保安部管理課　☎22-１８3１

町税等納期のお知らせ
　₆月3０日㈫は町県民税、月光川水害予防組合費の
納期です。新型コロナウイルスの影響で事業等の収
入が大幅に減少した方については、令和₃年₁月31
日までに納期の到来する町税等について、最大で₁
年間、徴収の猶予を受けることができます。内容に
ついては、ご相談くださいますようお願いいたします。
●納期／₆月3０日㈫
　　　　町県民税・月光川水害予防組合費　１期
●問／町民課納税係　☎72－54１１

全国瞬時警報システム（Jアラート）
緊急地震速報訓練のお知らせ

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を活用した、
緊急地震速報の全国訓練を実施します。下記の日時
で、防災行政無線から町内全域に、緊急地震速報の
チャイム音が鳴り放送が流れます。災害ではありま
せんので、ご注意願います。
●訓練日時／₆月１7日㈬　午前10時頃
●問／総務課危機管理係　☎72-5８９5

第18期遊佐町少年町長・少年議員当選証
書付与式及び第１回少年議会が行われます

●日時／₆月26日㈮
　　　　 当選証書付与式及び第１回少年議会
　　　　午後₆時30分～₇時30分
●場所／遊佐町役場議事所
●内容／ 少年町長他に当選証書を付与した後、当選

者全員がこれからの意気込みを所信表明と
して読み上げます。

●問／遊佐町少年町長・少年議員公選事務局　☎72-2236

鳥海山おもしろ自然塾
『ブルーベリー狩りと打ちたてそば昼食』
　無農薬栽培のブルーベリー狩りをした後、地元金
俣の打ちたてのそばを昼食でいただきます。ブルー
ベリー狩りは食べ放題で１パックお土産付きです。
●日時／₇月₅日㈰
　　　　午前10時～午後１時　小雨決行
●場所／しらい自然館　集合
●対象／一般　
●受講料／2，０００円　（保険料、そば代を含む）
●定員／15名　　
●持ち物／雨具等
●申込み締切／₆月30日㈫
　※定員になり次第締切
●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

お詫びと訂正
　6月1日号の「Let’s遊活」コーナーにおいて写真
の説明に誤りがありました。お詫びして訂正します。

正）上：第17回酒田飽海地区新人大会優勝
　　下：第40回遊佐町新春バスケットボール大会優勝
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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

広
告

「新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ」
　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・
濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に
基づく差別は決してあってはなりません。
　法務大臣メッセージは、YouTube法務省チャ
ンネル（https://youtu.be/RYS00qCｘo-0）をご覧
ください。
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイル
ス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等
の被害に遭った方からの人権相談を受け付けてい
ます。困った時は，一人で悩まずに相談してくだ
さい。

令和２年度　町政座談会
　暮らしやすいまちづくりを進めるため、地域のさ

まざまな課題について率直な意見交換を行います。

どなたでも参加できます。

●日時・会場／

　開催時間は、午後₆時30分～午後₈時です。

各地区とも町長以下三役および課長全員とまちづく

り地域担当職員が出席します。

　※ 新型コロナウイルス感染症への対応方針により、

マスク着用での参加にご協力ください。

●問／企画課企画係　☎72-4523

地区 実 施 日 会　　　場

蕨　岡 7月1日㈬ 蕨岡まちづくりセンター　講堂

遊　佐 7月2日㈭ 生涯学習センター　２階　大会議室

稲　川 7月3日㈮ 稲川まちづくりセンター　アリーナ

高　瀬 7月6日㈪ 高瀬まちづくりセンター　講堂

西遊佐 7月7日㈫ 西遊佐まちづくりセンター　交流サロン

吹　浦 7月8日㈬ 吹浦防災センター　講堂

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

●月～金　午前₈時30分～午後５時15分
　【相談員対応午前９時～午後４時15分】
●土、日、祝、年末年始は休み
●電子メール、Ｆａｘは、24時間受付けています
　E-mａil:yshogａku@pｒeｆ.yａmａgａtａ.jp
　Ｆａｘ：０23－63０－2８74
☆ 子育ての悩みを１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／山形県教育庁生涯教育・学習振興課
　　　☎０23－63０－2８72

■雇用の広場
遊佐町総合交流促進施設株式会社

職　　 種 夏期臨時アルバイト　₆名

就 業 施 設 西浜海水浴場駐車場

雇 用 期 間 ７月15日～８月17日

業 務 内 容
駐車料金徴取及び誘導、台数・客数確認、
清掃等１日８時間　※天候により変動あり

待 遇 会社規定に基づきます。

選 考 方 法
履歴書（写真貼付）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、本人に連絡します。

申 込 期 限 令和２年６月末

問 西浜コテージ村管理棟　☎77-3600
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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

【事業者向け】遊佐町新型コロナウイルス感染症対策
第二次緊急経済支援事業（助成金）のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、地域

経済の衰退が危惧されていることから、地域産業・

地域経済の維持を図るため、町内の事業者を対象

に緊急の第二次経済対策を実施しています。

■助成対象者／

　町内で₁年以上、下記業種の事業を営んでいる

個人事業者または法人であり、町内に事業所を有

しているもの

　※ 事業者が複数の事業所を運営する場合は₁事

業所となります。また、第一次助成金を受け

た方は該当しません。

●令和2年度消防ポンプ自動車整備事業

　期間　令和2／5／18～令和3／2／26

　契約金額　22,440,000円

　契約者　有限会社本間商会

　 [その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会社

三立　酒田営業所、株式会社日本海防災

●令和2年度小型動力ポンプ整備事業

　期間　令和2／5／18～令和3／2／26

　契約金額　3,828,000円

　契約者　有限会社本間商会

　 [その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会社

三立　酒田営業所、株式会社日本海防災

●道の駅鳥海ふらっと空調設備更新工事

　期間　令和2／5／8～令和2／7／10

　契約金額　3,960,000円

　契約者　有限会社菅原建設

　 [その他の入札参加者] 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、株式会社髙橋工業所

●令和2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　令和2／5／15～令和2／7／31

　契約者　東北環境開発株式会社　酒田支店

　契約金額　1,353,000円

　 [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]

総 
務 
課

産 
業 
課

入札結果 5月分

業　種 主　な　事　業（日本標準産業分類）

１.卸売業、小売業
卸売業　繊維・衣服等、食料・飲料、寝具類　等
小売業　衣類・身の回り品、食料品、書籍雑誌、新聞、
スポーツ用品、医薬品・化粧品、自動車、家具、燃料　等

₂.宿泊業、
　 飲食サービス業

旅館、ホテル、飲食店　等

₃.生活関連サービス業
　 娯楽業

洗濯業、理容業、美容業、リラクゼーション業　等

₄.建設業

土木、建築、大工、左官、内装、塗装、電気、屋根、
給排水工事　等
※ ただし、令和₂年₁月から₅月末までの間

に公共工事（100万円以上）を受注した、
もしくは受注している事業者は除く。

₅.製造業
畜産食料品、水産食料品、農産保存食料品、酒類、
繊維品、家具、建具、木製品、紙製品、畳　等

■助成金額／〈予算の範囲内で交付〉

　⃝ 業種１～₄の場合　個人事業者５万円、法人

10万円

　⃝ 業種５の場合　従業員₂人以上の事業所は従

業員一人当たり５万円（上限人数40人）

　　 従業員₂人未満の場合は個人事業者₅万円、

法人10万円

　※ 業種₁～₅において、町外に本社がある事業

所は、助成金額が１/₂となります。

■申請に必要な書類／

　 （共通）助成金交付申請書、口座通帳の写し（個

人事業者は申請者本人名義、法人は法人名義）

業種₁～₄
（個人事業者のみ）

身分証明書の写し、営業していることがわかる書類
（営業許可証、確定申告（営業所得）の写しなど）

業種₅
令和₂年₅月₁日現在の社員数がわかる書類

（労働保険加入状況、給与計算書の写しなど）

■申請期限／₇月15日㈬まで（必着）

■申請方法／ 申請書と必要書類を原則郵送で申請

してください。

　【送付先：〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211

 　遊佐町役場産業課　第二次助成金受付　宛】

■申 請 書／ 町のホームページからダウンロード

するか、産業課または遊佐町商工会

へお越しください。

●問／産業課産業創造係　☎72-4522

地 

域 

生 

活 

課

産 

業 

課

●令和2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　令和2年5月15日～令和2年7月31日

　契約者　北庄内森林組合

　契約金額　9,075,000円

　[その他の入札参加者] 株式会社池田　

●町道西楯中線側溝整備工事

　期間　令和2／5／18～令和2／7／31

　契約者　赤塚建設工業株式会社

　契約金額　2,750,000円

　 [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、有限会社一道建設、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

●除雪ドーザ（8t級）購入

　期間　効力発生の日から令和2／12／18

　契約者　日本キャタピラー合同会社　酒田営業所

　契約金額　10,945,000円

　 [その他の入札参加者] 北日本車輛株式会社、コマツ山形

株式会社　庄内支店、昭和建機株式会社、ロジスネクス

トユニキャリア株式会社　庄内支店

●新庁舎前道路新設改良工事

　期間　効力発生の日から令和2／12／25

　契約者　土門建設株式会社　61,930,000円

　 [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

＊契約金額には、消費税が含まれています。

＊辞退等された業者については、記載しておりません。 

建設業が
追加されました


