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●今月の主な内容
◇ ４月４日発生の暴風について
◇ 入学式・入園式
◇ 自治会長連絡協議会
◇ 平成24年度大潟村職員紹介
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ありがとうございます！
４月６日、大潟幼稚園で入園式が行わ
れました。少し大きい園服を着た新入園
児は、挨拶などで「おめでとうございま
す」と言われると、元気よく「ありがと
うございます」と答えていました。

No.

482
平成24年

５月号

平成24年５月号

新入園児
34名
25名
大潟保育園入園の集い
大潟幼稚園入園式 新入園児
4月43月日7日
佐藤捷雄園長先生から新入園児のみなさんへ
入園おめでとうございます。大潟村にも春が
やってきました。お花も咲いてきましたね。これ
からみんなとなかよく、お花探しをしたり遊んだ
りしましょう。
（お父さん･お母さんへ）子どもたちにとって、
ご家庭、お父さん･お母さんが一番ですので、一
緒にいる時間を多くしてあげてください。

初めは抱っこされていた子どもたち

輪になって集いが始まりました

すぐに仲良く遊び始めました

4月6日 大潟幼稚園入園式

新入園児34名

佐藤捷雄園長先生から
新入園児のみなさんへ
ほし組、はな組のみなさん、大潟幼稚園
へようこそいらっしゃいました。入園おめ
でとうございます。みなさんの周りには、
いろいろな友だちがいます。お互い仲良く
し、みんなが「楽しいね」と思える大潟幼
稚園にしましょう。

園長先生のお話を聞く園児
○
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ちょっと緊張の入場

年長さんが歌などで歓迎してくれました

平成24年５月号

4月5日 大潟小学校入学式

新入生20名

丸山岳人校長先生から新入生のみなさんへ
入学おめでとうございます。入学する皆さんは
「お友達のいいところを、たくさん見つける。」
ということを頑張ってください。皆さんは９年間
ずっと一緒に勉強したり、遊んだりすると思いま
す。でも、いつまでも同じではなく、新しい「い
いところ」が、次々と増えていくと思います。そ
れをたくさん見つけると、いろんな変化があっ
て、楽しい毎日になり、仲良しのお友達もどんど
ん増えると思います。

拍手の中、新入生の入場

歓迎の言葉を述べる６年生の池田侑生君

「起立」の声にそろって立ち上がる新入生

4月5日 大潟中学校入学式

新入生37名

関谷正人校長先生から新入生のみなさんへ
入学おめでとうございます。皆さんが、楽しく
充実した中学校生活を送るために一つだけお願い
があります。それは、「自分の可能性を最大限に
広げる挑戦をしてほしい」ということです。中学
校の三年間は、人生において最も心も体も学力も
伸びる時期です。自分の可能性を信じ、素晴らし
い自分磨きの三年間を過ごしてください。

歓迎の言葉を述べる 3 年生の田口駿介君

真剣なまなざしで話を聞く新入生

誓いの言葉を述べる新入生の大山章吾君
○
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平成24年５月号

４月４日発生の

暴風被害について
４月３日〜４日、低気圧が日本海で台風並
みに発達し、西日本から北日本の広い範囲で
暴風の被害が発生しました。
秋田県では、３日の午後から南よりの風が
強まり、西よりの風に変わりながら４日の夜
まで風の強い状態が続きました。最大瞬間風
速は、秋田市で40.8m/s、由利本荘市で

40.0m/s を記録し、アメダス観測所で４月の
観測史上１番の最大瞬間風速となりました。
大潟村においては、３日の昼過ぎに南より
の風が強くなり始め、西よりの風に変わりな

大潟村暴風被害対策本部を設置

がら、４日の午前５時26分に31.8m/s の最大
瞬間風速を記録し、同日の夜まで風の強い状
態が続きました。
村では、４日午前８時30分に「平成24年大
潟村暴風被害対策本部」を設置し、被害調査
と情報収集にあたりました。
被害は、農舎やビニールハウスの損壊など
農業被害（下表）のほか、ライフライン関係
では、一部の住区が停電（４日の深夜には、
個別の対応が必要な家屋を除いては 全て復

道路をふさぐように倒木した防災林

旧）、住宅の損壊10棟、公共施設では大潟漕
艇場倉庫が全壊、９施設が一部損壊するなど
の被害を受けました。なお、県に報告した被
害推計額は、農業被害だけで３億円を超える
ものとなりました。
このことから、村では、農業関係への暴風
被害に関して、臨時議会を開催し補正予算を
措置することとしました。

農業被害状況について（４月17日現在）
施

設

ビニール
ハウス
農

舎

防災林

被害状況

被害数

全壊

185棟

半壊

76棟

一部損壊

895棟

屋根･シャッター破損

157棟

倒木・枝折れ

農舎の屋根･壁･シャッターが損壊

3,000本

※産業建設課まとめ
太めのパイプのハウスもグニャリ
○
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平成24年度自治会長連絡協議会･総会開催
会長に松橋稔さん（東２─３自治会）を選出
４月24日（火）、役場会議室において平成24年

です。１年間、役場職員も積極的に各自治会に出
向き、村民の皆様と行政との橋渡しとなるよう頑

度自治会長連絡協議会が開催されました。
はじめに、本年度の協議会の役員の選出が行わ

張りますので、よろしくお願いいたします。

れ、会長に東２─３自治会長の松橋稔さん、副会
長に西２─２自治会長の鈴木貫示さんが選出され
ました。
その後、平成23年度の事業報告・決算、平成24
年度の事業計画案・予算案等が審議され、いずれ
も原案通り承認されました。
続いて役場各課から、暴風被害状況、防災訓
練、住宅配置看板等更新事業等についての説明が
自治会長連絡協議会長
松橋 稔さん（東２─３）

あり、意見交換が行われました。
本年度の各自治会担当の役場職員は下表の通り

自治会長及び自治会担当役場職員名簿
住 区

自治会長名

（敬称略）

自治会担当役場職員

西1─1

岡

田

省

治

渡部

久樹・進藤

西1─2

松

崎

弘

郁

田中

司・進藤

西1─4

戸

嶋

誠

一

佐々木

西2─1･中央1

渡

辺

文

明

加藤

光行・児玉

美奈子・菅原

西2─2

鈴

木

貫

示

石川

歳男・佐藤

洋平

西2─3

田

中

龍

生

宮田

雅人・石川

猛

西2─4

日

諸

英

升

伊東

寛・池田

龍成

西3─1

小

熊

健

一

谷

博太・遠藤

有子

西3─2

森

田

聖

悦

床田

昭人・小形谷

西3─4

遠

藤

暁

大渕

健信・柴田

真知子・伊藤

美子

東2-1・東2-12
中央2〜4

大

渕

信

薄井

伯征・宮田

文美・平ノ内

亮

東2─3

松

橋

稔

増永

洋・庄司

東2─4

千

葉

一

後藤

克司・近藤

綾子

東2─5

猪

股

誠

渡辺

則子・佐藤

千恵子・薄田

東2─6

餌

取

隆

吉田

敦・今野

佳奈子

東3─1

村

松

樹

北嶋

学・荒関

智彦

東3─2

三

浦

精

加島

薫・工藤

章子・工藤

東3─3

金

子

健

清水

田鶴子・小野

東3─4

佐

賀

文

雄

伊藤

譲・佐藤

北1─2

小山内

文

昭

田中 誠悦・小澤 睦・米谷 朋浩・庄司 真紀子・田中 友美

北2─4

田

喜美子

県立大清新寮

口

健
仁

重

智哉
三枝・相原

鶴代・近藤

千里

比成
聡

範子

都志哉
穣

修功

朋也・小野寺

紀裕

純子

澤井

公子・小林

豊・濱川

伊藤

茂美・小瀧

みゆき

智美
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髙 橋重男さん、松橋稔さんが消防功労者表彰受章
３月22日に秋田県庁第二庁舎において消防功労
者表彰が行われました。
大潟村では日本消防協会より髙橋重男さん（東

3─1）が功績章、松橋稔さん（東2─3）が精績章
を受章されました。お二人とも、これまでの消防
活動が大きく評価されての受章となります。おめ
でとうございました。

春 の火災予防運動

受章された髙橋さん（左）、松橋さん（右）

４月１日〜７日まで火災予防運動が実施されま
した。
期間中は消防団や消防大潟分署による放水訓練、
消防設備の点検･巡回、啓発活動などが行われま
した。
なお、３月31日付けで西尾邦夫さん（東3─1）、
石戸悟郎さん（ＪＡ大潟村職員）が消防団を勇退
され、４月１日付けで新たに中河昌士さん（西 1
─ 2 ）、齊藤究さん（ＪＡ大潟村職員）が消防団
員として任命されました。これからも村の地域防
災をよろしくお願いします。

防火水槽を点検する消防団員

交 通指導隊に委嘱状交付
４月２日に役場において交通指導隊員に委嘱状
が交付されました。
交通指導隊員の任期は２年間であるため、改め
て交付されたものです。これからも村の交通安全
のため、よろしくお願いいたします。
なお、３月31日付けで山崎直司さん（東3─3）
が勇退されました。山崎さんは34年間交通指導隊
員（平成 12 年４月〜平成 22 年３月、交通指導隊
長）を勤められました。大変お疲れさまでした。

大潟村交通指導隊員のみなさん

五 城目警察署と暴力団排除に関する合意書締結
4月10日に役場において五城目警察署と大潟村
が「暴力団排除に関する合意書」に調印しました。
地域社会から暴力団排除の推進、村民生活の安全
及び平穏の確保などを目的として制定した「大潟
村暴力団排除条例」に基づき、村と管内警察署が
連携協力し暴力団排除を推進するために締結され
たものです。
今後とも、警察と共に安全安心のまちづくりを
行ってまいります。
○
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調印後に五城目警察署長と握手

平成24年５月号

森本好昭さんに感謝状が贈られました
４月13日に秋田市で行われました「秋田人権擁
護委員協議会定時総会」において、森本好昭さん
（東2─5）に法務省人権擁護局長より永年の功績
を讃え感謝状が贈られました。
森本さんは４月１日付けで法務大臣より委員の
再任の委嘱発令も受けており、平成27年３月まで
の任期において、これからも人権擁護委員として、
人権思想の普及と高揚にご尽力くださるようお願
いします。

感謝状を贈られた森本好昭さん（左）

春の全国交通安全運動
４月６日〜15日まで春の全国交通安全運動が実
施され、村では９日に街頭指導の出発式が行われ
ました。
期間中は交通安全協会、交通安全母の会、交通
指導隊、シルバー人材センター、小･中学校教職
員、教育委員会、役場職員が毎朝、村内の交差点
等で街頭指導や青パトで巡回を行うなど、交通安
全の啓発に努めました。農繁期は車の往来が激し
くなりますので、交通事故には十分に注意しまし
ょう。

通学路の横断歩道での街頭指導

小学校で交通安全教室開催
４月12日に小学校グラウンドで小学校全校児童
を対象に、自転車の運転技術を習得し、交通安全
を心がけてもらうということで交通安全教室が開
催されました。
１・２年生から順番に行われた自転車運転教室
は、スラロームや交差点に見立てた場所などを、
先生の指導を受けながら走行していました。

○
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平成24年５月号

チャレンジマインド海外研修事業

研修報告

日本列島のほぼ地球の裏側
菅原

大地

南米大陸にあるパラグアイとブラジル、２つの

におかれ、資金回転の速い作物が主要作物となっ

国に大潟村の研修で初めて行かせていただいた。

た。とくにトマトやメロンの栽培が広まり、また

その土地の匂いや空気といったことは行ってみな

養鶏や肉牛飼育への取り組みも本格化した。1972

ければわからない。この報告によって、私が感じ

年にブルドーザーやトラクターなどの大型作業機

たそういったことが幾何かでも伝えられたら、と

の導入がされ、開墾が進み耕地面積が急激に増大

思う。

した。大豆を作る農家も増えてきた。

パラグアイは南米大陸中央部にある内陸国であ

1980年代は蔬菜栽培もたちゆかなくなった。土

る。首都はアスンシオン。私が訪れたのはパラグ

地を売却して帰国する農家も続出し、出稼ぎのた

アイ東部、アルト・パラナ県のイグアス居住区で

めに日本へ向かう人も増えた。しかし1983年から

ある。イグアス居住地は日本からの移民が多く住

不耕起栽培技術が普及しはじめると、大豆相場の

む居住地だ。あまりにも日本語が通じるので、最

高騰にも後押しされ、日系人の経済は急速に回復

初私は驚いたものだった。それもそのはず、パラ

していった。不耕起栽培とは、前年の作物を収穫

グアイの移民の歴史はそれほど古くなく、ほとん

した後、耕すことをせずそのまま次の作物を植え

どの人が戦後に入植したのだった。そして耕作を

ること。専用播種機と除草剤が必要なため、実用

やめて都会に集中した人に比べ、パラグアイ農村

段階に至るまでは時間がかかった。しかし農地拡

のゆっくりした環境に身を置いていれば言葉も文

大による森林伐採のため土地の土壌保持力が低下

化も残りやすいかもしれない。

し 、雨水による土壌流出が問題視されていたた

パラグアイでは周辺諸国との戦争で疲弊して人

め、その対策としていったん不耕起栽培が定着す

口が激減し、 60 〜 85 万人いた人間が 1886年には

ると耕作や整地の必要がなく、労力が大幅に削減

26万人にまで減っていたという。そこでまずヨー

され、時期に遅れずに種まきができるため収穫量

ロッパ諸国からの移民が受け入れられ、さらに

も増加した。

1936年から第二次世界大戦までに、700人余の日
本人が移住をした。第二次世界大戦後でいったん
打ち切られたものの再開され、50年代から60年代
初頭にかけてパラグアイへの農業移住は盛況を極
めたという。イグアスへの移住も 1961 年から始
まったが、その後日本が高度経済成長の時代を迎
えると、移住の動機は薄くなり入植者も減って
いった。また、入植当時はその環境も過酷だった
ようだ。
イグアスに入植直後、移民は立派とは言えない
仮小屋に住み開拓に明け暮れた。当時周囲は濃い

見渡す限りの大豆畑

原生林に覆われ、ヒョウなどの猛獣も住んでい

今では経営状況は良好である。また、入植二世

た。まだ交通の便が悪く作物の販売はできず、生

の方々が農業の中心になってきつつある。イグア

活はほとんど自給自足であった。 1960年代にはこ

スの日系農家さんとふれあって感じたことは、農

れといった作物も定まらず、大豆、稲、小麦など

業に対しての考え方がまるで企業経営者のようで

の導入も試みられたが成功しなかった。価格が急

あるということだ。イグアスの日系農家さんは、

騰したツング（油桐）の植え付けを始めた人も多

来年は何を栽培しようかと考えていた。もちろん

かったが、ハキリアリの被害によって全滅した。

主軸は大豆だが、大豆単作では気候や病気による

1970年代、移民たちは依然として厳しい経済状況

収量の減少、あるいは相場の変動などで年年の収
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入が大きく変動しかねない。その補完のためメロ

が一定期間以上その場で生活していると、生活し

ンを作ったり、トマトを植えてみたり、酪農をし

ているその土地部分はその不法占拠者のものに

てみたり、営利目的で植林してみたりと多様で

なってしまう らしい。なんだか理不尽に思える

あった。このような複合経営は大潟村と似ている

が、そういう法律なのだそうだ。有耶無耶のうち

ように感じられた。

に既成事実を作り他人の土地を自分のものとして

また、経営規模、耕地面積が広大であった。大

しまう、その様な運動、またはする人を、パラグ

潟村は全国的に見て一戸当たりの耕地面積が大き

アイではセンテーラという。「とっとと追い出し

いとして知られているが、大体一戸 20ヘクタール

てしまえばいいじゃないか！」そんな声が聞こえ

前後といったところだ。イグアス日系農家さんは

てきそうだが、センテーラは銃を持っていたりす

200ヘクタール程度が平均だそうで、大きいとこ
ろでは1000ヘクタール以上の耕地を持つ方もいる

ることもあるらしく、迂闊に近づけないのだそう
だ。警察に訴えようにも現地の警察は言ってしま

らしい。この広大な耕地が周辺住民との軋轢をも

えば怠慢で、あまり当てにもならないらしい。

生み出してしまっている。周辺の現地農家の経営

イグアス日系農家さんの農場を見学させていた

面積は10ヘクタールがせいぜいで、日系農家との

だいた折、農場の中に小屋があるのに気付いた。

収入は大きく違う。これが周辺農家にとっては面

木の板でできた、小屋だ。洗濯物が干されていた

白くないそうだ。日系農家さんの話によると、パ

りなんだか生活感がある。農家さんに話を伺う

ラグアイの多くの方々は、現状に満足せずよりよ

と、雇っている人夫さん一家の家なのだそうだ。

い生活を求めて努力を重ねるという気概に欠けて

どの農家さんのところにもこの種の小屋があった

いるらしい。この問題に対し、イグアス農協、並

と記憶している。それもそのはずで、 200 ヘク

びに同日本人会が、現地農家の営農支援等を目的

タールからある農地を１家族で管理していくのは

とした「地域振興協会」を立ち上げた。このよう

ちょっと難しいだろう。パラグアイでは屋根付の

に問題に対し立ち向かっていく姿勢は、開拓者の

家とマンジョカ（芋の一種。キャッサバ、マニオ

逞しさが感じられた。

ク等ともいう。パラグアイの先住民の主食）さえ
あればとりあえず生きていくのに困りはしないと
いう。人夫さん一家は先住民族の方々だそうだ。
ある農家さんの人夫さん達は、川縁で栄養失調
で瀕死状態だったのだという。それをその農家さ
んが助け、ご自分の農場で人夫として雇い、住む
小屋を建て、小屋の近くにマンジョカを植えられ
ていた。人夫さんの労働環境、生活環境にとても
心を砕かれている様だった。その農家さんは、
「センテーラとかいろいろ問題はあるけど、僕ら
が人夫を大事にすれば、彼らはそれに応えてくれ

ホームスティ先の堤さんと

る。センテーラだって追い払ってくれる。僕らが

各農場を見学させてもらい、従業員との関わり

そうすることで人夫の生活は向上するし、延いて

も印象的だった。広い土地があれば様々な可能性

は先住民の僕ら日系農家に対する、妬みや嫉みと

を追求していくことができる。可能性の追求には

いった見方も変わってくる。社会が変わっていく

労力が必要だ。労力を確保できなければいくら農

と思うんだ。」というようなことを仰っていた。

業形態を思い描いたところでそれは画餅に過ぎな

日本ではまず考えられない事態とその対 応が私の

い。

心に残っている。大局的な視点で、企業経営者の

イグアス、はもとより南米の広い地域で問題に

視点で考えていると思ったのだ。

なっているのが土地への不法侵入だ。先に書いた

南米研修での体験は、そのどれもが鮮烈であっ

が周辺現地農民は余り裕福ではない。自分の土地

た。このような機会を与えてくださった関係者の

は持っていないが農民である人々もいる。多くは

皆さん、また訪問先で我々を快く迎えてくださっ

地元の先住民族らしいのだが、そういう人々が他

た皆さんに心からの感謝を申し上げて、この報告

人の土地に侵入し、家（小屋）やテントを建てて

を終わる。

住みついてしまう。不法占拠だろうがなんだろう
○
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大潟村情報発信者コラム
水上スキー指導者
池田 昌弘

大潟村の魅力発信
大潟村から全国大会へ
昨年の全日本水上スキー選手権大会に秋田県
から５名出場しました。その中には新しく高校

世界から大潟村へ
２年前から秋田県の国際交
流制度を利用し、外国人留学生を大潟村へ呼ん

生と中学生が入っています。大潟村で練習して、 で交流をしています。初年度はモンゴルから来
全日本の出場記録を取れるぐらいに上達したの

た秋田大学の留学生と月に１回ぐらいのペース

で、出場することができました。それまでは全

で交流しました。冬はスキー、夏は水上スキー

日本大会出場という目標は漠然としていました

に挑戦して楽しく親睦を深めました。大潟村の

が、昨年は目標設定を行い、いつまでにどれぐ

魅力を味わってもらうかわりに、モンゴル語を

らいできるようになるということ決めて練習を

教えてもらいお互いの文化の違いに触れ、国際

行いました。水上スキーは天気に左右されやす

教養を深めることができました。

く、雨が降ると滑れなかったりします。予定の

次年度はケニアと台湾からきた秋田大学の留

練習量が確保できず、目標達成に向けて上達が

学生を受け入れました。同じように大潟村を

遅れるとあせります。しかし、目標を達成した

知ってもらいながら、楽しく交流しています。

い、という強い意志があるといきなり上達する

なかでも大潟村の国際ふるさと料理交流会に参

ことがあります。実際全日本を目の前にして驚

加したときはすごく楽しかったようで、約 20種

異的な上達をして、大会に望みました。

類のメニューを食べられたことはもちろん、

昨年の大会は琵琶湖で行われました。ちょう

様々な国の人々と人脈が広がり、アトラクショ

ど台風が関西に直撃し、猛威をふるっている中

ンや大潟音頭など大いに盛り上がりました。特

での移動となり、到着が前日の公開練習に間に

に愛好会の方から三味線を教わったり、積極的

合わず、初めての試合に練習なしで望むことに

に話しかけてくれる大潟村の人々とのふれあい

なってしまいました。そんなこともあり、成績

をとおして、大潟村が大好きになったと言って

は今ひとつでしたが、出場したことによって、

いました。

来年の目標がはっきりと決まり、また水上ス

今後も国際交

キーを頑張りたいと強く思ったと言っていまし

流を続け、大潟

た。大潟村のジュニアから全日本に出場したこ

村の魅力を世界

とで、その下のメンバー達にも火がつき、今年

へ発信していき

は小学生から全日本に出場させ たいと考えてい

たいと思います。

ます。
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拓邑俳句会

よもぎの葉馳走と変えし母は逝く
松岡 正樹
亡き母の香り仄かによもぎ餅
大内 弘雲
蓬摘む雨の雫を残しをり
宮野 洋子
入植を祝う餅にと蓬摘む
下間 良子
よもぎ摘み服染め着たる戦時中
佐藤 モモ子
不思議かなよもぎは餅や灸となる
鈴木 英子
よもぎ餅ふんわり祖母の掌
仁田原 鈴子
里山を間近に置きてよもぎ摘む
平塚 正子
伝説の湖底の村の蓬かな
川渕 キヨ子
よもぎの香団欒の膳蘇り
佐藤 響泉
祖母の手の昔むかしの蓬餅
小南 八郎
よもぎ摘むかすかに香り残す指
佐々木 よしこ
望郷の母の手作りよもぎ餅
池田 郷太郎
○

平成24年５月号

桜と菜の花まつりのお知らせ

産業建設課
干拓博物館

☎45-3653
☎22-4113

期間：4月27日（金）〜5月6日（日）
会場：サンルーラル大潟前 多目的運動広場北側、
大潟村干拓博物館、生態系公園

ミニＳＬ運行

バルーンプレゼント

菜の花畑の中をミニＳＬが走ります。
【日時】４月27日（金）〜５月６日（日）

9:30〜16:00

9:30〜

【会場】ミニＳＬ乗り場付近
【数量】先着800個（無くなり次第終了）

【料金】１回乗車につき100円
【会場】多目的運動広場北側

【日時】５月５日（土）

菜の花畑

【運行】雨天の場合は運行中止になります。

フリーマーケット
掘り出し物がたくさん。

桜と菜の花俳句コンテスト
大潟の桜と菜の花にちなんだ俳句を募集しま
す。
【コース】①桜コース

②菜の花コース

【日時】４月29日（日）、５月４日（金）

【部門】「小学生の部」
「中学生の部」
「一般の部」

10:00〜15:00
【受付】当日8:00より
【出店料】100円

【応募方法】専用の俳句用紙に記入の上、投句箱
して下さい。投句用紙･投句箱は、サンルーラル

【会場】グラウンドゴルフ場周辺

大潟、ポルダー潟の湯、産直センター（道の駅お

親子工作教室
親子で楽しめる工作教室です。１日２回、同じ
テーマで開催。
【日時】５月３日（木）〜５日（土）
１回目 11:00〜12:00
２回目 13:30〜14:30

に入れるか、大潟村産業建設課まで送付又は持参

おがた）、干拓博物館に設置しております。
【応募締切】５月18日（金）
【問合せ】産業建設課

☎45-3653

桜と菜の花写真コンテスト
大潟の桜又は菜の花を写した写真を募集しま

【参加費】無料

す。応募作品は返却しません。入賞作品には、ネ

【対象】親子

ガ又はデータの提出を求めます。

【会場】干拓博物館研修室

【応募方法】撮影した写真をカラープリント２Ｌ

大潟村の観光バスツアー
大潟村案内ボランティアのみなさんが、村内施
設や観光スポットをご案内します。
【日時】５月３日（木）〜５日（土）

サイズにし、画題、住所、氏名、年齢、連絡先、
撮影日、撮影場所を自作の応募票に記入し、写真
の裏に貼った上で、大潟村産業建設課まで送付又

１回目 10:30〜 ２回目 13:30〜
【出発場所】干拓博物館前

は持参して下さい。

【定員】バスの定員で締め切ります。

【問合せ】産業建設課

【参加費】無料

※応募作品の著作権について

トラクター馬車運行
【日時】４月29･30日、５月３日〜６日

10:00〜16:00
【料金】無料
【会場】生態系公園

青森県横浜町より応援出店
青森県横浜産炭焼きホタテの販売。無くなり次

【応募締切】５月 31日（木）
☎45-3653

桜と菜の花の俳句及び写真コンテストの作品の
展示及び広報活動への使用権は「桜と菜の花まつ
り実行委員会」に帰属します。大潟村のホームペ
ージ・広報作品掲載、桜と菜の花まつり宣伝活動
及び村の観光ＰＲ事業にも活用予定です。

第終了です。

他にもフラダンスショー・ GOJOME夢舞明人・な

【日時】５月３日（木）〜５日（土）

まはげ太鼓等楽しいイベントがたくさん行われま

【会場】サンルーラル大潟前

すので、ぜひご来場下さい。
○
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平成24年度

大潟村役場 職員紹介

今月と来月の２回にわたり、所属ごとに平成24年度の大潟村職員と業務内容を紹介いた
します。今月は村長部局・議会事務局・農業委員会事務局です。

村長

副村長

髙橋 浩人

工藤 敏行

総 務企画課 ☎45-2111

《総務広報班》
議会、条例、規則、人事、給与、行財政改革、情報公開、選
挙、広報、広聴、統計など

課長

渡辺 則子
東2-5担当

《企画財政班》
村づくり計画、マイタウンバス、企業
誘致、広域行政、西地区有効活用、地
域活性化、住宅分譲、自治会、国際交
流、財政(予算編成、予算執行、地方交
付税、地方債)など

総務担当
課長補佐(班長)

企画担当
課長補佐(班長)

総務担当
主事

伊藤

財政担当
主任

ゆずる

譲

東3-4担当

米谷

朋浩

北1担当

北嶋

学

東3-1担当

伊藤

広報担当
主査

後藤

かつ し

克司

東2-4担当

総務担当 主事
秋田県後期高齢者広
域連合へ派遣
よしたつ

渡辺 祥達

臨時職員
事務補助
よし こ

美子

西3-4担当

三浦

てる み

鏡美

《50周年事業推進班》

50周年記念式典、村史編纂、情報シス
テム、男鹿半島・大潟ジオパークなど

進藤

み

12

え

三枝

西1-2担当

○

50周年事業･情報担当
主査

財政担当
主事

企画担当
主事

佐藤

洋平

西2-2担当

薄井

のりゆき

伯征

東2-1担当

平成24年５月号

税 務会計課 ☎45-2113

《会計管財班》
現金・基金・有価
証券の出納保管、
支払、公共財産の
管理・庁舎管理、
工事の検査など
会計(兼)管財担当
課長補佐(班長)

会計管理者兼課長

田中

とこ た

誠悦

あきひと

床田

北1担当

会計(兼)管財担当
主任

昭人

遠藤

西3-2担当

有子

西3-1担当

《税務班》
住民税(個人・法人)、
固定資産税、家屋調査、
国民健康保険税、軽自
動車税、その他税など
税務担当
主任

税務担当
主査

小野

朋也

東3-3担当

税務担当
主事
ふ

宮田

み

文美

東2-1担当

臨時職員
事務補助

菅原

さとし

聡

佐藤

西2-1担当

住 民生活課 ☎45-2114

智子

課長(兼)診療所事務長(兼)
保健センター事務長

田中

司

西1-2担当

《住民保健班》

《住民福祉班》

戸籍、埋火葬許可、窓口業務、国民健康
保険、介護保険、後期高齢者医療、介護
予防、国民年金など

交通安全、消防、防犯、防災計画、高齢者福祉、障がい者福祉、
児童福祉、社会福祉、生活保護、人権擁護、男女共同参画、特
別養護老人ホームなど

住民保健担当
主任

住民福祉担当
課長補佐(班長)

池田

たつなり

龍成

西2-4担当

住民保健担当
主事

今野

佳奈子

東2-6担当

住民保健担当
主事
あらせき

荒関

智彦

東3-1担当

臨時職員
事務補助

西方

真奈美

伊東

ゆたか

寛

西2-4担当

【新規採用】
住民福祉担当
主事

小野寺

のりひろ

紀裕

住民福祉担当
主査

近藤

綾子

東2-4担当

住民福祉担当
主事

薄田

ゆたか

穣

東2-5担当

本年度より住民生活課住民福祉
班に配属になりました、小野寺紀
裕です。
障がい者福祉、援護・遺族会・
追悼式などを担当することとなり
ました。
一日でも早く仕事を覚え、大潟
村の皆様のお役に立てるよう頑張
りたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。

東3-3担当

13
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診 療所 ☎45-2333
診療、看護、臨床検査、健康相談など

所長(兼)
保健センター所長

福田

主査臨床検査技師

伊藤

進

主査看護師

茂美

児玉

美奈子

西2-1担当

県立大清新寮担当

保 健センター
☎45-2613

生活習慣病予防、結核･感染症予防、
予防接種、母子保健事業、精神保健事
所長補佐
業、献血など

柴田

主査

真知子

澤井

西3-4担当

臨時職員
事務補助

こう こ

公子

藤原

北2-4担当

郁子

地 域包括支援センター
☎22-4321

高齢者の相談･権利擁護、介護予防支
援、ケアマネジメント業務など
主査保健師

小瀧

主任介護支援専門員

社会福祉士

みゆき

二田

弥生

藤村

郁子

県立大清新寮担当

産 業建設課 ☎45-3653

《産業振興班》

米・畑作・野菜・花卉・畜産等の農産物・林業に関する各種施策、
認定農業者、環境保全型農業、金融・融資制度、商工・観光振興、
グリーンツーリズム、土地改良、農地･農道、農用地利用・集積、
ソーラースポーツライン、桜と菜の花まつり、新米まつりなど

課長

加藤

光行

西2-1担当

商工観光担当
課長補佐

農業振興担当
課長補佐(班長)

石川

歳男

西2-2担当

農業振興担当
主事
はまがわ

濱川

とも み

智美

北2-4担当

○
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【新規採用】
農業振興担当 主事
ひら の うち

平ノ内

とおる

亮

東2-1担当

佐々木

農業振興担当
主事

農業振興担当
主事

鶴代

西1-4担当

庄司

と

し

や

都志哉

東2-3担当

住民一人一人のニーズをいち早
く形に出来るように、日々精進し
ていきたいと思います。わからな
い事ばかりで不安な気持ちの方が
強いですが、謙虚な気持ちと常に
住民の方第一を考えて、これから
頑張って行きたいと思います。宜
しくお願いします。

相原

千里

西1-2担当

臨時職員
事務補助

北嶋

ゆかり

平成24年５月号

《建設上下水道班》

道路・橋梁、村営・公営住宅、公園・緑地、排水路・側溝、上
下水道など

建設担当
主査

工藤

上下水道担当
主事

しゅうこう

修功

石川

東3-2担当

臨時職員
事務補助

臨時職員
技師

猛

斉藤

西2-3担当

浄 水場 ☎45-2310

西方

武

真樹子

下 水道管理事務所
☎45-2147

浄水場・上水道の維持管理

公共下水道中継ポンプ場の維持
管理
臨時職員
技師

大野

臨時職員
技師
ただし

環 境エネルギー室

典

杉沢

幹男

八郎湖水質改善、環境衛生、廃棄物処理、再生可能エネルギー
など

☎45-2115

室長

たてのぶ

大渕

健信

西3-4担当

薫

谷

ひろ と

博太

西3-1担当

に ひら

仁平

裕之

農業委員会、農地の権利移動・転用、賃貸借料の提
供、ドキワクセンターなど

議会運営、監査委員会など

東3-2担当

ともなり

比成

臨時職員
事務補助

農 業委員会事務局
☎45-3654

☎45-2587

加島

近藤

環境エネルギー担当
主査

西1-4担当

議 会事務局

事務局長

環境エネルギー担当
室長補佐(班長)

臨時職員
事務補助

藤村

事務局長

明美

渡部

久樹

西1-1担当

臨時職員
事務補助

武田

聖子

○
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平成24年５月号

総務企画課からのお知らせ
宅配置看板・
住 住宅配置図を更新します
平成 24 年度において住宅配置看板及び住宅配置
図の更新を行います。

総務企画課 ☎ 45-2111

外 国出身学生との
交流プログラムへの参加者募集
(財)秋田県国際交流協会では、県内で学ぶ外国出
身の学生と自由に交流できるプログラム「あきた

つきましては、看板等に記載するお名前・電話

のファミリー」に参加してもらえる家庭を募集し

番号を、次のとおり確認させていただきますので、

ています。お申し込み、お問い合わせは（財）秋

ご協力をお願いいたします。

田県国際交流協会へ。

なお、住宅配置図の配布は、大潟村民及び村内

【ホームページ】http://www.aiahome.or.jp

事業者に限ることといたします。

【申込･問合せ】（財）秋田県国際交流協会

【確認時期】平成24年７月以降

☎018-893-5499

【確認方法】７月に往復はがきを郵送いたします
ので、必要事項を記入のうえ返信してください。
【完成予定】平成 24年10月頃（看板の改訂工事・

平成 26 年の大潟村史刊行にあたり「写真集」を

配置図の完成品の配布）
【問合せ】総務企画課

潟村史別冊「写真集」に掲載する
大 写真の提供にご協力を
！

☎45-2111

刊行する予定です。様々な分野の写真を網羅した

※住宅配置看板は、各住区の入口に住民の名前入

いと思っていますので、お手持ちの写真をご提供

りの地図を設置しているものです。

いただけますようお願い致します。

※住宅配置図は、村内の地図に住民の名前･電話番
号が記載されているものです。

写真は、プリントされた写真、フィルム、デー
タいずれの形状でもかまいません。編さん事務局
にご持参いただければ、その場でスキャンし写真

西 2丁目4番地

は返却いたします。その際、写真に関する説明

宅地分譲のお知らせ

（撮影日時、内容）を添付していただければ助か

【分譲地】西２丁目４番地41 土地面積484.12㎡

ります。都合上、すべての写真を掲載できるとは

【分譲価格】5,125,490円（建物なし）

限りませんが、巻末にご提供者の氏名を記載し、

【対

象】村外居住者及び村内外の一般勤労者

データとして保存し、後世に伝えたいと思います。

【分譲の決定】書類選考のうえ、先着順です。

ご提供いただいた方には記念の品をお贈りいたし

【申込・問合せ】総務企画課

☎45-2111

成24年度交通災害共済・
平 不慮の災害共済受付中
!!

ます。
【問合せ】総務企画課

☎ 45-2111

潟村マイタウンバス」の
「
大
バス停案内板を更新
万一の事故やけがの治療に備えて、是非家族で

ご加入下さい。パンフレットは総務企画課にあり

村民の皆様をはじめ、村へ訪れる方にご利用い

ます。

ただいている「大潟村マイタウンバス」のバス停

【加入資格】村に住所がある方

案内板を更新しました。

【受付期間】２月１日から７月31日まで
【共済期間】４月１日から平成25年３月31日まで
※１年ごとに加入手続きが必要です。
【共済掛金】交通災害共済

：１人400円

不慮の災害共済：１人600円
【申込窓口】総務企画課、秋田銀行、北都銀行、
ゆうちょ銀行または郵便局など
【問合せ】総務企画課
○
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☎45-2111

老朽化などにより読みにくかったバス停案内板
が、より見やすく･きれいになりました。
ワンコイン(100円)で利用できますので、多くの
皆様にご利用いただきたいと思います。
【問合せ】総務企画課

☎45-2111

平成24年５月号

選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

歳を前に村を離れた方が戻ってきた
ても実際に
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
居住されてない方の選挙権について
20歳になると選挙権を有しますが、選挙権をも

選挙権等を規定している、公職選挙法第９条第

っていても、実際に投票するためには、村の選挙

２項及び第 21 条における「住所」とは、生活の本

管理委員会が管理する「永久選挙人名簿」に登録

拠を指すものです。このことから、住民票が村に

されていなければなりません。そこで大潟村選挙

あっても実際に居住されていない方については、

管理委員会では、 20 歳になった時点で、村の住民

村において選挙権が与えられないことになります。

基本台帳に登載されている方が村に居住している
かを確認しています。居住していない場合は、村
の永久選挙人名簿に登載されません。従って、選
挙の際に入場券が送付されることはありません。

裁判の判例においても「住所の認定は客観的事実
（起臥、私生活）の存在で足り、本人の住所確定
意思の存在は必要としない」というものが出てお

20歳前に村を離れ、現在は村に戻っている場合

ります。公職選挙法では、選挙権の行使を容易に

は、以下に連絡してください。村選挙管理委員会

する為に住所要件を設けたものでありますので、

で確認してから３か月経過後に、村の永久選挙人

速やかに実際の居住地へ住民票を異動いただきま

名簿に登載されます。

すようお願いします。

【問合せ】選挙管理委員会

☎45-2111

【問合せ】選挙管理委員会

環境エネルギー室からのお知らせ

☎45-2111

環境エネルギー室

☎45-2115

水 田からの濁水流出防止キャンペーンにご協力を！
４月28日から５月20日は「水田からの濁水流出
防止キャンペーン」期間です。代かきから田植え
時期に排水される「濁水」は、湖や河川の下流水
域で、富栄養化等の水質悪化の一因となっていま
す。農家の皆さん一人一人の心がけで、排水を削
減し、きれいな水環境を守りましょう。
【問合せ】秋田県生活環境部環境管理課
環境対策室

☎018-860-1631

農家のみなさんへお願い
○水田を点検し、畦畔の補修をするなどにより
漏水を防ぎましょう。
○代かきは、土面が７〜８割見える程度の浅水
状態で行いましょう。
○代かき後は水深を抑えて排水量を削減しまし

八郎湖

ょう。
○田植え前は浅水として、落水の水量を極力少
なくしましょう。
○八郎湖の水質（COD値）データ
八郎湖

COD年平均
（mg/l）

環境省による湖沼
汚濁ランキング

H18

8.8

ワースト3位

H19

7.5

ワースト11位

H20

6.8

ワースト15位

H21

6.8

ワースト15位

H22

7.5

ワースト14位
○
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平成24年５月号

産業建設課からのお知らせ

モ ミガラ補助暗渠への助成

産業建設課 ☎ 45-3653

環 境創造型農業への助成

◎戦略作物生産拡大関連緊急基盤整備事業 (県の暗 ◎環境創造型農業推進事業
濁水防止効果の高い営農方法並びに生物多様性
渠排水事業)
戦略作物の品質や収量の向上を図るため、モミガ に配慮した栽培方法の実施による、八郎湖の水質
改善に繋がる「環境創造型農業」への取組を実施
ラ補助暗渠による水田の排水強化対策を推進します。
した方へ次のとおり助成します。
【対象事業】平成24年４月〜６月に実施するモミガ
【対象事業】当該年度(平成24年４月〜平成25年３
ラ補助暗渠
月) に実施した濁水流出防止効果の高い営農方法に
【対象者】畑作を実施している農家
よる栽培、生物多様性に配慮した５割減農薬５割
【補助金額】3,000円/10a(10m間隔で施工した場合) 減化学肥料栽培
【受 付】５月 31 日 ( 木 ) まで ( 暗渠施工前に申請を
区分
対象事業
補助金額(/10a)
してください。)
乾田直播
3,000円
村単の排水対策事業の受付も行っています。（施行
濁水流出防止
不耕起
1,500円
後、埋め戻し前に申請してください。）
無代かき
2,000円
【申込･問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653
生物多様性に ５割減農薬５割
1,000円
配慮した栽培 減化学肥料栽培

GREEN CHALLENGE
W ORLD
2012出場奨励事業について

【対象者】当該年度に水稲作付ほ場において濁水
流出防止事業並びに生物多様性に配慮した栽培事
今年開催されるソーラーカー大会は第20回の記念 業をを実施した農業者
大会となり、村民チームの出場を応援したいと思い 【受 付】11月末までに印鑑ご持参の上、産業建設課
(必要書類はご用意いたします。)
ます。村民チームが出場に際し必要とされる車体制 までお越しください。
【申込･問合せ】産業建設課 ☎45-3653
作費等に対し、10万円を限度に助成します。
〜31日（火）
【大会期日】７月29日（日）
【助成対象者】代表者が村民でかつチームの半数以
定公共賃貸住宅入居者募集(独身用)
上が村民で構成されているチーム
【助成対象数】３チーム
【募集個数】３戸
【助成額】１チームあたり10万円を上限に製作費の
【家
賃】22,000 円/ 月
半額
【募集期間】５月７日(月) 〜 11日(金)
【受付】５月31日（木）まで
※所得(１ヶ月あたりの所得が158千円以上487千円
【申込・問合せ】産業建設課（第20回ソーラーカー
以下) や資格要件があります。
大会記念事業実行委員会事務局）☎45-3653
【問合せ先】産業建設課 ☎45-3653

特

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

大 潟村防災訓練が実施されます。
昭和 58 年５月 26 日に日本海中部地震が発生し、 「災害に対する備え」について家族みんなでチェッ
大潟村でも甚大な被害を受けました。この大災害を クしてみてはいかがでしょうか。
教訓に、今年も次の通り大潟村防災訓練を実施しま
また、大潟村では災害時の情報伝達手段として携帯
す。なお、今年は５月26 日が土曜日にあたるため、 電話への情報配信を行っております。ご希望される方
５月25日(金) に実施いたします。
は印鑑持参のうえ住民生活課までお越しください。
全村挙げての防災訓練に村民の皆様もぜひご協力 【日 時】５月25日(金) 午前中
ください。また、この機会にもう一度、家庭での 【内 容】避難訓練、放水訓練、炊出訓練など(予定)
○
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平成24年５月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

６ 月１日（金）は人権擁護委員の日
全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、
全国的な啓発活動を展開しています。村でも、この日に合わせて下記のとおり特設人権相談所を開設し、
皆様の相談に応じます。
●特設人権相談所の内容

●常設人権相談所の内容

・暴行、虐待を受けた

常設の人権相談所も下記のとおり平日に開設さ

・セクハラ、パワハラを受けた

れておりますので、ご利用ください。

・名誉棄損、プライバシー侵害を受けた

【日

時】平日

・相隣間のトラブル

【場

所】秋田地方法務局人権擁護課

上記のような悩みや困りごとがありましたら、
ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談下さい。電

9:00 〜 16:00

秋田市山王7 丁目1-3
【電話番号】

話や面接にて相談に応じています。

みんなの人権110番

☎0570-003-110

相談は無料で、秘密は守ります。

子どもの人権110番

☎0120-007-110

【日

時】平成24年６月１日(金) 13:00〜16:00

【場

所】公民館２階

第２･３会議室

女性の人権ホットライン

☎0570-070-810

【インターネット人権相談受付窓口】
『インターネット人権相談』で検索(携帯電話で

【人権擁護委員】
田村陽子、森本好昭、佐野貞敏

も相談できます)

☎45-2114

【問合せ】住民生活課

自 立支援ベッド利用者へ一部助成します。
在宅で介護を受ける方の生活機能の維持を図るとともに、在宅要介護者及び在宅要介護者を介護する
方の負担を軽減するために、在宅において使用している自立支援ベッドのレンタル費の一部に対して補
助します。
【補助対象品目】
・レンタルによる自立支援ベッドのセット

【補助申請】
補助申請をする場合は、レンタル費用を

(ベッド本体、マットレス及びサイドレール)

確認できる書類（契約書の写し）と介護保

又は単体によるレンタル

険証、印鑑を持って住民生活課にお越しく

【補助対象者】

ださい。

・村内に住所を有し、介護保険の要支援1、

【問合せ】

要支援２及び要介護１のいずれかの認定を

住民生活課

☎45-2114

受けた在宅要介護者で、在宅において自立
支援ベッドをレンタルして利用している方。
【補助金額】
①自立支援ベッドレンタル費の２分の１を
補助します。
②補助金額は、１ヶ月当たり1,500円を限
度とし年間を通じて補助します。
○
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平成24年５月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 25-2113

「災 害時要援護者避難支援プラン」の作成登録を受け付けています
◎災害時要援護者避難支援プラン個別計画( 個別計画) とは
災害が発生したときに、高齢者や障がい者などの方々のうち避難に支援を要する人たち(災害時要援護者
)に対して、避難情報の伝達や避難誘導、避難支援等を迅速かつ適切に実施するためには、事前に、「誰が
どのように支援して、どこの避難所等に避難させるか」などを定めておくことが重要です。
そこで、要援護者を確定し、情報伝達や避難支援の方法などに関する個人情報をまとめたものが、災害
時要援護者避難支援プラン個別計画( 個別計画) です。
◎個別計画を作成する人は？
災害時の避難に支援が必要で、計画策定の際に個人情報を提供することに同意された、次のいずれかに
該当する方が計画を作成します。
(1) 介護保険における要介護・要支援認定者
(2) 一人暮らしの高齢者、高齢者のみで構成される世帯の方
(3) 重度の障がい者で一人暮らしの方或いは障がい者のみの世帯の方
(4) 難病患者
(5) 妊産婦及び乳幼児、日本語に不慣れな在住外国人など
◎どんな項目が登録されるの？
すべての項目を強制するわけではありませんが、次に挙げる項目を登録します。
○住所・氏名・性別・生年月日・連絡先( 電話・FAX・メールアドレス)
○介護や障がいの区分・状況
○担当者名(民生委員・自治会長ほか)
○支援者名・支援方法・避難場所
○緊急時の家族等の住所・氏名・連絡先
○かかりつけ医や身体の状況
○普段いる部屋・居住建物の構造・寝室の位置・家族構成
○その他特記事項
個別計画の作成を希望する方を募集しております。お気軽にご相談ください。
計画の作成が必要と思われる方には、村から勧誘にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いい
たします。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

☆八郎太郎の家⁉
大潟保育園

園庭の築山で遊んでいたときのことです︒直径
３㎝位の穴を︑ＡさんとＢさんが見つけました︒
Ａさん﹁先生︑穴だよ︒﹂
保育者﹁どれどれ︑わぁー本当だ！何の穴だろ
うね︒﹂
Ｂさん﹁ヘビの穴だよ︒﹂
二人は︑小さな枝やはっぱを穴に入れながら
しばらくながめた後︑
Ａさん﹁わかった︑八郎太郎の家だよ！﹂

２月に見た人形劇︑﹃八郎太郎ものがたり﹄
が印象に残っていたようです︒

☆禁煙

保育園で︑おやつを食べているときのことで
す︒Ａさんが話し始めました︒
Ａさん﹁ぼくのおじいちゃんとお父さん︑たば
こ吸ってるんだよ︒﹂
保育者﹁そうなんだ︒﹂
Ａさん﹁でもね︑たばこやめられないんだって︒
﹂
保育者﹁そうか︑やめられないのか︒﹂
Ａさん﹁うん︑ガンになるんだよ︒﹂
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子どもたちも︑大好きな家族の体を心配して
いるんですよね︒

次は大潟幼稚園のつぶやきです︒
○
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住民生活課 ☎ 45-2114
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

は り、きゅう、マッサージ助成事業

〜H24年度も実施します〜

村では、村民の健康維持と福祉の増進に寄与するため「はり、きゅう、マッサージ療養助成事業」を行
っております。この助成制度をご希望の方は、印鑑を持参のうえ、住民生活課窓口に申請してください。
【対象者】65歳以上の村在住者。
【助成内容】１回につき1,000円、12回分(年度内使用可)
【使用方法】①役場へ申請し、受療券の交付を受ける。
②治療所へ受療券を提出し、治療を受ける。(医療保険給付外のもの対象)
③治療代から受療券1,000 円分を差し引いた金額を支払う。
【指定治療所】
治療所名

佐藤治療院
一日市治療院
利久院
伊藤指圧治療所

住

所

南秋田郡五城目町字上町245
南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝215-1
潟上市昭和町大久保堤の上34-19
南秋田郡五城目町富津内字六郎沢68-1

命泉指圧院

潟上市飯田川町和田妹川字妹川94

男鹿治療院

男鹿市脇本字飯の町25-16

五城目中央治療院

南秋田郡五城目町字鵜ノ木34

電話番号

018-852-2759
018-875-2774
018-877-4476
018-854-2108
018-855-5676
0185-25-3961
018-852-2737

【問合せ】住民生活課 ☎45-2114

転 倒予防教室「元気！はつらつ教室」 介 護相談
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らしい生

介護保険サービスを利用したいが、どうしたら

活が送れるよう、定期的に体を動かし筋力の維持、 よいか？介護保険サービスの内容について知りた
い方は、お気軽に来所して下さい。
向上をはかります。
【開催日】５月23日(水)･30日(水) 13:30〜15:00

【開催日】５月８日(火) 9:00〜11:30

【会

場】ふれあい健康館

【会

【対

象】おおむね65歳以上の方

【問合せ】地域包括支援センター

【問合せ】地域包括支援センター
☎22-4321

場】地域包括支援センター(特養ひだまり苑内)
☎22-4321

患 者副作用報告を試行
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)で

女 性が抱える健康問題を
相談できるセンターが開設

は、医薬品による副作用の発生傾向を把握し、安
全対策に生かすことを目的に、次のホームページ

女性が抱える健康問題に応じるために気軽に相談 を開設し、患者からの医薬品副作用報告の試行を
できる女性健康支援センターが開設されました。

開始することになりました。ご利用下さい。

【対象】女性(主に思春期から更年期に至る女性)

【ホームページ】医薬品医療機器情報提供ホームページ

【日時】毎週月･水･金曜日 16:00〜20:00

http://www.info.pmda.go.jp/fukusayou̲houkoku
/fukusayou̲houkoku̲attention.html
【問合せ】(独) 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
☎ 03-3506-9506

【相談･問合せ】秋田県女性健康支援センター
☎090-6454-1334
メールアドレス akitajoseikenkou@yahoo.co.jp

○
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平成24年５月号

教育委員会 ☎ 45-3240
公民館 ☎ 45-2611
子育て支援センター ☎ 45-2462

教育委員会からのお知らせ

「大 潟村連携教育」の推進計画を策定
教育委員会では平成 23 年度に「大潟村保幼小中

た のしさいっぱい！子育て応援！！
◎子育て支援センターはどんなところ？

連携教育推進計画策定委員会」を設置し、保育園･

お子さんとその保護者や家族を対象として子育て

幼稚園･小学校・中学校が連携し、一貫した教育を

をサポートするところで、愛称「にこにこひろば」

推進するため「大潟村連携教育」として推進計画

といいます。いつでも好きな時に立ち寄り、お子さ

を策定しました。今後はこれを基にした大潟村の

ん同士や親子でのびのび遊ぶことができる「交流と

教育を進めてまいります。

遊びのひろば」です。

「大潟村連携教育」は、教育委員会ホームペー

【開設日時】

ジに掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。

月曜日〜金曜日(祝日･年末年始を除く)

【ホームページ】http://ac.ogata.or.jp/

9:00 〜12:00

13:00 〜15:30

☎ 45-3240

【問合せ】教育委員会

『さくらんぼクラブ』

公 民館の臨時休館
ワックス清掃のため、下記の時間帯を臨時休館

季節の行事や手遊び、歌、簡単な制作など親子一緒
に楽しめるものを計画しています。お友だちをつく
りたい方、子どもを存分に遊ばせたい方・・・ぜひ、
遊びにきてください。待ってま〜す！

にします。
作業終了後は通常どおり使用できます。
【日時】5月26日(土) 8:30〜15:00
【問合せ】公民館

☎45-2611

＜ 5 月のさくらんぼクラブ＞
【日時】５月９日(水) 10:00 〜 11:00
リズムで☆るるるん！

成 人式実行委員を募集します
平成 24 年度の成人式実行委員を募集します。式
典や記念行事の内容などを企画し、「思い出に残る
成人式」を一緒に企画しましょう。
【成人式日時】 ８月12日(日)
【会場】サンルーラル大潟
【申込・問合せ】公民館

☎45-2611

大 潟村きらきら塾「新緑登山」
大潟村きらきら塾「新緑登山」に参加しません
か。今回は男鹿市の本山にいきます。
【出発日時】６月９日(土) 8:30
【出発場所】公民館前
【対象者】小学生以上。ただし、小学校２年生ま
では保護者同伴。
【定員】 35名
【参加費】1,000円(大人のみ)
【申込･問合せ】公民館
○
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☎45-2611

〜親子でふれあい遊びをしよう〜
【日時】５月30日(水) 10:00 〜 11:00
ペタペタぺったん！
〜手型押しを楽しもう〜
＜ 6 月のさくらんぼクラブ＞
【日時】６月７日(木) 10:00 〜 11:00
自然となかよし！ partⅠ
〜保育園園庭で遊ぼう〜
※雨天の場合は室内で遊びます。
【問合せ】子育て支援センター(大潟保育園内)
☎ 45-2462

平成24年５月号

教育委員会からのお知らせ

干拓博物館 ☎ 22-4113

干 拓博物館ＧＷ期間中のイベント
◎親子科学教室
親子で楽しめる科学実験･工作教室です。１日２回、同じテ
ーマで開催します。参加費無料です。
【日時】５月３日(木) 〜 ５日(土)
１回目 11:00 〜 12:00
２回目 13:30 〜 14:30
５/３：ふしぎに光るカザグルマやコイン
５/４：本当に羽ばたく蝶図鑑を作ろう！
５/５：音で動かすおもちゃ〜舞う粉雪とダンシングスネーク
【対象】幼･小･中学生
【場所】干拓博物館研修室
【申込】不要(各回先着30名)
【問合せ】干拓博物館

☎22-4113

◎大潟村観光めぐりバスツアー
大潟村案内ボランティアが、村内施設や観光スポットをご
案内します。参加費無料です。
【日時】５月３日(木) 〜 ５月５日(土)

10:30 〜
２回目 13:30 〜
１回目

【出発場所】干拓博物館前、出発15分前集合
【定員】各回先着36名
【問合せ】干拓博物館

☎22-4113

「大 潟村生物調査報告書」完成
平成23年度の国の緊急雇用対策事業により、干拓博物館で
大潟村の生物調査事業を実施しました。その調査内容を中心
に、大潟村の自然環境や生物についてまとめた『大潟村生物
調査報告書〜豊かな大地の多様な生きものたち』が完成しま
した。村内各教育施設等に配布しておりますが、ご覧になり
たい方は公民館図書室、干拓博物館で貸し出ししております
のでご利用下さい。
【問合せ】干拓博物館
公民館

☎22-4113

☎45-2611

○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

ス ポーレ６月ウオーキング
自然の小径を歩くウオーキングです。
【出発日時】６月８日(金)7:30
【出発場所】村民体育館前(かけはし利用)
【実施場所】乳頭温泉郷
【定員】45名(スポーレ会員で先着順)
【その他】昼食、水分、雨具、着替え
【申込･問合せ】スポーレおおがた事務局(村民体育館) ☎45-2269

６月のスポーレおおがたウオーキング予定表
開催月日
６月８日(金)

場

所

備

乳頭温泉郷

６月10日(日)

村

７月１日(日)

八幡平

考

自然の小径ウオーキング

内

村民ウオーキング
大沼公園周辺

後生掛温泉

☆おすすめ教室☆
プール施設管理兼監視員
プ アルバイ
ト募集！

生 活ヨガ教室
身体が硬くて運動嫌いな人でも、年齢や性別に

６月中旬のＢ＆Ｇ海洋センタープールのオープンにあ

関係なくどなたでも取り組めるのがヨガです。し

わせ、施設管理者兼監視員のアルバイトを募集します。

なやかな体と心をヨガで磨きましょう！

【期間】６月中旬〜 ９月上旬

【日時】６月11日(月)・25日(月)19:00 〜

【時間】① 9:00 〜 11:30

【場所】ふれあい健康館

② 13:30 〜 16:30

【定員】なし

③ 17:30 〜 20:00

【その他】楽な服装、水分 ※空腹な状態がベストです

（勤務時間等は後日応相談となります。）

【講師】守時誓子氏(東3-4)

【業務】受付、プール遊泳者の監視、施設衛生管理など

【申込･問合せ】スポーレおおがた事務局(村民体育

【時給】800 円

館) ☎45-2269

【条件】泳げる人で、大潟村で開催する水難救助講習
会に参加できる方。

ス ポーレおおがた新年度会員募集
スポーレおおがたは、年間を通してスポーツ教室
やおでかけウオーキング等の楽しいイベントを企画
しています。興味のある方、お待ちしております。
【年会費】４月１日〜翌年３月31日まで
一般会員：1,000円

家族会員：2,000円

ジュニア会員：500円(高校生以下)
【申込･問合せ】スポーレおおがた事務局(村民体育
館) ☎45-2269
○
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※水難救助講習会６月11日(月)14:00 〜（予定）
場所：大潟村Ｂ＆Ｇプール
【受付】５月31日(木) まで
【申込・問合せ】村民体育館

☎ 45-2269

平成24年５月号

情報・募集・ご案内
日本司法支援センター秋田地方事務所から

秋田県総合県税事務所から

法テラスについて

自動車税の納期限は7月2日(月)です

借金･離婚･相続･労働問題･犯罪被害･震災関係
などでお困りの場合、まずは法テラスへお問い合
わせください。法テラスは国が設立した公的な法
人ですから安心してご利用できます。
○法テラスコールセンター
(サポートダイヤル)
お な や み な し

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。
4月1日以降に移転登録したときでも、4月1日現在の

0570-078374

【受付時間】平日9:00〜21:00,土曜日9:00〜17:00
○法テラス秋田 0503383-5550
【受付時間】平日9:00〜16:00

豊川をヨイショする会から

「豊川油田とアスファルト考古学」講演会
大正２年に豊川油田が発見される前の明治〜大
正時代は、豊川油田の地域は日本最大の天然のア
スファルト採掘鉱山でした。これが地質遺産とし
て地質百選に認定されてから、３周年記念という
ことで開催される講演会です。
【日時】５月12日(土)10:00〜12:30
【場所】秋田県立博物館講堂【参加費】無料
秋田労働局から

労働保険の年度更新をお忘れなく
労働保険(労災保険･雇用保険)の保険料は、事業
主が年度当初に概算で申告･納付し、翌年度の当初
に確定申告の上、精算することとなっています。
平成24年度の申告･納付期間は、6月1日(金)〜7月
10日(火)です。お早めに手続きをお願いします。な
お、平成24年4月1日からは、雇用保険料率、労災
保険料率が変更となっています。
【ホームページ】http://www.e-gov.go.jp/
【問合せ】秋田労働局労働保険徴収室
☎018-883-4267
秋田労働基準監督署 ☎018-865-3671

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事

業

名

契約方式

入札日
３月２日

ごみ処分場管理業務委託随意契約

随 意 契 約

３月28日

事業系ごみ運搬業務委託随意契約

随 意 契 約

３月28日

ごみ収集運搬業務委託随意契約

随 意 契 約

３月28日

例規執務サポート使用料随意契約

随 意 契 約

３月28日

SE運用支援業務パッケージ使用料随意契約 随 意 契 約 ３月28日
託

指名競争入札

３月29日

温泉保養センター送油管及び
温冷暖房設備保守委託業務

一般競争入札

３月30日

電気保安業務委託随意契約

随 意 契 約

３月30日

警 備 業 務 委 託 随 意 契 約

随 意 契 約

３月30日

舎

清

掃

業

務

委

大学月額奨学金の奨学生を募集
秋田県出身者で、平成24年4月に文部科学省所管の国･
公立、私立の大学、短期大学(一部除外)に入学し、1年に
在籍していること等の条件を満たせば、秋田県育英会の
月額貸与奨学金の制度に応募することができます。詳し
くはホームページをご覧になり応募してください。
【ホームページ】http://www.akita-ikuei.jp
【問合せ】(財) 秋田県育英会 ☎018-867-2311
秋田調停協会から

無料調停相談会の開催
家庭内の問題、土地･建物･金銭のもめごと、多
重債務問題、交通事故の相談を受け付けます。
【日時】5月11日(金)10:00〜15:00
【場所】裁判合同庁舎内(秋田市山王7-1-1)
【問合せ】秋田調停協会 ☎018-824-3121(内線128)
秋田地域振興局から

元気なふるさと秋田づくり活動支援事業
の募集
県民や地域が取り組む自主･自立した地域づくり活動
や地域が元気になる活動で、イベント等開催支援、講演
会･学習会等開催支援、大学生地域交流支援の事業を対
象として支援します。詳細は秋田県のホームページから
「元気あきた資金」
で検索してください。
【申込･問合せ】秋田地域振興局 ☎018-860-3319

平成24年３月31日までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結
果については、入札結果閲覧簿を総務企画課に備えております。

大潟汚水中継ポンプ場改築･更新工事 一般競争入札

庁

所有者が全額納付することになります。忘れずに期
限内に納めましょう。また、自動車税の支払いを口
座振替にしませんか。県内の金融機関に口座があれ
ば、どなたでもご利用できます。
【問合せ】秋田県総合県税事務所収納部収納管理
課 ☎018-860-3331
秋田県育英会から

契約額（税込） 落札率(%)

48,121,500円
2,968,350円
4,530,750円
11,539,500円
1,386,000円
6,928,950円
2,782,500円
5,760,000円
2,328,480円
2,801,196円

83.65%
94.61%
94.61%
94.95%
95.20%
98.94%
95.53%
96.77%
87.76%
94.97%

業

者

名

三和興業株式会社
有限会社三浦清掃
有限会社三浦清掃
有限会社大潟清掃
株式会社ぎょうせい
アイ･エム･サービス
株式会社東北ビル管理
シ
ス
テ
ム
ズ

山二設備工業株式会社
金子電気管理事務所
セ コ ム 株 式 会 社

○
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平成24年５月号

今月 の カ レ ン ダ ー
行

事

名

今月の保健センター相談・健診
場

所

５月

1日 季節保育事業(〜31日)
2日 農業委員会定例総会(9:00〜)
4日 2012 ワールド･エコノ･ムーブ(〜5日)
8日 ５月臨時議会
12日 土曜預り保育
19日 土曜預り保育
25日 大潟村総合防災訓練・中学校体育祭
26日 土曜預り保育

保育園
役場
スポーツライン
議会
幼稚園
幼稚園
村内
幼稚園

６月

2日
2日
3日
5日

県高校総合体育大会ボート競技
小学校運動会
八郎湖クリーンアップ作戦
農業委員会定例総会(15:00〜)
中旬 ６月定例議会
16日 潟上南秋総合体育大会(〜17日)

ボート場
小学校
役場
議会

村の人口の動き・公共施設の状況
◎人口の動き（４月１日現在）
項目

人数（人）
（増減）

世帯数
人口
男
女

1,027
3,251
1,601
1,650

(-53)
(-73)
(-38)
(-35)

項目

人数（人）

13
81
1
6

転入
転出
出生
死亡

◎公共施設の利用状況（３月中）
施設名
公民会
村民体育館
干拓博物館
多目的運動広場
多目的グラウンド
子育て支援センター

利用者数
・利用量

利用者数
・利用量

施設名

528人
1,865人
660人
1,838人

村民センター
ふれあい健康館
ごみ処理量
水道使用量
−人 下水排水量
114人

1,529人
1,695人
113ｔ
41,500
42,583

◎公共施設の太陽光発電量（稼働日数17日（３月中））

17

さん

63

さん

24 24
4 3

15 16

日から
日までの届出

68

平成 年 月
平成 年 月

26

２

お悔やみ申し上げます

○

３

村上千代子

○売電量の金額換算：98,154円（単価42円/kWh）
○売電量の石油換算：526リットル

４

・

65
24
24
84
68
21
7
25
22
340

歳︵東 ２│５︶

339
125
251
320
332
340
253
186
191
2,337

歳︵東 ２│５︶

80
36
36
139
93
42
19
51
41
537

竹雄

354
137
263
375
357
361
265
212
210
2,534

行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意見・
要望を受け付け、その解決を促進するよう相談に応
じています。お気軽にご相談下さい。
（西3-4、☎45-2918）
【行政相談委員】北村 シゲさん
【相談日】５月15日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

嶋崎

9.99
3.96
7.74
9.99
9.99
7.20
5.40
4.32
4.95
63.54

５月の行政相談

︵

発電能力 kW 発電量 kWh 消費量 kWh 売電量 kWh 買電量 kWh

☎45-2613

◎乳児相談
日時：５月10日(木)13:00〜
対象：対象２か月の乳児
◎乳児健診
日時：５月７日(月)13:00〜
対象：4･7･10･13 か月の乳児
◎ 1 歳半健診
日時：５月28日(月)13:00〜
対象：H22.8.21〜11.27生
◎ 3 歳児健診
日時：５月28日(月)13:00〜
対象：H20.10.1〜11.30生
◎ 2 歳児親子歯科健診
日時：５月31日(木)13:00〜
対象：H21.10.1〜12.31生
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「ベビーマッサージ」
日時：５月24日(木)10:00〜11:30
◎健康相談
５月23日(水)9:30〜 保健センター
その他、保健センター来所者の相談も随時受け
付けています。
５月16日(水)9:50〜 ふれあい健康館
◎福田先生の健康相談
５月10日(木)14:00〜15:00 保健センター
５月24日(木)14:00〜15:00 保健センター
いろいろな疾病の相談に応じます。お気軽にお
出でください。
希望の方は、保健センターへ ☎45-2613
◎小児科医師による健康相談
５月７日(月)14:15〜
相談医：湖東病院小児科医師
お子さんのことで悩んでいること、気になるこ
とがありましたらご相談ください。
希望の方は、保健センターへ ☎45-2613

・

施設名
西１分館
西２分館
西３分館
東２分館
東３分館
北１コミ会館
北２コミ会館
南コミ会館
多目的会館
合
計

■保健センター

︵

月日

