URL http: //www.ogata.or.jp/
E-mail :ogata̲mura@ogata.or.jp

●今月の主な内容
◇ ６月定例議会
◇ 大潟中学校体育祭
◇ 大潟小学校大運動会
◇ 第31回八郎湖クリーンアップ作戦
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イッチ！ニッ！イッチ！ニッ！
６月２日、大潟小学校において
大潟小学校大運動会が行われまし
た。４年生の親子遊競技「心ひと
つに １・２！１・２！」。スタ
ート前の親子の打ち合わせ、ゴー
ル後の笑顔。親子の絆が深まる一
日になりました。
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村議会６月定例会

村 政 報 告
※６月14日時点での報告です。

大潟村防災訓練
秋田県では毎年５月26日を「県民防災の日」と
定めておりますが、今年は26日が土曜日に当たる
ため、村では前日の25日に防災訓練を実施したと
ころです。
今回の防災訓練では東日本大震災や４月４日に
発生しました暴風被害などを教訓に、これまでの

第31回八郎湖クリーンアップ作戦
今年のクリーンアップは、晴天に恵まれ、各住
区などから 932 名が参加して実施されました。ま
た、これに先立ち、５月30日に役場職員、６月２
日には県立大学によるクリ−ンアップが行われま
した。
回収したごみの量は合わせて5.36トンと、昨年
に比べて１トン程少なくなったところです。朝早
くから参加いただきました村民の皆様のご協力に
感謝申し上げます。

訓練内容に加えて、長時間の停電や通信回線の不
通といった事態を想定し、社会福祉協議会やひだ
まり苑、保育園、幼稚園での自家発電稼働訓練や
民生児童委員協議会による要援護者の見回り訪問、
村内協定業者による倒木の撤去訓練を新たに実施
しました。また、役場職員による衛星電話用の発
電機を使った県との通信訓練を実施したところで
あります。
農作業が大変忙しい時期にも関わらず、多くの
村民・企業・団体から参加していただき、誠にあ
りがとうございました。

水稲の生育状況等

また、防災の観点から、６月７日には大手携帯

水稲育苗については、４月４日の強風で育苗ハ

電話３社との緊急速報メールサービスの登録が全

ウスの倒壊・ビニール破損等により、播種時期が

て完了しました。

遅れたものの、播種後の高温により生育が大幅に

携帯電話を所有している方は、村内であればど

進み、田植えは平年並の開始となっております。

こにいても災害情報を携帯のメールで受信するこ

現在の生育は、田植え後の好天により活着が進み、

とができるようにしたものですが、登録不要とい

順調な生育をしております。

う利点がある反面、村外に外出した際は受け取る

なお、「ばか苗」については、昨年、多く発生

ことができません。先日お知らせしてある、既存

したことから、ＪＡ大潟村において消毒・浸種作

の登録制のメール配信サービスと併せて、ご利用

業を適正に行うよう徹底したものの、大潟村産

いただきたいと考えております。

「あきたこまち」の消毒吹付け種子に発生が多く

今後は、ハザードマップの作成、地域防災計画
の見直しも行うこととしており、更なる防災力の
向上に努めてまいります。
○
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見受けられました。
今後、ＪＡ大潟村を主体に、関係機関と協力し、
「ばか苗病対策検討会（仮称）」を設置して、来
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年以降の対策を図ってまいります。

せ、観光振興・地域活性化につなげてまいります。

生産調整の取り組み状況

ソーラーカー大会

生産調整参加農家戸数は、対象農家戸数516 戸
に対し、 484 戸が参加し、参加率は 93.8% となっ
ております。

本年のワールド･グリーン･チャレンジは平成５
年の第１回大会から数え、20回目となります。
今大会では20回を記念し、大会創設当初よりご

６月20日から、農業者戸別所得補償交付金の交

尽力頂いた団体・個人への感謝状の贈呈を考えて

付申請の受付を開始しますので、今後も多くの農

おり、７月28日に贈呈式と併せ、20回記念交流パ

業者に対して生産調整への参加を呼びかけてまい

ーティーをサンルーラル大潟で開催する予定とな

ります。

っております。

４月の暴風被害に対する復旧支援事業

自然エネルギー発電事業への参画

先般の臨時議会において予算を措置し、６月20
日まで事業申請を受け付けしております。
この度、国による支援も実施されることにより、

地球温暖化対策は、人類にとって喫緊の課題で
あり世界各国の重要な取組となっております。
また、国においても東日本大震災以降、自然エ

パイプハウスの全壊又は半壊の被害に対しては、

ネルギーによる分散型エネルギーシステムへの転

国、県、村を併せますと概ね 80%、被覆資材等の

換が重要な課題となっており、７月１日からは自

破損に対しましては、国と村で概ね60%の助成割

然エネルギーの固定価格買取制度が始まります。

合となります。

本村においても、風力発電の事業化を具体的に検

また、新たに農舎等への支援も国で行うことと

討する委員会の設置や、風況調査・環境影響評価

なり、明日15日、文書を配布することとしており

（環境アセスメント）の予算を今定例会に計上し

ますので、これら事業をご活用いただきたいと思

ております。

います。

また、東北電力株式会社の風力発電連系枠２千

kWクラスの風車２基分を獲得していることから、
風況や環境影響評価（環境アセスメント）の結果
を判断して、浜口排水機場と北部排水機場の近く
に風車各１基ずつを建設したいと考えております。
事業化に当たっては、村や村民・民間企業が出
資し村民主体の発電事業会社（コミュニティ・パ
ワー）を設立して進めたいと考えております。
さらに、将来的には太陽光発電やバイオマスな
どによる取り組みも村民の皆様と検討し、食糧の
生産基地と併せて自然エネルギーの生産基地とし

桜と菜の花まつり
毎年恒例の観光イベントである「桜と菜の花ま

て、農業の振興と地域の活性化を図ってまいりま
す。

つり」を、４月27日から５月６日まで、サンルー
ラル大潟、多目的運動広場を主会場に開催したと
ころです。
主会場では、ミニＳＬ、菜の花摘み取り体験、
フラダンスショー、南米民族音楽、野菜・特産品

災害廃棄物の受入
災害廃棄物の受け入れにつきましては、八郎湖
周辺清掃事務組合議会及び廃棄物処理安全委員会
等での検討を重ねてまいりました。

の即売、屋台などが催されました。今年は、桜の

組合の施設は１日当たり60トン処理の小規模施

開花期間が短く、連休後半の天候不順により、昨

設であります。このため、ごみ貯留槽の投入扉は、

年に比べて３万人ほど少ない、約９万人が村を訪

一般的なごみ専用パッカー車に対応した寸法とな

れたところです。

っていることから、災害がれき運搬用に使用され

今後も、村民、耕心会、関係機関の協力を得な
がら、秋田県の観光名所・イベントとして定着さ

ている大型車両の直接投入が困難であります。
また、ごみ貯留槽に直接投入ができないことに
○
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新たなストックヤードを整備しなければ、受け入

男鹿半島・大潟ジオパーク
去る３月11日、サンルーラル大潟において、男

れることは不可能であります。

鹿半島･大潟ジオパーク登録記念フォーラムが行

より、敷地内に野積みすることはできませんので、

このようなことから、被災地に対して支援した
い思いはあるものの、災害廃棄物の受け入れにつ
いては、困難であるとの結論に達したところです。

われました。
当日は、経過報告、ロゴマークの発表、大潟村
と男鹿市のガイドによる「バーチャルジオツア
ー」、パネルディスカッションなどにより、当ジ

小中学校改築工事
現在、新校舎はほぼ完成し、設備等の調整や確
認を行っており、７月中旬には引き渡しを受ける

オパークの特徴や魅力について情報発信を行うと
ともに、参加者と意見交換を活発に行ったところ
です。

予定となっております。議員の皆様はじめ、村民

また、５月 12日から15日まで、長崎県島原市等

の皆様には多大なご協力をいただき、感謝申し上

を会場に、第５回ジオパーク国際ユネスコ会議が

げます。

開催されました。

夏休み終了後、新校舎での授業開始ができるよ

この会議は、ジオパークを教育や科学振興、観

う、外構についても、現在一期工事として、校舎

光等に役立て、地域経済の活性化と地域の持続可

前を東西に貫く通学路や校舎を囲む歩道などを中

能な発展を図ることを目的に、世界ジオパークネ

心に整備する予定で進められております。

ットワークが２年おきに各国で開催しているもの

今後の予定としましては、ソーラーパネルの設

です。男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会では、

置工事を７・８月に、現校舎の解体工事を９月か

当地域の概要や案内ガイドの活動について発表を

ら 11月までの約３ヶ月を見込んでおります。

行ったところです。

また、来年度となりますが、外構二期工事とし

今後、県や男鹿市と連携を図りながら環境整備

て、現校舎解体跡地を中心に歩道や駐車場の整備、

を行い、当地

他に共同調理場周辺の舗装等を計画しております。

域のすぐれた

現校舎のお別れ見学会及び新校舎の内覧会を８

地質遺産や自

月11日と12日の２日間予定しております。お盆の

然環境等を活

時期でもあり、帰省されている卒業生をはじめ、

用し、地域活

多くの村民の皆様に来ていただければと思います。

性化を図ると

校舎改築工事自体は７月で終了しますが、各種

ともに、世界

関連工事が行われますので、村民の皆様には、引

ジオパークへ

き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

の加盟申請の

す。

早期実現に向
け、活動を進

県有地の譲与
カントリー公社西側にある県所有の公衆用道路

2,115㎡が、５月22日をもって大潟村に譲与され

めてまいりた
いと考えてお
ります。

「男鹿半島・大潟ジオパーク」
ロゴマーク

ました。
この土地については、隣接する県有地約 1.6ha

第10回「海フェスタ」

及び南の池公園北側の約５haと併せて、平成21年

「海フェスタ」とは、海に親しむ環境づくりと

７月に村に対する取得希望の照会があった未利用

海への関心の喚起を目的に、毎年、全国の主要港

の県有地であります。隣接する1.6haについては、

湾都市で海の日（７月第３月曜日）を中心に約２

今後ハウス用地として利用するため、県から購入

週間、記念式典をはじめ、港・海・川・湖に関す

する計画であります。

る様々なイベントが開催される行事です。

また、５haについては、公園用地と考えており

第 10回「海フェスタ」は平成25年７月に男鹿市

ましたが、ＣＡＰプロジェクトとの関連があるこ

を中心に行われ、秋田県の協力のもと、大潟村、

とから、時間的余裕をいただきたい旨を県に伝え、

秋田市、潟上市、三種町が連携する形で準備を進

了解を得たところであります。

めております。

○
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６月議会で可決された議案
大潟村印鑑条例の一部を改正する条例案
住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の
廃止に伴い、所要の規定の整備をするものです。

秋田県町村土地開発公社の解散について
設立当初の目的が達成されたと認められるため
解散しようとするものであり、議会の議決を求め
るものです。

平成24年度大潟村一般会計補正予算案
補正前の額
4,257,600千円
補 正 額
45,623千円
補正後の額
4,303,223千円
○主な歳入
国庫支出金
基金繰入金
村

債

5,509千円
△ 40,000千円
73,800千円

○主な歳出

平成24年度大潟村公共下水道事業特別会計
補正予算案
補正前の額
220,624千円
補 正 額
1,616千円
補正後の額
222,240千円
○主な歳入
前年度繰越金
1,616千円
○主な歳出
大潟村汚水中継ポンプ場改修・更新事業
1,616千円

工事請負契約の締結について
大潟汚水中継ポンプ場改築・更新工事（電気）
について、平成24年６月18日に条件付き一般競争
入札を執行し、56,546,700円で秋田市の本荘電気
工業株式会社 代表取締役 塩谷 久樹 が落札
したので、「議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例」第２条の規定に基
づき、議会の議決を経るものです。

自然エネルギー事業化調査検討事業 6,061千円
風力発電風況・環境影響評価調査事業
スポーツ施設維持管理事業

14,514千円
7,205千円

平成24年度大潟村介護サービス事業特別会
計補正予算案
補正前の額
256,620千円
補 正 額
12,403千円
補正後の額
269,023千円
○主な歳入
前年度繰越金

12,403千円

○主な歳出
過年度分収益還付金

12,403千円

東北電力より、今夏の電力需給の見通しと夏季
の節電の依頼がありました。
節電の数値目標はありませんが、ご家庭でも可
能な範囲での節電にご協力いただきますようお願
いします。なお、役場においてもクールビズ・消
灯・冷房温度設定などで節電を行います。
１．電力需給の見通し（８月）
供給力
1,475 万kW
需 要
1,422 万kW
供給予備能力 53万kW（予備率3.8％）

財産の取得について
小・中学校備品及び中学校教育用備品について、
平成24年６月13日に指名競争入札を執行し、次の
業者が落札したので、「議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例」第３条
の規定に基づき、議会の議決を経るものです。
○小・中学校備品（机・いす等）
契 約 金 額 16,170,000円
契約の相手方 株式会社 マルシン
代表取締役 進藤 金一
○中学校教育用備品（パソコン等）
契 約 金 額 8,977,500 円
契約の相手方 秋田ゼロックス株式会社
代表取締役 関 昌威

２．ご家庭における主な節電事例
対象機器等
節電方法
室温の28℃設定
エアコン
冷
テ
照
炊
洗

蔵 庫
レ ビ
明
飯 器
濯 機

待機電力

すだれ等により日差しを和らげる
無理のない範囲で扇風機の利用
フィルターの清掃･交換
冷却設定を「中」にし、最小限の扉の開閉
省エネモードに設定
不要な照明の消灯
早朝にまとめ炊きし、冷凍･冷蔵庫に保存
容量の80％を目安にまとめ洗い
リモコンの電源ではなく、主電源を切る
長時間使用しない機器はコンセントを抜く
○
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大潟中学校

体育祭

５月 25 日（金）、大潟中学校において
「WINNER 〜努力と笑顔で花は咲く〜」
をテーマに、全校生徒が学年に関わりなく
赤・青・黄の３組に分かれ体育祭が行われ
ました。
競技は 100m 走・色別対抗全員リレー・
全校よっちょれ等、全校生徒が出場する競
技や、ハンドボール投げ・色別対抗選手リ
レー等、代表者が出場する競技が行われま
した。
生徒会が考える生徒会遊競技は、ラムネ
を飲み、水鉄砲の妨害の中、観戦している
父兄とゴールを目指す「しゅわしゅわ☆も
はもは☆おっとっと☆レース」でした。生
徒達は、早飲みのラムネのビー玉処理に手
間取ったり、一緒にゴールを目指す父兄探
しに走り回っていました。
体育祭の得点に絡むのは競技だけではな
く、各組の応援に対しても得点が加算され
ることから、応援にも大変熱が入っていま
した。
生徒達のがんばり、来年は観戦してみま
せんか。

○
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大潟小学校

大運動会
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６月２日（土）、大潟小学校において「大地け
り 歴史に残せ 自己ベスト 限界こえて 走り
ぬけ」をテーマに、全校生徒が学年に関わりなく
赤・青・白の３組に分かれ運動会が行われました。
競技は徒競走・持久走・色別対抗選手リレー等
の走る種目や、各組のアイデアなどを競う色別応
援合戦、親子で参加する親子遊競技等が行われま
した。
徒競走・持久走の個人種目では、それぞれがテ
ーマのとおり、自己ベスト更新に向けて走りぬけ
ていました。色別リレーは、各組・各学年の最速
ランナーがそろうことから、一進一退のレースに
なりました。親子遊競技は、「大玉転がし」で大
玉の空気が抜けるハプニング。「大玉を持って走
って」の指示に、大玉を持って走る姿へ会場から
大きな歓声が上がっていました。また、粉の中か
ら飴玉を探す競技も、真っ白な顔に歓声が上がっ
ていました。昼休み明けには音楽部の演奏があり、
「ロッキーのテーマ」等で、午後の部に向け 気持
ちを盛り上げてくれました。
快晴のなか頑張った生徒･ご家族の皆さま、お
疲れさまでした。そして、また来年頑張りましょ
う。

○
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第31回八郎湖クリーンアップ作戦
６月３日（日）、晴天のなか、第31 回八郎湖クリーンアッ
プ作戦が行われました。当日は総勢932人が参加し、各住区毎
に割り振られた堤防沿いの区画のクリーンアップを行いました。
多かったゴミは、弁当の空き箱や飲み物の空き缶・ペットボ
トルで、集まった量は5.36トン。昨年より１トンも少なく、こ
こ 10 年間では最も少ない回収量となりました。平成 20 年度
（回収量 25 トン）からはゴミの回収量が年々減ってきている
ことから、村民皆さまによるクリーンアップの成果と、堤防周
辺を利用する方々のマナーが向上してきていることの表れだと
思います。今後も、ポイ捨てなどによるゴミの量が減ってくれ
るといいですね。

小学校で人権の花運動
６月５日（火）、大潟小学校において人権の花運動が行われ
ました。この運動は、お互いに協力しながら花を育てることに
より、命の大切さや思いやりの心などの人権感覚を育むことを
目的に毎年行われているものです。
当日は５・６年生が参加。はじめに人権擁護に関するDVD
を見た後、人権擁護委員の田村陽子さんから人権についてのお
話を聞き、その後「人権の花運動」ということでサルビア・ベ
ゴニアなどの花を一人一人プランターに植えました。

保育園でわくわくちびっこランド
６月 23 日（土）、大潟保育園においてわくわくちびっこラ
ンドが行われました。これは、村内の０〜３歳児の子どもとそ
の親が、保育園の園庭に設けられた手作りゲームコーナーなど
で一緒に遊ぶもので、たくさんの親子が参加しました。
少し肌寒い天気でしたが、保育園内で親と一緒に遊ぶことが
珍しいからか、子どもたちは次のコーナー、また次のコーナー
へと元気いっぱいに遊び回っていました。
楽しい一日になって、よかったですね。

第44回大潟村消防団結団記念式
６月 28 日（木）、役場車庫前において大潟村消防団（髙橋
重男団長、団員51名）の第44回大潟村消防団結団記念式が行
われました。
式に先立ち、記念訓練として通常点検が披露されました。そ
の後、髙橋団長から「郷土愛護の理念のもと村民の生命・身
体・財産をあらゆる災害から守るため、今後も団員一丸となり
日頃の訓練に精励し有事の際に適切に対処できる知識と技術の
習得に努め、安全で安心な地域づくりに貢献する」旨の訓辞が
ありました。
これからも地域防災の推進について、よろしくお願いします。

○
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大潟村耕心会が秋田県都市緑化功労者知事表彰
６月２日（土）、秋田市あきたスカイドームにおいて
緑豊かな潤いのある住み良い環境づくりを推進するため
第23回全国「みどりの愛護」のつどいの式典が行われ、
大潟村耕心会が秋田県都市緑化功労者知事表彰を受章し
ました。
このつどいは皇太子さまを迎えて行われ、耕心会は、
花と緑の愛護に特に著しい功績があった緑化推進活動の
模範的な団体として表彰されました。
今後とも、菜の花畑、ラベンダーやマリーゴールドな
ど、大潟村の緑化推進に耕心会の皆さまのご協力をよろ
しくお願いします。

田村正昭さんが全国市町村教育委員会連合会表彰
５月25日（金）、東京都学士会館において第57回全国
市町村教育委員会連合会定期総会が開催され、田村正昭
さん（西3-2 ）が全国市町村教育委員会連合会功労者表
彰を受章しました。
田村さんは、平成15年９月から大潟村教育委員を務め、
平成23年９月に勇退されるまでの８年にわたり大潟村の
教育振興に貢献され、その多大な功労が評価されての受
賞となりました。
今後も、大潟村の教育振興にお力添えいただきますよ
うお願いします。

大澤祝子さんが秋田県スポーツ推進功労者表彰
５月26日（土）〜27日（日）、横手市浅舞公民館にお
いて平成24年度秋田県スポーツ推進委員研究大会が開催
され、大澤祝子さん（西 2-1 ）が秋田県スポーツ推進功
労者表彰を受章しました。
大澤さんは、村民体育館に勤務しながら10年間、村の
スポーツ推進委員として、村民大会などの企画や新たな
スポーツを積極的に取り入れるなど、地域に根ざした生
涯スポーツの普及に大きく貢献しました。また、現在は
スポーレおおがたの運営委員としても村民の健康増進に
大いに活躍されています。
今後もよろしくお願いします。

村民グラウンドゴルフ大会結果
６月14日（木）、多目的運動広場において開催
された村民グラウンドゴルフ大会（参加者28名）
の結果をお知らせします。
入賞された方は、おめでとうございます。皆さ
ん、お疲れさまでした。

１位 合田 富子（東3-3）
２位 栄田 利春（西1-4）
３位 佐藤シヅヱ（東2-5）

○
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佐藤弘さんが日本マスターズ水泳短水路大会で第３位
５月13日（日）、岩手県盛岡市立総合プールに
おいて2012年度日本マスターズ水泳短水路大会が
開催され、佐藤弘さん（西2-3）が男子25m自由形
の75〜79歳部門で第３位になりました。また、６
月３日（日）、岩手県西和賀町において開催され
た第23回春季東北マスターズ水泳大会の同部門に
おいて、第２位になりました。今後、益々のご活
躍を期待しております。

一色田・真坂ペアが中央支部ボート競技大会で優勝
５月13日（日）、大潟村県営ボートコースにお
いて中央支部総合体育大会ボート競技が開催され、
秋田高校の一色田健人さん（高３、西2-3）と真坂
知克さん（高３、東2-5）の男子ダブルスカル（漕
手２名による競漕）が優勝しました。
今年は、昨年の震災で艇庫が被災した岩手県の
山田高校がオープン参加で出場し、秋田県の高校
生と熱戦を繰り広げていました。

秋田高校（手前）と山田高校（奥）

大潟ドリームスがマクドナルド杯南秋予選で優勝
６月３日（日）、大潟村村民野球場において高
円宮賜杯

第32回全日本学童軟式野球大会（マク

ドナルド・トーナメント）南秋予選の決勝が行わ
れ、大潟ドリームスが優勝を飾りました。
当日は晴天のなか、チームと応援団が一体とな
り優勝を勝ち取った試合でした。
選手のみなさん、優勝おめでとうございます。

ポルダー大潟野菜グループが記念植樹
６月５日（火）、西五丁目地区においてポルダ

を記念しての特売会を開催する予定です。潟の店

ー大潟野菜グループ（会員145 名）により記念植

に足を運んでみたり、西五丁目地区を散策したり

樹（ヤマボウシ15本・アジサイ45本）が行われま

してみませんか。

した。これは、野菜グループが今年の10月１日で
設立20周年を迎えるにあたり、潟の店裏手の西五
丁目地区に記念植樹を行うもので、植樹に先立ち、
野菜グループの宮田会長から「会員数が最大の時
よりも50人ほど減りましたが、これからもできる
範囲で野菜を出荷していきましょう。」とあいさ
つがありました。
なお、10月１日前後に、野菜グループの20周年
○
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58回秋田県高等学校総合体育大会で

第 大潟村出身者大活躍

ボート競技で秋田高校が優勝（一色田健人さん・真坂知克さん出場）
６月２日（土）、大潟村県営ボートコースにおいてボ
ート競技が行われ、秋田高校の一色田健人さん（高３、
西2-3）と真坂知克さん（高３、東2-5）が出場した男子
ダブルスカル（漕手２名による競漕）において、中央に
引き続き、優勝しました。
一色田さん・真坂さんは、４艇で競う決勝で、２位以
下を大きく引き離しての優勝でした。
なお、秋田県代表の秋田高校男子ダブルスカルは、８
月２日（木）から新潟県阿賀町で開催されるインターハ
イに出場します。

一色田健人さん（左）と真坂知克（右）さん

バレーボール競技で秋田北高校が優勝（小松愛里さん出場）
６月５日（火）、横手市増田体育館においてバ
レーボール競技が行われ、小松愛里さん（高２、

（金）から富山県氷見市で開催されるインターハ
イに出場します。

西2-3）が所属する秋田北高校が、由利高校をスト
レートで下し、優勝しました（３年ぶり３度目）。
小松さんはセンターで全試合に出場し、決勝戦
ではチーム最多得点を上げるなど攻守にわたって
大活躍をしました。
また、６月22日（金）〜24日（日）に福島県会
津若松市で行われた東北高等学校バレーボール選
手権大会においても、東北各県代表の強豪を破り
優勝を飾りました（秋田北高校は初・秋田県勢女
子では７年ぶり)。
なお、秋田県代表の秋田北高校は、８月３日

スパイクを打つ小松愛里さん

サッカー競技で新屋高校が優勝（伊藤優さん出場）
６月４日（月）、秋田市八橋陸上競技場においてサッ
カー競技が行われ、伊藤優さん（高２、北1-2）が所属
する新屋高校が、秋田南高校を1-0で下し、優勝しまし
た（８年ぶり２度目）。
伊藤さんはディフェンダーとして２年生でただ一人出
場し、活躍しました。
なお、秋田県代表の新屋高校は、７月28日（土）から
長野県松本市で開催されるインターハイに出場します。
ディフェンダーを務める伊藤優さん
選手のみなさん、優勝・インターハイ出場おめでとうございます。村民の皆様におかれましては、
選手への応援をよろしくお願いいたします。

11
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大潟村情報発信者コラム
大潟村情報発信者

サイクリング
数年前、私の体形に丁度合っているからとい
う理由で、知人のＫさんから一台の自転車を頂
きました。これはＢ社の製品で、マニアには涎
の出る逸品です。スポーツ車は通常 27 インチ
（車輪の直径）ですが、これは小ぶりの26イン
チでした。このサイズのスポーツ車に乗ったの
はこれが最初で、タイヤはほぼ20mm幅ととて
も細く、乗ってみると身体の一部であるかのよ
うに馴染み、乗った瞬間その快適さに魅了され
てしまいました。
これを２年ほど愛用した頃ですが、新品のス
ポーツ車を、限度はありますが、ある程度金額
に糸目をつけることなく入手できる機会が転が
り込んできました。そのとき、Ｂ社でも多くの
メーカーと同様26インチの生産を中止しており、
仕方なく27インチでもいくぶん小ぶりの製品を
製造していたＣ社に注文しました。スポーツ車
は軽いことも特徴の一つで、この製品は車体に
最先端素材を使用し、これまで愛用していたＢ
社の製品よりも更に軽く仕上がっています。そ
の上、注文してから入手までに半年以上も掛か
るという念の入りようで、これを手にしたとき
の私の興奮はお察しの通りです。
私の身体に合わせ乗り易くなるように種々調
整し、これはという状態にまでに仕上げました。
軽くて羽根に乗っているようでそれなりに快適
でした。しかし、しばらくしてから以前のＢ社
の自転車に乗ってみますと、Ｃ社のでは得られ
ない爽快感があります。どこがどう違うかとい
うところまではまだよくは理解できていないの
ですが、このときからＢ社のこの愛用車は私に
とって掛け替えのない至高の宝物になっていま
す。自転車に乗られた経験をお持ちの方は多い

一

と思いますが、スポーツ車の
体験者は意外と少ないのでは
ないでしょうか。機会があれば是非試してみて
下さい。
私のサイクリングは、住区北東部にある野球
場やサブグランドを取り囲む道路（１周約２
km）を夕刻何周かすることが普段の日課です。
ここは比較的交通量が少なくお気に入りのコー
スです。またときには、大潟村の緑豊かな景観
を満喫したく、住区を離れた遠回りコースにも
遠征します。いずれのコースも大潟村であるが
ゆえに起伏が少なく、気持ちのよいサイクリン
グを誘ってくれます。
話は変わりますが、村の西側堤防脇に大潟西
部（農免）道路があり、これは鳥獣保護区を経
て南部排水機場へと向い、そこはサイクリング
ロード（サルビアコース）にも指定されていま
す。しかし、大潟村住区からこのコースに入る
には歩道のない幹線道路を通らなければならず、
とくに子供にはとても危険です。こんなことか
ら、少なくとも、八竜−船越間を結ぶ幹線道路
で「南ノ池」の西側付近の幹線道路脇に歩道が
欲しいなと思っています。さらに欲を言えば、
西５丁目の多目的広場にこれを取り囲む散歩道
があれば、気軽なウオーキングやサイクリング、
またこれは冬場には歩くスキーコースとしても
活用可能ではないかと、虫の良い夢も見ていま
す。
足、腰を鍛えると脳も活性化すると言われて
おります。心身のリフレッシュに、サイクリン
グ愛好者が大潟村でもっと増えればと願ってい
ます。

り ん ど うの 会
孝子

鈴子

サト子

工藤

一年生網を引く手に初夏の風

持久走ゴール見えるよ夏帽子

今野

噛むほどに古里匂ふ柿若葉

大豆播き夢の中まで疲れけり

仁田原

正子

地球儀の娘の国くるり初夏便り

大井

法子

雲の峰二死満塁の代打かな

彩りの吾子の弁当額の花

軒燕忘れずに来て声放つ
浅野

少女等や羽化する如く更衣

陽子
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残存湖鳶ゆうゆうと初夏を告ぐ

田村

母よりの株を最初に菊根分

晩酌や植田に水の満たされて

○
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大潟村健康づくり推進委員会から

熱中症予防
熱中症とは・・・
高温環境下で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻
するなどして、発症する障害の総称です。死に至る可能性のある病態です。予防法を知っていれば防ぐ
ことができます。

◇こんな日は注意が必要です
・気温が高い
・湿度が高い
・風が弱い
・日差しが強い

◇どのような人がなりやすいか
・高齢者
・乳幼児
・肥満の人
・過度の衣服を着ている人

・普段から運動していない人
・暑さに慣れていない人
・体調の悪い人（寝不足、二
日酔い等）

◇熱中症の症状
分

類

症

状

Ⅰ度

・めまい、立ちくらみ
・筋肉痛、筋肉の硬直
（「こむら返り」のことでその部分の痛みを伴います。発汗に伴う塩分（ナ
トリウムなど）欠乏により生じます。）
・多量の発汗

Ⅱ度

・頭痛・気分の不快・吐き気、嘔吐・倦怠感、虚脱感
（体がぐったりする、力が入らないなどあり、従来から熱疲労といわれてい
た状態です。）

Ⅲ度

・意識障害、けいれん、手足の運動障害
（呼びかけや刺激への反応がおかしい、まっすぐに走れない、歩けないなど）
・高体温
（体に触ると熱いという感触です。従来から「熱射病」や「重度の日射病」
と言われていたものがこれに相当します。）

重症度
軽い

重い

◇日常生活での注意
１．暑さを避ける…活動は朝、夕。日陰を歩く
２．衣服を工夫……通気の良い衣類、帽子をかぶる
３．こまめな水分補給と塩分補給…朝の味噌汁や梅干しなどは塩分の補給には最適です
ビールは水代わりにはなりません
４．急に暑くなる日に注意…扇風機や冷房を活用しましょう
５．暑さに備えた体づくり…普段からの運動
６．受診は早めに…頭痛、倦怠感、虚脱感など感じたら直ぐ受診

◇高齢者への注意
１．のどが渇かなくても水分補給
２．部屋の温度はこまめに測定

◇小児への注意
１．子どもを十分に観察しましょう…顔が赤く、
ひどく汗をかいていないか
（言葉で表現できない乳幼児
は特に）
２．服装選びに気をつけましょう…子どもは上手に衣類の選択や着脱ができません。周りの大人が適切
な衣類の選択や着脱に気をつけましょう
３．水分をこまめに飲ませましょう
４．日頃から暑さに慣れさせましょう…日頃から適度に外遊びを
※幼児は特に注意！
地面に近いほど気温は高くなります。大人が暑いと感じているときは、幼児はさらに高温の環境にい
ることになります。
○
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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。
つきましては、看板等に記載するお名前・電話
番号を、次のとおり確認させていただきますので、
ご協力をお願いいたします。
なお、住宅配置図の配布は、大潟村民及び村内
事業者に限ることといたします。
【確認時期】平成24年７月10日頃〜７月末
【確認方法】往復はがきを郵送いたしますので、
必要事項を記入して返信してください。
【完成予定】平成 24年10月頃（看板の改訂工事・
配置図の完成品の配布）
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111
※住宅配置看板は、各住区の入口に住民の名前入
りの地図を設置しているものです。
※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。

ー
ハ バロフスクの青少年歓迎パーティ
に参加しませんか
県の事業により来日するロシア・ハバロフスク
の青少年（ 15 歳〜 17 歳の女子中高生 10 名と引率
者）が、７月 31 日〜８月２日まで大潟村でホーム
ステイします。大潟村国際交流協会では、これを
歓迎してパーティーを開催することといたしまし
た。パーティーでは、特技のロシア舞踊を披露し
てくれることになっています。村民の皆さまも是
非ご参加ください。
【日時】８月１日（水）17:00〜
【場所】村民センター
【内容】ロシア舞踊披露、焼き肉パーティー
【会費】お一人1,000円（高校生以下無料）
【申込・問合せ】
大潟村国際交流協会（事務局:芹田）☎45-2356
総務企画課 ☎45-2111

宅 地分譲のお知らせ
【分譲地】西２丁目４番地41 土地面積484.12㎡
【分譲価格】5,125,490円（建物なし）
【対 象】村外居住者及び村内外の一般勤労者
【分譲の決定】書類選考のうえ先着順
【申込・問合せ】総務企画課 ☎45-2111
○
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総務企画課 ☎ 45-2111

ャレンジマインド海外研修事業」
「チ 研修生募集
青年を海外に派遣し、「農業研修等を通じて村
農業の発展に結びつける」「異文化交流を通じて
国際的視野を持つ人材を育成する」「国際交流を
推進する」ことを目的として、昨年に引き続き
「チャレンジマインド海外研修事業」を行います。
村民の皆さまの応募をお待ちしております。
【募集人員】３名（性別問わず）
【研修派遣先】パラグアイ・ブラジルの日系移住
農家
【研修期間】平成25年１月３日〜17日
【研修費用】おおむね 30 万円（往復航空券・滞在
費の半額）程度
【応募資格】７月１日までに大潟村に１年以上在
住し、年齢が 20 歳以上の心身ともに健康な方。た
だし、大学・短大等に在学中の方は除きます。ま
た、主に農業及び農業関係の仕事に従事している
方とします。
【募集期間】平成24年７月１日〜31日まで
【提出書類】①申込書（様式１）
②勤務先所属長の応募承諾書（自営の場合は不要）
③健康診断書（保健所又は公的医療機関が発行し
たもの）
※各１部提出。①、②の様式は総務企画課にあり
ます。
【選考決定】応募者の中から、選考委員会により
選考し、研修生を決定します。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎45-2111

潟村史別冊「写真集」に掲載する
大 写真の提供にご協力を
！
平成 26 年の大潟村史刊行にあたり「写真集」を
刊行する予定です。様々な分野の写真を網羅した
いと思っていますので、お手持ちの写真をご提供
いただけますようお願い致します。
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
は返却いたします。その際、写真に関する説明
（撮影日時、内容）を添付していただければ助か
ります。都合上、すべての写真を掲載できるとは
限りませんが、巻末にご提供者の氏名を記載し、
データとして保存し、後世に伝えたいと思います。
ご提供いただいた方には記念の品をお贈りいたし
ます。
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

平成24年７月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

パ ルシステム山梨から大潟村に寄附金が寄せられました
６月26日（火）、役場においてパルシステム山梨（山梨県）か
ら村へ寄附金（10万円）が贈呈されました。
パルシステム山梨は、大潟村産のお米を扱っている山梨県の生
活協同組合で、お米の生産者と相互交流会も行っており、４月４
日の暴風で大潟村のビニールハウスや防災林が被害を受けたこと
を知り、関係者や消費者から寄附を募り、今回、村へ贈呈の運び
となりました。
パルシステム山梨の白川理事長からの寄附金贈呈に対し、村で
はお礼と共に「今回の暴風により被害を受けた防災林の復旧へ寄
附金を使わせていただきたい」と回答しました。
パルシステム山梨 白川理事長から
目録が手渡されました

お心遣いありがとうございました。

成24年度交通災害共済・
平 不慮の災害共済受付中
！！

市 民農園の利用者募集
農地を持たない方に土に親しんでいただくととも
に、農業への理解を深めていただくことを目的に、
西５丁目地区に市民農園を開設しています。
市民農園で野菜や花の栽培に挑戦してみてはいか
がでしょうか。
【場所】西５丁目２番地内（干拓博物館西側）
【面積等】１区画75㎡（５ｍ×15ｍ）
【募集区画数】９区画
【利用料金】年間3,000円（村内居住者は1,000円）
【対象者】農地を持たない地域住民の方
【その他】管理等の業務は㈱ルーラル大潟に委託
【申込・問合せ】産直センター潟の店 ☎45-4141

万一の事故やけがの治療に備えて、是非ご家族
で加入下さい。パンフレットは総務企画課にあり
ます。
【加入資格】村に住所がある方
【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 ☎45-2111

大潟保育園

﹁ぺったんこ︑くるまがこないかよくみよ

﹁交通安全守ってね！﹂

先生
う！﹂

子どもたち﹁くるま︑きてな〜い！﹂

Ａさん﹁あっ！アリさんもぺったんこしてる！﹂

横断歩道の白線の上を歩くアリと一緒に︑手をぴ

ずつ身についてきました︒

ーんと上げて渡る子どもたちは︑交通ルールが少し

お父さん︑お母さん︑安全運転よろしくね！

子どもたちが見ています︒

﹁たまご？﹂

給食後︑部屋の中に落ちている何かを発見！

Ｂさん﹁あー！なんかおちてる〜！﹂

Ｃくん﹁むしのたまごだー！﹂

Ｄくん﹁あっ！カエルのたまごだー！﹂

Ｅさん﹁ほんとうだ！！﹂

キャー！キャー！大さわぎの子どもたち︒

落ちていたのは︑給食についていたデザートの黄

色いめんこちゃんゼリー︒プルプルしたゼリーが︑

本物のカエルのたまごに見えたのでしょうね︒

子どもたちから出てくる表現に︑一緒にドキドキ︑

ワクワクする担任です︒

次は大潟幼稚園のつぶやきです︒

in
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平成24年７月号

選挙管理委員会からのお知らせ

８月26日(日)

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

大 潟 村 長 選 挙
は 村議会議員一般選挙 の投票日です。

投票所：村民センター

投票時間：午前７時〜午後７時

○投票するためには
大潟村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。年齢要件(平成４年８月
27日以前の生まれ)と住所要件(８月20日現在で村に引き続き３ヶ月以上住んでいる)
を満たしていることが必要です。住民基本台帳の住所と実際の居住地が異なる場合
は投票できません。

≪投票日に投票所へ行けない方の投票方法≫

≪立候補届出説明会≫

○期日前投票
投票日に旅行や仕事などで、投票所へ行けない方。
【日時】平成24年８月22日(水)〜25日(土)
8:30〜20:00
【場所】役場旧庁舎２階 選挙管理委員会事務室
(呼び鈴を準備しております。合図いた
だければ、１階でも投票できます)

【日時】平成24年７月26日(木)
【場所】役場２階 第１会議室

10:00〜

≪立候補届出≫
【日時】平成24年８月21日(火)
【場所】役場２階 第１会議室

8:30〜17:00

≪告示≫
○不在者投票
入院･施設入所により、投票所へ行けない方。
投票方法は、施設職員におたずねください。
○郵便投票
郵便投票証明書を持っている方ができる投票。
村選挙管理委員会に投票用紙を請求することで行
えます。

【月日】平成24年８月21日(火)

≪選挙会(含む開票)≫
【日時】平成24年８月26日(日)
【場所】村民センター

19:20〜

※告示前に入場券が配達されますので、氏名等
を確認して、投票の際にご持参ください。
【問合せ】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
ても実際に居住され
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
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 2

っていても、実際に投票するためには、村の選挙

項及び第 21 条における「住所」とは、生活の本拠

管理委員会が管理する「永久選挙人名簿」に登録

を指すものです。このことから、住民票が村にあ

されていなければなりません。そこで大潟村選挙

っても実際に居住されていない方については、村

管理委員会では、 20 歳になった時点で、村の住民

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

裁判の判例においても「住所の認定は客観的事実 (

かを確認しています。居住していない場合は、村

起臥、私生活)の存在で足り、本人の住所確定意思

の永久選挙人名簿に登載されません。従って、選

の存在は必要としない」というものが出ておりま

挙の際に入場券が送付されることはありません。

す。

20歳前に村を離れ、現在は村に戻っている場合

公職選挙法では、選挙権の行使を容易にする為

は、以下に連絡してください。村選挙管理委員会

に住所要件を設けたものでありますので、速やか

で確認してから３か月経過後に、村の永久選挙人

に実際の居住地へ住民票を異動いただきますよう

名簿に登載されます。

お願いします。

【問合せ】選挙管理委員会
○
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☎45-2111

【問合せ】選挙管理委員会

☎45-2111

平成24年７月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114
保健センター ☎ 45-2613

緊 急速報メールの配信を開始しました
村では、各携帯電話会社が提供する緊急速報サービスを導入し、村民や観光客などを対象に携帯電話
による災害時の緊急情報の配信を開始しました。メールアドレスの登録･設定は不要。登録料金･通信料･
受信料は無料。
受信イメージ
【提供携帯電話会社】
･NTT docomo 緊急速報エリアメール
･au(KDDI)
緊急速報メール
･SoftBank
緊急速報メール
こちらは大潟村です。
【提供情報】避難勧告(指示)･津波警報･その他緊急情報
午前●時●分に避難勧
【情報配信エリア】大潟村エリア内
告が発令されました。
※緊急速報メールを受信する場合、設定が必要な機種があります。詳
速やかに避難所へ避難
しくは、各携帯電話会社のホームページや販売店にてご確認ください。
【その他】次の場合受信できません。
してください。
①村外、圏外にいる。 ②電源が入っていない。
(秋田県大潟村)
③通話やパケット通信をしている。 ④他のサービスを利用している。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

ジ ェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品は新薬の特許が切れてから同
じ有効成分を使って作られたお薬です。効き目や安
全性も確認されており、価格も新薬に比べて一般的
に安くなっているため、医療費の節約になります。
すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけ
ではありませんので、使用については、お医者さん
や薬剤師さんと相談しながら賢く利用しましょう。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

お 薬手帳を持ちましょう
お薬手帳には、病院などから処方されたお薬、薬
局などで購入されたお薬の名前や飲む量、回数など
が記録されます。過去に自分がどのようなお薬を服
用したか確認したり、他の医療機関からお薬をもら
うときにも、お薬の重複や飲み合わせについて確認
してもらうことができます。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

児 童手当の手続きはお済みですか？
児童手当の現況届は、６月中にご提出して頂くこ
とになっておりますが、６月中に手続きができなか
った場合でも、７月末までにご提出いただければ、
10月に手当を支給することは可能です。
現況届の提出がまだお済みでない方は、提出をお
急ぎ下さい。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

健 康診査を受けましょう
健康診査は、自分の健康状態を知る大きな手が
かりになります。生活習慣病の早期発見、早期治
療だけでなく、健康・生活管理にも役立ちます。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

民健康保険高齢受給者証の
国 更新について
70歳から74歳の人には国保から高齢受給者証が
交付され、医療機関受診時の自己負担割合が軽減
されます(一定以上所得者は除く)。負担割合は、平
成25年３月31日までは１割、その後は２割になり
ます。(一定以上所得者は３割)。この負担割合は、
前年の所得により判定されます。
この高齢受給者証の更新は毎年８月１日で、対
象者には、７月下旬に郵送いたします。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

臨 床心理士による「心の相談」
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュケー
ションがとれない等ありませんか？臨床心理士の
先生にカウセンリングをしてもらうだけで心が軽
くなります。子どものこと、家族のこと、自分自
身のことなど、何でも相談ください。
【日時】７月25日(水) 13:00〜15:00
【場所】保健センター
【カウンセラー】臨床心理士 橋本まり子氏
【申込･問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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平成24年７月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

後 期高齢者医療の被保険者証（保険証）が新しくなります
今までお使いいただいていた後期高齢者医療の「保険証」が新しくなり、７月下旬に、加入者の皆
様全員に送付されます。申請手続きの必要はありません。
８月１日以降は、新しい保険証をお使いください。また、保険証は、被保険者の所得に応じて、自
己負担割合が１割の方と３割の方に分かれますので、ご確認ください。

＜今までお使いの保険証＞
【有効期間】
平成24年7月31日まで
＜注意＞
８月１日以降は、使用できません。

＜新しい保険証＞
【有効期間】
平成24年8月1日から
平成25年7月31日まで（1年間）
※７月下旬に、ご自宅に送付されます。

◎現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方へ
平成23年中の所得で、世帯員全員が住民税非課税となる世帯の方は、入院時の食事代と１か月の医療
費自己負担限度額が減額になる「限度額適用･標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
現在、交付を受けている方で、引き続き世帯員全員が住民税非課税となる世帯の方については、８月１
日から有効となる「限度額適用･標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に送付いたします。送付され
た方は、新しい保険証をご使用ください。
なお、平成23年中の所得で、世帯員全員が住民税非課税の世帯であっても、以前に交付を受けていな
い方については交付されません。交付を受けたい方は、住民生活課で、申請してくださるようお願いし
ます。

後 期高齢者医療の保険料決定通知が7月中旬に届きます
平成 23 年中の所得に応じて確定した平成 24 年度の後期高齢者医療保険料をお知らせする通知を、
加入者の皆様にお送りします。
保険料は、特別徴収(年金からの徴収) と普通徴収(口座振替または納付書による徴収) による方が
おりますので、ご確認ください。

◎特別徴収（年金からの徴収）となっている方は、口座振替に変更できます
後期高齢者医療の保険料は、原則として年金から納めていただくことになっておりますが、住民生
活課に申請することで、特別徴収（年金からの徴収）から口座振替に変更することができます。詳し
くは、住民生活課までご相談ください。

【申請・問合せ】住民生活課
○
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☎45-2114

平成24年７月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

平 成24年度の後期高齢者医療保険料の軽減措置について
後期高齢者医療の保険料は、県内の加入者全員に等しく納めていただく「均等割額」と、加入者
本人の基礎控除後所得に応じて納めていただく「所得割額」がありますが、所得の低い世帯の方は、
世帯主及び被保険者の所得に応じて、次の下記表のとおり軽減されます。

＜均等割額＞

39,710円

＜所得割額＞

基礎控除後の被保険者本人の総所得金額×8.07%

◎均等割額の軽減
世帯主及び被保険者の総所得金額が
下記基準を超えない世帯

軽減割合

基礎控除額（330,000 円）

均等割額

８.５割

5,956 円

９割

3,971 円

基礎控除額（330,000 円）＋245,000 円
× 被保険者の数（世帯主である被保険者を除く）

５割

19,855 円

基礎控除額（330,000 円）＋350,000 円
× 被保険者の数

２割

31,768 円

被保険者全員の年金収入が 80 万円
以下で、その他各所得がない。

◎所得割額の軽減
被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後）に応じて、所得割額が軽減されます。

被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後）

軽減割合

58 万円以下

５割

（年金収入のみの場合は、153 万円〜211 万円以下）

◎職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療に加入する前日に、職場の健康保険等の被扶養者であった方については、
保険料が軽減されます。

該当する方の条件等

軽減割合

均等割額

９割

3,971 円

後期高齢者医療に加入する前日に、職場の健康保険等の
被扶養者であった方

（納付額は100円未満切り捨てとなります）
＜注意＞国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国保組合）に加入されていた方は、
軽減措置の対象になりません。
【申請・問合せ】住民生活課

☎45-2114
○
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平成24年７月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114
保健センター ☎ 45-2613

福 祉医療費受給者証の更新および申請について(小学生も対象に！)
福祉医療受給者証をお持ちの方で、有効期限が平成24年７月31日となっている方は、８月１日付けで更
新となります。また、８月１日から、対象が小学生まで拡大されます(※１)(要申請)。
受給者証の区分ごとに必要な手続きが異なりますので、下記をご覧ください。
対象者

更新手続きの方針

【乳幼児＝ H18年４月２日以降に生まれた方】
○乳幼児および小学生
(受給者証の「対象区分及び負担者番号」 自動更新となっていますので、更新手続きは不要です。新
しい受給者証を７月下旬に郵送いたします。また、平成24年
の上２桁が「74」「80」の方)
度所得課税証明書が必要な方(１月１日以降の転入または村外
在住者)、または村県民税の申告をされていない方には別途お
知らせします。
なお、今回の更新によって、受給者証の「対象区分及び負
担者番号」の上２桁が「81」となる方がいます(※２)。
【小学生＝ H12年４月２日〜 H18年４月１日に生まれた方】
申請書を提出する必要があります。対象となる方にはお知
らせと申請書が郵送されますので、記入･捺印のうえ住民生活
課の窓口へ提出してください。
【申請期限】７月18日(水)
○ひとり親家庭の児童
【これまでに役場で申請手続きをされた方】
(受給者証の「対象区分及び負担者番号」 自動更新となっていますので、更新手続きは不要です。新
しい受給者証は７月末までに郵送いたします。
の上２桁が「75」「76」の方)
○身障手帳４級〜６級所持の65歳以上の方 【これまでに役場で申請手続きをされていない方】
(受給者証の「対象区分及び負担者番号」 申請手続きが必要となります。
なお、現在所得制限により非該当の方、未申請の方にも、
の上２桁が「72」「77」の方)
次年度以降更新手続きが不要となるので、申請されるようお
○療育手帳(A)、身障手帳１級〜３級所持の方 勧めいたします(自動更新になります)。
(受給者証の「対象区分及び負担者番号」 【更新期間】７月20日(金) 〜７月31日(火) まで
の上２桁が
「73」
の方のうち青色の受給者 【更新場所】住民生活課
【持参する物】①印鑑 ②福祉医療受給者証(現在対象該当と
証の方。白色の方は今回の更新は不要)
なっている方のみ) ③健康保険証(写しを頂きます)

(※１)平成24年８月１日から、秋田県の福祉医療制度(＝マル福)が拡大され、小学校修了年度までの乳幼
児･児童が対象となります。所得制限はありますが、大潟村では所得制限を超過した場合でも村単独で
費用を出してマル福の対象としています。よって、現在小学生の児童がいる家庭は原則として全て、今
回の拡大対象となります(ただし、重度身障児、母子･父子家庭の場合は既にマル福の対象となっている
ため、今回の拡大対象とはなりません)。
(※２) 県の所得制限以内の所得で、かつ住民税の所得割がある世帯については、「81」となります。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

人 間ドック受診費用の一部を支援します
今年度、下記医療機関で人間ドックを受診する方
に対し「特定健診受診券」を交付し、人間ドック費
用の一部を支援します。
村の人間ドック助成事業申込者へは、受診日が近くな
りましたら、「特定健診受診券」を送付します。それ以
外の、農協共済申込者･自己申込者は、人間ドックを受
診する前に、保健センターへ申出いただければ「特定健
○
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診受診券」を交付します。その受診券を持って受診して
いただければ、自己負担額が減額となります。
【対象者】40歳以上の国民健康保険･後期高齢者医
療保険加入者
【医療機関】･秋田組合総合病院･山本組合総合病
院･秋田県総合保健センター
【申込･問合せ】保健センター ☎ 45-2613

平成24年７月号

保健センター ☎ 45-2613
包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

健 康教室「若返り体操」参加者募集
年齢とともに衰えやすい筋肉を動かし、健康増進
を図ります。
【日時】７月10日･17日･24日･31日(全て火)
13:30〜15:00
【会場】保健センター
【対象】おおむね45歳〜64歳の方
【申込･問合せ】保健センター ☎ 45-2613

大 潟村ケアハウスゆうゆう入居者募集
大潟村ケアハウスゆうゆうでは入居者を募集して
います。自由にくつろげる空間の中で、あなたも一
緒に生活してみませんか。
【入居条件】60歳以上で自炊が困難、または高齢の
ため独立した生活に不安のある方。
【備考】食事は毎食用意。温泉入浴が楽しめます。
【申込･問合せ】ケアハウスゆうゆう ☎ 22-4311

転 倒予防教室「元気！はつらつ教室」
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らしい
生活が送れるように、運動を通して筋力の維持、
向上をはかります。
【日 時】７月11日･18日･25日･８月1日(全て水)
13:30〜15:00
【会 場】ふれあい健康館
【対 象】おおむね65 歳以上
【講 師】健康運動指導士 児玉美幸氏･加藤光葉氏
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

介 護相談
介護保険サービスを利用したいが、どうしたら
よいか? 介護保険サービスの内容について知りたい
方は、お気軽に来所ください。
【日 時】７月10日(火) 9:00〜11:30
【会 場】地域包括支援センター(特養ひだまり苑内)
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

産業建設課からのお知らせ

民 泊受入農家を募集
村では、子どもプロジェクト事業及び都市と農村
交流事業を実施しています。
今年は、７月下旬に小坂町七滝小学校、８月上旬
に浦安市の子どもたちが大潟村に、10月に大潟村の
子どもたちが浦安市へ行く
予定です。
「子どもたちを受け入れて
みたい」「関心がある」
という方は産業建設課まで
お申込み下さい。
【問合せ】産業建設課
☎ 45-3653

環境エネルギー室からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

特 定公共賃貸住宅入居者募集(独身用)
【募集個数】３戸【家
賃】22,000円/ 月
【募集期間】７月９日(月)〜13日(金)
※所得(１ヶ月あたりの所得が158千円以上487千
円以下) や資格要件があります。
【申込･問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

有 機農業の現地研修会を実施
【日時】７月27日(金) 10:00〜15:00
【場所】大潟村有機栽培圃場(米･大豆)
【受付】JA大潟村駐車場 9:30〜10:00
【費用】無料(昼食各自持参)
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

環境エネルギー室 ☎ 45-2115

大 潟村自然エネルギー発電事業化検討委員会委員を募集
村では自然エネルギーを活用した発電の事業化
について、検討委員会を設置し検討することにし
ました。
風力･太陽光･バイオマスの事業化について検討
を進めますが、平成24･25年度は主に風力発電の事
業化について検討します。

【募集人員】若干名【任
期】２年
【応募期限】７月13日(金)
【会
議】平成24年度は６回開催予定(平日開催)
【応募資格】村内在住の方
※応募多数の場合は、抽選により決定します。
【申込･問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115
○
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環境エネルギー室からのお知らせ

環境エネルギー室 ☎ 45-2115

犬 の適正飼養について
○犬の放し飼いは絶対にしないでください。
放し飼いの犬は、多くの人たちに迷惑をかけ、高
齢者や小さいお子さんにとって、大変危険です。飼
い主は責任を持って飼養管理をお願いいたします。
○フンの後始末はきちんとしましょう。
散歩の途中でした飼い犬のフンは、飼い主が責
任を持って処理しましょう。

○置き去りや捨てたりすることは、絶対にやめま
しょう。
飼い主は、飼い犬に対し最後まで責任をもって
いただくよう、お願いいたします。
また、むやみに不幸な命をつくらないように、
避妊や去勢などの処置も考えてください。

農業委員会からのお知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

地 域の世話焼きさん「結婚サポーター」募集中！
地域の世話焼きさん「結婚サポーター」は、県に
登録し、市町村やあきた結婚支援センターと協力し
て活動する結婚支援ボランティアです。独身の方を
応援してくださる方、ぜひご応募ください。
【募集期間】随時
【活動内容】①結婚に関する相談

教育委員会からのお知らせ

②お引き合わせや紹介活動③結婚支援センターの
イベントや事業のPR活動ほか
【登録方法】市町村を通じて県に応募し、あきた結
婚支援センターの研修を受講します。研修終了後、お
名前と市町村名を公表し、活動していただきます。
【申込･問合せ】農業委員会 ☎ 45-3654

教育委員会 ☎ 45-3240
公民館 ☎ 45-2611

小 ･中学校新校舎＆現校舎見学会開催 ７ 月･8 月の大潟村きらきら塾
校舎見学会の日程が変更になりました。
【日時】８月11日(土)･12日(日)
○現校舎 9:00〜17:00(最終入場16:30)
○新校舎 9:00〜 10:30〜 13:30〜 15:00〜
※現校舎の駐車場をご利用ください。
※内履きは各自ご用意ください。
※ 20 名以上の団体で、上記の時間に見学出来ない
場合は、事前にご連絡ください。
※詳細については、チラシ等にて連絡いたします。
【問合せ】教育委員会 ☎ 45-3240

お はなしの世界を楽しんでみませんか
図書ボランティアコロポックルと共催で「大人の
おはなし会」と「絵本についてのお話」の研修会を
開催します。みなさんの参加をお待ちしてます。
【日時】７月13日(金) 13:30〜15:00
【場所】公民館【対象】大人
【講師】おはなしの扉代表 遠藤美弥子氏
【申込･問合せ】７月10日まで公民館へ
☎ 45-2611
○
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①陶芸教室(全３回)
【日 時】７月23日(月) マグカップ作り
８月６日(月) 釉薬付け･本焼き
８月11日(土) 作品渡し
9:00〜12:00
【募集人数】15名(幼児は保護者同伴)
【場 所】村民センター陶芸室
【持ち物】エプロン(衣服が汚れないように)
【参加費】200円(材料費)
【協力団体】大潟村陶ゆう会
【申込･問合せ】７月14日まで公民館へ
☎ 45-2611
②粘土で好きなものをつくろう
【日 時】７月30日(月) 9:00〜12:00
【場 所】公民館
【持ち物】エプロン･汗ふきタオル
【講 師】鎌田俊夫氏
【参加費】100円(材料費)
【申込･問合せ】７月25日まで公民館へ
☎ 45-2611

平成24年７月号

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

秋田県ジュニアリーダー
２ 012
研修会のお知らせ

文 化箏体験教室
文化箏は普通のお箏の半分のサイズの和楽器で、

各市町村や地域で活動する中学生･高校生を対象に

音色は普通のお箏と同じです。是非、この機会に

体験活動や集団宿泊研修をとおして友情を深め、リー

文化箏にふれ音色を楽しんでみませんか。

ダーとしての資質の向上を図ります。

【日時】７月３日･17日(全て火) 14:00〜
【場所】ふれあい健康館【講師】佐々木志保氏

【日時】７月27日(金)〜29日(日) ２泊３日

【申込･問合せ】公民館

☎ 45-2611

【場所】横手市増田町「釣りキチ三平の里」体験学習館
【対象】県内の中学生･高校生および引率者

60名

【参加料】6,000円

津 軽手踊り教室

【申込･問合せ】７月16日まで公民館へ
☎ 45-2611

子どもも大人も大歓迎！津軽民謡の手踊りを習
ってみませんか。
【日時】７月10日･17日･24日･31日・８月７日(全て火)
の全５回

19:00〜21:00

【会場】公民館大集会室【講師】佐野政子氏
【申込･問合せ】公民館

☎ 45-2611

家 庭教育学級(乳幼児編)
ポーセラーツを体験してみませんか。お茶碗･湯
飲み･マグカップなどの中から１点選びシールを貼
って作ります。どんなふうに出来上がるかはお楽
しみ！

子 ども会宿泊体験
農山村体験や野外活動体験ができる施設で宿泊体
験を行います。みなさんの参加をお待ちしてます。
【日時】７月26日(木)〜27日(金)
【場所】横手市増田町
「釣りキチ三平の里」
体験学習館
【対象】小学校２年生〜６年生まで
【参加費】児童一人 3,000 円 ( 低学年の保護者で子

【日時】８月23日(木) 10:00〜12:00
【場所】大潟村保健センター
【対象】20名

【材料費】1,500円

【持ち物】ハサミ
【講師】ポーセラーツ講師

桐越由美子氏

【申込･問合せ】７月19日〜30日まで
☎ 45-2611 保健センター ☎ 45-2613
子育て支援センター ☎ 45-2462
公民館

供と一緒に参加する場合5,000円)
【問合せ】公民館

☎ 45-2611

た のしさいっぱい！子育て応援！！
『さくらんぼクラブ』では、毎月２回、季節の行事や手遊び、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。７月は、七夕飾りをいっしょに作りませんか。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。
【開設日時】月曜日〜金曜日(祝日･年末年始を除く) 9:30〜12:00 13:00〜15:30
【問合せ】子育て支援センター(大潟保育園内) ☎45-2462

＜７月のさくらんぼクラブ＞

＜８月のさくらんぼクラブ＞

【日時】７月４日(水) 10:00〜11:00
一緒に作ろうpart Ⅱ
〜たなばた飾りを作ろう！ (親子制作) 〜

【日時】８月３日(金) 10:00〜11:00
水となかよし！ part Ⅰ
〜保育園の園庭で遊ぼう〜

【日時】７月25日(水) 10:00〜11:00
いろみず遊びをしよう！
〜保育園の園庭で遊ぼう〜

○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

＊みんなでつくろう！一緒に楽しく活動しませんか！＊
スポーレの教室をきっかけにスポーツしてみませんか！
スポーツで健康なからだづくり！
村のスポーツ・コミュニティー、ただいま会員募集中！
【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

会員

募集中 ！

７月の教室の予定
種

目

ボクササイズ

3B体操
グラウンドゴルフ
生活ヨガ
ボート教室
ポールストレッチ
シェイプアップ教室
ジュニア水泳教室
水遊び教室
楽しく水遊び
ミニテニス
八甲田トレッキング

日にち

6･13･27
6･13･20
9･23
9･23
10･17･24
3･10･17
４･18
12･19･26
12･19･26
10･11･17･18
5･12
28

場

所

村民体育館
ふれあい健康館
多目的運動広場
ふれあい健康館
大潟漕艇場
ふれあい健康館
村民体育館

B&G プール
B&G プール
B&G プール
村民体育館
八甲田山

時

間

10:00〜
19:30〜
15:00〜
19:00〜
10:00〜
19:30〜
10:00〜
16:00〜
15:00〜
10:00〜
14:00〜
６:30〜

備

考

※託児有り

現地集合

小学校低学年
幼稚園児
幼稚園出前教室
用具貸出あり
村民体育館前出発

※ボクササイズ教室は託児がありますので、ご利用ください。
※教室へ参加される方は、水分補給等の準備をしてください。

村 民射撃大会のお知らせ

回大潟村サマーレガッタの
第 27
お知らせ

上位チームには全国市町村交流レガッタ豊岡大
【日 時】７月６日(金) 受付9:00 競技9:30
【会 場】男鹿市クレー射撃
会(兵庫県)への出場権が与えられます。職場、住区
【競技方法】トラップ１ラウンド(25個)、スキート などの気の合う仲間でぜひ参加してみては！
１ラウンド(25個)、トラップかスキートどちらか選
【日 時】８月11日(土) 9:00〜
択１ラウンド (25 個 ) の合計 75 個撃。装弾は 7.5 号、
【会 場】大潟漕艇場
９号とし重量は問わない。
【種 目】ナックルフォア(舵手１名･漕手４名の計５名)
【参加費】5,000円 【申 込】当日受付
【参加費】無料
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
【申込･問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

ジ ュニア水泳教室を開催

水泳が苦手な子には基礎から、泳げる子はもっ
と上達するように指導します。
【日 時】７月24日(火) 〜28日(土)(全５日間)
14:30〜15:30
【場 所】Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
【対 象】大潟小学校児童(低学年を優先します)
【定 員】80名(先着順)
【申込･問合せ】 村民体育館 ☎ 45-2269
※申込用紙は小学校を通じて配布します。

○
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第 16回村民水泳大会の参加者募集
【日 時】８月１日(水) 集合9:00
【会 場】Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
【申 込】７月 25 日 ( 水 ) まで B&G 備付の申込用紙
へ記入
【問合せ】 村民体育館 ☎ 45-2269

平成24年７月号

教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

Ｂ ＆Ｇ海洋センター プールの利用時間について
【開館期間】９月２日(日) まで
【開館時間】午前の部 9:30〜11:30
午後の部 13:30〜16:30
夜 の 部 17:30〜20:00(７･８月)
※９月は夜の部は行いません。
※夜の部のご利用にあたって小学校の３年生以下
は保護者などの付き添いが必要です。４年生から
は保護者が責任を持って送迎してください。
※プールのご利用にあたっては、必ず水泳帽とゴ

ーグルを持参してください。
※団体利用の際は、事前にご連絡ください。
【休館日】 毎週月曜日
月曜日が祝日の場合は、火曜日が休館日です。
その他、水温や室温が低いときは利用できませ
ん。利用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げています。
水泳大会や教室開催時は一般利用ができない場合
があります。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

情報・募集・ご案内
八郎湖クリーンセンターから

ごみの分別と減量化にご協力ください！
●循環型社会に向けて「使い捨て社会」との決別
たくさんの物を消費し、大量に廃棄してきたこれまでの生活を見直し、「使い捨て社会」との決別を誓い合
い、かけがえのない地球の未来のために、「循環型社会」の形成に向け、精力的に取り組んでいきましょう。
1. ごみの分別と水切りにご協力ください
ごみが資源となるためには最初が肝心です。家庭から出す際は、混ぜてはいけないものや、異物を取り除
き、きちんと分別して出しましょう。
また、夏場は、生ごみの水分が著しく増加しますので、水切りを十分に行ってください。
① 可燃ごみの中に金属類や中身の入ったスプレー缶などが混入しています。資源化できないうえに、施設の
故障原因にもなっていますので、絶対に入れないでください。
② カセット式ガスボンベやスプレー缶は、使い切って穴をあけて不燃ごみに入れてください。
③ 生ごみなど水分の多いものは、十分に水切りをしてください。
④ 可燃ごみか不燃ごみか迷ったときは、必ず不燃ごみとして出してください。
⑤ 缶･びん･ペットボトルは、必ずキャップをはずし、中を軽く水洗いしてから出してください。
⑥ プラスチック製のキャップは可燃ごみに、金属製のキャップは不燃ごみに入れてください。
⑦ ペットボトルのキャップとラベルは、可燃ごみに入れてください。
⑧ ごみを出す際は、ルールを守ってきちんと分別し、指定された日の当日に出してください。
2. ごみを減らす3 つの方法
3R (スリーアール) のライフスタイルを確立しましょう。
① ごみを出さない
発生抑制 Reduce(リデュース)
② 繰り返し使う
再使用
３R
Reuse(リユース)
③ 資源として使う
再生利用 Recycle(リサイクル)
3. ごみ排出量の比較
○可燃ごみ･不燃ごみ･資源ごみ(缶、びん、ペットボトル)･粗大ごみ
（単位：トン）
区 分
大潟村
八郎潟町
井川町
合 計
男鹿市
五城目町
平成23年度
976.03 10,268.13
2,512.34
1,456.84
1,455.04
16,668.38
平成22年度
972.20 10,889.60 10,889.60
1,493.44
1,487.85
17,397.08
−621.47
−41.65
−36.60
−32,81
−728.70
増 減
3.38
−5.7％
−1.6％
−2.5％
−2.2％
−4.2％
増減率
0.4％

}

※古紙類を除く
○循環型社会形成推進地域計画の目標達成状況報告書を組合ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

http://www.namahage.ne.jp/˜hachirokocc/index.htm
☎ 22-7211

【問合せ】八郎湖周辺クリーンセンター
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情報・募集・ご案内
国立宮古海上技術短期大学校から

オープンキャンパスに参加してみませんか

高校生福祉の進路ガイダンス

【日時】７月14･28日、９月８日(全て土)
10:00 〜14:00
【場所】国立宮古海上技術短期大学校
岩手県宮古市磯鶏2-5-10
【内容】ウェルカムランチ･体験航海･施設見学ほか
【問合せ】国立宮古海上技術短期大学校教務課
☎ 0193-62-5316
国立宮古海上技術短期大学校から

【日時】７月25日(水)13:00〜17:00
【会場】社会福祉法人いずみ会 ウエルビューいずみ
秋田市泉菅野二丁目17-27
【定員】30名程度
【申込･問合せ】７月12日(木)までに秋田県社会
福祉協議会へ ☎ 018-864-2880
秋田県社会福祉協議会から

平成25年度の学生募集について
【受験資格】平成 25 年４月１日において満 18
歳以上の者。高等学校卒業者 ( 見込みの者を含
む ) または同等以上の学力があると認められる
者。身体検査基準を満たす者 ( お問い合わせく
ださい)。
【受付】７月30日〜平成25年２月８日(試験区
分により期間が異なります)
【問合せ】国立宮古海上技術短期大学校教務課
☎ 0193-62-5316
仙台入国管理局から

平成24年度入国警備官採用試験について
【受験資格】
１警備官：①平成24月４月１日において高校又は
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
５年を経過していない方及び平成25年３月まで
に高校又は中等教育学校を卒業見込みの方②人
事院が上記に準ずると認める方。
２警備官(社会人)：昭和47年４月２日以降に生ま
れた方(上記①に規定する期間を経過した方及
び人事院がそれに準ずると認める方)
【受付】インターネット ７月24日〜８月２日
郵送・持参 ７月30日〜８月７日
【問合せ】仙台入国管理局総務課
☎ 022-256-6076
秋田県司法書士会から

司法書士が無料で相談にのります
【日時】毎週月〜金曜日 13:30 〜15:00
【会場】秋田司法書士会館
秋田市山王六丁目3番4号
【定員】先着２件/１日(１件30分程度)
【申込･問合せ】秋田県司法書士会
☎ 018-824-0187
ホームページ http://www.akita-shiho.or.jp/index.shtml

○
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福祉の就職総合フェア2012in秋田
求人事業所との面談機会の提供、各種相談コーナ
ーを設置し、福祉分野への就職活動を支援します。
【日時】８月８日(水)13:30〜16:30
【会場】秋田ビューホテル４階 飛翔の間
秋田市中通2-6-1
【問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎ 018-864-2880
日本遺族会から

戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集
先の大戦で父等を無くした戦没者の遺児を対
象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊
追悼及び地域住民と友好親善を図ります。
【日程等】訪問地により異なりますので、お問
い合わせください。
【申込･問合せ】財団法人日本遺族会
☎ 03-3261-5521 FAX 03-3261-9191
天王みどり学園から

第５回
「みどりっこ夏まつり」
を開催します
【日時】７月28日(土) 13:00〜17:00
【場所】天王みどり学園･県総合教育センター駐車場
※雨天時は校内
【内容】願人踊り･なまはげ太鼓･プラネタリウ
ム･おばこ踊り･出店･ソーラン
【問合せ】県立養護学校天王みどり学園
☎ 018-870-4611
秋田調停協会から

「無料調停相談会」を実施します
【日時】７月13日(金) 10:00〜15:00 予約不可
【場所】裁判合同庁舎内(秋田市山王七丁目１番１号)
【内容】家庭内の問題(夫婦親子関係･扶養･相続等)
土地･建物･金銭のもめごと、多重債務、交通事故
【問合せ】裁判合同庁舎内 秋田調停協会
☎ 018-824-3121

平成24年７月号

情報・募集・ご案内
秋田県観光文化スポーツ部から

「川柳の祭典」への作品募集
第27回国民文化祭･とくしま2012(開催地:徳島県)に併せて開催される「川柳の祭典」に作品を募集します。
【募集期間】７月20日(金) まで【応募方法】所定の用紙により応募、ほか。【応募料】1,000円/1 人
【応募･問合せ】社団法人全日本川柳協会内 国民文化祭徳島大会事務局 ☎ 06-6352-2210
ホームページ https://www.nissenkyou.or.jp/
秋田県観光文化スポーツ部から

大潟村社会福祉協議会から

「あきたの文芸」への作品募集

心配ごと特別相談日を開催します

あきた県民芸術祭 2012 の「あきたの文芸」
へ作品を募集します。
【募集期間】８月31日(金) まで(必着)
【応募資格】県内在住者又は県出身者で満16歳以上
【募集作品】小説･評論、詩、短歌、俳句、川
柳、エッセイ
【応募方法】原稿用紙･A4用紙
【応募料】1,000円/1 部門毎
【応募･問合せ】県観光文化スポーツ部
☎ 018-860-1530
メール bunka@mail2.pref.akita.jp

心配ごと特別相談日は秋田弁護士会の協力を
得て開設するものです。相談員には秋田弁護士
会所属の弁護士を迎え、皆さんからの相談に応
じます。(相談無料･秘密厳守ですが、要予約です)
【日時】７月31日(火)10:00〜12:00
【場所】ふれあい健康館
【申込･問合せ】
社会福祉協議会
☎ 45-2840

秋田県農業研修センター７月の研修予定
問合せ：農業研修センター☎45-3113 生態系公園管理事務所☎45-3106
○農業経営者研修「有機･環境①」
【日時】７月３日10:00〜15:00
【定員】25名 【費用】500円
【問合せ】農業研修センター
○農業経営者研修「ネット販売」
【日時】７月5日10:00 〜15:00
【定員】25名 【費用】500円
【問合せ】農業研修センター
○農業経営者研修「排水対策」
【日時】７月11日10:00 〜15:10
【定員】25名 【費用】500円
【問合せ】農業研修センター

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事

業

名

○農村起業家研修
「果実の加工品①」
【日時】７月13日13:30〜16:00
【定員】20名 【費用】1,500円
【問合せ】農業研修センター
○農業経営者研修「農業生産工程管理」
【日時】7月20日10:00〜15:00
【定員】25名 【費用】500円
【問合せ】農業研修センター
○夏を涼しくコケ玉づくり
【日時】７月21日13:30〜15:30
【定員】20名【費用】1,500円
【問合せ】生態系公園管理事務所

○「食･農･観」
連携ビジネス･スクール②
【日時】７月26日10:00〜15:00
【定員】入校生随時募集中
【問合せ】農業研修センター
○夏休み工作教室
【日時】７月28日13:30〜15:30
【定員】小学生親子20組
【費用】1,000円/組
【問合せ】
生態系公園管理事務所

平成24年５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。
契約方式

入札日

契約額（税込） 落札率(%)

業

者

名

平 成 2 4 年 度 パ ー ソ ナ ル
コ ン ピ ュ ー タ ー 導 入 事 業 指名競争入札
管路台帳システム作成･導入
業
務
委
託 指名競争入札

５月８日

1,701,000円 70.43% 秋 田 ゼ ロ ッ ク ス ( 株 )

５月10日

下水道管路施設清掃業務委託 指名競争入札

５月10日

本水道設計社
7,560,000円 89.11% (秋株 ) 日
田 営 業 所
5,617,500円 96.40% ( 有 ) エ ピ ッ ク 開 発

街

事 指名競争入札

５月24日

3,066000円 91.25% 若 美 電 気 工 事 ( 株 )

浄 水 場 ろ 過 池 更 生 工 事 指名競争入札

５月24日

道路台帳整備業務委託 随 意 契 約

５月24日

8,085,000円 91.67% (秋株)北日本ウエスターン商事
田
支
店
5,638,500円 96.93% ( 株 ) パ ス コ 秋 田 支 店

道 路 等 区 画 線 設 置 工 事 指名競争入札

５月24日

4,935,000円 94.95% (株)秋田デイックライト

灯

補

修

工

○
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平成24年７月号

今月 の カ レ ン ダ ー
月日

行

事

名

今月の保健センター相談・健診
場

所

７月

6日 村民射撃大会
7日 村民登山
7日 村民野球大会(〜8日)
8日 中央地区吹奏楽コンクール
14日 県中学校総合体育大会
20日 東北総合体育大会(ボート競技、〜22日)
22日 男鹿潟上南秋支部消防操法大会
23日 幼・小・中夏季休業(〜8/24)
28日 2012WGCソーラーカー&バイシクルレース(〜31日)
31日 心配ごと特別相談日(10:00〜12:00)

男鹿市射撃場
森吉山
村民野球場
秋田市(県民会館)
各会場
大潟漕艇場
井川町
スポーツライン
ふれあい健康館

８月

1日
2日
4日
6日
11日

B&Gプール

村民水泳大会
農業委員会定例総会(13:30〜)
大潟村野球選手権大会(〜5日)
戦没者追悼式
村民サマーレガッタ

役場
村民野球場
ふれあい健康館
大潟漕艇場

村の人口の動き・公共施設の状況
◎人口の動き（６月１日現在）
項目
世帯数
人口
男
女

人数（人）（増減）
1,087 (0)
3,308 (0)
1,633 (＋１)
1,675 (−１)

項目

人数（人）

転入
転出
出生
死亡

４
２

1
3

◎公共施設の利用状況（５月中）
施設名
公民館
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

施設名

349人
895人
4,815人
3,480人
−人

利用者数（量）

970人
806人
77ｔ
43,942
46,949

村民センター
ふれあい健康館
ごみ処理量
水道使用量
下水排水量

34人

◎公共施設の太陽光発電量（５月中）
発電能力 kW 発電量 kWh 消費量 kWh 売電量 kWh 買電量 kWh
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

9.99
3.96
7.74
9.99
9.99
7.20
5.40
4.32
4.95
63.54

1,081
357
647
1,293
1,219
556
718
554
881
7,306

132
40
39
197
159
117
45
126
80
935

1,041
338
626
1,186
1,153
502
685
477
830
6,838

92
21
18
90
93
63
12
49
29
467

○売電量の金額換算：287,196円
（単価42円/kWh）
○売電量の石油換算：1,548リットル

○
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■保健センター ☎45-2613
◎乳児相談(２か月の乳児)
７月12日(木)13:00〜
◎乳児健診(4･7･10･13か月の乳児)
７月９日(月)13:00〜
◎ 2 歳児親子歯科健診(H22.1.1〜3.31生)
７月23日(月)13:00〜
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
臨床心理士による講話「子どものほめ方･しかり方」
講師：橋本まり子氏
７月12日(木)10:00〜11:30
◎健康相談
ふれあい健康館
７月18日(水)9:50〜
８月１日(水)9:50〜
保健センター
７月25日(水)9:30〜11:00
８月１日(水)13:00〜
※栄養相談もできます(病気等で食事の相談がある
方はご利用ください)
※保健センター来所者の健康相談も随時受け付けています。
◎福田先生の健康相談
７月12日(木)･26日(木)14:00〜15:00
いろいろな疾病の相談に応じますので、お
気軽にお出でください。
場所･申込：保健センター ☎45-2613
◎小児科医師による健康相談
7 月９日(月)14:15〜
相談医：湖東総合病院 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。
場所･申込：保健センター ☎ 45-2613
◎専門医による「心の健康相談日」
７月10日(火)･24日(火)13:30 〜 15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
７月17日(火)13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
申込：秋田地域振興局福祉環境部
児童障害者班 ☎ 018-855-5171

７月の行政相談
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。
【行政相談委員】北村 シゲさん
（西3-4、☎45-2918）
【相談日】７月17日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

