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●今月の主な内容
◇ 12月定例会
◇ 一日行政マン・ウーマン体験事業
◇ 幼稚園なかよし発表会
◇ 村づくり懇談会
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オペレッタ やさいのパーティー
12月８日、幼稚園において、な
かよし発表会が開催されました。
最終演目は全園児が出演。キャベ
ツやトマトなどに扮し演じられた
オペレッタに、会場から大きな拍
手が送られました。
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新年のごあいさつ

大潟村長

髙橋 浩人

新年あけましておめでとうございます。

衆議院選挙も終わり、政権交代が現実となり
ました。この間、前政権末期から民主党時代も

村民のみな様には、ご家族お揃いで健やかに

日本の顔の首相が頻繁に替わり、政治は安定し

新年を迎えられたことと心からお慶び申し上げ

ませんでした。新政権が安定し社会が安定する

ます。

ことを願い、農業においても戸別所得補償制度

また、平素は村行政の各分野にわたり格別の
ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、冬の豪雪、春の爆弾低気圧による農

を継承した安定した農業政策の推進を願ってい
ます。

農業について

業施設への甚大な被害、夏の記録的な猛暑、晩

暴風被害や猛暑等ありましたが、農協をはじ

秋の長雨と天候はとても不安定でした。そうし

めとする関係機関の協力と農家の努力のおかげ

たなか、農業施設の早期復旧や猛暑に対する農

で農作物は全般に豊作でありました。村として

作物の適正管理など、農家の努力や技術の高さ

も安心すると共に喜ばしく思っています。

には目を見張るものがありました。改めて、専

国から秋田県への 2013年産米の生産数量目標

業農家群としての大潟村農家の力強さを感じる

の配分が幾分増加されました。12月27日には県

とともに敬意を表します。

から市町村別目標数量が示されました。県から
の配分に当たり、県内市町村転作率の格差は半
減となり、村内配分においては、村内格差は解
消されることになります。引き続き農業者戸別
所得補償制度への参加により、安定した農業経
営を継続されるよう協力をよろしくお願いいた
ます。
本年度、大潟村字南地区の県有地 1.6ha を村
で購入します。新年度は、育苗ハウス団地とし
て造成し、夏〜秋頃には貸し付けを予定してい
ます。稲の育苗にも使えますが、園芸品目の導
入により所得の向上にも結びつけていただきた

暴風により被害を受けたハウス
○
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天候の異常は今後も続くことが予想されます。

ヨーロッパ研修

農協や県とも連携して情報の提供に努めるとと

昨年10月、ヨーロッパ研修に参加して、ヨー

もに、災害に対しては細心の注意を払っていき

ロッパでは EU 連合として、自由と民主主義の

たいと思います。農家のみな様におかれまして

もと多様性における統一を目指していることを

も、災害への対策と適切な農作物管理をよろし

知りました。フランスやドイツでは小規模な自

くお願いいたします。

治体が多く存在していますが、日本では道州制
の導入において、市町村合併が取りざたされて

「日本一元気な長寿村」をめざして

います。 TPPはじめ、効率や競争原理だけを追

最近、高齢者の集まりに参加すると「日本一

求して行く社会の危険性を認識し、多様性や多

元気な長寿村」の話題が必ず出ます。このこと

元的共存の重要性についてヨーロッパから学ば

は、意識が浸透してきた現れであり、とても心

なくてはなりません。

強く思っています。なによりも、村民が自分の
健康管理に関心を持つようになってきたことは、
大変喜ばしいことであります。
農業はいつまでも現役で働ける素晴らしい職
業です。そして、農業を通じて培った技術を社
会活動に活かして、菜の花栽培や柿の木管理、
園芸療法やシルバー人材センターの事業等に役
立てているところは、大潟村が誇れる本当に素
晴らしい取り組みだと思っています。村として、
今後とも取り組みを支援し発信していきたいと
思います。

ドイツ

ブロイベルグ村の研修風景

湖東病院の改築が決まり、新病棟は平成26年

東日本震災直後、被災者は身勝手な行動を慎

５月の開院を予定しています。今後、湖東病院

み、炊き出しに整然と並び冷静に対応して「秩

と診療所との連携を深め、村内医療の充実を図

序を守る日本人の姿」が海外のメディアに絶賛

ってまいります。また、今後とも健康管理への

されました。日本人の道徳観が世界から認めら

啓発に努め、検診や健康相談、予防接種や診療、

れたことだと思います。日本には誇れる価値観

運動や健康教室、予防介護や機能回復、生きが

に文化や技術、自然があります。政権交代とな

い活動等、総合的に健康事業を展開して「日本

りましたが、もっと自信を持って日本の価値観

一元気な長寿村」を目指してまいります。

や考えを世界に主張しても良いのではないでし
ょうか。多様性に溢れた世界こそ、持続可能な

総合村づくり計画

国際社会であり、日本の社会だと思います。

本年、総合村づくり計画の前期計画検証と後
期計画策定を予定しています。この４年間、村
の指標となる村づくり計画は順調に計画達成を
してきました。

おわりに
大潟村では本年度も様々な事業を展開し、
「豊かな自然

みなぎる活力

人いきいき

元

また、環境基本条例はじめ農業チャレンジプ

気な大潟村」の実現を目指し、村の個性を伸ば

ラン・地域福祉計画・食農教育推進計画、景観

していきます。そして、全村民が誇りを持ち，

計画（年度内策定）を策定して、体系的に村づ

幸せを実感できる村づくりに役職員一同取り組

くりを進める条件も整えてまいりました。今後

んでまいります。村民のみな様のご協力とご参

は、こうした体系的に行っている村事業を 50周

加をよろしくお願い申し上げます。

年事業と合わせて発信してまいります。

村民のみな様の御健勝とご多幸をご祈念申し
上げ、新年のあいさつといたします。
○
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村議会12 月定例会

村 政 報 告

参加者の興味関心を集めるところとなりました。
平成 26年度には秋田県で国民文化祭が開催され
ます。大潟村では「ジオパークの祭典」と「川柳

大潟村創立50周年記念事業
大潟村創立50周年記念事業の計画の策定に向け、
９月下旬から10月にかけ、村民及び50周年記念事

の祭典」を開催する予定でありますが、「ジオパ
ークの祭典」については、引き続き男鹿市と連携
し、準備を進めてまいります。

業実行委員会委員から記念事業についてのアイデ

また、「川柳の祭典」では、開催準備の一環と

ィアを募集したところ、50件を超える意見や要望

して、山梨県甲府市で開催された川柳プレ大会、

が寄せられました。50周年に向けた期待の表れと

及び徳島県徳島市で開催された「川柳の祭典」に

受け止めており、この場を借りてお礼申し上げま

も参加し、先進事例の視察をしてきたところです。

す。

国民文化祭は、大潟村を全国にアピールするま

これらのアイディアについては、現在、実行委

たとない機会となりますので、関係機関、団体と

員会委員の皆様に各事業の実現の可能性等につい

連携・協力し、万全な体制で全国の皆さんをお迎

て検討をお願いしているところでありますが、今

えしたいと考えております。

後、その結果をもとに、事業内容を精査し、記念
事業の計画の策定に取り組んでまいりたいと考え

議員の皆様をはじめ、村民の皆様のご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

ております。

男鹿半島・大潟ジオパーク並びに国民文化祭
去る９月27日、男鹿市文化会館において、東北
ジオパークフォーラムが行われ、東北各地から約

250名の参加がありました。当日は、事例発表と
パネルディスカッションがあり、活発な意見交換
が行われました。

山梨県甲府市の川柳プレ大会の様子

おいて、第３回日本ジオパーク全国大会が行われ

葬祭に関する検討事業
10月17日に、議会、ＪＡ大潟村、自治会長連絡

ました。大会では、東北ジオパークフォーラム、

協議会等の村内関係団体を委員とした「村内にお

八郎潟の地層や大潟村の自然環境、サンルーラル

ける葬祭環境整備検討委員会」を設置したところ

大潟の特産品開発についてポスターで紹介を行っ

です。委員会では、村内における葬祭の現状と課

たほか、八郎潟の地層のはぎ取り標本を干拓博物

題について、委員の方々より意見を頂くとともに、

館に展示する取り組みや、大潟モール温泉を利用

過去２年間に葬儀を行った家庭を対象としたアン

した入浴剤等についても紹介したところ、多くの

ケート調査を実施しております。

また、11月２日から５日まで、高知県室戸市に

○

4

平成25年１月号

この調査結果を踏まえ、11月30日には２回目の
委員会を開催し、村民センターにおける葬祭と、
村外の民間施設を利用した葬祭の状況等について
意見を頂いたところです。
今後は、村内における葬祭の環境整備に向けて、

による業務別のワーキンググループにより、今後、
業務の標準化作業を進めることになります。
また、一部事務組合の設置について、加入する
県内12町村全ての議会で規約の議決が必要になる
ことから、当村においても、他町村と同様、本定

年度内を目処に意見集約を図ってまいりたいと考

例会に議案を提出しておりますので、よろしくお

えております。

願い申し上げます。

自然エネルギー事業化調査検討事業

大潟村・浦安市子ども交流事業

先の臨時国会において、特例公債法案が成立し、

この事業は、県の「秋田発・子ども双方向交流

国の補助金交付決定を受けましたので、12月中に

プロジェクト」事業を活用して実施し、今年は、

事業化検討委員会の設置と環境影響評価調査の委

浦安市から浦安市子ども会12人が、８月４日から

託契約締結、調査開始に向けて事務作業を進めて

６日までの２泊３日の日程で、本村を訪れ、大潟

いるところです。

小学校児童との交流、農家への民泊、だまこづく

また、風況調査については、12月中旬頃から終
末処理場跡地での観測が開始される見込みです。
今後は、村民を対象とする自然エネルギーに関
する勉強会や調査検討の状況報告会を開催しなが

りなど体験交流を行いました。
村からは昨年に続き、大潟小学校５年生38人が、

10 月 19 日から 21 日までの２泊３日の日程で、浦
安市を訪れ体験交流を行いました。

ら、検討委員会での議論を進め、大潟村での自然

子どもたちは、浦安市の復旧・復興状況、博物

エネルギー発電事業の方向性を定めてまいりたい

館や埋め立ての年代毎に異なる町並み見学、バー

と考えております。

ベキュー交流など多くの人々と触れ合いました。
また、「浦安市民まつり」に参加し、お米と特産

大潟村環境基本計画の策定状況
今年３月に大潟村環境基本条例を制定したとこ
ろですが、これに基づき、村の環境施策を総合的、

品の販売や大潟村をＰＲするなど、貴重な体験が
できたと思います。
さらに、子どもたちだけでなく、登山、グラウ

計画的に推進するため、現在、大潟村環境基本計

ンドゴルフ、婚活など、市民レベルの交流へも発

画の策定を進めているところです。

展しております。

先月は、村民アンケート調査を実施したところ、

今後は、防災協定を含め総合的な協定を結び、

多くの村民の皆様にご協力をいただきましてあり

浦安市との交流をさらに深めていきたいと考えて

がとうございました。現在、結果を集計し、庁内

おります。

検討会議で素案を取りまとめている段階ですが、
年内には、環境審議会を立ち上げ、この審議会で
検討してもらった上で計画を策定し、来年度以降
の事業に反映させてまいりたいと考えております。

秋田県町村電算共同化
共同化による電算経費の削減と、職員の負担を

浦安市とグラウンドゴルフによる交流

織として一部事務組合を平成25年４月１日に設置

小中学校旧校舎解体工事
９月24日に契約を締結し、工事を進めておりま

することなどを盛り込んだ協定書について、11月

すが、小学校校舎のアスベスト除去については、

28日に秋田県市町村会館で、秋田県副知事及び12

11月10日に無事に終了いたしました。除去工事中

町村議会議長の立ち会いのもと、協定締結を行っ

は、保健所による巡回が４回、粉じん調査が１回

たところであります。

行われたほか、労働基準監督署による現場確認も

軽減し住民サービスの向上を図ることや、運営組

大潟村では、平成25年度からの移行を予定して
おりますが、移行にあたっては、12町村の担当者

２回行われております。いずれも指摘事項はなく、
工事の安全性が確保された上で、無事終了したこ
○
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とを確認し、安心しております。
なお、解体工事は、12月27日が工期終了となっ
ておりましたが、内装下地に木質系の資材が見つ

底を啓発することとしております。
村民の皆様におかれましても、ご協力をよろし
くお願い申し上げます。

かり、その処理分別に時間がかかることや、整地

請負変更契約の締結について、議案上程している

北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイ
ル発射について
北朝鮮では、 12 月 10 日から 22 日までの午前７

ところです。

時から正午の時間帯において、「人工衛星」と称

作業は積雪を避けて行いたいとのことから、工期
を平成25年３月20日まで延長することとし、工事

引き続き安全には十分配慮し、進めてまいりま
すので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

するミサイル発射を予告しています。
今回、北朝鮮が設定した落下区域等を考慮する
と、我が国領域内に落下するケースは通常は起こ

八郎湖周辺クリーンセンターの作業事故
12 月４日、午前 11 時 30 分頃、八郎湖周辺クリ

ただきたい、との政府発表がこの３日に行われて

ーンセンターで作業事故が発生しました。

おります。

らないので、平常どおりの生活・業務を続けてい

事故の状況は､業務委託先の男鹿清掃興業株式

これを受け、村では、万が一に備え、発射予告

会社のパートタイマー作業員５人が、リサイクル

時間帯に担当課職員を配置する体制をとり、情報

施設の缶選別ラインで異物の除去作業中に、煙の

収集に努めると

ようなものが吹き出し、それを吸い込んで、目や

ともに、エムネ

喉の痛みを訴えたため、救急車で病院へ搬送した

ットやＪアラー

ものであります。

ト等による国・

病院へ搬送された５人は、診察の結果、身体に

県関係機関から

異常はなく、当日、午後４時頃に帰宅したとのこ

の情報伝達体制

とです。組合としましては、構成市町村の協力を

に万全を期して

得ながら、安全な作業を行うためにも、分別の徹

まいります。

Ｊアラートによる情報収集

12月定例会で可決された議案
大潟村土地開発基金条例を廃止する条例案
大潟村土地開発基金を廃止するために議案を提
出するものです。

財産の取得について
不動産の買入について、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。

大潟村教育研究所設置条例を廃止する条例案
大潟村教育研究所を廃止するために議案を提出

○大潟村字南１丁目54番２（県有地：16,216.46㎡）
取得価格

16,216,460円
秋田県知事

佐竹

敬久

するものです。

契約の相手方

秋田県町村電算システム共同事業組合の設
置に関する協議について
ついて関係市町村と協議するにあたり、議会の議

平成 24 年度大潟村水道事業特別会計への繰
り入れについて
水道事業推進のため、平成24年度大潟村一般会
計からの繰り入れ額も1,260千円追加し、29,179

決を経るものです。

千円以内とするものです。

工事請負変更契約の締結について

平成 24 年度大潟村公共下水道事業特別会計
への繰り入れについて
公共下水道事業推進のため、平成24年度大潟村
一般会計からの繰り入れ額を 1,644 千円追加し、
8,518千円以内とするものです。

秋田県町村電算システム共同事業組合の設置に

小・中学校校舎解体Ⅲ期工事について、工期を
「契約締結の日から平成24年12月27日まで」から
「契約締結の日から平成25年３月20日まで」に改
めるものです。
○
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大潟村特別養護老人ホームの指定管理者の指定について
大潟村軽費老人ホームの指定管理者の指定について
大潟村デイサービスセンターの指定管理者の指定について
指定管理者の指定については、地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を経るもの
です。
施設の名称

指定管理期間

大潟村特別養護老人ホーム

H25.4.1 〜 H28.3.1

社会福祉法人

敬仁会

大潟村軽費老人ホーム

H25.4.1 〜 H28.3.1

社会福祉法人

敬仁会

大潟村デイサービスセンター

H25.4.1 〜 H28.3.1

社会福祉法人

敬仁会

平成 24 年度大潟村一般会計・特別会計補正
予算案
(1)大潟村一般会計補正予算
補正前の額
4,498,500千円
補 正 額
75,036千円
補正後の額
4,573,536千円

指定管理者

(4)水道事業特別会計補正予算
補正前の額
補

正

額

補正後の額
〈主な歳入〉
〈主な歳出〉

・被災農業者経営体育成支援事業補助金

・ろ過池電動弁交換事業

△38,091千円
・前年度繰越金

13,820千円

補

正

額

補正後の額

〈主な歳出〉

〈主な歳入〉

・県有地（新規ハウス用地）取得事業 17,381千円

・一般会計繰入金

・平成24年暴風被害復旧事業（復旧支援補助）

・前年度繰越金

・24年災害道路復旧事業

39,480千円
8,367千円

(2)国民健康保険事業特別会計補正予算
補正前の額
678,589千円
補 正 額
48千円
補正後の額
678,637千円
〈主な歳入〉
・前年度繰越金

48千円
48千円

(3)介護保険事業特別会計補正予算
補正前の額
補

正

額

補正後の額

・前年度繰越金

239,461千円
3,025千円
242,486千円

〈主な歳出〉
・東2-1下水道管布設替え事業

3,986千円

平成 24 年度一般会計補正予算専決処分報告
について
補正前の額
4,496,228千円
補 正 額
2,272千円
補正後の額
4,498,500千円
・衆議院議員総選挙費委託金

2,272千円

・衆議院議員総選挙費

2,272千円

冬季の節電のお願い
総務省より、冬季の節電（〜３月29日、除

877千円
1,165千円

く12月29日〜１月４日）の依頼がありました。

3,025千円

協力いただきますようお願いします。

〈主な歳出〉
・特定入所者介護サービス費

1,644千円
2,342千円

〈主な歳出〉

〈主な歳入〉
・支払基金交付金

222,240千円
3,986千円
226,226千円

〈主な歳入〉

〈主な歳出〉
・償還金利子及び割引料

1,260千円

(5)公共下水道事業特別会計補正予算
補正前の額

・農業生産施設復旧支援事業費補助金

1,260千円

・一般会計繰入金

〈主な歳入〉

78,688千円

136,955千円
1,260千円
138,215千円

住民の皆様への数値目標はありませんが、
9:00〜21:00の間、無理のない範囲で節電にご

○
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一日行政マン・ウーマン体験事業
11月29日（木）、役場において、村民に村行政

総務広報班を体
験した東2-5自
治会長の猪股さ
ん
（サーバー室）

機構の各ポストを体験してもらい、行政に対して
理解を深めていただくことを目的として体験事業
を行いました。参加者からは「青色申告で経験し
ていたことと、さほど違いはなかった。」「公民
館にたくさんの図書があることを知り、これから
利用しようと思
いました。」
「小切手を初め
て切って、貴重
な体験ができ
た。」等、様々
な感想が述べら
保育園を体験した若妻会の郷津さん

れました。

第46回衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

公民館を体験し
た小学校ＰＴＡ
の川北さん（公
民館図書室）

大潟村開票区
開票結果

12月16日（日）、村民センターにおいて、大潟村投票区における衆議院議員総選挙の投票が行われ、
即日開票されました。大潟村開票区の開票結果は次のとおりです。
最高裁判所裁判官国民審査

衆議院議員総選挙

罷免を可

小選挙区秋田県第２区（届出順）
石田ひろし（社会民主党）

178票

山浦

善樹

100票

1,737票

川口ひろし（民主党）

540票

岡部

喜代子

104票

1,733票

さとう邦靖（日本共産党）

83票

須藤

正彦

99票

1,738票

かねだ勝年（自由民主党）

1,061票

横田

尤孝

97票

1,740票

投票総数

1,935票

無効投票数

73票

有効投票数

1,862票

大𣘺

正春

90票

1,747票

投票率

76.15％

千葉

勝美

102票

1,735票

寺田

逸郎

97票

1,740票

白木

勇

94票

1,743票

67票

大谷

剛彦

97票

1,740票

176票

小貫

芳信

104票

1,733票

比例代表東北ブロック（届出順）
社会民主党
公明党
幸福実現党

7票

みんなの党

124票

自由民主党

657票

民主党

295票

日本共産党

80票

新党改革

20票

日本維新の会

273票

日本未来の党

163票

投票総数

1,935票

無効投票数
○
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73票

有効投票数

1,862票

投票率

76.15％

投票総数
無効投票数

1,875票
38票

有効投票数

1,837票

投票率

73.79％

平成25年１月号

年少園児による踊り
﹁ステキな日曜日﹂

幼稚園なかよし発表会
12 月８日（土）、大潟幼稚園において園児たちが歌
などを披露する「なかよし発表会」が開催され、園児の
保護者やご家族など約250名が詰めかけました。
はじめに、全園児による「きらきらぼし」の演奏と英
語の歌詞による歌が披露され、その後、年長園児による
あいさつで発表会が始まりました。
年少園児による音楽に合わせた活発な踊り、年長園児に
よる元気な体操が披露されるなど、様々な内容の発表が
ありました。
今年のオペレッタは、全園児がニンジン・パセリ・レ
モン等の野菜に扮した「やさいのパーティー」。みんな
上手に歌と踊りを披露しました。

年長園児による踊り
﹁ヘイ！ヘイ！ヘイ！﹂

発表会は、年長園児のハンドベルによる素敵な演奏、

そして最後は「子どもの世界」を全園児が合唱し、会
場からの大きな拍手の中、発表会は終了となりました。

工藤和博さん 秋田県子ども
会育成連合会で個人表彰受賞

11月23日、大仙市神岡農村環境改善センターに
おいて、第５回秋田飴売り節全国大会（全国大会
としては３回目）が
開催され、一般の部
で、佐々木勲一さん
（西 2-1 ）が見事初
優勝に輝きました。
佐々木さんは仕事の
合間に練習をし、第
１回大会から出場を
続け、今回優勝とな
りました。おめでと
うございます。
優勝に「心臓が止まるかと

12月８日（土）、潟上市昭和公民館において、
平成24年度秋田県子ども会育成連合会表彰式が行
われ、長年にわたり子ども会の活動に貢献し、平
成19〜22年度は大潟村の会長も務められた工藤和
博さん（西 2-2 ）が個人表彰の部門で表彰されま
した。おめでとうございます。
個人表彰を受賞した
工藤さん

佐々木勲一さん
秋田飴売り節全国大会優勝

思った」とのことでした

平成２４年度村づくり懇談会

れました。当日は、事前に自治会長や村内団体長
から村への質問・要望が出されていたものについ
ての回答と、参加者から直接出された質問・要望
などの事項について、村からその場で回答を行い
ました。（主な質問・要望と回答は次ページに掲
載しております。）

参加者からたくさんの質
問・要望がありました

11 月 29 日（木）、役場において、村民約 30 名
の参加のもと平成24年度村づくり懇談会が開催さ

○
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平成24年度 村づくり懇談会
11月29日（木）に開催された平成24年度村づくり懇談会の主な質疑と回答
【質問】梅の木オーナー制度で管理している梅林

【質問】村の葬祭について検討しているというこ

の発生や環境整備の観点から、間伐を検討して欲

【回答】村内機関団体や公募などからなる葬祭環

に面している防災林について、梅の木への病害虫

とであるが、どのような状況なのか。

しい。

境整備検討委員会を設置し、どういう形なら村内

【回答】防災林は、暴風などの災害防止や緩和を

で葬祭を行うことが可能なのか、ソフト面なのか

目的としているものであります。村で景観計画を

ハード面なのか、アンケート調査を基に委員の方

定めることからも、防災林本来の目的や機能を損

から意見をいただきながら検討しているところで

なわない範囲で、梅の木への病害虫や環境整備に

あります。

ついて勘案しながら、間伐等について検討してい
きたいと思います。

【質問】生涯学習バスかけはしについて、最近、

マフラー外れや暖房が効かないなどの故障が多い。
更新は考えているのか。

【回答】故障による利用制限があり、大変申し訳
ありません。バスの点検をしてもらったところ、
エンジンには問題なく走行に支障がないというこ
とで安心しております。このことからも、利用に
支障のないようにしっかり整備していきたいと考
えております。更新につきましては、現時点では
梅の木オーナーが管理する梅林と防風林

予定しておりません。

【質問】村長のお話で「健康で長寿な大潟村にし

【質問】公民館の図書室が広くなり利用しやすく

も、各団体の活動に対してもう少し村から支援し

度程度の室温にあらかじめしておいて欲しい。ま

ていく」という事でしたが、生涯学習の観点から
て欲しい。

なったが、暖房がすぐ効くわけではないので、15
た、公民館の正月における開館について、４日か

【回答】各団体には、村政へご協力いただき大変

ら開けて欲しい。

ありがたく思っております。団体の運営に関して

【回答】図書室の室温につきましては、図書ボラ

は、「自分達の団体でできることは自らが行う」

ンティア等と協議しながら、利用しやすい環境に

という気持ちを持って活動していただき、そのや

していきたいと思います。公民館の正月の開館に

る気が健康で長寿な大潟村に繋がり、また、生涯

ついては、役場と同様に、 12月31日から１月５日

学習にも繋がっていくと思います。このことから

までは休館になりますことをご理解いただきたい

も、団体の活動には村からの支援は要らない、と

と思います。

いう気持ちでやっていただきたい。ただ、高齢者
世帯などで支援が必要な場合は、村では十分な支
援を行うこととしておりますし、村創立 50周年を
きっかけに、地域コミュニティのあり方について
検討し、これからの村づくりに繋げていきたいと
考えております。
【質問】風力発電の風況調査はどのように行って
いるのか。

【回答】終末処理場跡地付近において、高さ50m
のポールを設置して風況調査を行う予定です。
○
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【質問】幼保一体化を進めるにあたり、園舎建設
の積み立てはどれ程行っているのですか。

すので、そちらの駐車場を利用し路上駐車はご遠
慮いただきますようお願いします。

【回答】幼保一体化については、小・中学校の校
舎に関する事業が終わってから検討していきたい
と考えております。

【質問】多くの村民が参加できる「スポーツデー
（チャレンジデー）」をやってみたらどうか。

【回答】スポーツ推進委員が中心となり参加を検
【質問】特養について、指定管理者制度により平

成23・24年度の２年間は敬仁会が管理を行って

討しましたが、５月は農繁期であり村民の参加が
難しいとの判断です。なお、村では 18の村民大会

いる。また、平成24年度中に平成25〜27年度の

を実施し約1,900人の村民が参加しております。

このように指定管理者の決定から管理開始までの

【質問】保育園児のインフルエンザ予防接種を村

働いている職員も不安定な立場で働くこととなる。

のではないか。例えば、湖東病院の小児科の先生

３年間の指定管理者を決めることになっている。

期間が短いと、職員の募集をしても集まらないし、
もっと早く管理者を決定したり、職員が安定的に
働けるような管理期間の設定にできないか。

で集団接種でやってもらうと受けやすい人もいる
に来てもらって集団接種にすることはできないだ
ろうか。

【回答】指定管理者の選定については、制度に基

【回答】インフルエンザ予防接種は任意接種であ

づいて行っており、今回の３年間というのは他の

り（65歳以上は定期接種）、13歳未満は保護者同

施設の期間に合わせるというものであります。ま

伴が必要とされていること、また乳幼児の場合は

た、敬仁会からは、早くできないかとの相談も受

体調が不安定であることから、個人個人の体調の

けております。このことから、制度に沿って事業

良い日を選んで、お子様の体調を良く分かるかか

を進めながらも、雇用される方が不安を感じない

りつけ医で接種することをお勧めしていますので、

ような事業執行について検討していきたいと思い

ご理解ください。

ます。
【質問】大潟橋から南部排水機場間の堤防道路が
通行できなくなった経緯と、同じ区間の県有地に

【質問】全体的に街灯が暗いので本数を増やして
ほしい。

【回答】街灯のLED化を、年次計画で進めます。

土盛りされているのはなぜか。

【回答】堤防道路につきましては、その区間は県
が管理している道路で、県から「堤防管理道路で
あるが一般車両の交通量が多く、事故が発生した
場合、県の責任が問われる」旨の説明があり、閉
鎖となったものであります。また、その区間の未
利用地内には、希少種であるチュウヒやイトクズ
モの生息が確認されており、観光振興を含め、営
農上の利用、地域住民の利便性が図ら れるように
県へ要望してまいります。土盛りについては、県
有地に県の河川工事の残土を一時的に保管してい
るもので、土地改良区が立ち会い、排水路に影響
がない事を確認しながら作業を行っています。
【質問】新校舎の近くに駐車場がなく、部活帰り

の子どもを迎える路上駐車が目立つ。解体工事が、
予定よりも長引くということなので、簡易駐車場
を設けて欲しい。

【回答】簡易駐車場については検討しておりませ
んが、子どもの迎えの方が利用できるように、

B&Gプールと調理場の周辺の外灯を点けておりま

LED化された街灯（役場向かい交差点）
○
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大潟村情報発信者コラム

人生の転機
元朝日新聞社カメラマン
私は、新聞社で「報道カメラマン」として仕
事をしてきました。在職中は、「大学紛争」や
「浅間山荘事件」、「日航機墜落事故」など、
多くの事件・事故を取材し、また「日曜版」な
どの企画連載も担当し、激動の時代を見てきま
した。
平成 15 年、 60 歳で転勤先の名古屋で定年を
迎えました。その後の２年間は、定年後の生き
方を模索しながら「名古屋市災害対策委員」や
「市区政協力委員」などの地域活動にも力を注
いできました。名古屋は暮らしやすい街でした
が、土や緑がある生活への欲求が止み難く、移
住先を探し始めました。偶然にも目にしたイン
ターネットで「大潟村情報発信者入村事業」に
応募し、平成 17年３月に「情報発信者」として
大潟村への移住を認められ、新たな人生を歩み
始めました。
大潟村でも、若い世代の農家ではホームペー
ジを作成し農産物の販売に積極的に活用してい
る方もいます。私も、大潟村役場の公式ホーム
ページ【情報発信者のサイト】に、ホームペー
ジ「大潟村日記」をリンクし、『ブログ・風の
便り』のコーナーでは、村での出来事や話題を、
写真と文章で記録・発信しています。
これらの情報発信の作業は、私にとっては欠
くことができない大切な日課です。情報源の多
くは、私が所属する大潟村の「写真クラブ」、
「木炭水質浄化研究会」、「山友会」、「歩く
スキーの会」、「大潟の自然を愛する会」など
で、村の方々との交流を通じて直に体験したこ
となどです。ぜひ一度、ご覧いただければ幸い
です。
「山友会」では、「村民登山」や「きらきら

佐賀

文雄

塾」にも参加し、山を通じて
心を通い合わせる多くの友人を得ました。下山
後の温泉と「反省会」、この楽しみのために苦
しい山歩きをしているような一面もあります。
「木炭水質浄化研究会（通称炭焼きの会）」
の活動も、 マツクイ被害の村の松を炭にしよ
う という着眼点に惹かれ、仲間に入れていた
だきました。エネルギー源として、また水質浄
化の取り組みにも興味を持ちましたが、作業の
合間、木の根っ子に腰を下ろして囲むお茶のひ
ととき時。炭の粉で真っ黒になった顔で、気持
ちを通わせる楽しいひと時になっています。
更に、数年前からは「梅林オーナーの会」に
も所属しました。真冬の剪定、収穫までの病害
虫の防除作業などにも参加し ています。この梅
は、「梅漬け」として自身が漬け、健康食とし
て常に食卓を飾っています。
月日を重ね、村の方々と築いた交流の輪が広
がり、本当に大潟村への移住は正しかった、と
確信しています。
私の人生で「入村事業」は大きな転機でした。
それは入植世代の決断と通じるものがあると思
います。一方では「情報発信者」の高齢化も進
み、現在に至るも事業の定員を満たすには至っ
ていないようです。この事業の「様々な業種、
職種の人たちが村に住み、共にコミュニケーシ
ョンを持ち、学びながら暮らす」という理想の
灯は、新生「大潟村」にふさわしい事業だと思
います。
年々、知り合いも増え、学ぶことも多く、
日々充実した暮らしを送っています。新しい年
にはどんなことが待ち受けているのか、今から
楽しみです。
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拓邑俳句会

母在りき輝きし日の寒夜かな
松岡 正樹
手も口もひかえる齢年の暮
宮野 洋子
年の暮友の話をそっと折り
鈴木 英子
繕いつ生き来し辿る年の暮
小南 八郎
まだ穫らぬ野菜に惜しや雪しきり
佐藤 モモ子
日めくりへ反省しきり年の暮
佐藤 響泉
ピーポピーポ吹雪に途切れ救急車
池田 郷太郞
クリムソン色鮮やかに冬薔薇
大内 弘雲
子等来るを生きがいにして年の暮
佐々木 よしこ
雑用の日に日に多き年の暮
平塚 正子
ハウス立て暗渠掘り終え年暮るる
川渕 キヨ子
売らんかな声を限りに年の暮
仁田原 鈴子
一冊の本読み終えず年の暮
下間 良子
○
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大潟村公共施設 年末年始休業期間のお知らせ
12月29日（土）〜１月６日（日）
12月31日（月）〜１月５日（土）
12月31日（月）〜１月３日（木）
12月31日（月）〜１月３日（木）
詳細は21ページをご覧ください。
12月29日（土）〜１月６日（日）
12月29日（土）〜１月６日（日）
12月31日（月）〜１月５日（土）

◎役場庁舎
◎公民館
◎博物館
◎体育館
◎診療所
◎保健センター
◎村民センター

休業期間中の緊急連絡

大潟村総務企画課
☎45-2111

利用希望等の事情に応じ開館します。
◎ふれあい健康館 無休（ただし12月31日（月）〜１月５
日（土）の開館時間は9:00〜16:00）
◎ごみ処分場
12月31日（月）〜１月３日（木）
◎ごみ収集
１月１日（火）〜１月３日（木）
◎八郎湖周辺クリーンセンター 12月31日（月）正午〜１月３日（木）
※１月は、資源ごみの回収週が通常の月と異なりますので、
ゴミ収集カレンダーでよくご確認ください。

大潟村創立50周年記念

に連絡をお願いします。
警備会社に電話が転送さ
れますので、ご用件をお
話しください。
警備会社から、役場職員
に要件が連絡されます。

第２回プレフォーラム

〜大潟村の歴史を語る〜
第２回目となる今回は、「大潟村の農業の歴史」に焦点を当て、大潟村の営農、そして農業機械の移
り変わりについて、大潟村史を執筆していただいた秋田県立大学の小林由喜也教授、佐藤了教授から話
題提供をしていただき、意見交換を行います。
参加は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】１月24日（木）13:30〜15:30
【会場】役場第一会議室
【内容】①話題提供と意見交換
「大潟村農業と機械の変遷」秋田県立大学附属フィールド教育研究センター長 教授 小林 由喜也 氏
「大潟村農業の誕生と営農展開」秋田県立大学生物資源科学部長 教授 佐藤 了 氏
②村史編纂の経過報告
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

☆シカたない？

in

大潟保育園

クリスマスの制作を保育室に飾った日のお迎え

﹁おかあさん︑みて〜︒﹂

のとき︒

Ａさん

﹁しかだよ！﹂

お母さん﹁すごいね︒あなたは何作ったの？﹂

Ａさん

﹁Ａちゃん︑トナカイ︑ト・ナ・カ・イ ﹂

!!

トイレ掃除をしていた保育者⁝﹁えっ？﹂

保育者

足型を取り︑トナカイの角にしたのですが︑ト

ナカイになじみがなかったようです︒

☆♡♡♡♡♡

﹁みんな︑たくさん食べてすごいですね︒﹂

給食を食べているとき︒

園長

Ｂさん﹁えんちょうせんせい︑みて〜！﹂

﹂

﹁あらっ！本当だ︒すごいね︒﹂

Ｃくん﹁ぜんぶたべたよ

園長

Ｄさん﹁えんちょうせんせい︑だ〜いすき！

♡♡♡♡♡﹂

いつも声をかけてくれる園長が好きなＤさん︒

だいすき！ではもの足りなく︑いっぱい好きなこ

とを表現したかったみたいです︒

次は大潟幼稚園のつぶやきです︒

!!

○
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大潟村健康づくり推進委員会から

脂肪肝・・・
脂肪肝という言葉を皆さんは耳にするとおもいますが、アルコールを飲まないから大丈夫と思ってい
ませんか？

脂肪肝とは
糖分や脂質を摂りすぎて、肝臓に送られる脂肪酸が増えると、肝臓で脂肪酸から作られる中性脂肪
が肝臓にたまります。また、アルコールの飲みすぎでも肝臓に中性脂肪がたまります。
皮下や内臓に中性脂肪がたまると肥満になりますが、肝臓にたまると脂肪肝になります。つまり、
脂肪肝とは、肝臓がフォアグラのような状態になったといえば、わかりやすいかもしれません。
脂肪肝は年代では30〜70代に多く、男性では40歳前後、女性では40代以降の中高年に多くなりま
す。性別では男性のほうが多く、アルコール性の脂肪肝の場合は、放っておくと肝硬変に進むことも
あります。

脂肪肝の症状
自覚症状はありません。検査等で調べるしかありません。

脂肪肝の原因
肥満、糖尿病、アルコールの飲み過ぎです。
アルコールを飲まない人でも脂肪肝から肝炎等に進んでいく人がいます。非アルコール性脂肪性肝
炎といわれる疾患です。極端なダイエットをすると、脂肪肝になることがあります。特に糖質を多く
含むお米やパンなど炭水化物を極力とらないと低栄養脂肪肝になります。肝臓には一定量の脂肪が必
要です。糖質を極端に制限すると、肝臓は機能障害を防ごうとあわてて体中から脂肪をかき集めてし
まい、脂肪肝になるのです。つまり、糖質のとりすぎで脂肪肝になりますが、とらなさすぎでも脂肪
肝になってしまいます。

食事で脂肪肝を防ぎましょう
１糖質をとりすぎない
糖質は肝臓で体のエネルギー源である中性脂肪に合成されるので、適量の摂取は必要です
が、食べすぎは脂肪肝になってしまいます。
お菓子などの甘いものはもちろん、お米やパンなど炭水化物の食べすぎも注意が必要です。
２野菜やキノコは１日350グラム以上
野菜やキノコは糖質の吸収を遅らせるなどの効果があります。その際、一食にすべて食べる
のでなく、朝昼晩に分けて食べましょう。
３体を温める食材をとる
ショウガ、にんにく、とうがらしなどは新陳代謝を促進させ、ついてしまった脂肪の燃焼を
助けます。

脂肪肝の改善には運動も効果的です。
体脂肪が燃えれば肝臓に蓄えられていた脂肪も放出され、燃焼させることができます。
運動に慣れていない方は、軽いウォーキングや柔軟体操やストレッチなど軽い運動からチャレンジ
しましょう！数日運動した程度では脂肪肝はなかなか改善しません。長期間に渡りじっくりと継続で
きる方法を実行してください。
運動は有酸素運動、ウォーキングやジョギング、水泳など30分〜１時間程度の運動がおススメで
す。

アルコールはほどほどに！
大潟村は冬期間アルコールを飲む機会が多くなります。脂肪肝を防ぐには、ほどほどに。

○
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

住 宅配置図の小さい版が必要な方へ
12月はじめにお配りした新しい住宅配置図は、
皆さまからの「文字が小さくて見にくい」との声
を受け、既存版より大きくしております。これま
でと同じサイズの配置図が必要な方は、総務企画
課までおいで下さい。

宅 地分譲のお知らせ

＊新しい住宅配置図に間違いがありましたので、
訂正をお願いいたします。
（中央1-17 村民センター内）
誤）NPO法人インターネット連絡協議会
正）NPO法人ポルダーネット
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

〜西2丁目4番地41〜

【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】村定住のために宅地を必要としている方

【分譲の決定】先着順
【申込・問合せ】総務企画課

選挙管理委員会からのお知らせ

☎ 45-2111

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
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
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
っていても、実際に投票するためには、村の選挙
管理委員会が管理する「永久選挙人名簿」に登録
されていなければなりません。そこで大潟村選挙
管理委員会では、 20 歳になった時点で、村の住民
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。
20歳前に村を離れ、現在は村に戻っている場合
は、以下に連絡してください。村選挙管理委員会
で確認してから３か月経過後に、村の永久選挙人
名簿に登載されます。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111

選挙権等を規定している、公職選挙法第９条第
２項及び第 21 条における「住所」とは、生活の本
拠を指すものです。このことから、住民票が村に
あっても実際に居住されていない方については、
村において選挙権が与えられないことになります。
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
ります。
公職選挙法では、選挙権の行使を容易にする為
に住所要件を設けたものでありますので、速やか
に実際の居住地へ住民票を異動いただきますよう
お願いします。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111

農 業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出について
農家の方が、農業委員会委員選挙人名簿に登載
されるために必要な申請書を送付いたしておりま
すので、期限を守ってご提出ください。

【送付日】12月21
（金）【提出期限】１月10日（木）
【提出先】大潟村農業委員会
【連絡先】選挙管理委員会
☎ 45-2111
農業委員会事務局 ☎ 45-3654

秋田県農業研修センター
秋田県農業研修センター １月の研修予定
１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
○「食・農・観」連携ビジネス・スク
ール⑧（全10回）
【日時】１月11日 10:00〜15:00
【場所】ホテルメトロポリタン秋田
【内容】ブランディングの基礎
【問合せ】農業研修センター HP をご
覧ください

○農業経営者研修「農業簿記（手書き）②」
【日時】1月17日･18日 10:00〜16:00
【定員】20名【費用】500円
【問合せ】農業研修センター
○農村起業家研修「発酵食品（ハタ
ハタ寿司）」
【日時】1月24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

○農村起業家研修「米の加工品②発酵
食品（巻き寿司）」
【日時】１月31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
※研修の情報はwebサイトにも掲載
「農業研修センター」
「生態系公園」で検索

○
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税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎ 45-2113

１ 月は償却資産の申告月間です
１月７日（月）から、償却資産申告書の受付け
が始まります。
事業を行っている個人・法人で償却資産を所有
している方は、必ず申告してください。
【申告期間】１月７日（月）〜１月31日（木）
【申告の対象】１月１日現在で所有している償却
資産（例）ベルトコンベア、畦塗り機、催芽機、
パソコンなど
※自動車税・軽自動車税の課税対象は含まれませ
ん。
【申告先】税務会計課窓口

住民生活課からのお知らせ

男 女共同参画講演会開催
講演会は、広く男女共同参画について理解と関
心を深め、それぞれの立場で社会参加をして頂く
ため開催いたします。
講師は、男女共同参画推進について、多方面で
活躍されております 三井マリ子 氏をお迎えし
行います。入場も無料ですので気軽にご参加下さ
い。
【日時】１月26日（土） 10:00〜
【場所】村民センター
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

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】１月９日・16日・23日・30日（全て水）
13:30〜15:00
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上の方
【申込・問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

介 護予防教室「いきいき元気の集い」
いきいきとした生活が出来るように、歌や体
操、ゲームをしながら楽しく過ごします。
【日時】１月15日（火）10:30〜11:30
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上の方
【申込・問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321
○
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【申告用紙】税務会計課の窓口にあります（大潟
村公式ホームページからもダウンロードできま
す）。
※平成 24年度に償却資産をお持ちの方には、 12月
下旬に申告書をお送りしています。
※償却資産の申告は、確定申告とは別のもので
す。必ず申告してください。
※確定申告の際に作成する、減価償却費計算書の
写しなどで申告していただいても結構です（必ず
住所・氏名を明記してください）。
【問合せ】税務会計課 ☎ 45-2113

住民生活課 ☎ 45-2114
保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター☎ 22-4321

献 血にご協力を（成分献血）
成分献血は時間がかかりますので予約をお願い
します。
【日時】１月22日（火）
【受付時間】9:30〜10:40
【場所】公民館
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

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、お気軽に来所して下さい。
【日時】１月８日（火）9:00〜11:30
【場所】地域包括視線センター
（特養ひだまり苑内）
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

栄 養改善教室
栄養について、バランスがとれた食事の摂り方
について学び、健康的な生活を目指します。
【日時】１月25日・２月８日（全て金）
11:00〜13:30
【場所】ひだまり苑（１月25日）
村民センター（２月８日）
【内容】試食（ひだまり苑の昼食、昼食代は実費
（500円））、講話と調理実習等
【対象】65歳以上の一人暮らしの方、 65歳以上の
夫婦世帯の方
【講師】ひだまり苑管理栄養士 金子 孝子 氏
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

平成25年１月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114
地域包括支援センター☎ 22-4321

認 知症サポーターになってみませんか？
★ロバのように急がず、しかし、一歩一歩着実に進んでいきましょう！★
１．認知症サポーターとは
「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る
応援者です。受講後に特別な活動を強制されるものではありません。友人や家族へ学んだ知識を伝
えたり、日常生活での見守りや声掛け等、できる範囲の手助けをすることが活動です。
２．内容や時間は
認知症の症状について、認知症の人と接する時の心がまえや介護している人の気持ちの理解など
を、冊子やビデオ・DVD上映などで学びます。時間は１時間半程度です。
３．講座を開くには
自治会や各団体・企業・学校などからのご希望に応じて開催します。ご近所や友人の集いなどの
少人数でも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
受講料は無料ですが、全国キャラバンメイト連絡協議会への届け出が必要なため、お早めにご連
絡頂ければ幸いです。
【申込・問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

高 齢者虐待を防止しましょう
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義
務づけられています。「ちょっと変だな」と感じたら、ためらわずにご相談ください。早期発見・早期
対応により問題の深刻化を防ぐことができます。結果として何もなければ、それにこしたことはありま
せん。通報や届出者の秘密は守ります。

◆こんなことが高齢者虐待です◆
○身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じたり、生じるおそれ
のある暴力を加えること。
・たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる
・ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に
与える など
○介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長
時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠るこ
と。
・入浴や排泄などの世話をせず、不衛生な状態に
させている
・空腹状態、脱水状態、栄養失調の状態にさせて
いる
・劣悪な住環境の中に放置して生活させている
など
○心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応
等、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行
うこと。
・排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
・子供扱いをする、怒鳴る、ののしる、悪口を言
う など

○性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又はさせ
ること。
・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にし
て放置する
・不必要に性器を触る など
○経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分したり、高齢者から
不当に財産上の利益を得ること。
・必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意
思・利益に反して使用する など
虐待に限らず、地域で気になる高齢者を発見し
たり、介護に関する心配事等がありましたら、お
気軽にご相談ください。

〜高齢者虐待相談窓口〜
地域包括支援センター ☎ 22-4321
住民生活課 ☎ 45-2114

○
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住民生活課 ☎ 45-2114
保健センター ☎ 45-2613

住民生活課からのお知らせ

24年分確定申告について初めて
平成
e-TAX(電子申告)を利用する予定の方へ

健 康教室｢リフレッシュ体操｣

ストレッチ、筋力アップにより体重の減少を目
e-TAX(電子申告)することで所得税額控除(平成
24年分は最高3,000円)がうけられるのは、平成24 指します。
【日時】１月11日･18日･25日(全て金)
年分の申告までです。
２月１日･８日･15日･22日(全て金)
e-TAXによる所得税控除を一度も受けたことが
無く、e-TAXで平成24年分を申告したい方は、公
13:30〜15:00
的個人認証サービスを申し込む必要があります。

【場所】保健センター
【対象】検診等で肥満等が指摘され

○公的個人認証サービスの申込に必要なもの
・住民基本台帳カード(お持ちで無い方は先に住
民基本台帳カードの交付申請が必要です)

た40歳以上の女性
【申込･問合せ】保健センター
☎ 45-2613

・本人確認資料(写真付き公的機関発行の身分証
明書)
・手数料500円、即日作成、有効期限３年。

健 康教室
｢男性のためのメタボリック解消教室｣
運動による体力づくりと、食生活の改善を図り

○住民基本台帳カードの交付申請に必要なもの
・写真(役場でも無料で撮影できます。)
・写真付き公的機関発行の身分証明書(お持ちで
無い方は健康保険証等)
・手数料500円、１〜２週間程度で作成、有効期

メタボリックシンドロームの解消を目指します。
【日時】１月11日･18日･25日(全て金)
２月１日･８日･15日･22日(全て金)

10:00〜11:30
【場所】保健センター

限10年。

【対象】検診等で肥満等が指摘

【問合せ】住民生活課

された40歳以上の男性

☎ 45-2114

【申込･問合せ】
保健センター

環境エネルギー室からのお知らせ

環 境マネジメントシステムの取り組み

環境エネルギー室 ☎ 45-2115

〜職員ボランティア活動〜

12月３日(月)、村中心地を南北に横切る遊歩
道(約400m)やコミュニティ広場において、み
なさんが気持ちよく春を迎えられるよう、積
もった落ち葉等を職員総出で清掃しました。
この活動は、役場職員による環境美化活動
の一環として毎年行っているもので、役場で
は、このようなボランティア活動を、年３回
以上という目標のもと実施しています。

○
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☎ 45-2613

役場職員による
ボランティア活動

平成25年１月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

成25年度未来農業のフロンティア
平 育成研修生の２次募集
新規就農に必要な技術を身につけようとする
方、及び新たな部門開始に必要な技術を身につけ
ようとする既就農者の方を募集します。
【研修内容】
１年目は研修員等の指導で基礎知識や技術を習得
し、２年目はプロジェクト研修や実習等により、応
用的な知識及び技術や技能等を身につけます。
【研修期間】
平成25年４月〜平成27年２月まで(23か月間)
【研修場所及び研修コース】
研修場所
農業試験場
果樹試験場
本場
かづの果樹センター
天王分場
畜産試験場

研修コース
野菜
花き
果樹(リンゴ等)
果樹(リンゴ等)
果樹(梨等)
酪農

募集人員
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

【受講資格】
①研修終了後の県内就農が確実と見込まれる者。
②申請時の年齢が45歳未満の者。
③１次募集に応募していない者。
【募集締切】
１月18日(金) 役場必着
※研修生には研修奨励金が支給されます。(国の青
年就農給付金を活用した場合は、重複できません。)
また、申込みには推薦書や健康診断書等の提出が
必要となりますのでお早めにお問合せください。
【申込･問合せ】
秋田県農業研修センター ☎ 45-3113

http://www.pref.akita.lg.jp/atkikaku/
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】２戸
【家

賃】22,000円/月

【募集期間】１月７日（月）〜11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

水 道の凍結にはご注意を
12月〜２月にかけて、水道の凍結事故が多発し
ます。水が出ないのはもちろんですが、破裂等を伴
いますと高額な修理費がかかることになります。
○こんなときが危ない
・外気温が−４℃以下のときや真冬日が続いたとき
・長期間家を留守にして水道を使用しないとき
○凍結を防ぐには
・「水抜き栓」による水落としが最も効果的です。
○もし凍ってしまったら
・水道管や蛇口にタオルを巻き付け、ゆっくりと
時間をかけてぬるま湯をかけましょう。
・上記にヘアドライヤーの熱風を吹きかけましょ
う。
・ストーブで部屋全体を暖めましょう。
○修理業者（指定工事店）についてはお問い合せ
ください。
【問合せ】産業建設課

農業委員会事務局からのお知らせ

☎ 45-3653

農業委員会事務局 ☎ 45-3654

農 地の賃貸料情報
平成23年１月から12月までに締結(公告)された賃

田10a当たりの賃借料

貸借における賃借料水準(10a当り) は、右表のとお

平均額

りです。農地法の改正に伴い、これまでの標準小作

最高額

料制度が廃止されたことから、これに代わるものと

最低額

して、農地(周辺増反地は除く)の賃貸借の実勢価格
を毎年提供するものです。周辺増反地については、
農業委員会事務局にお問い合わせください。

32,000円
40,000円
24,000円

※データは平成23年１月〜12月集計数値。
※データ数76の単純平均値。
【問合せ】農業委員会事務局

☎ 45-3654
○
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教育委員会☎ 45-3240
公民館☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

秋 田県の主な相談電話窓口
子どもや、保護者の教育や子育てに関する様々な困りごとや心配事に関する電話相談窓口を設置しています。
・24時間いじめ相談ダイヤル(いじめ問題への相談) ☎ 0570-0-78310
・いじめ緊急ホットライン(いじめに悩む子どものために) ☎ 0120-377-904
・すこやか電話(不安や悩みを抱えている児童生徒や保護者の相談に応じます) ☎ 0120-377-804
・やまびこ電話(県警察本部少年課) ☎ 018-824-1212
・子ども・家庭110番(中央児童相談所) ☎ 0120-42-4152
・秋田いのちの電話(いのちの電話事務局) ☎ 018-865-4343
【問合せ】教育委員会 ☎ 45-3240

教 育資金の融資を受けている方へ〜村が利子の一部を支援します〜
融資額300万円以内(平成22年３月31日以前に融
資を受けた方については、融資額200万円以内)
の教育資金の融資を受けられている方を対象に、
当該年度支払利息額の１/２を助成します。
【対象者】・日本生活金融公庫が融資する『国の教育
ローン』の融資を受けられた村内居住者。・村内金融
機関から教育資金の融資を受けられた村内居住者。
【補助額】平成24年度(平成24年４月１日〜平成
25年３月31日）支払利息額の１/２の額

(例) 平成24年度支払利息額29,297円の場合
29,297円×１/２＝補助金額14,648円(１円未満切
り捨て)
【申請･問合せ】２月28日(木)までに大潟村教育委
員会事務局へ ☎ 45-3240
【申請時にご準備いただくもの】印鑑･償還表 ( 貸
付金支払明細書)･振込先口座番号。(※申請用紙は
教育委員会に用意してあります。)

12 月の購入図書
12月は、クリスマスの月でしたので、子ども向けの本をたくさん購入しました。いっぱい読んで下さいね。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

タイトル
かかしのトーマス
くりぃむパン
ふたつの月の物語
はらぺこあおむし
チャレンジミッケ！１おもちゃばこ
チャレンジミッケ！２ゆめのまち
チャレンジミッケ！３コレクション
チャレンジミッケ！４サンタクロース
チャレンジミッケ！５むかしむかし
チャレンジミッケ！６こわーいよる
チャレンジミッケ！７パイレーツ
チャレンジミッケ！８おもちゃとっきゅう
チャレンジミッケ！９タイムトラベル

著者
オトフリート・プロイスラー
濱野京子
富安陽子
エリック･カール
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック
ウォルター・ウィック

出版社
さ・え・ら書房
くもん出版
講談社
偕成社
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館

ジャンル
童話文学･ドイツ文学
絵本・児童書
童話文学
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書
絵本・児童書

秋田ノーザンハピネッツの練習を見学できます
秋田ノーザンハピネッツの練習を見学できます
時間

場所

9:00
10:00 〜 11:30
11:30 〜 12:30
15:00 〜 17:00
18:30 〜 20:30

○
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1/2( 水 )

1/3( 木 )
1/4( 金 )
小 ･ 中学校大体育館 村民体育館
開場
チーム練習
ミニバス指導
チーム練習
交流会※

※交流会は、ホテルサンルーラル大潟(４千円/人)。
【場所】大潟小･中学校大体育館
【その他】大体育館の出入り口は、大体育館北西出入り
口。駐車場は、B&G･潟の湯･村民体育館。内履き持参。
【問合せ】秋田ノーザンハピネッツを応援し共に元
気になる会 ☎45-3311(ホテルサンルーラル大潟内)

平成25年１月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎
子育て支援センター☎
干拓博物館☎
村民体育館☎

45-2611
45-2462
22-4113
45-2269

１ 月･2 月のきらきら塾
①デレク先生とクッキング
【日時】１月26日(土) 9:30〜12:00
【場所】公民館 調理室
【定員】小学生25名
【参加費】300円
【講師】森田 千尋 氏
【申込･問合せ】１月16日までに公民館へ
☎ 45-2611

②たこ作り
【日時】２月２日(土) 9:30〜11:30
【場所】公民館 【内容】たこ作りを楽しもう
【定員】小学年生15名 【参加費】210円
【持ち物】油性マジックがある人は持ってきてください。
【講師】生涯学習奨励員
【申込･問合せ】１月24日までに公民館へ
☎ 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、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。１月は、「節分のおにの面」を親子で制作します。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。
【開設日時】月曜日〜金曜日(祝日･12月31日〜１月５日を除く) 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

＜１月のさくらんぼクラブ＞

＜２月のさくらんぼクラブ＞

○いっしょに作ろう！ part5
〜おにのお面を作ろう！ (親子制作) 〜
【日時】１月23日(水)
10:00〜11:00

○いっしょにあそぼう！ part2
〜保育園の友だちと遊ぼう！〜
【日時】２月13日(水) 10:00〜11:00
○いっしょに作ろう！ part6
〜おひな様をつくろう！ (親子制作) 〜
【日時】２月19日(火) 10:00〜11:00

臨 時休館日のお知らせ
干拓博物館では、現在大潟村の地質についての新
たな常設展示を準備中です。それに伴い、２月５日

(火)〜８日(金)の４日間は、展示の設営工事のため
の休館日とさせていただきます。ご了承下さい。
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

村 民体育館を月曜日も開館します
11月から３月の冬期間は、休館日である月曜日
を一部開館します。健康、体力づくりに有効活用
してください。なお、月曜日の開館時間と利用対
象は次のとおりです。
【午後の部】13:00〜16:00 一般開放
【夜間の部】17:00〜22:00 団体利用解放
※9:00〜12:00は清掃等のため休館します。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

大 潟書道塾書道展
大潟書道塾による書道展を開催します。
書き初め作品と、日ごろの競書作品を展示します。
ぜひお越しください。
【期間】１月30日(水)〜２月４日(月)
【会場】大潟村干拓博物館 企画展示室
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

年 末年始の村民体育館の開館について
年末年始は、次のとおり開館となります。
月

日

12月31日(月)〜１月３日(木)
１月４日(金)〜５日(土)
１月６日(日)〜

開館時間等
休 館
9:00〜17:00
通常どおり

※４日午前中は秋田ノーザンハピネッツが利用します。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

☆スポーレおおがた１月の教室予定☆
種

目

ボクササイズ

３B体操
ポールストレッチ
シェイプアップ
おためし生活ヨガ
生活ヨガ
ちびっこ体操
ジュニア体操
ミニテニス
笑いのヨガ
太極拳
ユニカール練習＆講習
ユニカール大会
ジュニアスキー教室
スキー＆温浴体操

日にち

場

18･25
11･18･25
8･22･29
23･30
21
28
17･24･31
17･24･31
22･29
24･31
7･21･28
9
10
11
16･26

所

村民体育館
ふれあい遊創館 ( ジュータンの間 )
健康館
村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
公民館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
田沢湖スキー場
田沢湖スキー場

時

間

10:00 〜
13:30 〜
19:30 〜
10:00 〜
10:00 〜
19:00 〜
14:30 〜
16:00 〜
14:00 〜
14:00 〜
14:00 〜
10:00 〜
13:00 〜
6:45 〜
7:00 〜

備

考

30日ふれあい健康館
(ジュータンの間)

村体集合
村体集合

※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。
※託児希望の方はご相談下さい。

第 １回スポーレ杯ユニカール大会

〜ユニカールはカーリングの室内版〜

冬期間の運動不足解消にいかがですか。ルールが
簡単なので初心者、子ども、お年寄り、誰でもOK！
【日時】 大会日：１月10日(木) 13:00〜
練習･講習会：１月９日(水) 10:00〜
【場所】村民体育館

【参加対象】スポーレおおがた会員(男女年齢問わ
ず１チーム３名。３名に満たない場合は、事務局
からメンバーを補充します。)
【申込期限】１月７日(月)
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

情報・募集・ご案内
秋田県国民年金基金から

秋田県総合県税事務所から

60歳支給開始のつなぎ年金もあります

平成25年度に使用する農業用免税軽油に
ついて

国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金
として給付を行う、公的な年金制度です。基本
型は 65 歳からの受け取りですが、 60 歳支給
型、掛け金の増減や税制優遇措置もあります。
次の、３つの条件を満たした方は加入できま
す。
①国民年金第１号被保険者で、保険料を納めて
いる
②秋田県内に住所がある ③20歳以上60歳未満
【問合せ】秋田県国民年金基金 ☎0120-65-4192

免税軽油を購入するとき、県から交付を受け
た免税証を販売店に提示することで、軽油取引
税が免除されます。前年度の報告書の受領と交
付申請は、平成 25 年２月４日 ( 月 ) から秋田県総
合県税事務所課税部課税第二課で受け付けま
す。購入済みの軽油や作業終了分の免税証の交
付はできません。
【問合せ】秋田県総合県税事務所課税部課税第
二課
☎ 018-860-3341
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情報・募集・ご案内
NPO法人ポルダーネットから
大潟村情報発信ポータルサイトホーム
ページへの掲載を募集

秋田県イメージアップ推進室から

「あきたのイイトコ」自慢大募集!

NPO法人ポルダーネットでは、大潟村の委託

「秋田にはいいとこ何もねぇ」と言いつつ

事業でポータルサイトの構築を進めておりま

も、多くの県民は、秋田のほんとうのユタカさ

す。現在構築を進めているポータルサイトは、

を感じとり、地域に誇りと愛着心を持って暮ら

大潟村産の米などの特産品をホームページで紹

しているのではないでしょうか。

介するとともに、村内各種団体の活動なども紹
介し、村内経済の活性化を図るとともに、村内
外の交流の場を構築したいと考えております。
民間企業の活動の掲載については有償となる

こうした風土、伝統、文化、環境など、秋田
ならではの良いところを再認識して、みんなで
もっと積極的に県外にアピールしていくため、

部分もありますが、非営利活動の団体等の紹介

「あきたのイイトコ」を募集します。

は極力無償で提供して行きたいと思っておりま

【応募方法】「①選んだテーマ名、②私の思う

す。今後、村内の各企業には戸別に協力のお願

「あきたのイイトコ」、③住所、氏名、年齢、

いにも出向く予定でおりますが、個人で商品を

電話番号、④希望される記念品１つ」を明記の

販売されている皆様で商品を宣伝したいと思っ

上、郵送、FAX又はEメールで(記念品は

ている方、各種団体の活動をPRしたい方、また

http://common.pref.akita.lg.jp/akitavision/main/
をご覧ください。)
【応募期間】１月18日(金) 必着
【問合せ】〒010−8572 秋田市山王三丁目１番

詳細を知りたい方は下記までご連絡下さい。な
お問い合わせは出来るだけメールでお願いいた
します。
【問合せ】特定非営利活動法人ポルダーネット
☎ 0185-47-9224

１号

県庁第二庁舎１階

E-Mail:portal-master@ogata.or.jp

秋田県イメージアップ推進室「あきたのイイト
コ」係

自衛隊秋田募集案内所から

防衛省採用試験案内
種目

受験資格

18歳以上
27歳未満
防衛大学校 高卒(見込含
学生
む)21歳未満
自衛官候補生
(男)

の男女

受付

試験

２月12日
2月17日(日)
まで
一般(後期) 一次
1月23日〜 3月2日(土)
2月1日

【問合せ】自衛隊秋田募集案内所
☎ 018-864-4929
秋田県福祉サービス相談支援センターから

福祉サービスの苦情解決をお手伝いします
「思っていたサービスの内容と違う｣「詳しく
説明してくれない」などの不満や要望を利用し
ている事業所に話しにくい場合や、話し合って

FAX:018-860-3868 TEL:018-860-1073
E-mail:image-up@pref.akita.lg.jp
財団法人国際青少年研修協会から

第37回ちびっこ探検学校ヨロン島参加
者募集
春休みに、全国から参加する仲間との共同生
活や野外活動をとおして、友達作りの楽しさや
在日外国人小学生との交流など、思い出に残る
体験をしませんか。
【実施期間】３月26日(火)〜４月１日(月)
６泊７日
【実施場所】鹿児島県大島郡与論島
【定員】日本人小学生200名(先着順)
在日外国人小学生100名(先着順)
【申込期限】３月６日(水)

もなかなか解決しないときはご相談ください。

【参加費】15万４千円前後

【問合せ】秋田県適正化委員会

【申込･問合せ】財団法人国際青少年研修協会

☎018-864-2726

☎03-6459-4661

E-mail：ssc@akitakenshakyo.or.jp

ホームページ

http://www.kskk.or.jp
○
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情報・募集・ご案内
NHK学園から

国税庁から

平成26年１月から帳簿等の保存制度対
象者が拡大されます

NHK学園 生徒募集中！
【募集内容】平成 25年度高等学校普通科 (３年
制) 生徒、生涯学習通信講座受講者
【出願期間】
高等学校普通科
一般：H25.1.25〜H25.4.30
推薦：H25.1.18〜H25.1.24
生涯学習通信講座：通年申込受付
※まずは無料の案内書をご請求ください。
【申込･問合せ】NHK学園 ☎042-572-3151
案内書請求フリーダイヤル ☎0120-06-8881
放送大学から

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前
年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合
計額が300万円を超える方に必要とされていた
記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ず
べき業務を行う全ての方 ( 所得税の申告の必要
がない方を含みます。 ) について、平成 26 年１
月から同様に必要となります。
記帳･帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細
は、国税庁ホームページに掲載しています。
【問合せ】秋田北税務署

☎018-845-1161

４月生募集のお知らせ

秋田県育英会から

平成25年度第１学期(４月入学)の学生を募集
しています。テレビ等の放送やインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学です。心理
学･福祉･経済･歴史･文学･自然科学など、幅広
い分野を学べます。資料を無料で差し上げてお
りますので、お気軽にご請求ください。
【出願期限】平成25年２月28日
【申込･問合せ】放送大学秋田学習センター
☎018-831-1997
秋田被害者支援センターから

平成 25 年度ボランティア支援員募集

「東京寮(男性寮)」
「ビューリー千秋(女
性寮)」入寮生募集
【前期募集】
申請時点で、当学生寮から通学できる大学等に
合格が決定している方。
【後期募集】
前期募集に応募しなかった方。申請時点で、当
学生寮から通学できる大学等に合格が決定、又
は合格が決定したら入学を予定している方。
【在学募集】
当学生寮から通学できる大学に在学している
方。

犯罪や事故に遭われた被害者と、その家族の
方々の悩みの軽減や心のケアなどの支援を行う
支援員を募集します。
【募集人員】約10名
【応募資格】20歳以上65歳以下で心身共に健康な方
【募集期間】２月１日(金)〜２月28日(木)
【応募方法】申込書と作文を事務局へ送付
【申込･問合せ】秋田被害者支援センター
☎018-893-5935 URL：http://www.avs.or.jp

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事

○

業

名

【募集期間】
前期

１月15日(火) 〜１月31日(木)

後期・在学

２月12日(火) 〜２月28日(木)

※秋田育英寮奨学金の貸与を受ける ( 受けてい
る) 方は入寮できません。
【申込･問合せ】秋田県育英会
☎ 018-860-3552

URL：http://www.akita-ikuei.jp

平成24年11月末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

温泉保養センター源泉１号井
NO1送湯ポンプ等更新工事

指 名 競 争 11月19日

3,255,000円 96.88％ 山 二 施 設 工 業 ㈱

大 潟 村 史 印 刷 事 業

指 名 競 争 11月16日

19,681,200円 96.32％ ㈱ 八 郎 潟 印 刷

冬 期 除 雪 業 務 委 託

随 意 契 約 11月26日

鹿
13,471,500円 99.84％ 大
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今月 の カ レ ン ダ ー
月日

行

１月
6日
7日
8日
12日
13日
17日
18日
20日
26日
27日
31日
２月
3日
11日

事

名

場

所

消防出初式
仕事始め
農業委員会定例総会(15:00)
松橋杯バレーボール大会(8:30)
冬季休業終了
絵本読み聞かせ会
PTA役員会
村民バレーボール大会(8:30)
新入園児説明会
男鹿潟上南秋中学校学年別卓球選手権大会(8:30)
農業委員会定例総会(13:30)

ふれあい健康館
役場
役場
村民体育館
幼･小･中
幼稚園
幼稚園
村民体育館
保育園
村民体育館
役場

第34回冬季ふるさと祭り
第５回大潟剣道錬成大会(13:00)

多目的運動広場
村民体育館

村の人口の動き・公共施設の状況
◎人口の動き（12月１日現在）
項目
世帯数
人口
男
女

人数（人）（増減）
1,075 (−１)
3,307 (−１)
1,635 (−３)
1,672 (＋２)

項目

人数（人）

転入
転出
出生
死亡

３
５
４
３

◎公共施設の利用状況（11月中）
利用者数

施設名

714人
2,131人
1,884人
2,473人

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

■保健センター

利用者数（量）

2,006人
1,547人
80ｔ
37,966
42,837

◎公共施設の太陽光発電量（11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
9.99
370
142
354
126
3.96
99
54
86
41
7.74
237
37
229
29
9.99
380
231
328
180
9.99
346
166
315
135
7.20
298
72
271
45
5.40
186
27
173
14
4.32
153
87
122
56
4.95
178
68
154
44
63.54 2,247
884 2,032
670
○売電量の金額換算：85,344円
（単価42円/kWh）
○売電量の石油換算：456リットル

☎45-2613

◎乳児相談(２カ月の乳児)
１月10日(木) 13:00〜
保健センター
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
内容: ベビーマッサージ

場所: 保健センター

１月17日(木) 10:00〜11:00
◎健康相談
ふれあい健康館
１月９日(水)･23日(水) 9:50〜
保健センター
１月９日(水) 13:00〜

栄養相談可

１月16日(水) 9:30〜11:00
※保健センター来所者の相談も随時受け付けてい
ます。
◎福田先生の健康相談
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。
１月10日(木)･24(木) 14:00〜15:00
場所･申込：保健センター

施設名

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
53人

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

今月の保健センター相談・健診

☎45-2613

◎専門医による「心の健康相談日」
１月８日(火)･22日(火) 13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
１月15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

１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】１月15日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

ウーマン﹂の見出しがありまし
たが︑記事の掲載はありません
でした︒
訂正し︑お詫びいたします︒

月号表紙で﹁一日行政マン

12

･
○
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平成24年（2012年）の主な出来事
1月
9日 大潟っ子冬季チャレンジ体験事業
（〜11日、八峰町）
13日 大潟村応援大使６名に委嘱状授与
2月
5日 冬季ふるさと祭り
4日 チャレンジマインド海外研修報告会
10日 大潟村チューリップ作品展（〜12日）
25日 大潟村芸文祭（〜26日）
3月
11日 男鹿半島・大潟ジオパーク登録記念フォー
ラム
18日 東日本大震災における村の支援に岩手県遠
野市から感謝状と盾が贈呈
4月
4日 台風並みに発達した低気圧による暴風で
1,000棟以上のハウス、住宅や防風林に被害
平成24年大潟村暴風対策本部を設置

28日 WGC20回大会記念パーティー開催

WGC2012（〜31日）
産直まつりinおおがた
8月
4日 大潟村・浦安市子ども交流事業（〜６日）
9日 大潟村子ども海外研修事業
（〜13日、韓国訪問）
10日 大潟村創立50周年記念 第１回プレフォー
ラム

11日 大潟小・中学校旧校舎・新校舎見学会
（〜12日）

12日
16日
26日
9月
9日

10日
27日
5月
4日
25日
6月
3日
7月
13日

五城目署と暴力団排除に関する合意書締結
桜と菜の花まつり（〜５月６日）

成人式
全村盆踊り大会
大潟村長・村議会議員選挙

多目的グラウンド芝生化完成
大潟村村民駅伝大会
10日 大潟神社例大祭
14日 干拓博物館の入館者が40万人達成

ワールド・エコノ・ムーブ（〜５日）
大潟村防災訓練
八郎湖クリーンアップ作戦
大潟小・中学校新校舎完成

10月
7日 新米まつりinおおがた

27日 子ども農山漁村交流プロジェクト事業
（〜29日）
○

26

４月の暴風被害への寄附金で防災林に植樹
19日 大潟村・浦安市子ども交流事業
（〜21日、浦安市）
20日 大潟村ふるさと会総会
11月
1日 大潟村教育振興大会
29日 一日行政マン・ウーマン体験事業、村づく
り懇談会

