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●今月の主な内容
◇ 大潟村消防出初式
◇ 秋田ノーザンハピネッツ正月合宿
◇ 大潟っ子チャレンジ体験事業
◇ 村民バレーボール大会
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秋田県大潟村役場

南秋田郡大潟村字中央１番地１

0185 ( 45 ) 2111( 代） FAX 0185 ( 45 ) 2162

チューリップ出荷開始
１月９日、伊藤由紀夫さん（西
1-2 ）のハウスから、チューリップ
の早生品種、クリスマスドリームの
出荷が始まりました。チューリップ
は、大潟村産の評価が高い首都圏の
市場に出荷されます。
（PolderlipWaveは2/15〜17開催）
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大潟村消防出初式

１月６日（日）、ふれあい健康館において、消
防団員と関係者約80名が参加し、大潟村消防出初
式が挙行されました。
式では、消防団旗の入場に続き、永年にわたり
消防団員として活動し、地域の安全に貢献された
消防団員14名に表彰状が授与されました。
また、平成21年から４年間、大潟村消防団長を
勤められた髙橋重男さんに、村の地域防災の向上
に大きく寄与されたことから感謝状が贈呈されま
した。
なお、大潟村消防団は現在３名の欠員が生じて
おり、新入団員を募集しております。入団を希望
される方は、ご近所の消防団員または住民生活課
までご相談ください。
被表彰者のみなさん（敬称略）
○秋田県知事表彰
【有功章】菊地克浩
【 20年以上永年勤続章】仁木哲二
○秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部長表彰
【優良消防団員】佐々木晋
○大潟村長表彰
工藤和博、三浦久樹、村上直樹、澤田石昌文、
佐藤友能、工藤修功
○大潟村消防団長表彰
馬場晶寛、椎川健一、岩井悠宇、舘岡綱樹、
髙階聖人
○大潟村長感謝状
髙橋重男

答辞を述べる池田消防団長
大潟村消防団幹部の異動

新団長の池田さん

前団長の髙橋さん

平成 24 年 12 月 31 日付けで、髙橋重男さん（東
3-1）が大潟村消防団長、大澤祐一さん（西1-4）
が副団長を勇退され、平成25年１月１日付けで、
池田彰さん（東 2-4 ）が大潟村消防団長、谷口良
一さん（東2-6）・松橋稔さん（東2-3）両名が副
団長に就任されました。
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また、合宿期間中は、
練習を自由に参観できた
り、小学校ミニバスチー
ムにバスケットの指導や
村民との交流会が行われ
るなど、プロ選手と触れ
あえる良い機会となりま
した。

ゴール下でプロ選手との
身長差を実感

練習は常に時計と連携を意識

１月２日（水）〜４日（金）、中学校大体育館
及び村民体育館において、秋田のプロバスケット
ボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」が正月
合宿を行いました。合宿は、決められた秒数の中
で選手の連携を確認するなど、試合を行っている
かのような練習が行われていました。

パス練習から交流開始

秋田ノーザンハピネッツ 大潟村で正月合宿

平成25年２月号

大潟っ子チャレンジ体験事業
１月７日（月）〜９日（水）までの２泊３日の
日程で、「大潟っ子チャレンジ体験事業」が八峰
町のあきた白神体験センターで行われました。
この事業は、参加者同士が協力して生活したり、
今の季節ならではの遊びや厳しさから学んだり体
験したりするもので、今回は小学４年生が６名、
中学１年生が３名。計９名が参加しました。
屋内では、サンドイッチ、パン作り、そば打ち
やだまこづくりをし、協力して作ることを体験し
ました。それ以外にも、ユニカール・ミニテニ
ス・卓球など室内での活動も声を掛け合い意欲的
に取り組みました。

夕食のだまこづくり。この夕食で「だまこ10個、
スープ３杯」を食べた大潟っ子も。

冬の動物の生態を探るアニマルトラッキング
野外活動では「御所の台里山」で「アニマルト
ラッキング」「ナイトハイク」にチャレンジしま
した。
雪上の動物の足跡から動物の生態を探る「アニ
マルトラッキング」は、その形や雰囲気から「う
さぎ 」「きつね」と思われる足跡や、動物が食べ
た木の芽を発見しました。夜の里山を雪明かりで
探検する「ナイトハイク」は、動物との出会いは
ありませんでしたが八峰町の夜景を見ることがで
きました。滑っても滑ってもどこまでも滑るそり
滑りやかまくら作り、雪合戦など今の季節ならで
はの厳しさや楽しさを満喫しました。

村民バレーボール大会
１月 20日、村民体育館において、各住区から52
チーム、約770 名が参加し、村民バレーボール大
会が開催されました。どの部門とも熱戦が繰り広
げられ、大きな声援が送られていました。主な結
果は次のとおりです。
【家庭バレーボール】 ７チーム出場
準優勝：東3-2
優勝：東2-4
３位：東3-3・北2、東2-6
【ソフトバレーボール（50歳以上）】12チーム出場
準優勝：西1-2
優勝：西1-1
３位：東2-3、東3-1
【ソフトバレーボール（夫婦）】 16チーム出場
準優勝：西1-1
優勝：西2-4
３位：西2-2、西1-2

各部門とも熱戦が繰り広げられました

【ソフトバレーボール（フリー）】 17チーム出場
準優勝：西3-1
優勝：西1-2
３位：東3-2、西3-4

１月 17 日、幼稚園において、絵本
読み聞かせ会が行われました。園児た
ちは、お話の内容や登場する機関車の
擬音などの演出に興味津々。最後まで
集中して話を聞き、読み聞かせの時間
があっという間に終わったようでした。

読み聞かせに聞き入る
園児たち

幼稚園で絵本読み聞かせ会

○
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平成23年度決算書の財務書類を作成しました
地方自治体の予算と決算は、その年度の歳出は

資産・債務の実態を把握しわかりやすく情報開示

その年度の歳入で賄うという原則（会計年度独立

をするため、企業会計的手法を取り入れた公会計

の原則）に基づいています。そのため会計の手法

の整備をすすめていたこともあり、このたび「総

も単式簿記・現金主義が採られてきました。

務省改訂モデル」という方法で財務 書類を作成し

しかし、民間の企業会計のほとんどは複式簿記

ました。ここに村の財務４表のおおまかな内容を

を採用していることや、現金主義はその支出が現

お知らせします。

在役立つものなのか、将来にわたって役立つもの

なお、大潟村の財政内容は比較的よいといわれ

なのかの判断が難しい（コストが分かりにくい）

ておりますが、村設立から50年近くが経過し、学

という問題がありました。

校建設に代表されるように各施設や道路の更新が

また、村が保有する資産についても、現在価値

続きます。借入金が増えることが予想されていま

を把握することの難しさや、将来世代が負うべき

すので、これからも財政の運営については慎重に

負債の把握が難しい（ストックが分かりにくい）

すすめていかなければなりません。

という課題があります。さらに企業会計や出資法

（注）各表はいずれも表示単位の端数処理の関係

人などを含めた全体像を示すことも困難でした。

上、合計等が一致しない場合があります。

そのため、国（総務省）も自治体が自ら保有する

(1) 普 通 会 計
普通会計とは、一般会計と診療所特別会計を合計した会計のことです。

①バランスシート（貸借対照表）
バランスシート（貸借対照表）とは、会計年度末（３月31日）における村の資産、負債、純資産の状
態を明らかにすることを目的として作成されます。バランスシートの構成としては、左側に資産を表示
し、右側に負債及び純資産を表示しています。
資産は、将来の世代に引き継ぐ社会資本たる公共資産と、それ以外の債務返済の財源となる資産から
形成されます。一方、負債は、地方債等の将来の世代の負担となる債務から形成され、資産と負債の差
額である純資産が、これまでの世代の負担を意味します。
（平成24年3月31日現在）

学校や道路、庁舎
など村のインフラ

債権や株式など

売却が容易な
資産

科

目

1 公共資産

4

目

1 地方債

①有形固定資産

21,470 2 退職手当引当金

②売却可能資産

61 3 長期未払金

2 投資等

732 4 流動負債

3 資金

810

4 流動資産

1

有 形 固 定 資
売 却 可 能 資
投
資
資
流
動
資
退 職 手 当 引 当
純
資

産
産
等
金
産
金
産

負債合計
純資産合計

23,073 負債・純資産合計

科

○

科

金額

資産合計

１
２
３
４
５
６
７

（単位：百万円）

目

の

説

金額

3,610
517
5

将来返済しなければ
ならない村の借金
将来村が支払う職
員の退職金見込額

27
4,159
18,914

将来返済の必要が
ない村の財源

23,073

明

土地や建物などの不動産、備品などの動産で保有が長期に及ぶ資産
有形固定資産のうち、遊休資産や未利用資産等の売却が可能な資産
公営企業や外郭団体への出資金、特定目的のために積み立てられた資金など
現金及び流動性の高い基金など
原則として１年以内に現金化される資産
全職員が年度末に退職したと仮定した場合の退職手当の期末要支給額
資産形成に充当された返済の必要のない財源
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②行政コスト計算書
１年間の行政サービス（資産形成を除く）を提供するうえで発生した費用を表す財務書類です。行政
サービスを提供するためにかかった費用を経常費用、それに伴う収益を経常収益、両者の差額を純経常
行政コストとしてそれぞれ表示しています。
（自 平成23年4月1日

科
村の職員に要
するコスト

至 平成24年3月31日）

目

目

金額

485 4 その他のコスト

(1) 人件費

460

(2) その他

25

2 物にかかるコスト

他の主体に移
転して効果が
生じるコスト

科

金額

1 人にかかるコスト

村が最終消費
者となってい
るコスト

（単位：百万円）

(1) 支払利息
(2) その他

△6

3,285

(1) 物件費

936 1 使用料・手数料

(2) 減価償却費

365 2 分担金・負担金・寄付金

(3) その他

113 経常収益合計
136

(2) 補助金等

926

(3) 他会計への支出等

288

科

目

の

説

手数料や施設
使用料などの
村の収入

102
22
125

純粋な村の
コスト

3,161

1,350 （差引）純経常行政コスト

(1) 社会保障給付

にも属さない
コスト

41

1,414 経常行政コスト合計

3 移転支出的なコスト

1〜3のいずれ

35

明

物件費：人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費を総称したもの
減価償却費：長期間にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間に
わたって費用配分したもの
他会計への支出：特別会計等への財政支出

③純資産変動計算書

④資金収支計算書

バランスシートの純資産（資産から負債を差し

村の歳入・歳出をその性質に応じて３つに区分

引いた残余）が、１年間でどのように増減したか

した財務書類です。１年間の行政サービスに必要

を示すもので、それがどういった財源や要因で増

な資金の動きを示しています。

減したのかについても表しています。
（単位：百万円）

科

（単位：百万円）

金額

目

科
純粋な村の
コスト

18,586

期首純資産残高

△ 3,161

経常行政コスト
一般財源

2,279

補助金等受入

1,325

村民からの
税収や国か
らの交付税

△ 115

臨時損益

国や県から
の補助金

0

その他

18,914

期末純資産残高
（自 平成23年4月1日

科

目

金額

1 経常的収支額

969

2 公共資産整備収支額

36

3 投資・財務的収支額

△ 934

71

当年度歳計現金増減額
期首歳計現金残高

320

期末歳計現金残高

391

（自 平成23年4月1日

通常の村の活
動に伴う資金
の出入り
インフラ整
備に伴う資
金の出入り
村の借金に
伴う資金の
出入り

至 平成24年3月31日）

至 平成24年3月31日）

目

の

説

明

純経常行政コスト：行政コスト計算書で算定され
る、純粋な行政コスト
補助金等受入：国・県からの補助金

科

目

の

説

明

経常的収支：経常的な行政サービス活動の収支
公共資産整備収支：公共資産の整備にかかる収支
投資・財務的収支：地方債の発行・償還にかかる
収支
○
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(2) 連 結 会 計
村の財政は普通会計で成り立っているものではありません。村における行政サービスは、自治体が自
ら行うだけでなく、住民ニーズの多様化などに対応して、地方三公社や第三セクターといった関係団体
も活用して提供しています。
これまでは、それらの団体の決算と村の決算との関わりがわかりにくかったのですが、今回関連する
団体決算内容と連結した財務４表を作成しました。

＜連結決算の対象範囲＞
ア．村会計

No.

イ．村内団体

No.

会計名称

ウ．一部事務組合、広域連合、地方公社

No.

団体名称

団体名称

1

一般会計

1

社会福祉協議会

1

男鹿地区消防一部事務組合

2

診療所特別会計

2

ルーラル大潟

2

八郎湖周辺清掃事務組合

3

水道事業特別会計

3

秋田県市町村総合事務組合

4

公共下水道事業特別会計

4

秋田県市町村会館管理組合

5

国民健康保険事業特別会計

5

秋田県後期高齢者医療広域連合

6

介護保険事業特別会計

6

秋田県町村土地開発公社

7

介護サービス事業特別会計

8

後期高齢者医療特別会計

①連結バランスシート（連結貸借対照表）
連結した各会計や団体等の資産や負債のストック情報に関する財政状況を分析する場合には、連結バ
ランスシート（貸借対照表）を用いることになります。
連結バランスシートも普通会計同様、３月31日における財政状態を明らかにしたもので、連結グルー
プという一つの行政サービス実施主体が外部と行った取引により発生した資産及び負債のみが計上され
ることとなるため、連結対象となる会計・団体・法人間で行われた取引により発生したものは原則とし
てすべて相殺消去されます。
（平成24年3月31日現在）

村の関連団体等も含
めた学校や道路、庁
舎などのインフラ

科

目

（単位：百万円）

金額

1 公共資産
①有形固定資産

1 3 長期未払金

77

61 4 流動負債
1,152

負債合計
純資産合計

25,804 負債・純資産合計

説

村の関連団体も含め
た将来返済しなけれ
ばならない借金
将来村やその関連
団体等が支払う職
員の退職金

221
5,979
19,825

61

4 流動資産
資産合計

5,044
637

717

3 資金

金額

23,813 2 退職手当引当金

③売却可能資産

2 投資等

目

1 地方債

②売却可能資産

村の関連団体等
含めた売却が容
易な資産

科

25,804

将来返済の必要がな
い村や村の関連団体
等も含めた財源

明

これまでの連結グループでは約25,804百万円もの資産を形成してきています。
そのうち約19,825百万円については、これまでの世代の負担で既に支払いが済んでおり、残り約5,979
百万円については、これからの世代の負担となり、今後債務を返済していくことになります。

○

6

平成25年２月号

②連結行政コスト計算書
連結行政コスト計算書とは、連結グループが１年間の行政サービス（資産形成を除く）を提供するう
えで発生した費用及び当該サービスの提供により獲得した収益を表す財務書類です。
連結行政コスト計算書には、連結グループという一つの行政サービス実施主体が外部と行った取引に
より発生した行政コスト及び収益のみが計上されることとなるため、連結対象となる会計・団体・法人
間で行われた取引は原則としてすべて相殺消去されます。
（自 平成23年4月1日

科

村や村の関連
団体の職員に
要するコスト

至 平成24年3月31日）

目

目

金額

895 4 その他のコスト

(1) 人件費

845

(2) その他

50

2 物にかかるコスト

2,303

(1) 物件費

他の主体に移
転して効果が
生じるコスト

科

金額

1 人にかかるコスト

村や村の関連
団体等が最終
消費者となっ
ているコスト

（単位：百万円）

(1) 支払利息

96

(2) その他

554
6,389

経常行政コスト合計

1,728 1 使用料・手数料
444 2 分担金・負担金・寄付金

644

(3) その他

132 3 保険料

368

(1) 社会保障給付

2,541 4 事業収益
872

(3) その他

6
2,687

経常収益合計

98 （差引）純経常行政コスト

説

村の関連団体
などの活動に
よって得られ
た収入

1,561

1,572 5 その他特定行政サービス収入等

(2) 補助金等

手数料や施設
使用料などの
村の収入

108

(2) 減価償却費
3 移転支出的なコスト

1〜3のいずれ
にも属さない
コスト

650

純粋な村や村
の関連団体等
のコスト

3,702

明

平成23年度の連結行政コスト計算書では、経常行政コスト総額約6,389百万円に対して、連結対象となる
会計・団体等が実施する事業に対する施設利用料や保険料、その他受益者負担は約2,687百万円となってお
り、行政コストの多くが受益者負担以外の村税や地方交付税で賄われています。

③連結純資産変動計算書

④連結資金収支計算書

連結バランスシートの純資産（資産から負債を

連結グループの収入・支出を、その性質に応じ

差し引いた残余）が、１年間でどのように増減し

て３つに区分した財務書類です。１年間の行政

たかを示すもので、それがどういった財源や要因

サービスに必要な資金の動きを示しています。

で増減したのかについても表しています。
（単位：百万円）

科

金額

目

19,412

期首純資産残高

△ 3,702

経常行政コスト
一般財源

2,280

補助金等受入

1,957
△ 115

臨時損益

△7

その他

科
純粋な村の
コスト
村民からの
税収や国か
らの交付税
国や県から
の補助金

19,825

期末純資産残高
（自 平成23年4月1日

（単位：百万円）

目

金額

1 経常的収支額

647

2 公共資産整備収支額

37

3 投資・財務的収支額

△ 832

当年度資金増減額

△ 148

期首資金残高

1,300

期末資金残高

1,152

（自 平成23年4月1日

通常の村や村
の関連団体等
の活動に伴う
資金の出入り
インフラ整備
に伴う資金の
出入り
村や村の関連
団体の借金に
伴う資金の出
入り

至 平成24年3月31日）

至 平成24年3月31日）

説

明

平成23年度の連結会計では純資産が約413百万円増加
しており、普通会計の増加額約328百万円を除くと85百
万円増加しております。これは、水道事業特別会計の増
加43百万円、株式会社ルーラル大潟の増加19百万円、
介護保険事業特別会計の増加17百万円が主な要因です。

説

明

平成23年度の連結会計では資金が約148百万円減少して
おり、普通会計資金の減少額約220百万円を除くと約72百
万円増加しています。これは、地方公共団体（特別会計）
と一部事業組合、第三セクターの国県補助金等、事業収入
を連結により取り込んだこと等によるものです。
○
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平成25年２月号

大潟村健康づくり推進委員会から

がん検診後の精密検査は受けましたか？
12月の上旬にがん検診の結果を受け取り、要精密検査という結果の方は医療機関を受診しましたか？
要精検というだけで「何か病気かな？」と心配しすぎる方もいますが、「精密検査が必要＝がん」で
はありません。「もう少し詳しい検査をしてよく調べましょう。」という意味ですから、怖がったり、
面倒がらずに、早めに医療機関を受診して検査を受けましょう。

○がんは、現在日本人の死因の１位です。
男性では40歳以上で胃、大腸、肝臓などの消化器系のがんが５〜６割を占め、70歳以上では肺がんと前立
腺がんの割合が大きくなっています。女性では40歳代で乳がん、卵巣がんの死亡が半数を占めます。高齢にな
ると消化器系と肺がんの割合が多くなります。

○がんの罹患
男性は40歳以上では死亡の原因と同じく胃、大腸、肝臓などの消化器系のがんが５〜６割を占め、70歳以
上では肺がんと前立腺がんの割合がおおきくなります。女性は40歳代で乳がんが約４割、子宮がんと卵巣がん
合わせて２割を占めます。高齢になると消化器系（胃・大腸・肝臓）と肺がんの割合が多くなります。

○がんに影響する生活習慣は・・・
１、喫煙

２、野菜果物の摂取不足

３、塩分のとりすぎ

４、飲酒

が影響します。不摂生な生活やスト

レスも免疫力を下げ影響を与えます。
喫煙
たばこの煙に含まれている発がん物質は約60種類で、喫煙本数、喫煙年数、喫煙開始年齢などトー
タルの喫煙量がおおいとリスクが高くなります。肺や口腔、咽頭喉頭だけでなく、食道、腎臓、膀
胱、胃、肝臓、子宮頸部などのがんにも影響すると考えられています。たばこはＣＯＰＤ（慢性閉塞
性肺疾患）や心臓病、脳卒中などの危険因子にもなります。
食事
多量の塩分の摂取は胃がんなどのがんの原因になります。野菜や果物の不足は食道、胃、大腸など
のがんを、食べ物を熱い状態で食べる習慣は食道がんのリスクを高めます。
アルコール
アルコールの飲み過ぎは肝臓病やアルコール依存症になるだけでなく、口腔、咽頭、食道などのが
ん、肝臓、乳房のがんのリスクを高くします。とくに、喫煙者では飲酒量が増えるほどがんのリスク
が高くなるといわれています。
がん予防の生活を送ること、定期的にがん検診をうけることでがんは防ぐことができます。
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大潟村川柳倶楽部

絵の様な郷里に人の影がない
今野 茂
師走月諭吉が飛んで行ったまま
下間 りょう子
木枯らしが肌を突き刺すとは知らず
髙橋 武松
宙に舞うチューヒ国籍在りや無し
松岡 正樹
真っ直ぐに打たれる釘は役に立つ
馬場 登
考える時間がほしく眼鏡拭く
川渕 キヨ子
百姓は来年の夢膨らませ
工藤 善一郎
聴診器見ると反省する五臓
宮田 善拓
白雪に世相の動きどう絵画く
小林 信雄
反省という賜は神の鞭
宮野 洋子
なって見てしみずみ知った八十路坂
佐藤 金治
悔しいとどんどんやる気湧いてくる
池田 郷太郎
老い二人だけでもやはりクリスマス
大内 一遥
反省をするたび幹が太くなる
一ノ関 せい子
賞味期限まだ残っている愛してる
舘岡 稲風
○

平成25年２月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

大 潟村創立50周年「シンボルマーク」「キャッチフレーズ」を募集します
大潟村創立50周年の機運を盛り上げ、積極的な情報発信を行うため、各種記念事業や広報活動に使用
するシンボルマークとキャッチフレーズを募集します。
【応募資格】どなたでも応募できます。
【応募条件】
・「大潟村創立50周年」をイメージでき、以下の大潟村創立50周年記念事業の考え方が反映されている
こと。
大潟村の歴史をみつめ、次世代に伝える。
記念式典・記念事業を通じ、村民が集い、絆を深める。
「大潟村」の情報発信とブランド化を推進する。
今後100周年に向けた村づくりの起点とする。
・自作で未発表のものであり、既発表のシンボルマークやキャッチフレーズと同一もしくは類似してい
ないこと。
・シンボルマークはカラーとし、「大潟村創立50周年」の文字を記載すること。なお、採用されたデザ
インについては、拡大、縮小、補筆等、補作を行う場合があります。
・広報にはさんだ応募用紙に記入のうえ、役場総務企画課まで応募して下さい。
・入賞作品の著作権及び使用に関する権利は、大潟村に帰属します。
【応募期間】平成25年２月22日（金）まで
【賞の選定及び発表】
・最優秀賞（シンボルマーク）賞金70,000円（※高校生以下には相当額の図書カードとします。）
・最優秀賞（スローガン）
賞金30,000円（※高校生以下には相当額の図書カードとします。）
賞は、大潟村創立50周年記念事業実行委員会で選定し、３月末日までにご本人に通知するとともに、
大潟村公式ホームページで発表します。また、平成26年11月16日実施予定の大潟村創立50周年記念式典
で表彰を行います。
【備考】詳しい募集要項は、役場総務企画課及び公民館においてあります。また、大潟村公式ホームペ
ージでもご覧いただけます。
【応募の申込・問合せ】大潟村役場総務企画課 ☎ 45-2111 FAX 45-2162

第 1回男鹿半島・大潟ジオパーク検定試験（初級編）
地域の宝といえる「男鹿半島・大潟ジオパー
ク」について学び、検定に挑戦してみませんか？
ジオの知識を深めたい方、もっと地元のことを知
りたい方、男鹿半島と大潟村が大好きな方、どな
たでも受験することができます。親子での参加も
大歓迎です。
【試験日】３月３日（日）10:00〜14:30
（※午前中講義、午後試験）
【会場】男鹿市民文化会館 大会議室
【受験料】大人1,000円、小中学生500円
【受験資格】当日の講義を受講できる方であれば、
どなたでも受験できます。
【申込期限】２月20日（水）必着
【当日持参】筆記用具（鉛筆・消しゴム）、受験票、
ガイドブック（申込を受け付けた後、送付します）

【出題方法】選択式・記述式（「男鹿半島・大潟
ジオパークガイドブック」および当日の講義内容
から出題します)
【合格基準】100点満点で80点以上
【申込・問合せ】受験申込書を以下に送って下さ
い。受験申込書は、大潟村総務企画課、道の駅な
どで入手できるほか、大潟村公式ホームページ、
あきた地域資源ネットワークホームページからも
ダウンロードできます。
ＮＰＯ法人あきた地域資源ネットワーク
ＴＥＬ．０１８−８１６−０６１０

http://www.arr-net.com/

○
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平成25年２月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

第 10回海フェスタ協賛事業を募集します
７月13日から28日まで、男鹿市、大潟村、秋田市、潟上市、三種町を会場に、海フェスタが開催され
ます。開催市町村の魅力を全国に発信するため、民間団体等が自主的かつ主体的に実施する協賛事業を
広く募集します。
【募集期間】２月８日（金）まで（必着）
【申込資格】５人以上のもので組織されている等、要項に定めのある団体
【対象事業】７月13日〜28日の期間中、男鹿市、秋田市、潟上市、三種町、大潟村のいずれかで行われ
る事業（村ＨＰ参照 http://www.ogata.or.jp/）
【申込・問合せ】申込用紙に必要事項を記入のうえ、メール、ファックスまたは郵送で以下にお申込み
ください。（申込用紙は、大潟村、男鹿市のホームページからダウンロードか大潟村役場総務企画課に
準備してあります。）総務企画課

☎ 45-2111 FAX：45-2162 e-mail：ogata̲mura@ogata.or.jp

住 宅配置図の小さい版が必要な方へ

地分譲のお知らせ
宅 〜西２丁目
４番地４１〜

12月にお配りした新しい住宅配置図は、皆さま 【分譲地】西２丁目４番地41 土地面積484.12㎡
からの声を受け、既存版より大きくしておりま 【分譲価格】5,125,490円（建物なし）
す。これまでと同じサイズの配置図が必要な方

【対

は、総務企画課までおいで下さい。

【分譲の決定】先着順

☎ 45-2111
＊新しい住宅配置図に間違いがありましたので、

【申込・問合せ】総務企画課

【問合せ】総務企画課

象】村定住のために宅地を必要としている方
☎ 45-2111

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

選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

ても実際に
歳を前に村を離れた方が戻ってきた
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

基本台帳に登載されている方が村に居住している

す。裁判の判例においても「住所の認定は客観的

かを確認しています。居住していない場合は、村

事実（起臥、私生活）の存在で足り、本人の住所

の永久選挙人名簿に登載されません。従って、選

確定意思の存在は必要としない」というものが出

挙の際に入場券が送付されることはありません。

ております。

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25年２月号

税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎ 45-2113

平成24年分所得税・消費税の申告相談について
平成24年分の所得税・村県民税・消費税の申告相談を、２月18日（月）〜３月15日（金）まで、
役場旧庁舎２階

第３会議室（農業委員会となり）で行います。

◆日程と会場
対象住区等

東及び北住区

西及び中央住区

勤め人の方

予備日

相談日

２月18日〜28日
（平日）

３月１日〜13日
（平日）

２月24日（日）

３月14日（木）
15日（金）

※対象住区欄に書かれていない住区にお住まいの方は、期間中随時受付します。
【会場】役場旧庁舎２階

第３会議室（農業委員会となり）

【時間】9:00〜12:00、13:00〜16:00

◆所得税の申告が必要な方

◆必要なもの

・事業所得、不動産所得、譲渡所得などがある

・印鑑

方。

・税務署から送付された確定申告書または「確定

・給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得金
額が20万円を超える方。

申告のお知らせ」のハガキ。
・給与・公的年金などの収入があった方は、事業

・給与所得者で平成 24 年中に退職し、その後再

主や年金支払者から送付された平成 24 年分の

就職されていない方。

源泉徴収票。

・給与所得者、公的年金を受給している方で、雑

・事業収入があった方は、収入と必要経費が分か

損控除や医療費控除などを受けようとする方。
・収入はなかったものの、所得証明書や課税証明

る帳簿類、領収証など。
・各種控除に必要な証明書、受領書等

書などが必要となる方。

（平成 24 年中に支払った国民健康保険税、介

なお、所得税の申告義務がない場合でも、村県

護保険料等の納付額通知書、国民年金保険料の

民税の申告が必要になる場合があります。ご不

控除証明書、医療費などの領収証と保険金など

明な場合は税務会計課までお問い合わせくださ

補填された金額のわかるもの、生命保険、損害

い。

保険などの控除証明書、配偶者に所得があった
方はその所得がわかる書類、など。)
・税金の還付を受ける場合は振込先の口座番号
（本人口座に限ります)。

◆お願い
・事業（農業、営業）、不動産所得申告のご相談は、あらかじめ決算書（収支内訳書）の作成をお願い
します。
・医療費控除申告のご相談は、あらかじめ医療費の明細書の作成をお願いします。
・給与・年金等の源泉徴収票は、必ず原本をお持ち下さい。（紛失された場合は再発行が必要です）
・例年、初日及び期間の後半は大変混雑します。スムーズに作業が進むよう事前に準備をしてきて下さ
い。
・「大潟村青色申告会」に加入されている事業主の方は、そちらで相談を受けて下さい。
【問合せ】税務会計課

☎ 45-2113
○
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平成25年２月号

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

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 専 門医による「心の健康相談日」
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年分の申告までです。
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

【日時】２月12日（火）・26日（火）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。

童障害者班

○公的個人認証サービス申込に必要なもの
・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）
・本人確認資料（写真付き公的機関発行の身分

【日時】２月19日（火）13:30〜15:00
【会場】男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部

児

☎ 018-855-5171

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
指します。

証明書）

【開催日時】２月１日・８日・15日・22日（全て金）

・手数料500円
※即日作成、有効期限３年。
○住民基本台帳カード交付申請に必要なもの
・顔写真（役場でも無料で撮影できます。）
・印鑑
・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、有効期限10年。
【問合せ】住民生活課

【会場】秋田地域振興局福祉環境部

☎ 45-2114

13:30〜15:00
【場所】保健センター
【対象】 40 歳以上の女性（健診等で肥満等が指摘
された方）
【申込】保健センター

☎ 45-2613

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
メタボリックシンドロームの解消をめざします。
【開催日時】２月１日・８日・15日・22日（全て金）

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

10:00〜11:30
【場所】保健センター
【対象】 40 歳以上の男性（健診等で肥満等が指摘

操、ゲームをしながら楽しく過ごします。

された方）

【日時】２月５日（火）10:30〜11:30

【申込】保健センター

☎ 45-2613

【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

臨 床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生にカウセンリングをしてもら

介 護相談
介護保険サービスを利用したいが、どうしたら

うだけで心が軽くなります。
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？
子どものこと、家族のこと、自分自身のことな

よいか？介護保険サービスの内容について知りた

ど、何でも相談ください。

い方は、お気軽に来所して下さい。

【日時】２月25日（月）13:00〜15:00

【日時】２月12日（火）9:00〜11:30

【場所】保健センター

【場所】地域包括視線センター
（特養ひだまり苑内） 【応対者】臨床心理士
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321
【申込】保健センター
○
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橋本

まり子

☎ 45-2613

氏

平成25年２月号

保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

成 人歯科検診（歯周疾患検診）助成事業
村民の口腔機能の保持増進を図り、生涯にわたり自分の歯で豊かな食生活を実現することを目的とし
て「成人歯科検診助成事業」を実施しています。
対象者へは個別に通知しておりますが、この機会に是非受診してみて下さい。
なお、検診票をなくされた方は、保健センターへご連絡ください。
【対象者】・４０歳（昭和46年４月２日〜47年４月１日生）
・５０歳（昭和36年４月２日〜37年４月１日生）
・６０歳（昭和26年４月２日〜27年４月１日生）
・７０歳（昭和16年４月２日〜17年４月１日生）
【検診内容】・口腔内診査（現在歯・喪失歯・歯周組織の状況、口腔清掃状態など）
・判定・指導（検査結果を判定し、ブラッシング等の指導）
・歯の清掃体験
【検診料金】自己負担1,000円（村が3,000円負担します）
※検診結果により、精密検査・治療等が必要となった場合は、保険診療になります。
【実施期間】平成25年３月31日まで
【実施場所】○工藤歯科
大潟村字中央1-13 ☎ 45-2512
○かわた歯科 大潟村字中央1-34 ☎ 22-4351
【受診方法】事前に上記歯科医院どちらかに予約をし、「歯周疾患検診票」を持参し、受診してください。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

「認 知症サポーター フォローアップ講習会」へ参加しませんか？
当村で開催している認知症サポーター養成講座を受講し、認知症サポーターになられた方、全員を対
象に「フォローアップ講習会」を開催します。
お誘い合わせの上、ご参加下さいますようお願いします。
【日時】３月７日（木）9:30〜12:00
【場所】特別養護老人ホームひだまり苑 ボランティア会議室
【内容】１．認知症について（養成講座の復習と新情報）
２．事例検討（グループワーク「あなただったら、どうしますか？」）
【講師】秋田県認知症介護指導者 鈴木 学 氏（老人保健施設湖東老健 事務長）
【参加費】無料
【申込・問合せ】３月４日までに地域包括支援センターへ ☎ 22-4321、FAX 22-4511

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

栄 養改善教室
栄養について、バランスがとれた食事の取り方

生活が送れるように、運動を通して筋力の維持、

について学び、健康的な生活を目指します。

向上をはかります。

【日時】２月８日（金）11:00〜13:30

【日時】２月６日・13日・20日・27日（全て水）

【場所】村民センター

13:30〜15:00

【内容】講話と調理実習等

【場所】ふれあい健康館

【対象】65歳以上の一人暮らしの方、 65歳以上の

【対象】おおむね65歳以上の方

夫婦世帯の方

【申込・問合せ】地域包括支援センター

【講師】ひだまり苑管理栄養士

☎ 22-4321

【問合せ】地域包括支援センター

金子

孝子

氏

☎ 22-4321
○
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平成25年２月号

住民生活課からのお知らせ

地域包括支援センター ☎ 22-4321

家 族介護者教室及び懇話会に参加しませんか？
多数のご参加をお待ちしております。
【日時】２月14日(木) 9:30〜12:00
【場所】大潟村ふれあい健康館 ①ボランティア活動室 ②創作活動室
【内容】①9:30〜 対象：村内在住者(興味のある方どなたでもご参加(要申込)ください。)
１.「安全に自宅内を移動するために」
講師：(株)かんきょう能代営業所
(※高齢期の体と自宅内事故・介護保険の住宅改修や福祉用具について学びます。)
２.「介護食(やわらか亭) 試食」
② 11:00〜 対象：自宅で家族の介護をされている方
「家族介護者懇話会」〜普段の介護について語り合いましょう〜
【申込・問合せ】２月８日(金)までにお申し込みください。
地域包括支援センター ☎ 22-4321
社会福祉協議会 ☎ 45-2840

産業建設課からのお知らせ

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 ☎ 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】２月４日(月)〜８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

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

使 用しなくなった衣類の回収にご協力ください！
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回収できない衣類

○

回収できる衣類

不用衣類を回収しますので、村民のみなさんの
ご協力をお願いします。回収された衣類は、秋田
市内の会社でリサイクルされウエスになります。
【日時】２月14日(水) 9:00〜11:30
【場所】村民センター東２丁目分館(旧東２丁目児
童館)
※衣類が汚れないようビニール袋等に入れて持っ
てきて下さい。
【問合せ】婦人会･JA女性部生活環境部 浮田順子
☎ 45-2237
環境エネルギー室 大渕健信 ☎ 45-2115

※洗濯したもの
○綿の衣類(下着類・Ｔシャツ・Ｙシャツ・
学生服・トレーナー・ジーンズ・つなぎ服
などで、アクリル・ナイロン混合可)
○タオル類（タオル・バスタオルなど）
○綿毛・布類
（タオルケット・シーツ・毛布）
布団類、ウール・セーター類、皮革類キル
ティング類、カッパ・ヤッケ類（水を吸わ
ないもの）軍手・軍足・手袋・靴下・帽子
など（小さいもの）

平成25年２月号

議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 民･議員との懇談会を開催します
村民の皆さんから議会活動や村政の課題に対す
る意見や提言をいただき、お互いに理解を深めな
がら、ともに村づくりに努めて参りたいと考えて
います。
今年は、議会からの報告時間を短縮し、テーマ
を絞りながら意見交換をすすめたり、自由に発言
するフリートーキングを設けるなど、話し合う時
間を多くとり、より様々な事について語り合いた
いと考えていますので、皆さんでお誘いあわせの
上、ご参加ください。
【日時】２月８日(金) 13:30〜
【会場】公民館 ２階 大集会室
※昨年と場所が変わりましたので、ご注意ください。
【内容】
1．議会活動等報告

2．意見交換
①総務部門関係 ( 予算･税金･企画･自治会･広報･選
挙など)
②産業建設課関係(農業･除雪･上下水道･道路･観光
など)
③住民生活課関係 ( 福祉･年金･医療･国保等･防災･
戸籍など)
④教育委員会関係(保幼小中･生涯学習･博物館など)
⑤環境エネルギー室関係(環境･ごみ･自然エネルギ
ーなど)
⑥議会関係
3．フリートーキング
【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587
E-mail：g-gikai@ogata.or.jp

教育委員会からのお知らせ

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)･残高証明書･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。)

☆お年玉はどこへ行く？

﹁お年玉もらえた？﹂

大潟幼稚園

でも︑お父さん

お正月の話で盛り上がり︑話題はお年玉のことに︒

先生

Ａくん﹁たくさんもらえたよ！

が銀行に入れるって持っていっちゃった︒

︵泣︶﹂

お年玉がどこかにいって心配なＡくん︒大丈夫︑

きっと大きくなったらお父さんからたくさんのお

年玉になって渡してもらえるよ♪

☆タコさんウィンナー

﹁Ｂくんのお弁当にタコさんウィンナー入

お弁当の時間︒

先生
っているね︒﹂

﹁どうやってタコさんにするか知ってる？﹂

Ｂくん﹁ぼくタコさんウィンナーだいすき！﹂

先生

Ｂくん﹁簡単だよ！まずはね︑ザクザク包丁で切

って〜・・・︵略︶﹂

それからＢくんのタコさんウィンナーの作り方

の 説 明 が し ば ら く 続 き ま し た ︒ 先生 よ り 詳 し く て

びっくり！すごいねＢくん♪

次は大潟保育園のつぶやきです︒

in

○
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平成25年２月号

教育委員会☎ 45-3240
公民館☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

臨 時職員募集
教育委員会では、以下のとおり臨時職員を募集します。
【申込･問合せ】教育委員会学校教育班
職

種

☎ 45-3240

保育園の臨時保育士

学校給食共同調理場調理員

採用人数 若干名

１名

勤 務 地 大潟村立大潟保育園

大潟村学校給食共同調理場

勤務内容 ０〜３歳児の保育

幼稚園、小学校、中学校に提供する給食の調理等の業務

勤務時間 週38時間45分(早番、遅番あり)

週38時間45分

休 業 日 日･祝日･年末年始(その他、週休１日あり)

土日･祝日･学校長期休業期間

賃

金 日額6,000円〜(年齢、経験等により決定します)

日額6,000円〜(年齢、経験等により決定します)

福利厚生 社会保険、雇用保険

社会保険、雇用保険

任用期間 平成25年４月１日〜平成26年３月31日

平成25年４月１日〜平成26年３月31日

資

格 保育士及び幼稚園教諭

履歴書及び資格証明書の写しを教育委員会
事務局へ持参してください。
応募方法
※履歴書等は返却いたしません。
後日、面接を行います。
選考方法 履歴書持参の際に面接日時の予約をしてく
ださい。
申込期日 平成25年２月22日(金)

履歴書を教育委員会事務局へ持参してください。
また、調理師免許等お持ちの方は資格証明書の
写しを持参してください。
※履歴書等は返却いたしません。
後日、面接を行います。
履歴書持参の際に面接日時の予約をしてく
ださい。
平成25年2月22日(金)

１ 月の購入図書
今月は、2012年の分野別売れ筋ランキングで上位に入った本を中心に選定してみました。
硬軟入り混じったバラエティ豊かなラインナップです。
外に出るのがおっくうなこの季節、むしろ逆手にとって読書にふけってみるのはどうですか。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
№

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

○
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タイトル

著者
百田尚樹

ジャンル
文学・評論

永遠の０
ビジョナリーカンパニー４ 自分の意思で ジム・コリンズ ビジネス・経済
偉大になる
スタンフォードの自分を変える教室 ケリーマクゴニガル 文学・評論
おやじダイエット部の奇跡「糖質制限」で
桐山秀樹
医学・薬学
平均22kg減を叩き出した中年男たちの物語
おじさん図鑑
なかむらるみ
エンターテイメント
社団法人全国有料
シルバー川柳
趣味・実用
老人ホーム協会
ゼロからの挑戦
稲盛和夫
ビジネス・経済
世界に通用する子どもの育て方
中島嶺雄
教育・学習参考書・受験
選ぶ力
五木寛之
文学・評論
生きざま
貴乃花光司
スポーツ・アウトドア
中国に立ち向かう覚悟
櫻井よしこ
社会・政治
問題です。2000円の弁当を３秒で
山田真哉
ビジネス・経済
「安い！」と思わせなさい
間抜けの構造
ビートたけし
エンターテイメント

出版社
講談社文庫
日経BP社
大和書房
マガジンハウス
小学館
ポプラ社編集部
ＰＨＰ出版
フォレスト2545新書
文春新書
ポプラ社
小学館
小学館
新潮社
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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

第 34回

家 庭教育学級(第６回)

芸文祭

みなさん是非見に来てください。
【日時】２月24日(日) 9:30〜15:45 展示発表
12:00〜15:45 舞台発表
【会場】ふれあい健康館
※都合により会場がふれあい健康館になっております。
※昼食の用意はございません。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611

今年度最後の家庭教育学級です。来年度に向け
ての目標を皆さんで考えてみませんか。
【日時】２月26日(火) 9:30〜15:00
【会場】講話：公民館調理室、総会：公民館和室
【内容】

9:30〜11:00 講話「おいしいコーヒーの入れ方」
講師 こおひい工房

情 報発信者講座
【日時】２月27日（水）13:30〜15:00
【会場】公民館大集会室
【講演】大潟村と歴史・哲学
【講師】情報発信者 松岡正樹 氏
【参加費】無料
【定員】30名
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611

珈音

佐藤

毅

氏

11:00〜15:00 総会
【定員】20名
【参加費】1,200円
【申込･問合せ】公民館 ☎ 45-2611

公 民館主催講座(お菓子作り教室)
お菓子教室２回目はベーグルサンドを作ります。
お子さんのおやつなどにいかがですか。
【日時】３月11日(月) 10:00〜12:00

３ 月のきらきら塾

〜人形劇〜

【日時】３月２日(土) 10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【内容】人形劇「３びきの子ぶた」
【対象】保育園児･幼稚園児(保護者付添)、小学生、
中学年生、一般村民
【講師】人形劇同好会「八郎」
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611

【会場】村民センター
【定員】20名
【参加費】600円(材料費、飲み物など)
【講師】ココティエ店主

石川

桃子

氏

【申込･問合せ】
３月５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。２月は、保育園のお友だちといっしょに遊んだり、ひな人形制作をしたりします。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･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

＜２月のさくらんぼクラブ＞

＜３月のさくらんぼクラブ＞

○いっしょにあそぼう！ part2
〜保育園の友だちと遊ぼう！〜

○おおきくなったね☆おたのしみ会

【日時】２月13日(水)

【日時】３月27日(水) 10:00〜11:00
※今年度最後のお楽しみ会です。

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

〜大きくなったことを喜ぶ(潟っ子広場合同)〜

みんないっしょに楽しみましょう。

○
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干拓博物館 ☎ 22-4113

Ｐ olderlipWave2013 大潟村チューリップ作品展
恒例となった真冬のチューリップ作品展、本年
度も３日間だけ、特別な空間を用意して皆様のご
来館をお待ちしています。
【期間】２月15日(金)〜17日(日)
【時間】9:00〜16:30(入館は16:00まで)
【会場】干拓博物館
【入館料】冬季無料実施中です。(２月末まで)
【展示内容】○大潟産チューリップ切り花
○生け花作品 ○押し花作品
○幼稚園児の作品 ○記念撮影コーナー
○折り紙･切り紙･お絵かきコーナー
【体験教室等】参加無料
○生け花体験(作品は会場に展示します)
《対象》幼稚園児･小学生。各先着30名程度。
《日時》16日10:30〜11:30、13:30〜14:30
17日10:30〜11:30

○押し花体験(作品は持ち帰れます)
《対象》誰でも参加できます。先着100名程度。
《日時》17日10:00〜
○チューリップ栽培ハウス見学ツアー(所要１時間)
《対象》誰でも参加できます。各回先着30名程度。
《日時》16日11:00、12:45、14:00出発
17日11:00、12:45、14:00出発
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

博 物館教室
「アオコと八郎潟の水質について」

大 潟書道塾書道展

八郎湖の水質悪化とアオコ発生の問題については、
現在湖沼法の指定を受け、その解消が急がれている
ところですが、そもそもアオコとはどういうものな
のでしょうか。小学生から学べるような内容で学習
会を開催します。
【日時】２月10日(日) 10:00〜11:30
【会場】干拓博物館
【対象】どなたでも可

【参加費】無料

【講師】秋田県立大学生物資源科学部准教授
近藤 正 氏
【主催】大潟村教育委員会
【共催】大潟の自然を愛する会
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

昨年の生け花体験の様子

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】２月９日(土)〜11日(月)
【会場】干拓博物館 企画展示室
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

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

秋田県農業研修センター
秋田県農業研修センター ２月の研修予定
２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
○農村起業家研修「野菜の加工品②」
【日時】２月７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
○ロープワークを学ぼう
【日時】２月９日 13:30〜15:30
【定員】20名【費用】500円
【問合せ】生態系公園管理事務所

○
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○農業経営者研修「農業簿記(手書き)③」 ☆企画展のご案内
「クリスマスローズ展」
【日時】２月13日･14日 10:00〜16:00
【日時】２月23日〜３月10日
【定員】20名 【費用】500円
【問合せ】農業研修センター
9:00〜17:00
【場所】生態系公園鑑賞温室(入場無料)
○「食･農･観」連携ビジネス・スクール⑩ 【問合せ】生態系公園管理事務所
【日時】２月15日 10:00〜15:00
※研修の情報はwebサイトにも掲載
【場所】ホテルメトロポリタン秋田
「農業研修センター」
「生態系公園」で検索
【問合せ】農業研修センター

平成25年２月号

教育委員会からのお知らせ

村 民体育館に忘れ物はありませんか？

村民体育館 ☎ 45-2269

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
などの忘れ物はありませんか？心当たりのある方は
３月21日まで体育館へお越し下さい。３月 22日を 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。
もって、持ち主不明の忘れ物在庫を一度処分します。
【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。
民スキー大会参加者募集
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
村民体育館に傘やタオル、ポット。その他の私物

村

【日時】２月２日(土) 8:30
【会場】秋田市オーパス(※現地集合)
【申込】当日、現地にて参加者受付。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

村 民バドミントン大会参加者募集
【日時】２月16日(土) 8:30
【会場】村民体育館

村 民ミニテニス大会参加者募集
【日時】２月17日(日) 9:00
【会場】村民体育館
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】２月８日(金)
【主催】大潟村体育協会
【主幹】大潟村ミニテニス愛好会
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

【競技種目】中学・一般ダブルス
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】２月８日(金)(※ペアで申込ください。
)
【主催】大潟村体育協会
【主幹】バドミントン同好会
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

村 民室内ゲートボール大会参加者募集
【日時】２月22日(金) 10:00
【会場】ふれあい健康館
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】２月８日(金)
【主催】大潟村体育協会
【主幹】大潟村ゲートボール協会
【問合せ】社会福祉協議会 ☎ 45-2840

第 34回村民卓球大会結果
12月16日村民体育館で開催、参加者40名。
【団体の部】優勝：ミッシェル 準優勝：米っこクラブ
【中学女子の部】優勝：後藤麗那 準優勝：江畑歩佳
【中学男子の部】優勝：斉藤秀太郎 準優勝：安部仁
【一般女子の部】優勝：一関美桜 準優勝：北條羽羅南
【シニアの部】優勝：畠山政夫 準優勝：佐藤弘

村 民ソフトテニス大会参加者募集
【日時】２月24日(日) 9:00
【会場】村民体育館
【参加資格】村内に在住又は勤務する方
【申込期限】当日、現地にて参加者受付。
【主催】大潟村体育協会
【主幹】大潟ソフトテニスクラブ
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

第 43回村民剣道大会結果
12月23日、村民体育館で開催、参加者30名。
【小学生低学年の部】優勝：桜田凌那 準優勝：
今野雪路
【中学生の部】優勝：鈴木希望 準優勝：川村亮斗
【一般の部】優勝：三浦拓美 準優勝：岡田信介

１回スポーレおおがた杯
第 ユニカール大会結果
１月10日、村民体育館で開催、参加者30名。
優 勝：吉田富士子・菅原フユ子・長井カズイ
準優勝：寺田アチ子・村上明子・菅原八重子
３位：吉原栄子・伊藤みち子・田中美恵子
３位：花塚敏子・阿部和子・伊藤恵美子

○
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村民体育館 ☎ 45-2269

☆スポーレおおがた２月の教室予定☆
種

目

日にち

おためし自力整体
ボクササイズ

３Ｂ体操
ポールストレッチ
シェイプアップ
生活ヨガ
おためし生活ヨガ
ちびっこ体操
ジュニア体操
ミニテニス
太極拳
スキー＆温浴体操

場

6･20
8･15･22
8･15･22
5･12･19
13･27
4･25
18
7･14･21
7･14･21
5･12･19
4･18･25
7･23

所

健康館
村民体育館
遊創館 ( ジュータンの間 )
健康館
村民体育館
健康館
健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
田沢湖スキー場

時

間

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

備

考

村民体育館集合

※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。

NEW おためし自力整体
自然治癒力が高まり、経絡治療によって気のめぐりをよくします。身体のメンテナンスにぜひ一度体験し
てみて下さい！
【日時】２月６日(水)･20日(水) 10:00〜 【場所】ふれあい健康館 【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

３ Ｂ体操講習会
①ジュニア３Ｂ体操体験講習会

〜あつまれ元気

っ子！！〜
３つの手具を使い工夫しながら子どもの創造
性・基礎体力を養います。
【会場】村民センター
【日時】２月16日(土)･23日(土) 13:30〜14:30
【対象】３歳児〜小学校低学年
【参加費】無料
【準備】内靴、飲み物(※用具は貸し出します。)
【問合せ】 ( 公社 ) 日本３Ｂ体操協会秋田県支部
戸嶋

☎ 0185-46-3647

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事

業

名

②３Ｂ体操体験講習会
３ B 体操は３つの手具をつかい音楽に合わせて
身体を動かしたり、ダンスをしたり、時には複数
の手具を組み合わせたり、遊び感覚でさまざまな
運動が楽しめます。
【会場】村民センター
【日時】２月21日(木)･28日(木) 10:00〜11:30
【対象】一般男女(運動の苦手な方でもOK)
【参加費】無料
【準備】内靴、飲み物(※用具は貸し出します。)
【問合せ】 ( 公社 ) 日本３Ｂ体操協会秋田県支部
鎌田 ☎ 0185-25-2541

平成24年12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

大潟村公共下水道管渠長寿命 指 名 競 争
12月25日
化計画調査診断業務委託
大潟環状線舗装補修工事第16工区 指 名 競 争 12月25日

○
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契約額（税込み） 落札率(%)

業

者

名

9,030,000円 96.63% ㈱ 遠 藤 設 計 事 務 所
18,060,000円 100.00% 鈴

成

建

設

㈱

平成24年２月号

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

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

NPO法人ポルダーネットでは、大潟村の委託

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前

事業でポータルサイトの構築を進めておりま
す。現在構築を進めているポータルサイトは、
大潟村産の米などの特産品をホームページで紹
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
部分もありますが、非営利活動の団体等の紹介
は極力無償で提供して行きたいと思っておりま
す。今後、村内の各企業には戸別に協力のお願
いにも出向く予定でおりますが、個人で商品を
販売されている皆様で商品を宣伝したいと思っ
ている方、各種団体の活動をPRしたい方、また
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

年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合

E-Mail:portal-master@ogata.or.jp
秋田県総合県税事務所から

平成25年度に使用する農業用免税軽油について

国税庁から

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
秋田県立大学から

平成25年度前期科目等履修生･聴講生を募集
平成25年度前期(４月１日〜９月30日)の科目等
履修生(受講科目の単位取得可能)及び聴講生(授業
の聴講は可能。単位取得不可。)を募集します。
【募集期間】１月28日(月)〜２月15日(金)
【費用】①入学検定料9,800円②入学料28,200円
③１単位当たりの授業料(科目等履修生14,800円、
聴講生7,400円)※以前に科目等履修生･聴講生であ

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
秋田県国民年金基金から

例年大変混み合います。特に３月中旬以降は、

60歳支給開始のつなぎ年金もあります

自動車税課税基準日(４月１日)前に名義変更や抹

った方は、①②が免除される場合があります。
【申込･問合せ】秋田県立大学秋田キャンパス
☎ 018-872-1500
東北運輸局から

自動車の登録手続きはお早めに
年度末、運輸支局の自動車検査･登録窓口は、

消登録手続きを行う方々による駆け込み申請及
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 ③ 20歳以上60歳未満
【問合せ】秋田県国民年金基金
☎ 0120-65-4192

び車検車両の増加により大変混雑し、申請者の
みなさまには長時間お待ちいただく状況になっ
ております。自動車の諸手続をご予定の方は、
年度末前の比較的混雑の少ない３月上旬ごろま
でに手続きされますようお願い申し上げます。
【問合せ】東北運輸局秋田運輸支局
☎ 050-5540-2012

○
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平成25年２月号

今月 の カ レ ン ダ ー
月日

行

事

名

場

所

２月

2日
3日
5日
7日
11日
15日
16日
17日
22日
24日

村民スキー大会(8:30)
第34回冬季ふるさと祭り(10:00)
新中学１年生入学説明会
新入園児健康診断・面接
第５回大潟剣道錬成大会(13:00)
大潟村チューリップ作品展(〜17日)
産直まつり「チューリップまつり」( 〜17日)
村民バドミントン大会(8:30)

秋田市オーパス
多目的運動広場
小学校会議室他
保育園
村民体育館
干拓博物館
産直センター
村民体育館

保育参加日

保育園

村民ミニテニス大会(9:00)
村民ゲートボール大会(10:00)
村民ソフトテニス大会(9:00)
第34回大潟村芸文祭(9:30〜15:45)

村民体育館
ふれあい健康館
村民体育館
ふれあい健康館

３月

5日 農業委員会定例総会(13:30)
7日 中学校卒業式(14:00)

役場
中学校

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

人数（人）（増減）
1,075 ( ０ )
3,305 (−２)
1,635 ( ０ )
1,670 (−２)

項目

人数（人）

転入
転出
出生
死亡

５
７
２
２

◎公共施設の利用状況（12月中）
利用者数

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

839人
2,011人
570人
263人
０人

施設名

利用者数（量）

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

67人

2,942人
1,452人
81ｔ
40,042
44,773

◎公共施設の太陽光発電量（12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
9.99
147
151
138
142
西２分館
3.96
37
57
30
50
西３分館
7.74
83
43
78
38
東２分館
9.99
186
262
149
225
東３分館
9.99
129
150
116
137
北１コミ会館
7.20
146
76
128
58
北２コミ会館
5.40
78
20
71
13
南コミ会館
4.32
69
85
52
68
多目的会館
4.95
89
166
70
147
合
計
63.54
964 1,010
832
878
○売電量の金額換算：34,944円
（単価42円/kWh）
○売電量の石油換算：184リットル

日

)

○
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■冬季節電のお願い

〜(３月

総務省より︑冬季の節電の依

頼がありました︒

住民の皆様への数値目標はあ

りませんが︑午前９時〜午後９

時の間︑無理のない範囲で節電

にご協力いただきますようお願

いします︒

29

今月の保健センター相談・健診
■保健センター

☎45-2613

◎１歳半健診(H23.5.5〜8.3生)
２月４日(月) 13:00〜13:15
◎３歳児健診(H21.7.1〜9.30生)
２月４日(月) 13:15〜13:30
◎乳児健診(４･７･10･13カ月児)
２月７日(木) 13:00〜
◎乳児相談(２カ月の乳児)
２月14日(木) 13:00〜
◎２歳児親子歯科健診(H22.8.1〜9.30生)
２月18日(月) 13:00〜
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
内容: ベビーマッサージ
２月21日(木) 10:00〜11:30
◎健康相談
ふれあい健康館
２月６日(水)･20日(水) 9:50〜
保健センター
２月６日(水) 13:00〜

栄養相談可

２月27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。
２月14日(木)･28(木) 14:00〜15:00
場所･申込：保健センター

☎ 45-2613

２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】２月19日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

